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(57)【要約】
アイウェアのための取り外し可能式のテンプル取り付け
メカニズム
【解決手段】フレームと、該フレームに着脱可能式に結
合することができる少なくとも１本のテンプルと、を含
むアイウェアを提供することができる。フレーム及び／
又はテンプルは、保持アセンブリ及び／又は係合構造を
含むことができる。例えば、テンプルは、該テンプルの
前方端から伸びる少なくとも１本のプロングと、フレー
ムの係合構造に全体として係合することができるラッチ
要素とを含むことができる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アイウェアであって、
　フレームと、
　少なくとも１本のテンプルと、
　前記テンプルの前方端から伸びる少なくとも１本のプロングと、前記テンプルに可動式
に結合されたラッチ要素とを含む保持アセンブリと、
　を備え、
　前記少なくとも１本のプロングは、前記フレームの係合構造を受けるためのスロットを
含み、前記ラッチ要素は、前記ラッチ要素が係合位置に位置決めされたときに前記フレー
ムの前記係合構造が前記少なくとも１本のプロングの前記スロット内及び前記ラッチ要素
のスロット内に捕捉されるように前記少なくとも１本のプロングの前記スロットに少なく
とも部分的に重なるように構成されたスロットを含み、前記ラッチ要素は、前記テンプル
の前記少なくとも１本のプロングの前記スロットから外れる前記係合構造の動きを抑制す
る、アイウェア。
【請求項２】
　請求項１に記載のアイウェアであって、
　前記係合突出は、ヒンジピン、凹所、突出、戻り止め、及び孔のうちの１つを含む、ア
イウェア。
【請求項３】
　請求項１～２のいずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記保持アセンブリは、第１のプロング及び第２のプロングを含み、前記スロットは、
前記第１のプロングと前記第２のプロングとの間に形成される、アイウェア。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記スロットは、後方端と比べて前方端のほうで幅が狭く、前記係合構造周りにスナッ
プ嵌め係合を提供して前記テンプルと前記フレームとの間の結合を提供するように構成さ
れる、アイウェア。
【請求項５】
　請求項４に記載のアイウェアであって、
　前記第１のプロング及び前記第２のプロングは、前記係合構造との回転結合を形成して
前記テンプルが前記フレームに相対的に枢動することを可能にするように構成される、ア
イウェア。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記テンプルは、前記ラッチ要素を受けるように構成された少なくとも１つの空洞を含
む。アイウェア。
【請求項７】
　請求項６に記載のアイウェアであって、
　前記空洞は、少なくとも１本のピンを含み、前記ラッチ要素は、前記ラッチ要素が前記
係合構造に係合する又は前記係合構造を取り外すために前記係合位置と離脱位置との間で
枢動することができるように前記空洞内に前記ピンを中心にして枢動可能式に支えられる
ように構成される、アイウェア。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記ラッチ要素は、前記ラッチ要素が前記係合構造に係合する又は前記係合構造を取り
外すために前記係合位置と離脱位置との間で枢動することができるように前記テンプルに
おける対応する係合特徴に受けられるように構成された少なくとも１本の支柱を含む、ア
イウェア。
【請求項９】
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　請求項１～７のいずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記ラッチ要素は、前記ラッチ要素の前方端に形成されて前記係合構造に係合するよう
に構成されたフック部分と、前記ラッチ要素の後方端に形成された作動タブと、前記ピン
を受けるように構成された孔とを含む、アイウェア。
【請求項１０】
　請求項９に記載のアイウェアであって、
　前記テンプルの長手方向軸に相対的に外方向への前記作動タブの押圧は、前記フック部
分を前記係合構造から離れる内方向に進ませ、前記ラッチ要素を前記離脱位置に枢動させ
る、アイウェア。
【請求項１１】
　請求項９～１０のいずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記テンプルの前記長手方向軸に相対的に外方向への前記フック部分の変位は、前記ラ
ッチ要素を前記係合構造に係合させることができるように前記フック部分を前記係合構造
に向かって外方向に進ませる、アイウェア。
【請求項１２】
　請求項９～１１のいずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記フック部分は、前記テンプルの前記長手方向軸に対して外方向に向いており且つ前
記係合構造を受けるように構成された開口を伴ったＣ字型のフックを含む、アイウェア。
【請求項１３】
