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(57)【要約】
【課題】一つの眼鏡フレームで、鼻に負担が掛からない
使用方法と、眼鏡フレームの装着位置がズレ難い使用方
法とに切り替えられる眼鏡フレームを提供する。
【解決手段】眼鏡フレーム１は、前枠２と、前枠２の両
端からそれぞれ後方に延出するテンプル３と、前枠２及
びテンプル３の双方に着脱自在なパッド４とを備えてい
る。パッド４の前枠２への取り付け位置は、眼鏡フレー
ム１が使用者に装着されたときにパッド４が該使用者の
鼻の脇に当接する位置である。また、パッド４のテンプ
ル３への取り付け位置は、眼鏡フレーム１が使用者に装
着されたときにパッド４が該使用者の左右の頬骨に当接
する位置である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前枠と、該前枠の両端からそれぞれ後方に延出するテンプルとを備えた眼鏡フレームで
あって、
　前記前枠及び前記テンプルの双方に着脱自在であるパッドを備え、
　前記パッドの前記前枠への取り付け位置は、前記眼鏡フレームが使用者に装着されたと
きに該パッドが該使用者の鼻の脇に当接する位置であり、
　前記パッドの前記テンプルへの取り付け位置は、前記眼鏡フレームが使用者に装着され
たときに該パッドが該使用者の頬骨に当接する位置であることを特徴とする眼鏡フレーム
。
【請求項２】
　前記テンプルは、長手方向の一部に内外方向に湾曲する湾曲変形部を備え、
　前記湾曲変形部は、前記テンプルの後端が内方に向かうように外方に向けて凸状に湾曲
する第１姿勢と、該テンプルの後端が外方に向かうように内方に向けて凸状に湾曲する第
２姿勢とに切り替わり、
　前記パッドの前記テンプルへの取り付け位置は、前記眼鏡フレームが使用者に装着され
、少なくとも前記湾曲変形部が前記第１姿勢であるときに該パッドが該使用者の頬骨に当
接する位置であることを特徴とする請求項１に記載の眼鏡フレーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼鏡フレームに関する。特に、一つの眼鏡フレームで、鼻に負担が掛からな
い使用方法と、眼鏡フレームの装着位置がズレ難い使用方法とに切り替えられる眼鏡フレ
ームに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、一般的な眼鏡フレームは、前枠と、前枠の両端からそれぞれ後方に延出する
テンプルとを備え、前枠は左右のレンズを固定するための左右のリムと、左右のリム同士
を連結するためのブリッジとを具備する。また、リムの内側（中央側）にはノーズパッド
が設けられている。
　眼鏡フレームを装着する場合には、ノーズパッドを鼻の脇に当接させると共に、テンプ
ルを耳に掛止させる。
　このとき、前枠の重量のほとんどがノーズパッドを介して鼻に加わる。そのため、長時
間にわたって眼鏡フレームを装着すると、ノーズパッドが当接している鼻の部分が赤く変
色して痕が付いたり、また、ノーズパッドが当接している部分が疲労するというように鼻
に負担が掛かり、使用者が不快感を感じるという問題がある。
【０００３】
　この問題を解決するために、ノーズパッドを用いずに、テンプルに設けたパッドを頬骨
に当接させて前枠を保持する眼鏡フレームが提案されている（例えば、特許文献１参照）
。
【０００４】
　しかしながら、テンプルに設けたパッドによって前枠を保持する眼鏡フレームにおいて
は、テンプルを掛止する耳の位置から頬骨に当接するパッドの位置までの前後方向の距離
が、パッドを前枠に設けた場合の耳の位置から鼻に当接するパッドの位置までの前後方向
の距離よりも短くなる。このために眼鏡フレームを支持するのに必要な力が増す。また、
パッドが当接する頬骨の面の傾きは、パッドが当接する鼻の面の傾きよりも鉛直に近いの
で、頬骨にパッドを当接させる方が、鼻にパッドを当接させるよりも落下しようとする眼
鏡フレームを保持し難い。
　従って、パッドをテンプルに設けた眼鏡フレームの方が、パッドを前枠に設けた眼鏡フ
レームよりもホールド性が低くなり、使用者が激しく運動するときには眼鏡フレームが装
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着位置からズレる虞がある。
　このために、使用者は、激しい運動の為にノーズパッドを備えた眼鏡フレームも所持し
