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(57)【要約】
　眼鏡類、例えば、熱を提供する形態の加熱要素を含む
、人の目の上または目に隣接して裝用する装置。提供さ
れる熱は、眼鏡類の裝用者に温熱を提供する、または雪
、氷、霧、その他の環境条件の蓄積を防止するに足りる
ものであってよい。加熱要素を始動させるための始動要
素を含み、始動要素は自動または手動により加熱要素を
始動させる。加熱要素の動力は、バッテリ等の動力源に
より提供されてよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱を提供する形態の加熱要素を含む、人の目の上または目に隣接して裝用される装置。
【請求項２】
　前記装置が、処方または無処方眼鏡、処方または無処方サングラス、ゴーグル、バイザ
ー、シールド、およびヘルメットの一つである、請求項１の装置。
【請求項３】
　前記装置が、スキー、スカイダイビング、ハンティング、ピンボール、または他の娯楽
またはインタラクティブ・ゲーム、安全、闘争、赤外線または夜間視察、車両運転または
乗車、溶接または他のタイプの建築作業、他のタイプの研究活動、警備活動、および宇宙
旅行の少なくとも一つのために人が裝用するのに適している、請求項１の装置。
【請求項４】
　提供される熱は、前記装置の少なくとも一部上、または裝用者の顔の少なくとも一部上
での雪、氷、および霧の少なくとも一つの蓄積を防止するに十分である、請求項１の装置
。
【請求項５】
　前記加熱要素を始動させるための始動要素を更に含む、請求項１の装置。
【請求項６】
　前記始動要素は自動または手動の少なくともいずれか一つにより稼動する、請求項５の
装置。
【請求項７】
　前記始動要素はスイッチである、請求項５の装置。
【請求項８】
　前記始動要素は手動により稼動するスイッチである、請求項７の装置。
【請求項９】
　前記スイッチは耳ヅルに連結された蝶番にまたは蝶番内に設けられている、請求項７の
装置。
【請求項１０】
　前記スイッチは、人が裝用するのに適した位置へ耳ヅルが開放した後に前記加熱要素が
加熱されるように、構成されている、請求項７の装置。
【請求項１１】
　前記スイッチはレベル始動可能スイッチである、請求項７の装置。
【請求項１２】
　前記レベル始動可能スイッチは、装置が実質的垂直整列位置であるときに、前記加熱要
素が加熱されるように構成されている、請求項１１の装置。
【請求項１３】
　前記始動要素は自動的である、請求項５の装置。
【請求項１４】
　前記始動要素は、環境ファクタに対応して前記加熱要素を始動させる、請求項１３の装
置。
【請求項１５】
　前記環境ファクタは、温度、風速、および気圧の少なくとも一つである、請求項１４の
装置。
【請求項１６】
　前記始動要素は音声稼動機構である、請求項５の装置。
【請求項１７】
　前記始動要素は遠隔制御機構である、請求項５の装置。
【請求項１８】
　動力源を更に含む、請求項１の装置。
【請求項１９】
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　前記動力源はバッテリである、請求項１８の装置。
【請求項２０】
　前記動力源は、太陽動力、化学動力、電子機械動力、水素動力、月動力、および核動力
の少なくとも一つを使用している、請求項１８の装置。
【請求項２１】
　接地位置センサを更に含む、請求項１の装置。
【請求項２２】
　照明要素を更に含む、請求項１の装置。
【請求項２３】
　コンパスを更に含む、請求項１の装置。
【請求項２４】
　時計を更に含む、請求項１の装置。
【請求項２５】
　マイクロプロセッサ電子メモリユニットおよびデータユニットの一つを含む、請求項１
の装置。
【請求項２６】
　前記マイクロプロセッサ電子メモリユニットおよびデータユニットの一つは、データの
格納、転送、および表示の少なくとも一つを実施するように構成されている、請求項２５
の装置。
【請求項２７】
　前記データは、サービスデータ、指示データ、アカデミックまたは教育的データ、ＤＶ
Ｄまたは他のビデオディスプレイデータ等の少なくとも一つを含む、請求項２６の装置。
【請求項２８】
　熱絶縁材から形成された少なくとも一つの構成要素を含む、請求項１の装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも一つの構成要素は鼻当ておよび耳ヅルの一つである、請求項２８の装置
