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(57)【要約】
【課題】構造がシンプルであり、使用者の頭部に簡単に
フィットさせることができると共に、掛け心地にも優れ
る眼鏡を提供すること。
【解決手段】本発明は、左右一対のレンズＬを有するフ
ロント部Ｆと、本体部１１及び本体部１１の外側に突出
して形成された取付突部１２を有するモダン部Ｍと、フ
ロント部Ｆの一端及び取付突部１２を連結するテンプル
部Ｔと、を備えた眼鏡１００であって、取付突部１２が
、テンプル部Ｔを係止するための係止具１２ａと、該係
止具１２ａの上下方向に設けられた突出部１２ｂとを有
し、テンプル部Ｔの後端部ＴＢには、係止具１２ａの径
よりも大きい貫通孔４が設けられ、該貫通孔４には係止
具１２ａが挿入されており、モダン部Ｍが取付突部１２
を支点として左右方向に回動可能となっている眼鏡１０
０である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右一対のレンズを有するフロント部と、本体部及び該本体部の外側に突出して形成さ
れた取付突部を有するモダン部と、前記フロント部の一端及び前記取付突部を連結するテ
ンプル部と、を備えた眼鏡であって、
　前記取付突部が、前記テンプル部を係止するための係止具と、該係止具の上下方向に設
けられた突出部とを有し、
　前記テンプル部の後端部には、前記係止具の径よりも大きい貫通孔が設けられ、
　該貫通孔には前記係止具が挿入されており、
　前記モダン部が前記取付突部を支点として左右方向に回動可能となっている眼鏡。
【請求項２】
　前記モダン部の回動の際には、前記テンプル部の一部が前記突出部の表面に案内されな
がら動く請求項１記載の眼鏡。
【請求項３】
　前記係止具が係止ネジであり、水平左右方向に前記本体部に螺合されている請求項１又
は２に記載の眼鏡。
【請求項４】
　前記取付突部が、前記本体部に取り付けられた一対の突出部と、該突出部のそれぞれの
外側の縁部を垂直方向に連結する外壁部とを更に有し、
　前記係止具が係止ネジであり、水平左右方向に前記外壁部及び／又は前記本体部に螺合
されている請求項１又は２に記載の眼鏡。
【請求項５】
　前記取付突部が、前記本体部に取り付けられた内壁部と、該内壁部に取り付けられた一
対の突出部と、該突出部のそれぞれの外側の縁部を垂直方向に連結する外壁部とを更に有
し、
　前記係止具が係止ネジであり、水平左右方向に前記外壁部、前記内壁部及び前記本体部
のうちの少なくとも１つに螺合されている請求項１又は２に記載の眼鏡。
【請求項６】
　前記内壁部と前記外壁部との間の距離が、前方に行くほど広がっている請求項５記載の
眼鏡。
【請求項７】
　前記テンプル部が前記本体部、前記内壁部又は前記外壁部に当接されることにより、前
記モダン部の回動が拘束される請求項５又は６に記載の眼鏡。
【請求項８】
　前記本体部の前端が、前記取付突部よりも前方に位置している請求項１～７のいずれか
１項に記載の眼鏡。
【請求項９】
　前記本体部の後部が上下方向に分岐している請求項１～８のいずれか１項に記載の眼鏡
。
【請求項１０】
　前記本体部の前部が上下方向に分岐している請求項１～９のいずれか１項に記載の眼鏡
。
【請求項１１】
　前記本体部が使用者の頭部に沿うように屈曲している請求項１～１０のいずれか１項に
記載の眼鏡。
【請求項１２】
　前記モダン部が前記テンプル部から着脱自在となっている請求項１～１１のいずれか１
項に記載の眼鏡。
【請求項１３】
　前記テンプル部の外側側面の中央には、長手方向に沿って長溝が設けられている請求項
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１～１２のいずれか１項に記載の眼鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼鏡に関し、更に詳しくは、構造がシンプルであり、使用者の頭部に簡単に
フィットさせることができると共に、掛け心地にも優れる眼鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　眼鏡は一般に、左右一対のレンズを有するフロント部と、フロント部の両側から後方に
延びるテンプル部と、テンプル部に取り付けられるモダン部とから構成される。
　かかる眼鏡は、使用者の頭部を両側からモダン部で挟み込むと共に、モダン部を耳に掛
けることにより着用される。
【０００３】
　ところで、眼鏡を着用する際、使用者の頭部の形状には個人差があるため、頭部の形状
がモダン部の形状に一致しない場合がある。この場合、頭部におけるモダン部のフィット
感が極めて悪くなり、その結果、眼鏡がずれ易くなったり、極端には頭痛が生じる恐れが
ある。
【０００４】
　それに対し、近年、眼鏡のフィット感を向上させるため、モダン部の改良が行われてい
る。
　例えば、眼鏡フレームのヨロイに基端側が連結されるテンプル本体と、このテンプル本
体に連結され、顔の側面を挟むことができる挟み体と、を有し、テンプル本体と挟み体が
第一のリンクを介して、第一のリンクがテンプル本体に対してテンプル本体の長手方向に