　請求項１～１２いずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記保持アセンブリは、上方及び下方のペアのプロングを、前記係合構造を受けるよう
に構成された各ペアのプロングの間のそれぞれに形成された第１及び第２のスロットとと
もに含み、前記ラッチ要素は、前記上方のペアのプロングと前記下方のペアのプロングと
の間に位置決めされる、アイウェア。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記保持アセンブリは、前記ラッチ要素を前記係合位置に向かって付勢するように構成
された弾性メカニズムを含む、アイウェア。
【請求項１５】
　フレームと、
　少なくとも１本のテンプルと、
　前記テンプルの前方端から伸びる少なくとも１本のプロングと、前記テンプルに相対的
に滑動可能式に取り付けられたラッチ要素とを含む保持アセンブリと、
　を備え、
　前記少なくとも１本のプロングは、前記フレームの係合構造を受けるための、内方向及
び外方向のいずれかに開いたスロットを含み、前記ラッチ要素は、前記ラッチ要素が係合
位置に位置決めされたときに前記フレームの前記係合構造が前記少なくとも１本のプロン
グの前記スロット内及び前記ラッチ要素のスロット内に捕捉されるように前記少なくとも
１本のプロングの前記スロットに少なくとも部分的に重なるように構成された、前方向に
開いたスロットを含み、前記ラッチ要素は、前記テンプルの前記少なくとも１本のプロン
グの前記スロットから外れる前記係合構造の動きを抑制する、アイウェア。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のアイウェアであって、
　前記ラッチ要素は、前記ユーザが前記ラッチ要素を前記係合位置と離脱位置との間で動
かすことを可能にするように構成された作動タブを含む、アイウェア。
【請求項１７】
　請求項１５～１６のいずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記ラッチ要素の前記スロット及び前記少なくとも１本のプロングの前記スロットは、
互いを横切る向きに構成される、アイウェア。
【請求項１８】
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　請求項１５～１７のいずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記保持アセンブリは、前記ラッチ要素を前記係合位置に向かって付勢するように構成
された弾性メカニズムを含む、アイウェア。
【請求項１９】
　請求項１５～１７のいずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記保持アセンブリは、前記ラッチ要素を前記係合位置と前記離脱位置との間で作動さ
せるように構成されたネジメカニズムを含む、アイウェア。
【請求項２０】
　請求項１５～１９のいずれか一項に記載のアイウェアであって、
　前記係合構造は、ヒンジピン、凹所、突出、戻り止め、及び孔のうちの１つを含む、ア
イウェア。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、２０１１年１２月１日に出願された米国仮出願第６１／５６５，９４３号及
び２０１２年１１月２９日に出願された米国特許出願第１３／６８９，６３６号の優先権
を主張する。上記出願は、その内容全体を参照によってここに組み込まれ、本明細書の一
部とされる。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、総じて、アイウェアのための取り付けシステムに関し、特に、メガネのフレ
ームに対してテンプルを取り付ける及び保持するための方法と装置とに関する。
【０００３】
　近年、アイウェアの分野、なかでも特に、激しいスポーツにおける使用又はファッショ
ン用サングラスとしての使用を意図されたアイウェアの分野では、多種多様な改善がなさ
れてきた。これらのアイウェア設計は、これまでの激しいスポーツ用アイウェアと比べて
、周辺光の遮断を最大にする、光学的歪みを抑制する、及び着用者の快適レベルを上げる
などの、様々な機能的改善を提供している。
【０００４】
　とはいえ、アイウェアのための取り外し可能式のテンプル取り付けメカニズムであって
、テンプル又はストラップを枢動可能式にしっかり装着するとともに容易に交換可能でも
あるメカニズムが、尚も求められている。
【０００５】
　本明細書で開示される特徴の１つ以上を取り入れたメガネ又はゴーグルなどのアイウェ
アの実施形態には、幾つかの有利な特徴が存在することができる。これらの特徴は、デュ
アルレンズメガネについて例示されるだろうが、ユニタリレンズアイウェア又はゴーグル
にも取り入れることが可能である。したがって、ここでは、簡潔さを期するために、デュ
アルレンズメガネについての例示及び議論が示されるが、本議論及び本実施形態は、デュ
アルレンズメガネ若しくはユニタリレンズメガネにも又はゴーグルにも適用可能な特徴を
例示することを意図したものである。したがって、本明細書で開示される有利な特徴を含
むゴーグルの実施形態も、提供することができる。当該分野における通常の理解にしたが