。
【請求項３０】
　前記加熱要素は、約５０°から約１５０°Ｆ間の温度へ加熱される、請求項１の装置。
【請求項３１】
　前記加熱要素は、約７０°から約１１０°Ｆ間の温度へ加熱される、請求項３０の装置
。
【請求項３２】
　前記加熱要素は、約８０°から約１００°Ｆ間の温度へ加熱される、請求項３１の装置
。
【請求項３３】
　前記加熱要素は、約９０°Ｆの温度へ加熱される、請求項３２の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は眼鏡類、更に具体的には加熱眼鏡類に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人が付加的熱の提供を必要とする多くの活動がある。これらの活動の殆どに対する加熱
は、その人の周辺の雰囲気へ熱を誘導する加熱源、例えばボイラー、ラジエータ等を使用
する建物加熱システムから供給されるが、そのような加熱源が、人の顔または目の近くも
しくは顔または目に隣接した特定所望場所へ熱を供給するのに利用できないまたは十分で
ない活動がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　従って、人の顔または目の近くもしくは顔または目に隣接した特定所望場所へ熱を誘導
するための装置に対するニーズがある。
【０００４】
　［発明の概要］
　本発明は、一実施形態によれば、眼鏡類、例えば、人の目の上または目に隣接して裝用
する任意装置に関する。眼鏡類は、熱を提供する形態の加熱要素を含む。有利には、提供
される熱は、裝用者に提供される温熱が少なくとも若干改良されたものであれば十分であ
る。付加的または選択的に、提供される熱は、前記眼鏡類の少なくとも一部上、または裝
用者の顔の少なくとも一部上での雪、氷、霧、または他の形態の環境その他の状態の蓄積
を防止する等の幾つかの他の機能を実行するに十分であってよい。
【０００５】
　前記眼鏡類は、前記加熱要素を始動させるための始動要素を含む。前記始動要素は自動
または手動の少なくともいずれか一方により稼動するものであってよい。熱を発生させる
加熱要素の動力は、バッテリ等の動力源により提供されてよい。更に、バックアップ動力
源が使用されてよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　図１は、本発明の一実施形態による一つの眼鏡の前面図である。理解されるべきことは
、用語『眼鏡類』が任意タイプの眼鏡類を意味し、限定的でないが、処方または無処方眼
鏡、処方または無処方サングラス、ゴーグル、バイザー、シールド、ヘルメット、または
他の任意タイプの装置であって、スキー、スカイダイビング、ハンティング、ピンボール
、または他の娯楽またはインタラクティブ・ゲーム、安全、闘争、赤外線または夜間視察
、車両運転または乗車、溶接または他のタイプの建築作業、他のタイプの研究活動、警備
活動、および宇宙旅行等の何らかの想像可能な目的のために人が裝用する、装置を含むこ
とである。
【０００７】
　図１は、本発明の実施形態による一つの眼鏡１０を示す。本発明は、以下で、一つの眼
鏡について説明されているが、上述の任意タイプの眼鏡を使用できる。図示実施形態にお
いて、眼鏡１０はフレーム１４により支持された一対のレンズ１２を含む。レンズ１２は
、プラスチック、ガラス等限定的でない任意材料により形成でき、かつかかる材料は水、
太陽、引っかき、塩水および／または光耐性であり、かつ／または耐火性であってよい。
更に、フレーム１４は任意タイプの材料から形成され、限定的でなく、金属、プラスチッ
ク、ガラス等を含み、かつ水、太陽、引っかき、塩水および／または光耐性であり、かつ
／または耐火性であってよい。レンズ１２および／またはフレーム１４は、所望用途に依
存して可撓性または剛性であってよい。レンズ１２は自動または手動操作できる日除けま
たは遮光能力があってよい。
【０００８】
　フレーム１４は加熱要素１６を含んでよい。加熱要素１６は図１において全フレーム１
４の全体に設置されている。しかし、理解されるように、加熱要素１６はフレーム１４の
一部または任意部に設置されてよく、かつ／または眼鏡１０の他の構成要素の一部または