直交する第一の軸の回りを相対的に回転でき、かつ挟み体が第一のリンクに対して第一の
軸と平行な第二の軸の回りを相対的に回転できるように連結され、そして、テンプル本体
と挟み体とが、挟み体がテンプル本体に対して相対的にスライドでき、かつ挟み体がテン
プル本体に対して第一及び第二の軸と平行な第三の軸の回りを相対的に回転できるように
連結される眼鏡フレーム用テンプルが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１０２４５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１記載の眼鏡フレーム用テンプルは、構造が複雑であると
いう欠点がある。
　また、モダンの回転がトーションばねにより拘束されているため、モダンを頭部にフィ
ットさせた際には、トーションばねによる部分的な力がモダンから頭部に伝わることにな
る。その結果、部分的に頭部が圧迫され、掛け心地が悪くなる傾向にある。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、構造がシンプルであり、使用者の頭部
に簡単にフィットさせることができると共に、掛け心地にも優れる眼鏡を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意検討したところ、テンプル部の後端部に、
取付突部の係止具の径よりも大きい貫通孔を設け、これに当該係止具を挿入し、取付突部
を支点としてモダン部を左右方向に回動可能とすることにより、上記問題点を解決できる
ことを見出し、本発明を完成させるに至った。
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【０００９】
　本発明は、（１）左右一対のレンズを有するフロント部と、本体部及び本体部の外側に
突出して形成された取付突部を有するモダン部と、フロント部の一端及び取付突部を連結
するテンプル部と、を備えた眼鏡であって、取付突部が、テンプル部を係止するための係
止具と、該係止具の上下方向に設けられた突出部とを有し、テンプル部の後端部には、係
止具の径よりも大きい貫通孔が設けられ、該貫通孔には係止具が挿入されており、モダン
部が取付突部を支点として左右方向に回動可能となっている眼鏡に存する。
【００１０】
　本発明は、（２）モダン部の回動の際には、テンプル部の一部が突出部の表面に案内さ
れながら動く上記（１）記載の眼鏡に存する。
【００１１】
　本発明は、（３）係止具が係止ネジであり、水平左右方向に本体部に螺合されている上
記（１）又は（２）に記載の眼鏡に存する。
【００１２】
　本発明は、（４）取付突部が、本体部に取り付けられた一対の突出部と、該突出部のそ
れぞれの外側の縁部を垂直方向に連結する外壁部とを更に有し、係止具が係止ネジであり
、水平左右方向に外壁部及び／又は本体部に螺合されている上記（１）又は（２）に記載
の眼鏡に存する。
【００１３】
　本発明は、（５）取付突部が、本体部に取り付けられた内壁部と、該内壁部に取り付け
られた一対の突出部と、該突出部のそれぞれの外側の縁部を垂直方向に連結する外壁部と
を更に有し、係止具が係止ネジであり、水平左右方向に外壁部、内壁部及び本体部のうち
の少なくとも１つに螺合されている上記（１）又は（２）に記載の眼鏡に存する。
【００１４】
　本発明は、（６）内壁部と外壁部との間の距離が、前方に行くほど広がっている上記（
５）記載の眼鏡に存する。
【００１５】
　本発明は、（７）テンプル部が本体部、内壁部又は外壁部に当接されることにより、モ
ダン部の回動が拘束される上記（５）又は（６）に記載の眼鏡に存する。
【００１６】
　本発明は、（８）本体部の前端が、取付突部よりも前方に位置している上記（１）～（
７）のいずれか１つに記載の眼鏡に存する。
【００１７】
　本発明は、（９）本体部の後部が上下方向に分岐している上記（１）～（８）のいずれ
か１つに記載の眼鏡に存する。
【００１８】
　本発明は、（１０）本体部の前部が上下方向に分岐している上記（１）～（９）のいず
れか１つに記載の眼鏡に存する。
【００１９】
　本発明は、（１１）本体部が使用者の頭部に沿うように屈曲している上記（１）～（１
０）のいずれか１つに記載の眼鏡に存する。
【００２０】
　本発明は、（１２）モダン部がテンプル部から着脱自在となっている上記（１）～（１
１）のいずれか１つに記載の眼鏡に存する。
【００２１】
　本発明は、（１３）テンプル部の外側側面の中央には、長手方向に沿って長溝が設けら
れている上記（１）～（１２）のいずれか１つに記載の眼鏡に存する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の眼鏡は、テンプル部の後端部に、取付突部の係止具の径よりも大きい貫通孔を



(5) JP 2016-151761 A 2016.8.22

10

20

30

40

50

設け、これに当該係止具を挿入して、モダン部が取付突部を支点として左右方向に回動可
能とすることにより、使用者の頭部の形状に合わせて、屈曲したモダン部の本体部を簡単