うと、本明細書で使用される「メガネ」という用語及びそれに類似する用語は、矯正用又
は非矯正用の、ガラスの又は非ガラスのレンズを伴った製品を含む。
【０００６】
　更に、高性能アイウェアの分野、なかでも特に、高速のアクションスポーツ又は軍事的
な用途における使用を意図されたアイウェアの分野における継続的目的は、耐衝撃性及び
レンズ安定性である。参照によってそれぞれの開示内容の全体を本明細書に組み込まれる
米国特許第４，７３０，９１５号、第５，３８７，９４９号、及び第７，３４７，５４５
号で開示されたシステムを使用するなどによって、着用者が交換可能パーツ及び／又はレ
ンズを使用してアイウェアを素早く改造することを可能にする様々な改良がなされてきた
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。本明細書で開示される一部の実施形態では、メガネ又はゴーグルの耐衝撃性及びレンズ
安定性を強化するために、交換可能又は着脱可能なレンズに対して更なる支えを提供する
ことできる。支え用の特徴の幾つかの例が、出願人らによる２０１０年４月８日発行の米
国特許出願公開公報第２０１０／００８５５３３号に示されており、これは、現在では、
２０１１年６月７日発行の米国特許第７，９５４、９４２号であり、参照によってその全
体を本明細書に組み込まれる。支え用の特徴の更なる例は、出願人らによる同時係属の２
０１１年１月１３日発行の米国特許出願公開公報第２０１１／０００７２６２号、２０１
１年２月３日出願の米国出願第１３／０２０，７４７号、２０１１年３月１８日出願の米
国出願第１３／０５１，９１３号、及び２０１１年９月２２日出願の米国出願第６１／５
３８，０６８号に示されており、これらは、それぞれ参照によってその全体を本明細書に
組み込まれる。
【０００７】
　一部の実施形態では、少なくともある程度はメガネ又はゴーグルの耐性設計によって、
１つ以上の保持アセンブリ又はデバイスを使用してテンプルがメガネ又はゴーグルのフレ
ームに留め付けられることを可能にすることができる。更に、メガネ又はゴーグルのフレ
ームは、テンプルがフレームに結合されることを可能にする対応する係合特徴を含むこと
ができる。
【０００８】
　一部の実施形態は、テンプルを、着用者によって容易に取り外し可能及び交換可能にし
つつもフレームに対して有利にしっかり保持することができる。更に、フレーム及びテン
プルのアセンブリは、メガネが優れた耐衝撃性、剛性、及びレンズ安定性を提供するよう
に結合することができる。
【０００９】
　上記の利点の幾つかを達成するために、一部の実施形態は、少なくとも１枚のレンズを
着用者の視野内で支えることができるメガネアイウェア又はゴーグルアイウェアを提供す
る。アイウェアは、少なくとも１本のテンプルをフレームに対して留め付けるための保持
手段を含むことができる。保持手段は、１つ以上の保持アセンブリを含むことができる。
保持アセンブリは、テンプルをフレームに対して留め付けるための不動のすなわち受動的
な保持メカニズム及び／又は可動のすなわち能動的な保持メカニズムを含むことができる
。
【００１０】
　更に、保持アセンブリの一部の実施形態の少なくとも一部分は、テンプルの前方部分に
結合する又はテンプルの前方部分と一体的に形成することができる。保持アセンブリは、
テンプルが回転可能式にフレームに取り付けられることを可能にすることができる。例え
ば、テンプルは、フレームの一部分に結合することができる１つ以上の係合部分を含むこ
とができる。テンプルにおける（１つ以上の）係合部分は、テンプルとフレームとがぴっ
たり嵌り合うことができるように、フレームにおける対応する（１つ以上の）保持メカニ
ズム、（１つ以上の）係合構造、又は（１つ以上の）抑制部分と概ね相補的な形状を有す
ることができる。一部の実施形態では、テンプルとフレームとを回転可能式に結合して合
体させることができる。例えば、テンプルにおける（１つ以上の）係合部分は、凹所、突
出、孔、戻り止め、又はその他の係合可能構造を含むことができる。フレームにおける（
１つ以上の）保持メカニズム、（１つ以上の）係合構造、又は（１つ以上の）抑制部分は
、テンプルをフレームに対して留め付けるために、テンプルにおける（１つ以上の）係合
部分に係合することができる。
【００１１】
　一部の実施形態では、保持アセンブリは、テンプルによって運ぶことが可能であってテ
ンプルをフレームに対して留め付けるように作動させることができるラッチ要素を含むこ
とができる。例えば、ラッチ要素は、回転可能式にテンプルに取り付けられることが可能
である。ラッチ要素は、ラッチ要素がテンプルをフレームに留め付ける又はフレームから
離脱させることを可能にする係合位置と離脱位置との間で枢動可能式に作動させることが
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できる。
【００１２】
　一部の実施形態では、保持アセンブリは、テンプルの前方部分に沿った１つ以上の係合
部分と、１つ以上のラッチ要素とを含むことができる。保持アセンブリは、ラッチ要素が
枢動可能式にテンプルに取り付けられるように及びテンプルの係合部分と協働してフレー