任意部に設置されてよい。更に、図１に示されたワイヤは、単一加熱要素１６を形成して
いるが、他の実施形態にいてフレーム１４は、一つまたはそれ以上の加熱要素１６を含み
、複数の加熱要素１６は相互に連結されまたは連結されず、かつ一緒にまたは相互に独立
に作動する。
【０００９】
　加熱要素１６は、熱を提供することのできる任意材料または構成要素であってよい。図
示形態において、加熱要素１６は、熱導線である。この導線は熱を伝導する任意材料から
形成されてよい。
【００１０】
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　眼鏡１０は、裝用者の鼻上に眼鏡１０を支持するために採用された一対の鼻当て１８を
含んでよい。選択的に、鼻当て１８は加熱要素１６を含んでよい。選択的に、鼻当て１８
は断熱材料により形成されてよい。この選択形態において、鼻当て１８は、加熱要素１６
が装用者の皮膚と直接接触することを防止する働きをしてよい。認識されるように、ある
実施形態において、眼鏡１０の任意の他の一部または部分、例えば耳ヅルが、装用者の皮
膚と何れかの温い表面が直接接触することを防止するために断熱材により形成されてよい
。選択的に、加熱要素１６により発生する熱量に依存して、加熱面または温暖面が裝用者
の直接接触することが好ましい。従って、用途に応じて、加熱要素１６により発生する熱
は、例えば、皮膚に直接接触させて裝用者に直接提供されかつ／または間接接触、例えば
熱を裝用者の皮膚へ実際には接触させないで、皮膚へ向けて放射することより、裝用者に
提供されてよい。一実施形態において、加熱要素１６は、約５０°から約１５０°Ｆ間、
好適には約７０°から約１１０°Ｆ間、更に好適には約８０°から約１００°Ｆ間、そし
て最適には約９０°Ｆの温度へ加熱されてよい。
【００１１】
　眼鏡１０は更に耳ヅル２０を含む。耳ヅル２０は、蝶番２２等により任意方法でフレー
ム１４へ取付けられてよい。蝶番２２は、眼鏡が使用されないときに、フレーム１４に対
する耳ヅルの折り畳みを可能にする。図１は耳ヅル２０の全体部を示し、耳ヅル２０の付
加的詳細が図２に示されている。図２を参照すると、本発明の一実施形態による一つの耳
ヅル２０が示されている。この実施形態において、耳ヅル２０は動力源２４を含む。動力
源２４は、加熱要素１６を所望温度へ加熱するために眼鏡１０の他の構成要素に十分な動
力量を供給できる任意タイプの構成要素であってよい。有利には、動力源２４はバッテリ
であり、例えば１ボルト／０．２５アンペアを供給する従来時計バッテリ等であってよい
。好適には、動力源２４は必要なときに交換可能であり、他の実施形態において動力源２
４は耳ヅル２０と一体的にまたは耳ヅル内に形成されてよい。理解されるように、動力源
２４は耳ヅル２０に設置または耳ヅル２０内に設置される必要はなく、選択的に眼鏡１０
の他の任意部に、または任意部内に設置されてよい。
【００１２】
　図示形態において、動力源２４は、フューズ等の電圧保護要素２６に電気的に接続され
る。電圧保護要素２６は、出力アンプ２８に電気的に接続される。出力アンプ２８はサー
ミスタ３０に電気的に接続される。サーミスタ３０は、加熱要素１６により発生する熱量
を調整する作用をする。サーミスタ３０は、接続線３２によりフレーム１４内の加熱要素
１６に電気的に接続される。一実施形態によれば、接続線３２は、フレーム内で加熱要素
１６に永久的に連結されるが、他の実施形態において、蝶番２２が加熱要素１６に接続線
３２を選択的に連結するように構成される。例えば、かかる実施形態において、接続線３
２は、耳ヅル２０が開放位置、例えば眼鏡が裝用される位置へ移動するときに加熱要素１
６へ接続でき、他方で、接続線３２は、耳ヅル２０が閉鎖位置、例えば眼鏡が保存される
位置へ移動するときに加熱要素１６から分離されてよい。
【００１３】
　眼鏡１０は始動要素３４を含む。図示形態において、始動要素３４は、蝶番２２にまた
は蝶番２２内に設置されたスイッチであってよい。始動要素３４は、眼鏡１０の他の電気
的構成要素に接続されてよく、かつ上述のごとく始動し、それにより加熱要素１６は、眼
鏡１０の開放位置への開放後に加熱される。他の種々の始動要素３４が採用できる。例え
ば、始動要素３４はレベル（ｌｅｖｅｌ）始動可能スイッチであってよく、そのようにし