にフィットさせることができる。
　このとき、貫通孔の径が、係止具の径よりも大きいので、テンプル部は、左右だけでな
く、上下にも自由度を有する。このため、着用の際には、モダン部が左右方向のみならず
上下方向（捻り方向）にも頭にフィットさせることができる。
【００２３】
　また、モダン部が一定範囲内で自由に回動することが可能となるので、フィットさせる
際に不要な力がモダン部に加わらず、掛け心地に極めて優れるものとなる。
　さらに、特別なリンク機構等を設けないため、部品点数が少なく、又、溶接加工が不要
で、製造コストが低く、シンプルな構造とすることができる。さらに、溶接加工がないこ
とで、破損なども少なくなる。
　さらにまた、テンプル部の作製に、ロー付け等の接合が不要であるため、例えば、店頭
において、長さが使用者に合うように平板を切断し、適当な位置に貫通孔を設けることに
より、テンプル部を簡単に作製できると共に、テンプル部を簡単に変更することができる
。
【００２４】
　本発明の眼鏡においては、モダン部の回動の際には、テンプル部の一部が突出部の表面
に案内されながら動くので、モダン部の前端が上下方向に大きくぶれることを防止するこ
とができる。
【００２５】
　本発明の眼鏡においては、係止具が係止ネジであり、水平左右方向に本体部に螺合され
ている場合、テンプル部をデザイン性に優れる平板状とすることができる。なお、係止ネ
ジとは、係止するためのネジである。
　また、係止ネジの着脱を比較的容易に行うことができる。
【００２６】
　本発明の眼鏡においては、取付突部が、本体部に取り付けられた一対の突出部と、該突
出部のそれぞれの外側の縁部を垂直方向に連結する外壁部とを更に有し、係止具が係止ネ
ジであり、水平左右方向に外壁部及び／又は本体部に螺合されている場合、係止ネジの着
脱を比較的容易に行うことができる。
　また、取付突部が、本体部に取り付けられた内壁部と、該内壁部に取り付けられた一対
の突出部と、該突出部のそれぞれの外側の縁部を垂直方向に連結する外壁部とを更に有し
、係止具が係止ネジであり、水平左右方向に外壁部、内壁部及び本体部のうちの少なくと
も１つに螺合されている場合、係止ネジの着脱を比較的容易に行うことができる。
【００２７】
　本発明の眼鏡においては、内壁部と外壁部との間の距離が、前方に行くほど広がってい
ると、テンプル部が、内壁部又は外壁部に当接される際、線接触されることになるので、
テンプル部への当接による衝撃を軽減することができる。
【００２８】
　本発明の眼鏡においては、テンプル部が本体部、内壁部又は外壁部に当接されることに
より、モダン部の回動が拘束される場合、モダン部が過剰に回動して破損又は変形するこ
とを防止することができる。
【００２９】
　本発明の眼鏡においては、本体部の前端が、取付突部よりも前方に位置している場合、
頭部にフィットさせた際の安定度に優れる。
【００３０】
　本発明の眼鏡においては、本体部の後部が上下方向に分岐している場合、頭部にフィッ
トさせた際に、安定度を向上させることができる。
　また、本体部の前部が上下方向に分岐している場合、頭部にフィットさせた際に、安定
度を向上させることができる。
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　さらに、後部が上下方向に分岐しており、且つ、本体部の前部が上下方向に分岐してい
る場合、これらの４点で頭部にフィットさせることができるので、安定度を極めて向上さ
せることができる。
【００３１】
　本発明の眼鏡においては、本体部が使用者の頭部に沿うように屈曲している場合、より
フィット感が向上する。
【００３２】
　本発明の眼鏡においては、モダン部がテンプル部から着脱自在となっている場合、例え
ば、モダン部に破損等が生じた場合、簡単に取り換えることができる。
　また、衣装や髪型等に応じて、異なるデザインのモダン部に交換することもできる。
【００３３】
　本発明の眼鏡においては、テンプル部の外側側面の中央に、長手方向に沿って長溝が設
けられている場合、貫通孔を設ける位置を設定し易い。すなわち、店頭で、使用者に合わ
せてテンプル部に貫通孔を設ける場合、当該長溝を基準として貫通孔を設ける位置を簡単
に決定してテンプル長を変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、本発明に係る眼鏡の第１実施形態を示す斜視図である。
【図２】図２の（ａ）は、第１実施形態に係る眼鏡のテンプル部を示す上面図であり、図
２の（ｂ）は、その側面図である。
【図３】図３の（ａ）は、第１実施形態に係る眼鏡のモダン部を示す上面図であり、図３
の（ｂ）は、その側面図である。
【図４】図４は、第１実施形態に係る眼鏡においてテンプル部と係止ネジとの関係を説明
するための部分断面図である。
【図５】図５の（ａ）及び図５の（ｂ）は、第１実施形態に係る眼鏡においてモダン部を
回動させた状態を説明するための上面図である。
【図６】図６は、第１実施形態に係る眼鏡を使用者が着用した状態を示す模式上面図であ
る。
【図７】図７は、本発明に係る眼鏡の第２実施形態を示す斜視図である。