ムの一部分に係合するように構成することができる。例えば、テンプルの係合部分は、フ
レームのヒンジピンに結合されることが可能であり、ラッチ要素は、ヒンジピンに協働的
に係合してテンプルをフレームに対して留め付けるために係合位置に枢動させることがで
きる。
【００１３】
　例えば、テンプルの係合部分及び保持アセンブリのラッチ要素は、テンプルに相対的な
フレーム（例えばヒンジピン）の１つ以上の運動自由度を協働的に抑制することができる
。一部の実施形態では、保持アセンブリは、テンプルとフレームとの間における回転運動
を除く全ての相対運動を抑制することができる。一部の実施形態では、ラッチ要素及びテ
ンプルの係合部分は、ヒンジピンの周囲がラッチ要素及びテンプルの係合部分に取り囲ま
れるように、ヒンジピンに協働的に係合することができる。例えば、テンプルの係合部分
は、ヒンジピンを受けるスロットとして構成することができ、ラッチ要素は、スロットの
開口が閉じられそれによってヒンジピンがスロット内に閉じ込められる係合位置に枢動さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本発明の例示的な実施形態の様々な特徴が、図面を参照にして以下で説明される。例示
の実施形態は、本発明を説明することを意図しており、本発明を限定することは意図して
いない。図面は、以下の図を含む。
【図１】本発明の一実施形態にしたがった、メガネの斜視図である。
【図２】図１のメガネの後面断面斜視図であり、保持アセンブリの部分を示している。
【図３】図１のメガネの後面斜視断面図であり、保持アセンブリの部分を示している。
【図４】一実施形態にしたがった、保持アセンブリのラッチ要素の正面図である。
【図５】図４に示されたラッチ要素の後面図である。
【図６】一実施形態にしたがった、ラッチ要素が係合位置にあるときの図３に示された保
持アセンブリの水平断面図である。
【図７】一実施形態にしたがった、ラッチ要素が離脱位置にあるときの図３に示された保
持アセンブリの水平断面図である。
【図８】一実施形態にしたがった、図１に示されたメガネの保持アセンブリの正面斜視図
であり、フレームのヒンジピンが、保持アセンブリが係合位置にある状態で示されている
。
【図９】一実施形態にしたがった、図１に示されたメガネの保持アセンブリの正面斜視図
であり、フレームのヒンジピンが、保持アセンブリが離脱位置にある状態で示されている
。
【図１０】別の一実施形態にしたがった、ラッチ要素が係合位置にあるときの保持アセン
ブリの水平断面図である。
【図１１】ラッチ要素が離脱位置にあるときの図１０に示された保持アセンブリの水平断
面図である。
【図１２】更に別の一実施形態にしたがった、ラッチ要素が離脱位置にあるときの保持ア
センブリの水平断面図である。
【図１３】ラッチ要素が係合位置にあるときの図１２に示された保持アセンブリの水平断
面図である。
【図１４】更に別の一実施形態にしたがった、ラッチ要素が係合位置にあるときの保持ア
センブリの水平断面図である。
【００１５】
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　本説明は、様々な実施形態の具体的詳細を明記しているが、この説明は、例示的なもの
にすぎず、いかなる意味でも限定的だと見なされるべきではないことがわかる。また、本
発明の特定の実施形態は、ユニタリレンズ又はデュアルレンズのアイウェアシステムとの
関連で開示又は図示されるだろうが、このような実施形態は、ユニタリレンズ及びデュア
ルレンズの両アイウェアシステムに使用することが可能である。更に、本明細書で開示さ
れる実施形態は、メガネに使用することができるが、ゴーグルにも使用することが可能で
ある。簡潔さを期するために、総じてデュアルレンズメガネとの関連で実施形態の例示及
び議論がなされるが、このような実施形態は、ユニタリレンズ又はデュアルレンズのメガ
ネ又はゴーグルにも使用することが可能である。
【００１６】
　更に、特定の実施形態の開示又は図示は、デュアルレンズを有するフルフレーム又は部
分フレームのフレームベースのアイウェア（メガネ又はゴーグル）との関連でなされるだ
ろうが、このような実施形態は、フレーム無しのユニタリレンズアイウェアにも使用する
ことが可能である。更に、本明細書で開示される取り付けメカニズム又は保持アセンブリ
は、テンプルをフレームに装着するものとして示されるが、一部の実施形態は、テンプル
をレンズに直接装着するために使用することが可能である。更に、これらのメカニズム又
はアセンブリの一部の実施形態は、（１枚以上の）レンズ、テンプル、フレーム、及びそ
の他の要素などの、アイウェアの１つ以上の要素を相互に接続するために使用することが
できる。したがって、本明細書で開示される実施形態にしたがった保持要素及び保持構造
は、アイウェアのテンプル及び／又はフレーム要素などの、アイウェアの１つ以上の要素
を相互に接続するために用いることも可能である。保持アセンブリは、主要なコネクタと
して、又は保持アセンブリの別の部分と協働させるための二次的なコネクタとしてのいず
れかで用いることができる。更に、このような実施形態の様々な応用及びそれらに対する
変更もまた、本明細書で説明される一般的概念によって網羅される。