なければならず、２つの眼鏡フレームを所持することが煩雑であると共に費用が掛かる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－７２２７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、斯かる従来技術の問題を解決するためになされたものであり、一つの眼鏡フ
レームで、鼻に負担が掛からない使用方法と、眼鏡フレームの装着位置がズレ難い使用方
法とに切り替えられる眼鏡フレームを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するため、本発明は、前枠と、該前枠の両端からそれぞれ後方に延出す
るテンプルとを備えた眼鏡フレームであって、前記前枠及び前記テンプルの双方に着脱自
在であるパッドを備え、前記パッドの前記前枠への取り付け位置は、前記眼鏡フレームが
使用者に装着されたときに該パッドが該使用者の鼻の脇に当接する位置であり、前記パッ
ドの前記テンプルへの取り付け位置は、前記眼鏡フレームが使用者に装着されたときに該
パッドが該使用者の頬骨に当接する位置であることを特徴とする眼鏡フレームを提供する
。
【０００８】
　本発明によれば、激しく運動しない場合には、特許文献１に記載された眼鏡フレームと
同様にパッドをテンプルに取り付けて頬骨に当接させるので、鼻への負担を無くすことが
できる。このとき、眼鏡フレームのホールド性は、パッドを前枠に取り付けてノーズパッ
ドとして鼻の脇に当接させる場合よりも低くなる。しかし、激しく運動しないので眼鏡フ
レームの装着位置がズレる虞は少ない。
　一方、激しく運動する場合には、従来の一般的な眼鏡フレームと同様にパッドを前枠に
取り付けてノーズパッドとして鼻の脇に当接させるので、激しく運動しても眼鏡フレーム
はズレ難い。
　このように、パッドが前枠及びテンプルの双方に着脱自在なので、一つの眼鏡フレーム
で、鼻に負担が掛からない使用方法と、激しく運動しても眼鏡フレームの装着位置がズレ
難い使用方法とに切り替えることができる。
【０００９】
　好ましくは、前記テンプルは、長手方向の一部に内外方向に湾曲する湾曲変形部を備え
、前記湾曲変形部は、前記テンプルの後端が内方に向かうように外方に向けて凸状に湾曲
する第１姿勢と、該テンプルの後端が外方に向かうように内方に向けて凸状に湾曲する第
２姿勢とに切り替わり、前記パッドの前記テンプルへの取り付け位置は、前記眼鏡フレー
ムが使用者に装着され、少なくとも前記湾曲変形部が前記第１姿勢であるときに該パッド
が該使用者の左右の頬骨に当接する位置である。
【００１０】
　本発明において、「内外方向」とは、眼鏡フレームを構成する前枠を取り付けた状態で
の内外方向という意味であり、「内方」とは、眼鏡フレームを構成する前枠を取り付けた
状態での内方という意味であり、「外方」とは、眼鏡フレームを構成する前枠を取り付け
た状態での外方という意味である。
　また、眼鏡フレームを装着した使用者の頭部の水平断面の中心を基準として前頭部が有
る方向を前方とし、後頭部が有る方向を後方としており、「テンプルの後端」とは、装着
された眼鏡フレームの状態において、テンプルの後方の端をいう。
　斯かる好ましい眼鏡フレームでは、使用者が、眼鏡フレームの装着時に湾曲変形部を第
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１姿勢に切り替えれば、テンプルの後端が内方に向かうように湾曲変形部が外方に向けて
凸状に湾曲するので、湾曲変形部よりも後方のテンプルの部分が使用者の顔側面を狭持で
き、眼鏡フレームのホールド性が高くなる。
　従って、パッドがテンプルに取り付けられている場合にも、湾曲変形部を第１姿勢にす
ると眼鏡フレームのホールド性が高くなるので、鼻に負担が掛からず、且つ、激しく運動
しても眼鏡フレームの装着位置がズレ難い。
　また、使用者が、眼鏡フレームを装着する際や取り外す際に湾曲変形部を第２姿勢に切
り替えると、テンプルの後端が外方に向かうように湾曲変形部が内方に向けて凸状に湾曲
するので、左右のテンプルの後端部間の距離が比較的広くなる。これにより、眼鏡フレー
ムが装着し易く、また、取り外し易くなる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、パッドが前枠及びテンプルの双方に着脱自在なので、一つの眼鏡フレ