【図８】図８の（ａ）は、第２実施形態に係る眼鏡のモダン部を示す上面図であり、図８
の（ｂ）は、その側面図である。
【図９】図９は、第２実施形態に係る眼鏡においてテンプル部と係止ネジとの関係を説明
するための部分断面図である。
【図１０】図１０の（ａ）及び図１０の（ｂ）は、第２実施形態に係る眼鏡においてモダ
ン部を回動させた状態を説明するための上面図である。
【図１１】図１１は、第２実施形態に係る眼鏡を使用者が着用した状態を示す模式上面図
である。
【図１２】図１２の（ａ）及び図１２の（ｂ）は、第２実施形態に係る眼鏡の変形例にお
けるテンプル部と係止ネジとの関係を説明するための部分断面図である。
【図１３】図１３は、他の実施形態に係る眼鏡のテンプル部を示す上面図である。
【図１４】図１４の（ａ）は、他の実施形態に係る眼鏡のモダン部を示す上面図であり、
図１４の（ｂ）は、その側面図である。
【図１５】図１５は、他の実施形態に係る眼鏡のテンプル部とモダン部とを連結させた状
態を示す部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、必要に応じて図面を参照しつつ、本発明の好適な実施形態について詳細に説明す
る。なお、図面中、同一要素には同一符号を付すこととし、重複する説明は省略する。ま
た、図面の寸法比率は図示の比率に限られるものではない。
【００３６】
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（第１実施形態）
　図１は、本発明に係る眼鏡の第１実施形態を示す斜視図である。
　図１に示すように、第１実施形態に係る眼鏡１００は、左右一対のレンズＬを有するフ
ロント部Ｆと、フロント部Ｆの両側からそれぞれ後方に延びるテンプル部Ｔと、各テンプ
ル部Ｔに取り付けられるモダン部Ｍと、を備える。
　なお、レンズＬは、市販のものを適宜採用することができる。
【００３７】
　フロント部Ｆは、左右一対のレンズＬと、両レンズＬを架橋するブリッジ１と、を有す
る。
　また、フロント部Ｆの両側には、それぞれ、ヒンジ２を介してテンプル部Ｔが折畳み可
能となるように取付けられている。
【００３８】
　テンプル部Ｔは、平板状であり、フロント部Ｆの一端と、後述するモダン部Ｍの取付突
部とを連結している。
　図２の（ａ）は、第１実施形態に係る眼鏡のテンプル部を示す上面図であり、（ｂ）は
、その側面図である。
　図２の（ａ）及び（ｂ）に示すように、テンプル部Ｔは、後端部ＴＢに貫通孔４が設け
られている。
　このため、テンプル部Ｔにおいては、貫通孔４に、後述するモダン部Ｍの取付突部の係
止ネジ（係止具）を挿入することにより、テンプル部Ｔがモダン部Ｍに留められるように
なっている（図１参照）。なお、貫通孔４と係止ネジとの関係については、後述する。
【００３９】
　テンプル部Ｔは、平板に貫通孔４を設けることにより、簡単に作製することができる。
　このように、第１実施形態に係る眼鏡１００においては、テンプル部の作製に、ロー付
け等の接合が不要であるため、例えば、店頭において、長さが使用者に合うように平板を
切断し、適当な位置に貫通孔を設けることにより、テンプル部を簡単に作製できると共に
、テンプル部を簡単に変更することができる。
【００４０】
　このとき、テンプル部Ｔは、外側側面の中央に、長手方向に沿って長溝５が設けられて
いることが好ましい。
　この場合、貫通孔４を設ける位置を設定し易くなる。すなわち、店頭で、使用者に合わ
せてテンプル部Ｔに貫通孔４を設ける場合、当該長溝５を基準として貫通孔４を設ける位
置を簡単に決定してテンプル長を変更することができる。
【００４１】
　図３の（ａ）は、第１実施形態に係る眼鏡のモダン部を示す上面図であり、図３の（ｂ
）は、その側面図である。
　図３の（ａ）に示すように、モダン部Ｍは、使用者の頭部に沿うように屈曲した本体部
１１と、本体部１１の外側に突出して形成された取付突部１２とを有する。
【００４２】
　本体部１１においては、前端Ｐが取付突部１２よりも前方に位置している。すなわち、
本体部１１は、取付突部１２から後方のみならず前方にも延びた構造となっている。これ
により、頭部を把持する際のモダン部Ｍの接触面積が大きくなるので、頭部にフィットさ
せた際の安定度が向上する。
　そして、本体部１１は、全体が内側に屈曲した構造となっており、使用者が眼鏡１００
を着用した際に、使用者の頭部の側面に沿うようになっている。
【００４３】
　図３の（ｂ）に示すように、本体部１１においては、取付突部１２から前方を前部１１
ａ、取付突部１２から後方を後部１１ｂとした場合に、本体部１１の前部１１ａが上方向
に分岐した上枝部１１ａ１と、下方向に分岐した下枝部１１ａ２を有しており、本体部１
１の後部１１ｂも上方向に分岐した上枝部１１ｂ１と、下方向に分岐した下枝部１１ｂ２
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とを有している。
　これにより、使用者が眼鏡１００を着用した場合、モダン部Ｍの上枝部１１ａ１及び下
枝部１１ａ２、並びに、上枝部１１ｂ１及び下枝部１１ｂ２の４点で頭部にフィットさせ
ることができるので、安定度を極力向上させることができる。