【００１７】
　また、本明細書で開示される一部の実施形態は、第１のメカニズムの２つ以上の要素を
含む取り外し可能式のコネクタを提供する。これら２つ以上の要素は、第２のメカニズム
の一部分を捕える又は第２のメカニズムの一部分に係合するために、相対的に可動である
。例えば、別の要素の一部分を受ける又は支えるように構成された孔又は開口の少なくと
も一部分を形成するために、半円形の表面、凹んだ表面、及び／又はギザギザ付きの表面
を有する２つ以上の要素を着脱可能式に位置決めすることができる。孔又は開口は、完全
に閉じられてよいが、一部の実施形態では、孔又は開口は、２つ以上の要素の間に細長い
隙間、すなわちスリットを有することができる。一部の実施形態では、２つ以上の要素は
、離脱位置から係合位置に移動することができ、該係合位置では、２つ以上の要素の表面
が互いに嵌り合って又は全体として、別の要素の一部分に係合する及び／又はそのような
一部分を支えることができる係合領域を形成することができる。上記別の要素に対する係
合及び／又は支えは、上記２つの要素と上記別の要素との間に不動のすなわち固定の係合
を、又は枢動式の、滑動可能式の、又はそれ以外の形で可動な係合を提供することができ
る。
【００１８】
　図１～９は、本発明の一実施形態を例示している。図１は、一実施形態の正面斜視図を
示しており、この実施形態では、メガネ１０は、メガネ１０のフレーム１６に装着される
１対のテンプル１２、１４を含む。例示のように、フレーム１６は、デュアルレンズシス
テムの第１のレンズ１３と第２のレンズ１５とを収めるように構成することができる。メ
ガネ１０は、保持アセンブリ２０を含むことができる。例示の実施形態では、保持アセン
ブリ２０は、テンプル１２を取り外し可能式に且つ枢動可能式にフレーム１６に装着する
ために使用することができる。更に、メガネ１０は、テンプル１４を取り外し可能式に且
つ枢動可能式にフレーム１６に装着するために使用することができる別の保持アセンブリ
（図には示されていないが、保持アセンブリ２０と左右対称であってよい）も含むことが
できる。
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【００１９】
　図２は、保持アセンブリ２０の一部分が示された、メガネ１０の後面斜視図である。こ
の実施形態では、保持アセンブリ２０は、テンプル１２の前方端２２に組み込むことがで
きる。前方端２２は、フレーム１６における相補部分に結合する、そのような相補部分を
支える、及び／又は受けるように構成された、１つ以上の空洞、孔、突出、又は戻り止め
を含むことができる。テンプル１２とフレーム１６との間の結合は、剛性のすなわち不動
の結合であってよい、又は（１つ以上の面内で）枢動式の、滑動式の、若しくはその他の
形で可動な結合であってよい。
【００２０】
　フレーム１６（又はフレーム無しの若しくは部分フレームのデュアルレンズ実施形態に
おけるレンズ１３及び１５、又はフレーム無しの若しくは部分フレームのユニタリレンズ
実施形態における１枚のレンズ）は、テンプル１２の一部分に係合されるように構成され
た１つ以上の係合構造も含むことができる。フレーム１６の係合構造は、フレームの側方
端部に沿って形成することができる。例えば、フレームの係合構造は、締まり嵌めを形成
するためにテンプル１２の前方端２２に結合することができる１つ以上のヒンジピン、凹
所、突出、戻り止め、孔、又はその他の係合構造を含むことができる。
【００２１】
　例えば、図２及び図３に示されるように、テンプル１２の前方端２２は、テンプル１２
の前方端２２から伸びる１本以上のプロング３０を含むことができる。プロング３０は、
側方端部又はヒンジピン３２などのフレーム１６の一部分に装着するように構成すること
ができる。第１のプロング３０及び第２のプロング３１は、それらの間に、フレーム１６
のヒンジピン３２を中に入れることができるスロットすなわち開放端４０を含むことがで
きる。プロング３０とプロング３１との間に形成されたスロット４０は、真っ直ぐで幅が
一定の通路を形成することができる。しかしながら、例示のように、スロット４０は、塑
性変形などによってヒンジピン３２が狭まり４２に押し込まれなければならないように、
前方端では狭めの幅を有するとともに後方にかけて幅が広くなるように構成することがで
き、これは、スロット４０がヒンジピン３２周りにスナップ嵌めを提供することを可能に
する。したがって、プロング３０、３１とヒンジピン３２との間の係合は、テンプル１２
とフレーム１６との間の結合を提供することができる。一部の実施形態では、プロング３
０、３１は、フレーム１６のヒンジピン３２との回転結合を形成しそれによってテンプル
１２がフレーム１６に相対的に枢動することを可能にするように構成することができる。
【００２２】
　図３に例示されるように、保持アセンブリ２０は、１つ以上のラッチ要素５０も含むこ
とができる。図２（ラッチ要素を伴わない状態で保持アセンブリ２０を示している）は、
テンプル１２の前方端２２のプロング３０が、ヒンジピン３２に結合されたときのフレー
ム１６に相対的なテンプル１２の運動の幾つかの自由度を制限することができることを示