ームで、鼻に負担が掛からない使用方法と、激しい運動時にも眼鏡フレームの装着位置が
ズレ難い使用方法とに切り替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る眼鏡フレームの一例の平面図であり、図１（ａ）
は、パッドを前枠に取り付けた場合の眼鏡フレームの平面図であり、図１（ｂ）は、パッ
ドをテンプルに取り付けた場合の眼鏡フレームの平面図である。
【図２】図２は、パッドの構成図であり、図２（ａ）は、パッドの斜視図であり、図２（
ｂ）は、パッドが前枠に取り付けられたときの斜視図であり、図２（ｃ）は、パッドがテ
ンプルに取り付けられたときの斜視図である。
【図３】図３は、取付部のパッド第２取付部への他の取付方法の一例を示す概略図である
。
【図４】図４は、第２の実施形態に係る眼鏡フレームの一例の構成図であり、図４（ａ）
は、同実施形態に係る眼鏡フレームの、湾曲変形部が第１姿勢の場合の平面図であり、図
４（ｂ）は、同眼鏡フレームの側面図であり、図４（ｃ）は、同眼鏡フレームの湾曲変形
部が第２姿勢の場合の平面図である。
【図５】図５は、同眼鏡フレームが備える湾曲変形部の構成図であり、図５（ａ）は、左
側のテンプルの湾曲変形部が第１姿勢のときに外方からみた側面図であり、図５（ｂ）は
、同湾曲変形部が第１姿勢のときの平面図であり、図５（ｃ）は、同湾曲変形部が第２姿
勢のときの平面図である。
【図６】図６は、同湾曲変形部の姿勢が切り替わるときの動作の説明図であり、図６（ａ
）は、同湾曲変形部が第１姿勢のときの平面図であり、図６（ｂ）は、同湾曲変形部が第
１姿勢及び第２姿勢のいずれか一方からいずれか他方に切り替わる途中での平面図であり
、図６（ｃ）は、同湾曲変形部が第２姿勢のときの平面図である。
【図７】図７は、湾曲変形部の他の一例の構成図であり、図７（ａ）は、左側のテンプル
の湾曲変形部が第１姿勢のときに外方からみた側面図であり、図７（ｂ）は、同湾曲変形
部が第１姿勢のときの図７（ａ）の点線Ａにおける断面図であり、図７（ｃ）は、同湾曲
変形部が第２姿勢のときの図７（ａ）の点線Ａにおける断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（第１の実施形態）
　以下、添付図面を適宜参照しつつ、本発明の第１の実施形態に係る眼鏡フレームについ
て説明する。
　図１は、本実施形態に係る眼鏡フレームの一例の平面図であり、図１（ａ）は、パッド
を前枠に取り付けた場合の眼鏡フレームの平面図であり、図１（ｂ）は、パッドをテンプ
ルに取り付けた場合の眼鏡フレームの平面図である。図２は、パッドの構成図であり、図
２（ａ）は、パッドの斜視図であり、図２（ｂ）は、パッドが前枠に取り付けられたとき
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の斜視図であり、図２（ｃ）は、パッドがテンプルに取り付けられたときの斜視図である
。
　眼鏡フレーム１は、前枠２と、前枠２の両端からそれぞれ後方に延出するテンプル３と
、前枠２及びテンプル３の双方に着脱自在なパッド４とを備えている。
　前枠２は左右のレンズを固定するための左右のリム２１と、左右のリム同士を連結する
ためのブリッジ２２とを具備する。
　テンプル３は、丁番５を介して開閉自在に前枠２に接続されている。
　パッド４の前枠２への取り付け位置は、眼鏡フレーム１が使用者に装着されたときにパ
ッド４が該使用者の鼻の脇に当接する位置である。また、パッド４のテンプル３への取り
付け位置は、眼鏡フレーム１が使用者に装着されたときにパッド４が該使用者の頬骨に当
接する位置である。
　パッド４は、前枠２及びテンプル３の双方に取り付けられる取付部４１と、使用者の鼻
の脇及び頬骨に当接するパッド本体部４２と、取付部４１とパッド本体部４２とを連結す
る連結部４３とを具備している。
　パッド本体部４２及び連結部４３の材質としては、例えば金属や樹脂を用いることがで
きる。連結部４３を塑性変形可能にしてもよい。連結部４３を塑性変形可能にすれば、鼻
の脇や頬骨へのパッド本体部４２の当接状態を容易に調整することができる。
　前枠２は、リム２１の内側（中央側）に、取付部４１が取り付けられるパッド第１取付
部２３を具備する。取付部４１は、パッド第１取付部２３に磁力によって取り付けられる