【００４４】
　図３の（ａ）に戻り、取付突部１２は、テンプル部Ｔを係止するための係止ネジ１２ａ
と、該係止ネジ１２ａの上下方向に設けられた一対の突出部１２ｂとを有する。
　突出部１２ｂは、平板状であり、本体部１１に上下一対取り付けられている。具体的に
は、突出部１２ｂは、本体部１１に取り付けられた上突出部１２ｂ１と、該上突出部１２
ｂ１の下方に取り付けられた下突出部１２ｂ２とからなる。
【００４５】
　取付突部１２において、係止ネジ１２ａは、上突出部１２ｂ１と、下突出部１２ｂ２と
の間に配置されているため、テンプル部Ｔは、上突出部１２ｂ１と、下突出部１２ｂ２と
の間に位置することになる。
　このとき、テンプル部Ｔは、突出部１２ｂの内側表面に接している。したがって、モダ
ン部Ｍが回動する際には、テンプル部Ｔの一部が上突出部１２ｂ１及び／又は下突出部１
２ｂ２の表面に案内されながら動くことになるため、モダン部Ｍの前端が上下方向に大き
くぶれることを防止することができる。
【００４６】
　図４は、第１実施形態に係る眼鏡においてテンプル部と係止ネジとの関係を説明するた
めの部分断面図である。
　図４に示すように、係止ネジ１２ａは、水平左右方向を向いており、先端が本体部１１
に螺合されている。このため、係止ネジ１２ａの着脱を比較的容易に行うことができる。
　また、係止ネジ１２ａは、上述したテンプル部Ｔの貫通孔４に挿入されている。すなわ
ち、係止ネジ１２ａは、テンプル部Ｔの貫通孔４を水平左右方向から係止している。
【００４７】
　ここで、上述したテンプル部Ｔの貫通孔４の径Ｒ２は、係止ネジ１２ａの径Ｒ１よりも
大きくなっている。これにより、テンプル部Ｔが左右方向へ自由に平行移動することが可
能となる。
　なお、貫通孔４の径Ｒ２は、係止ネジ１２ａのネジ頭径Ｒ３よりも小さくなっている。
これにより、テンプル部Ｔが外れてしまうことを防止できる。
　また、テンプル部Ｔは、左右だけでなく、上下にも自由度を有する。このため、着用の
際には、モダン部Ｍが左右方向のみならず上下方向にも回動させることが可能となる。
　さらに、テンプル部Ｔは、上下左右に自由度を有することから、モダン部Ｍの捻じれ方
向への動きの自由度が確保される。
　これらのことにより、眼鏡１００は、頭部によりフィットさせることが可能となる。
　なお、貫通孔４の径Ｒ２は、係止ネジ１２ａのネジ頭の径Ｒ３より小さい範囲内で、大
きい程、テンプル部Ｔの上下左右方向への揺動が大きくなる。
【００４８】
　第１実施形態に係る眼鏡１００において、モダン部Ｍは、テンプル部Ｔから着脱自在と
なっている。３
　すなわち、螺合された係止ネジ１２ａを本体部１１から取り外すことにより、テンプル
部Ｔを簡単に取り外すことができる。
　これにより、例えば、モダン部Ｍに破損等が生じた場合、簡単に取り換えることができ
る。
　また、衣装や髪型等に応じて、異なるデザインのモダン部Ｍに交換することもできる。
【００４９】
　図５の（ａ）及び（ｂ）は、第１実施形態に係る眼鏡においてモダン部を回動させた状
態を説明するための上面図である。
　第１実施形態に係る眼鏡１００においては、モダン部Ｍがテンプル部Ｔに取り付けられ
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た状態から、図５の（ａ）に示すように、モダン部Ｍの後端部ＭＢを内側（図５でいう上
側）に移動させると、モダン部Ｍは、取付突部１２を支点として回動する。
　その後、テンプル部Ｔの貫通孔４の一方の内側壁が係止ネジ１２ａに当接されることに
より、モダン部Ｍの内側方向への回動が拘束される。
　一方、図４の（ｂ）に示すように、モダン部Ｍの後端部ＭＢを外側（図５でいう下側）
に移動させると、モダン部Ｍは、取付突部１２を支点として回動する。
　その後、テンプル部Ｔの貫通孔４の他方の内側壁が係止ネジ１２ａに当接されることに
より、モダン部Ｍの回動が拘束される。
【００５０】
　したがって、モダン部Ｍは、上述した構造のようにテンプル部Ｔに取り付けられている
ので、比較的小さい抵抗で回動することができる。
　また、モダン部Ｍが一定範囲内で自由に回動することが可能となっており、テンプル部
Ｔの貫通孔４の内側壁が係止ネジ１２ａに当接されることにより、当該回動は、拘束され
るようになっているので、モダン部が過剰に回動して破損又は変形することを防止するこ
とができる。
　さらに、　また、テンプル部Ｔは、一部が一対の突出部１２ｂの表面に接しているので
、モダン部Ｍの回動時に、テンプル部Ｔが一対の突出部１２ｂに案内されながら動くこと
になる。これにより、回動の際に、モダン部Ｍの先端又は後端が上下方向に大きくぶれる
ことを防止することができる。
【００５１】
　図６は、第１実施形態に係る眼鏡を使用者が着用した状態を示す模式上面図である。
　図６に示すように、第１実施形態に係る眼鏡１００は、使用者の頭部を両側からモダン
部Ｍで挟み込むと共に、モダン部Ｍが頭部を把持することにより着用される。
　このとき、本体部１１（モダン部Ｍ）が内側に屈曲しているので、使用者の頭部の形状
に沿わせて簡単にフィットさせることができる。