している。しかしながら、（もし、プロング３０が、テンプル１２とヒンジピン３２との
間の係合を維持するのに不十分であるならば、）保持アセンブリ２０は、テンプル１２を
フレーム１６に対して更に留め付けるために、ラッチ要素５０を使用して、テンプル１２
とフレーム１６との間の運動の自由度を更にもう１つ以上制限することができる。
【００２３】
　例えば、図３に示されるように、ヒンジピン３２がプロング３０のスロット４０から外
れないようにするために、ラッチ要素５０上のロック表面５１が、ヒンジピン３２に係合
することができる。したがって、例示の実施形態では、テンプル１２は、ヒンジピン３２
を中心に（且つフレーム１６に相対的に）回転することができ、ただし、保持アセンブリ
２０（プロング３０及びラッチ要素５０）は、ヒンジピン３２とテンプル１２との分離を
阻止することができる。
【００２４】
　やはり図２及び図３に例示されるように、テンプル１２は、ラッチ要素５０を受けるよ
うに及び／又は支えるように構成された１つ以上の空洞、孔、突出、又は戻り止めを含む
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ことができる。例示の実施形態では、ラッチ要素５０は、枢動ピン７２を使用してテンプ
ル１２の空洞７０内に枢動可能式に支えられる。したがって、ラッチ要素５０は、ヒンジ
ピン３２に係合する又はヒンジピン３２を取り外すために、（図３に示された）係合位置
と離脱位置との間で枢動することができる。
【００２５】
　図４及び図５は、ラッチ要素５０の一実施形態を例示している。図に示されるように、
ラッチ要素５０は、そのヘッドタブ８２に隣接して形成されたフック部分８０と、枢動孔
８４と、作動タブ８６とを含む。フック部分８０は、図３に示されるようにスロット４０
の前方部分を可逆的に横切ってヒンジピン３２を補足するように構成されたロック表面８
１を備えている。スロット４０と同様に、フック部分８０は、フック部分８０とヒンジピ
ン３２との間のスナップ嵌めを可能にする狭い開口、又は１つ以上の歯若しくは撓み性の
止め具を有するスロットを含むことができる。したがって、一部の実施形態では、フック
部分８０は、ヒンジピン３２とのスナップ嵌め係合を提供するように構成することができ
る。枢動孔８４は、テンプル１２の枢動ピン７２を受けるように構成される。或いは、ラ
ッチ要素５０が、テンプルにおける相補的な孔に受けられる少なくとも１本の支柱を含ん
でいてもよい。
【００２６】
　ラッチ要素５０を係合位置に回転させるためには、ユーザは、ラッチ要素５０のヘッド
タブ８２上などの第１の表面を押すことができる。ラッチ要素５０を離脱位置に回転させ
るためには、ユーザは、ラッチ要素５０のタブ８６などの第２の表面を押すことができる
。タブ８６の押圧は、タブ８６又はラッチ要素５０のボディを回転させて空洞７０内へ促
し、フック要素８０をヒンジピン３２から離脱させ、そうしてプロング３０がヒンジピン
３２から後方へ取り外される及びテンプルがフレーム１６から切り離されることを可能に
する。図６及び図７は、上で説明されたように、ラッチ要素５０の係合位置及び離脱位置
の水平断面図を示している。
【００２７】
　例示の実施形態では、外方向へのタブ８６の押圧が、ラッチ要素５０を枢動ピン７２を
中心に枢動させてロック表面８１を内方向に進ませ、テンプルがスロット４０を介してピ
ン３２から後方に引っ張られることを可能にする。図７を参照せよ。テンプルをフレーム
に対して枢動可能式に取り付けるために、テンプルは、前方に進められ、ピン３２をスロ
ット４０に対して着座の向きに位置決めする。図６を参照すると、ヘッドタブ８２の外方
向への変位は、ロック表面８１をピン３２のための脱出経路を遮るように進ませ、そうし
てテンプルをアイウェアに対して留め付ける。
【００２８】
　図８及び図９は、ヒンジピン３２が保持アセンブリ２０に受けられて係合されること又
は保持アセンブリ２０との係合から外れることを可能にするために、（１つ以上の）プロ
ング３０のスロット４０とフック部分８０とがどのように相互に作用するかを示している
。例示されるように、（１つ以上の）プロング３０は、軸方向に向いた開口を介したヒン
ジピン３２とのスナップ嵌め係合を提供するように構成された上方及び下方のＣ字型プロ
ング９０、９２を含むように構成することができる。しかしながら、（１つ以上の）プロ
ング３０は、１つのＣ字型プロングのみを含むことができる。更に、例示のように、フッ
ク部分８０は、テンプルの長手方向軸に対して外方向に向いた開口を伴った１つのＣ字型
フック部分を含むことができる。しかしながら、フック部分８０は、上方及び下方のＣ字
型フックを含むことができる。例えば、上方及び下方のフック部分を、１つのプロングの
上方と下方とに位置決めし、そのプロングに相対的に可動にすることができる。更に、１
つのフック部分を、ヒンジピン３２との係合のために１つのプロング（上方又は下方のい
ずれか）とペアにして、そのプロングに相対的に可動にすることができる。
【００２９】
　一部の実施形態は、テンプル１２がフレーム１６に対して回転可能式に取り付けられる
ように構成することができる。したがって、保持アセンブリ２０は、回転可能な動きを可