。取付部４１とパッド第１取付部２３との両者は、互いに引き合う方向に磁極の向きが設
定された磁石から成っている。このとき、取付部４１とパッド第１取付部２３は、全体が
磁石でなく、一部が磁石であってもよい。
　また、取付部４１とパッド第１取付部２３の内の一方が磁石から成り、他方が磁性体か
ら成ってもよい。このとき、取付部４１とパッド第１取付部２３の内の他方は、全体が磁
性体でなく、一部が磁性体であってもよい。
【００１４】
　テンプル３は、長手方向の一部に、取付部４１が取り付けられるパッド第２取付部３１
を具備する。取付部４１は、パッド第２取付部３１に磁力によって取り付けられる。パッ
ド第２取付部３１は、パッド第１取付部２３と同様に磁石又は磁性体から成っている。パ
ッド第２取付部３１は、パッド第１取付部２３と同様に全体が磁石又は磁性体であっても
よいし、一部が磁石又は磁性体であってもよい。
　パッド４が前枠２に取り付けられたときには、使用者が眼鏡フレーム１を装着すると、
パッド本体部４２が鼻の脇に当接する。そして、鼻の脇に当接したパッド本体部４２と耳
に掛止されたテンプル３とで眼鏡フレーム１が保持される。
　パッド４がテンプル３に取り付けられたときには、使用者が眼鏡フレーム１を装着する
と、パッド本体部４２が頬骨に当接する。そして、頬骨に当接したパッド本体部４２と耳
に掛止されたテンプル３とで眼鏡フレーム１が保持される。
【００１５】
　本実施形態の眼鏡フレーム１によれば、激しく運動しない場合には、特許文献１に記載
された眼鏡フレームと同様にパッド４をテンプル３に取り付けて頬骨に当接させるので、
鼻への負担を無くすことができる。このとき、眼鏡フレーム１のホールド性は、パッド４
を前枠２に取り付けてノーズパッドとして鼻の脇に当接させる場合よりも低くなる。しか
し、激しく運動しないので眼鏡フレーム１の装着位置がズレる虞は少ない。
　一方、激しく運動する場合には、従来の一般的な眼鏡フレームと同様にパッド４を前枠
２に取り付けてノーズパッドとして鼻の脇に当接させるので、激しく運動しても眼鏡フレ
ーム１はズレ難い。
　このように、パッド４が前枠２及びテンプル３の双方に着脱自在なので、一つの眼鏡フ
レーム１で、鼻に負担が掛からない使用方法と、激しく運動しても眼鏡フレーム１の装着
位置がズレ難い使用方法とに切り替えることができる。
【００１６】
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　取付部４１のパッド第１取付部２３及びパッド第２取付部３１への取付方法は、上記の
ような磁力による方法に限られず、他の方法でも構わない。
　図３は、取付部４１のパッド第２取付部３１への他の取付方法の一例を示す概略図であ
る。
　パッド第２取付部３１は、内側に突出した突出部３２を有している。そして、取付部４
１は、突出部３２に嵌合する嵌合孔４４を有している。突出部３２に嵌合孔４４を嵌合さ
せることによって、取付部４１がパッド第２取付部３１に着脱自在に取り付けられる。一
方、パッド第１取付部２３もパッド第２取付部３１と同様の突出部（図示せず）を有し、
取付部４１がパッド第１取付部２３に着脱自在に取り付けられる。
　また、取付部４１が突出部を有し、パッド第１取付部２３及びパッド第２取付部３１が
嵌合孔を有するようにしてもよい。
【００１７】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態に係る眼鏡フレームについて説明する。
　本実施形態の眼鏡フレームにおいて、テンプルは長手方向の一部に内外方向に湾曲する
湾曲変形部を備える。以下に、本実施形態が第１の実施形態と異なる点について説明する
。
　図４は、第２の実施形態に係る眼鏡フレームの一例の構成図であり、図４（ａ）は、同
実施形態に係る眼鏡フレームの、湾曲変形部が第１姿勢の場合の平面図であり、図４（ｂ
）は、同眼鏡フレームの側面図であり、図４（ｃ）は、同眼鏡フレームの湾曲変形部が第
２姿勢の場合の平面図である。図５は、同眼鏡フレームが備える湾曲変形部の構成図であ
り、図５（ａ）は、左側のテンプルの湾曲変形部が第１姿勢のときに外方からみた側面図
であり、図５（ｂ）は、同湾曲変形部が第１姿勢のときの平面図であり、図５（ｃ）は、
同湾曲変形部が第２姿勢のときの平面図である。
【００１８】
　湾曲変形部３３は、テンプル３の後端６が内方に向かうように外方に向けて凸状に湾曲