　また、眼鏡１００においては、フィットさせる際、モダン部Ｍが取付突部１２を支点と
して回動する自由度があるので、不要な力がモダン部Ｍに加わることがなく、掛け心地に
極めて優れるものとなる。
　これにより、フィッティング技術の乏しい販売員や、通信販売等で購入した使用者でも
特にフィッティング作業をすることなく、快適に掛けることが可能となる。
　さらに、眼鏡１００全体として見た場合にも、特別なリンク機構等を設けないため、部
品点数が少なく、又、溶接加工が不要で、製造コストが低く、シンプルな構造とすること
ができる。さらに、溶接加工がないことで、破損なども少なくなる。
【００５２】
（第２実施形態）
　図７は、本発明に係る眼鏡の第２実施形態を示す斜視図である。
　図７に示すように、第２実施形態に係る眼鏡１０１は、左右一対のレンズＬを有するフ
ロント部Ｆと、フロント部Ｆの両側からそれぞれ後方に延びるテンプル部Ｔと、各テンプ
ル部Ｔに取り付けられるモダン部Ｍ１と、を備える。
　すなわち、第２実施形態に係る眼鏡１０１は、モダン部が異なること以外は、第１実施
形態に係る眼鏡１００と同じである。
【００５３】
　図８の（ａ）は、第２実施形態に係る眼鏡のモダン部を示す上面図であり、図８の（ｂ
）は、その側面図である。
　図８の（ａ）及び（ｂ）に示すように、モダン部Ｍ１は、使用者の頭部に沿うように屈
曲した本体部１１と、本体部１１の外側に突出して形成された取付突部２２とを有する。
　なお、第２実施形態に係る眼鏡のモダン部Ｍ１の本体部１１は、第１実施形態に係る眼
鏡のモダン部Ｍの本体部１１と同じ構造であるので、説明を省略する。
【００５４】
　取付突部２２は、本体部１１に取り付けられた内壁部２２ｄと、該内壁部２２ｄに取り
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付けられた一対の突出部２２ｂと、該突出部２２ｂのそれぞれの外側の縁部を垂直方向に
連結する外壁部２２ｃと、テンプル部Ｔを係止するための係止ネジ２２ａと、を有する。
　なお、取付突部２２において、係止ネジ２２ａは、一対の突出部２２ｂの間に配置され
ており、テンプル部Ｔは、一対の突出部２２ｂと、内壁部２２ｄと、外壁部２２ｃとに囲
まれた位置に配置されることになる。
　このとき、テンプル部Ｔは、上下一対の突出部２２ｂの内側表面に接している。したが
って、モダン部Ｍが回動する際には、テンプル部Ｔの一部が突出部２２ｂの表面に案内さ
れながら動くことになるため、モダン部Ｍの前端が上下方向に大きくぶれることを防止す
ることができる。
【００５５】
　図９は、第２実施形態に係る眼鏡においてテンプル部と係止ネジとの関係を説明するた
めの部分断面図である。
　図９に示すように、係止ネジ２２ａは、水平左右方向を向いており、外壁部２２ｃに螺
合されている。このため、係止ネジ２２ａの着脱を比較的容易に行うことができる。
　また、係止ネジ２２ａの先端は、上述したテンプル部Ｔの貫通孔４に挿入されている。
すなわち、係止ネジ２２ａは、テンプル部Ｔの貫通孔４を水平左右方向から係止している
。このため、テンプル部Ｔをデザイン性に優れる平板状とすることができる。
【００５６】
　ここで、上述したテンプル部Ｔの貫通孔４の径Ｒ２は、係止ネジ２２ａの径Ｒ４よりも
大きくなっている。
　これにより、テンプル部Ｔが左右方向へ自由に移動することが可能となる。
　また、テンプル部Ｔは、左右だけでなく、上下にも自由度を有する。このため、着用の
際には、モダン部Ｍ１が左右方向のみならず上下方向にも回動させることが可能となる。
　さらに、テンプル部Ｔは、上下左右に自由度を有することから、モダン部Ｍ１の捻じれ
方向への動きの自由度が確保される。
　これらのことにより、眼鏡１０１は、頭部によりフィットさせることが可能となる。
　なお、貫通孔４の径Ｒ２が大きい程、テンプル部Ｔの上下左右方向への揺動が大きくな
る。
【００５７】
　第２実施形態に係る眼鏡１０１において、内壁部２２ｄと外壁部２２ｃとの間の距離Ｈ
は、前方に行くほど広くなっている。このため、テンプル部Ｔが、取付突部２２の内壁部
２２ｄ又は外壁部２２ｃに当接される際、いずれも線接触されることになるので、テンプ
ル部Ｔへの当接による衝撃を軽減することができる。
【００５８】
　第２実施形態に係る眼鏡１０１において、モダン部Ｍ１は、テンプル部Ｔから着脱自在
となっている。
　すなわち、螺合された係止ネジ２２ａを外壁部２２ｃから取り外すことにより、テンプ
ル部Ｔを簡単に取り外すことができる。
　これにより、例えば、モダン部Ｍ１に破損等が生じた場合、簡単に取り換えることがで
きる。
　また、衣装や髪型等に応じて、異なるデザインのモダン部Ｍ１に交換することもできる
。
【００５９】
　図１０の（ａ）及び（ｂ）は、第２実施形態に係る眼鏡においてモダン部を回動させた
状態を説明するための上面図である。
　第２実施形態に係る眼鏡１０１においては、モダン部Ｍ１がテンプル部Ｔに取り付けら
れた状態から、図１０の（ａ）に示すように、モダン部Ｍ１の後端部を内側（図１０でい
う上側）に移動させると、モダン部Ｍ１は、取付突部２２を支点として回動する。
　その後、テンプル部Ｔの貫通孔４の一方の内側壁が係止ネジ２２ａに当接されることに