て加熱要素１６は、起立した人が眼鏡１０を裝用した場合のように実質的垂直の整列位置
のときに加熱される。当然ながら、かかるレベル始動スイッチは任意の想像可能位置で加
熱要素１６を加熱する作用をしてよい。
【００１４】
　始動要素３４は、眼鏡１０の任意位置に設置された手動操作スイッチであってよく、選
択的にオン、オフするためにかつ／または加熱要素１６により発生した熱を調節するため
に、裝用者による操作が可能である。更に他の始動要素３４は、オン、オフ回転し、かつ
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素１６により発生する熱を調節する自動機構であってよい。温度が環境ファクタである例
示形態を参照すると、始動要素３４は、裝用者の感じる温度が所定レベルよりも低い、例
えば凍結レベル未満である場合に加熱要素１６をオンにし、かつ温度が所定温度レベル未
満よりも更に下がった場合に加熱要素１６により自動的に付加的熱を提供する温度センサ
を含んでよい。更に他の始動要素３４は音声始動機構であってよく、それによって裝用者
は命令を話しまたは特定音を作ることにより加熱要素１６のオン、オフ、または発生する
熱の調節をすることができる。他の始動要素３４は、遠隔制御機構、例えばワイヤレス送
受信装置であってよく、それによって裝用者は加熱要素１６のオン、オフ、または発生す
る熱の調節をすることができる。
【００１５】
　認識されるように、一つまたは複数の加熱要素１６に熱を発生させかつ伝達するための
上述の特定構成要素は、それらの機能を達成するための単一の装置であってよい。理解さ
れるように、上述の構成要素は、眼鏡１０の任意部内または眼鏡１０の任意部上に設置で
き（そして眼鏡類が眼鏡でない場合、それらの構成要素は眼鏡類装置の任意部の中または
上に設置できる）、一体化または永久的、または一時的に設置されてよい。更に、熱を発
生しかつ伝達することのできる他の構成要素が使用可能である。例えば、加熱要素１６は
、上述のものと異なる電気的構成要素により電気的に印加され得る。付加的または選択的
に、加熱要素１６に採用できる動力のタイプは、制限的でなく、太陽動力、化学動力、電
子機械動力、例えば振動、水素動力、月動力、および核動力、または種々の動力の任意組
合せ等を含む。更に、眼鏡１０は、最初の動力源か機能不全の場合にバックアップ動力源
２５を含んでよい。更に、認識されるように、これらの動力タイプのいずれかが第一動力
源２４として採用され、かつこれらの動力タイプのいずれかがバックアップまたは第二動
力源２５として採用されてよい。
【００１６】
　加熱要素１６は、他の特徴と組合せて使用できる。例えば、限定的でないが、接地位置
（ｇｒｏｕｎｄ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）センサ３６（ＧＰＳ）技術、任意種類の照明要素３
８、コンパス、時計、および／またはマイクロプロセッサ電子メモリユニットまたはデー
タユニット４０を任意タイプのデータの格納、転送、および表示のために使用でき、前記
データは、サービスデータ、指示データ、アカデミックまたは教育的データ、ＤＶＤまた
は他のビデオディスプレイデータ等を含む。一実施形態において、マイクロプロセッサ電
子メモリユニット４０は、加熱要素１６の温度範囲を調節可能に構成される。一実施形態
において、眼鏡１０のこれらの付加的特徴は、加熱要素１６により使用される同一動力源
２４（および／またはバックアップ動力源２５）により印加される。選択的に、他の動力
源がこれらの目的のために使用されてよい。
【００１７】
　このように、本発明の幾つかの課題および利点は効果的に達成される。当業者はここに
記載の例示形態の幾つかの変更が本発明の精神および範囲から逸脱することなく可能であ
ることを理解する。本発明の種々の例示形態が詳細に記載されているが、本発明がそれら
に限定されないことおよびその範囲が特許請求の範囲により決定されることは理解される
べきである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態による一つの眼鏡類の前面図である。
【図２】本発明の一実施形態による一つの眼鏡類の側面図である。
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