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能にするために、ヒンジピン３２などのフレーム１６の一部分に結合することができる。
しかしながら、一部の実施形態では、テンプル１２とフレーム１６との間に固定のすなわ
ち不動の係合を提供してもよい。したがって、このような実施形態では、保持アセンブリ
２０は、それ以外の形ではフレーム１６に相対的なテンプル１２の回転運動を可能にしえ
ない構成でフレーム１６の１つ以上の部分に結合することができる。
【００３０】
　一部の実施形態では、ラッチ要素５０は、係合位置すなわち閉位置に向かって付勢する
ことができる。例えば、保持メカニズム２０は、ラッチ要素５０に対して回転付勢を与え
るバネ又はその他の弾性メカニズムを含むことができる。一部の実施形態では、弾性メカ
ニズムは、例えばフック部分８０をヒンジピン３２に押し付けるために、枢動ピン７２の
周囲に又は作動タブ８６の後ろの空洞内に付勢の力を提供することができる。
【００３１】
　例示の実施形態では、ユーザは、ラッチ要素５０をヒンジピン３２に係合させるために
、（図６において矢印１００で示されるような）外方向に力を作用させることができる。
或いは、ユーザは、ラッチ要素５０をヒンジピン３２から離脱させるために、（図７にお
いて矢印１０２で示されるような）外方向に力を作用させることができる。（テンプル１
２の内側に配されている）ラッチ要素５０の構成は、ラッチ要素５０を見えなくすること
及び外に向かう外方向に力を方向付けることを可能にする。しかしながら、ラッチ要素５
０及び空洞７０の構成は、逆転させる（反転させてテンプル１２の外側にもってくる）こ
とも可能であり、ラッチ要素は、内方向に作用される力を使用して作動されるように位置
決めすることができる。このような一実施形態では、ラッチ要素のための作動力は、内方
向のみに加えられるだろう。
【００３２】
　しかしながら、図１０及び図１１に示されるように、保持メカニズム１２０の別の一実
施形態では、テンプル１２のラッチ要素１２２及び空洞１３０は、ラッチ要素１２２が枢
動可能式に取り付けられるように、及びラッチ要素１２２の作動タブすなわち後方端１２
４がテンプル１２を少なくとも部分的に経てテンプルの側方面に露出するように構成され
る。この実施形態では、作動表面が内向きに進む（図１０の矢印１５０）ことによって、
テンプルがフレームに固定される。後方端１５４が外向きに進む（図１１の矢印１５２）
ことによって、テンプルがフレームから離脱される。その他の実施形態のように、ラッチ
要素１２２は、バネ又はその他の弾性メカニズムを使用して付勢することもできる。
【００３３】
　図１２及び図１３は、テンプル１２の保持メカニズム１６０、ラッチ要素１６２、及び
空洞１７０の別の一実施形態を示しており、これらは、ラッチ要素１６２がテンプル１２
に対して滑動可能式に取り付けられるように構成することができる。ラッチ要素１６２は
、ユーザがラッチ要素１６２を離脱位置と係合位置（図１２及び図１３をそれぞれ参照せ
よ）との間で動かすことを可能にすることができるラッチ要素１２２の作動タブすなわち
後方端１６４を含むことができる。このような一実施形態では、ラッチ要素１６２は、前
方向に開いたスロット１６６を含むことができる。更に、テンプル１２の前方端は、内方
向又は外方向に開いたスロット１８２を有する少なくとも１つのプロング１８０を含むこ
とができる。スロット１６６及び１８２は、上述された別のスロット４０又はフック部分
８２と同様に、互いを横切るような向きに構成することができ、その構造的な議論は、簡
潔さを期するために、ここに組み込まれて繰り返されないものとする。
【００３４】
　また、ラッチ要素１６２は、プロング１８０のスロット１８２を覆う１つの又は内側の
プロングすなわちカバー１６７のみを使用することができる。しかしながら、もし、ラッ
チ要素１６２が裏側のすなわち側方のプロング１６８も使用するならば、プロング１８０
は、側方プロング１６８と内側プロング１６７との間に位置決め可能な突出すなわち隆起
部分１９０も含むことができる。隆起部分１９０は、ヒンジピン３２を内向きに動かして
スロット１８２から外れさせるだろう内向き又は外向きの力がテンプル１２に作用したと
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きのラッチ要素１６２の内向き／外向きの動きに抵抗する傾向を有することによって、ヒ
ンジピン３２とテンプル１２の前方端との間の係合の耐性及び強度を高めることができる
。
【００３５】
　別の一実施形態にしたがうと、ラッチ要素１６２は、弾性メカニズム又はバネ荷重要素
を使用して付勢することもできる。しかしながら、図１４に示されるように、別の一実施
形態では、保持アセンブリ２００を、ウォームギアなどのネジ駆動メカニズム２１２を使
用してラッチ要素２１０を作動させることができるように構成することができる。したが
って、ラッチ要素２１０は、テンプルに組み込む又は結合させることができる要素の回転
を使用して滑動方式で係合位置と離脱位置との間で動かすことができる。
【００３６】
　本発明にしたがったアイウェアは、こうして、アイウェアの破損を補修する、又はアイ