より、又は、テンプル部Ｔが内壁部２２ｄに当接されることにより、モダン部Ｍ１の内側
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方向への回動が拘束される。
　一方、図１０の（ｂ）に示すように、モダン部Ｍ１の後端部を外側（図１０でいう下側
）に移動させると、モダン部Ｍ１は、取付突部２２を支点として回動する。
　その後、テンプル部Ｔの貫通孔４の他方の内側壁が係止ネジ２２ａに当接されることに
より、又は、テンプル部Ｔが外壁部２２ｃに当接されることにより、モダン部Ｍ１の回動
が拘束される。
【００６０】
　したがって、モダン部Ｍ１は、上述した構造のようにテンプル部Ｔに取り付けられてい
るので、比較的小さい抵抗で回動することができる。
　また、モダン部Ｍが一定範囲内で自由に回動することが可能となっており、テンプル部
Ｔの貫通孔４の内側壁が係止ネジ１２ａに当接されることにより、若しくは、テンプル部
Ｔが内壁部２２ｄ又は外壁部２２ｃに当接されることにより、拘束されるようになってい
るので、モダン部が過剰に回動して破損又は変形することをより防止することができる。
　なお、テンプルの貫通孔４の内側壁が係止ネジ２２ａに当接する前にテンプル部Ｔが取
付突部２２の内壁部２２ｄ又は外壁部２２ｃに当接するようにすれば、貫通孔４に負担が
かかりにくい。
　さらに、テンプル部Ｔは、一部が一対の突出部１２ｂの表面に接しているので、モダン
部Ｍ１の回動時に、テンプル部Ｔが一対の突出部１２ｂに案内されながら動くことになる
。これにより、回動の際に、モダン部Ｍ１の先端又は後端が上下方向に大きくぶれること
を防止することができる。
【００６１】
　図１１は、第２実施形態に係る眼鏡を使用者が着用した状態を示す模式上面図である。
　図１１に示すように、第２実施形態に係る眼鏡１０１は、使用者の頭部を両側からモダ
ン部Ｍ１で挟み込むと共に、モダン部Ｍ１が頭部を把持することにより着用される。
　このとき、本体部１１（モダン部Ｍ１）が内側に屈曲しているので、使用者の頭部の形
状に沿わせて簡単にフィットさせることができる。
　また、眼鏡１０１においては、フィットさせる際、モダン部Ｍ１が取付突部２２を支点
として回動する自由度があるので、不要な力がモダン部Ｍ１に加わることがなく、掛け心
地に極めて優れるものとなる。
　これにより、フィッティング技術の乏しい販売員や、通信販売等で購入した使用者でも
特にフィッティング作業をすることなく、快適に掛けることが可能となる。
　さらに、眼鏡１０１全体として見た場合は、特別なリンク機構等を設けないため、部品
点数が少なく、又、溶接加工が不要で、製造コストが低く、シンプルな構造とすることが
できる。さらに、溶接加工がないことで、破損なども少なくなる。
【００６２】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではない。
【００６３】
　例えば、本実施形態に係る眼鏡において、フロント部Ｆは、左右一対のレンズＬと、両
レンズＬを架橋するブリッジ１とを有しているが、ブリッジ１に連結された鼻パッドを更
に有していてもよい。
　また、レンズＬは、フレームに取り付けられたものであってもよく、フレームのみでレ
ンズがないものであってもよい。
【００６４】
　本実施形態に係る眼鏡において、テンプル部Ｔは、平板状となっているが、貫通孔を設
けることが可能であれば、線状であってもよい。
【００６５】
　本実施形態に係る眼鏡において、テンプル部Ｔは、外側側面の中央に、長手方向に沿っ
て長溝５が設けられているが、必ずしも必須ではない。
　また、テンプル部Ｔの外側に装飾が施されていてもよい。
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【００６６】
　本実施形態に係る眼鏡において、モダン部Ｍは、使用者の頭部に沿うように屈曲した本
体部１１を有しているが、必ずしも使用者の頭部に沿うように屈曲させる必要はない。
【００６７】
　本実施形態に係る眼鏡において、本体部１１は、その前端Ｐが取付突部１２よりも前方
に位置しているが、必ずしも必須の構成ではない。
　また、本体部１１の前部１１ａが下方に下枝部１１ａ２を有しており、本体部１１の後
部１１ｂが上方向に分岐した上枝部１１ｂ１と、下方向に分岐した下枝部１１ｂ２とを有
しているが、これらを有していなくてもよく、更に分岐していてもよい。
【００６８】
　本実施形態に係る眼鏡において、突出部１２ｂは、平板状となっているが、必ずしも平
板状である必要はない。
　また、突出部１２ｂは、本体部１１（又は内壁部）に上下一対取り付けられているが、
上下方向のいずれか一方のみであってもよい。なお、内壁部２２ｄに取り付けられた一対
の突出部２２ｂについても同じである。
【００６９】
　第２実施形態に係る眼鏡において、係止ネジ２２ａは、外壁部２２ｃに螺合されている
が、これに限定されない。
　例えば、図１２の（ａ）に示すように、取付突部４２が、本体部４１に取り付けられた
内壁部４２ｄと、該内壁部４２ｄに取り付けられた一対の突出部４２ｂと、該突出部４２
ｂのそれぞれの外側の縁部を垂直方向に連結する外壁部４２ｃと、テンプル部Ｔを係止す
るための係止ネジ４２ａと、を有する場合において、係止ネジ４２ａは、水平左右方向を
向いており、且つ、本体部４１及び内壁部４２ｄに螺合されていてもよい。すなわち、係
止ネジ４２ａは、第２実施形態に係る眼鏡における係止ネジ２２ａとは逆向きに取り付け
られていてもよい。
　なお、この場合においても、第２実施形態に係る眼鏡と同様に、係止ネジ４２ａの先端
は、テンプル部Ｔの貫通孔４に挿入される。すなわち、係止ネジ４２ａは、テンプル部Ｔ
の貫通孔４を水平左右方向から係止している。
【００７０】
　同様に、図１２の（ｂ）に示すように、取付突部５２が、本体部５１に取り付けられた
内壁部５２ｄと、該内壁部５２ｄに取り付けられた一対の突出部５２ｂと、該突出部５２
ｂのそれぞれの外側の縁部を垂直方向に連結する外壁部５２ｃと、突出部５２ｂのそれぞ
れの後方の縁部を垂直方向に連結する後壁部５２ｅと、テンプル部Ｔを係止するための係
止ネジ５２ａと、を有する場合において、係止ネジ４２ａは、水平左右方向を向いており
、且つ、本体部４１及び内壁部４２ｄに螺合されていてもよい。すなわち、係止ネジ４２
ａは、第２実施形態に係る眼鏡における係止ネジ２２ａとは逆向きに取り付けられていて
もよい。
　なお、この場合においても、第２実施形態に係る眼鏡と同様に、係止ネジ４２ａの先端
は、テンプル部Ｔの貫通孔４に挿入される。すなわち、係止ネジ４２ａは、テンプル部Ｔ
の貫通孔４を水平左右方向から係止している。
【００７１】
　本実施形態に係る眼鏡において、係止ネジ１２ａは、水平左右方向に螺合されているが
、垂直方向であってもよい。
　また、係止具として、係止ネジを用いているが、係止ピンであってもよい。
　図１３は、他の実施形態に係る眼鏡のテンプル部を示す上面図であり、図１４の（ａ）
は、他の実施形態に係る眼鏡のモダン部を示す上面図であり、図１４の（ｂ）は、その側
面図であり、図１５は、他の実施形態に係る眼鏡のテンプル部とモダン部とを連結させた
状態を示す部分断面図である。
【００７２】
　図１３に示すように、他の実施形態に係る眼鏡において、テンプル部Ｔ１は、板状であ
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り、後端部に左右方向に突出した取付部３０を有している。
　また、取付部３０には、垂直方向に貫通孔３４が形成されている。
　一方、図１４の（ａ）及び（ｂ）に示すように、モダン部Ｍ２は、本体部１１に取り付
けられた取付突部３２を有している。
　取付突部３２は、上下一対の突出部３２ｂからなり、それぞれの突出部３２ｂには垂直
方向に取付孔３３が形成されている。
【００７３】
　そして、テンプル部Ｔ１を、一対の突出部３２ｂ間に配置し、テンプル部Ｔ１の貫通孔
３４と、それぞれの突出部３２ｂに形成された取付孔３３とが一致する位置で、係止ピン
３２ａを垂直方向に挿入する。
　このとき、係止ピン３２ａは、貫通孔３４に挿入すると共に、取付孔３３に取り付けら
れる。
　これにより、図１５に示すように、テンプル部Ｔ１とモダン部Ｍ２とが連結されること
になる。
　なお、他の実施形態に係る眼鏡において、取付孔３３の径は、係止ピン３２ａの径と略
同一であるが、貫通孔３４の径は、係止ピン３２ａの径よりも大きくなっている。
　また、他の実施形態に係る眼鏡において、テンプル部の貫通孔は、垂直方向に形成され
ているため、テンプル幅を細くすることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明は、近視用、老眼用、乱視用、ファッション用等の眼鏡として用いることができ
る。本発明によれば、構造がシンプルであり、使用者の頭部に簡単にフィットさせること
ができると共に、掛け心地にも優れる眼鏡を提供することができる。
【符号の説明】
【００７５】
　１・・・ブリッジ
　２・・・ヒンジ
　４，３４・・・貫通孔
　５・・・長溝
　１１，４１，５１・・・本体部
　１１ａ・・・前部
　１１ａ１，１１ｂ１・・・上枝部
　１１ａ２，１１ｂ２・・・下枝部
　１１ｂ・・・後部
　１２，２２，３２，４２，５２・・・取付突部
　１２ａ，２２ａ，４２ａ，５２ａ・・・係止ネジ（係止具）
　１２ｂ，２２ｂ，３２ｂ，４２ｂ，５２ｂ・・・突出部
　１２ｂ１・・・上突出部
　１２ｂ２・・・下突出部
　２２ｃ，４２ｃ，５２ｃ・・・外壁部
　２２ｄ，４２ｄ，５２ｄ・・・内壁部
　３０・・・取付部
　３２ａ・・・係止ピン（係止具）
　３３・・・取付孔
　５２ｅ・・・後壁部
　１００，１０１・・・眼鏡
　Ｆ・・・フロント部
　Ｈ・・・距離
　Ｌ・・・レンズ
　Ｍ，Ｍ１，Ｍ２・・・モダン部
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　Ｐ・・・前端
　Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３、Ｒ４・・・径
　Ｔ，Ｔ１・・・テンプル部
　ＴＢ・・・後端部

【図１】 【図２】
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