ウェアの機能性を変更する、又はアイウェアの美的外観を変えるなどのためにユーザが交
換用のテンプルを使用してテンプルを容易に取り換えることを可能にする。例えば、フレ
ームと、少なくとも第１のペアのテンプルとが子供に与えられたとする。随意として、第
２のペア又は第３のペア又は第４のペアのテンプルも与えられてよい。どのペアのテンプ
ルも、色が異なる、又は物理的構成が異なる、又は１つ以上の搭載電源、映像記憶ユニッ
ト及び／若しくは音声記憶ユニット及び／若しくは表示ユニット、ＲＦ送信器、受信器、
スピーカ、及び関連の制御機器を含むなどによって機能特性が異なるなどのように、その
前のどのペアのテンプルとも異なっていてよい。着用者は、第１のペアのテンプルをフレ
ームから取り外し、第２の異なるペアのテンプルをフレームに結合し、本明細書で開示さ
れるロックメカニズムを作動させ、第２のセットのフレームを枢動可能式にテンプルに留
め付けて、次の変更が望まれるときまでそのままにすることができる。
【００３７】
　一部の実施形態では、保持アセンブリは、優れた耐衝撃性をアイウェアのフレーム及び
テンプルに与えることができる。保持アセンブリは、メガネのレンズ及び／若しくはテン
プルに一体化させる、メガネのレンズ及び／若しくはテンプルによって運ぶ、又はメガネ
のレンズ及び／若しくはテンプルで支えることができる。したがって、上述された実施形
態は、テンプルによって運ばれる又は支えられる保持アセンブリについて言及しているが
、保持アセンブリは、フレームによって少なくとも部分的に又は完全に全体を運ぶ又は支
えることも可能である。したがって、保持アセンブリがフレームによって運ばれる又は支
えられる実施形態では、テンプルの前方部分によってヒンジピン又は接続構造を運ぶ又は
支えることができる。保持アセンブリの１つ以上の要素は、本明細書で開示される実施形
態に対して組み付ける又は切り離すことができる別個のパーツとして形成することも可能
である。
【００３８】
　更に、ユニタリレンズを含む一部の実施形態では、レンズをその両側方で係合する及び
／又は支えることが可能である。例えば、ユニタリレンズは、正中線の左側の第１の保持
メカニズム（第１のテンプル）及び正中線の右側の第２の保持メカニズム（第２のテンプ
ル）に留め付けられてよい。保持アセンブリは、本明細書で開示される任意の受動的又は
能動的な保持メカニズムを含むことができる。第１の保持アセンブリは、レンズの長さの
左側方３分の１以内の点に位置決めされて、レンズの一部分若しくは構造に又はレンズに
結合された部分若しくは構造に装着されてよい。第２の保持アセンブリは、レンズの右側
方３分の１以内の点に位置決めされて、レンズの一部分若しくは構造に又はレンズに結合
された部分若しくは構造に装着されてよい。一般に、保持アセンブリは、レンズの長さに
沿って対称的に間隔を空けることができる、又は対称面（解剖学的正中線）を挟んで鏡像
をなすことができる。
【００３９】
　これらの発明の実施形態は、特定の実施例との関連で開示されてきたが、当業者になら
ば、本発明が、具体的に開示された実施形態の範囲を超えて、発明のその他の代替の実施
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形態及び／又は使用、並びにそれらの自明の変更形態及び均等物にまで及ぶことが理解さ
れる。また、発明の幾つかのヴァリエーションが詳細に図示及び説明されてきたが、当業
者にならば、この開示内容に基づいて、これらの発明の範囲内であるその他の変更形態が
容易に明らかになるだろう。また、実施形態の特定の特徴及び態様の様々な組み合わせ又
は部分組み合わせがなされてよく、これらもまた、本発明の範囲に入ると考えられる。開
示された実施形態の様々な特徴及び態様は、開示された発明の様々な形態を形成するため
に、互いに組み合わせ又は置き換えが可能であることが理解されるべきである。

【図１】 【図２】



(13) JP 2015-500509 A 2015.1.5

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(14) JP 2015-500509 A 2015.1.5

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(15) JP 2015-500509 A 2015.1.5

【図１２】 【図１３】

【図１４】



(16) JP 2015-500509 A 2015.1.5

10

20

30

40

【国際調査報告】



(17) JP 2015-500509 A 2015.1.5

10

20

30

40



(18) JP 2015-500509 A 2015.1.5

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

(72)発明者  トラン，アン
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９２６１０　フットヒル　ランチ　ワン　イコン
Ｆターム(参考) 2H006 AC01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