した第１姿勢と、テンプル３の後端６が外方に向かうように内方に向けて凸状に湾曲した
第２姿勢とに切り替わる。湾曲変形部３３が第１姿勢のときに、湾曲変形部３３よりも後
方のテンプル３の部分が使用者の顔側面を狭持する。このテンプル３の狭持力は、テンプ
ル３の内外方向の曲がり具合を変えることによって調整できる。
　湾曲変形部３３は、テンプル３でのパッド４の取り付け位置よりも後方に設けられてい
る。湾曲変形部３３がパッド４の取り付け位置よりも後方にあるので、パッド４の取り付
け位置よりも後方のテンプル３の内外方向の曲がり具合を変えても、眼鏡フレーム１の装
着時におけるテンプル３でのパッド４の内外方向の位置には影響をあまり及ぼさない。
　従って、パッド４がテンプル３に取り付けられる場合に、パッド４が頬骨に当接するよ
うにパッド４の位置を調整した後に、パッド４の取り付け位置よりも後方のテンプル３の
内外方向の曲がり具合を変えてテンプル３の狭持力を調整することができる。
　このことにより、パッド４がテンプル３に取り付けられている場合に、湾曲変形部３３
を第１姿勢にしたときに湾曲変形部３３よりも後方のテンプル３の部分とパッド４とが使
用者の顔側面を適切に狭持するように容易に調整できる。
　湾曲変形部３３は、上下方向に並置された一対の湾曲部３４と、該一対の湾曲部３４に
挟まれた弾性部３５とを具備している（図５（ａ）参照）。
　湾曲変形部３３の材質としては、例えば、マグネシウム、アルミニウム等の金属や樹脂
を用いることができる。
　湾曲部３４は、可撓性を有して内外方向に湾曲する。
　弾性部３５は、弾性を有し、前後方向に弾性的に伸長する。弾性部３５は、内方向に突
出した凸形状を有しており、この凸形状の屈曲箇所の曲がりが伸びることにより、前後方
向に弾性的に伸長する。尚、弾性部３５は、このような構造に限られず、前後方向に弾性
的に伸長するのなら、どのような構造でもよい。
　湾曲部３４と弾性部３５との間には、スリット３６が設けられており、湾曲部３４と弾
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性部３５とは互いに上下方向に分離している。
　湾曲部３４の前端部３４ａと弾性部３５の前端部３５ａとは互いに接続し、湾曲部３４
の後端部３４ｂと弾性部３５の後端部３５ｂとは互いに接続している。また、湾曲部３４
の長さは、弾性部３５の前後方向の長さより長い。
　そして、湾曲部３４の長さが弾性部３５の前後方向の長さより長く、湾曲部３４と弾性
部３５とは、それぞれの前端部と後端部とで互いに接続しているので、湾曲部３４は、外
方に向けて凸状に湾曲した姿勢と、内方に向けて凸状に湾曲した姿勢との２つの姿勢に切
り替わることができる。尚、湾曲変形部３３が第１姿勢のときの湾曲部３４の姿勢も第１
姿勢と呼び、湾曲変形部３３が第２姿勢のときの湾曲部３４の姿勢も第２姿勢と呼ぶ。
【００１９】
　次に、湾曲変形部３３の姿勢が切り替わるときの動作について説明する。
　図６は、湾曲変形部の姿勢が切り替わるときの動作の説明図であり、図６（ａ）は、湾
曲変形部が第１姿勢のときの平面図であり、図６（ｂ）は、湾曲変形部が第１姿勢及び第
２姿勢のいずれか一方からいずれか他方に切り替わる途中での平面図であり、図６（ｃ）
は、湾曲変形部が第２姿勢のときの平面図である。Ｌ１は、弾性部３５の前後方向の長さ
を示し、Ｌ２は、湾曲部３４の長さを示す。
【００２０】
　湾曲部３４が第１姿勢のときに、湾曲部３４を内方に付勢する力が加わると、湾曲部３
４と弾性部３５の接続箇所Ｐに湾曲部３４の延伸方向に向けて力Ｆが働く。そして、力Ｆ
が、接続箇所Ｐを内方に付勢する分力Ｆ１と、弾性部３５を伸長させる分力Ｆ２とに分か
れる。
　分力Ｆ２は、弾性部３５を伸長させようとするが、分力Ｆ２に対して弾性部３５には縮
もうとする弾性力が働く。
　弾性部３５の伸長する長さが長いと、湾曲部３４は内方に湾曲し易くなる。しかし、湾
曲部３４を内方に付勢する力が小さいと、弾性部３５の伸長する長さが短いので、湾曲部
３４は内方に湾曲せず、第１姿勢が維持される。
　そして、湾曲部３４を内方に付勢する力が大きくなると、弾性部３５が伸長され、弾性
部３５の前後方向の長さＬ１が湾曲部３４の長さＬ２と同じになる。
　弾性部３５の前後方向の長さＬ１が湾曲部３４の長さＬ２と同じになった後に、更に湾
曲部３４を内方に付勢する力が加わると、湾曲部３４は、真っ直ぐな状態から内方に向け
て凸状に湾曲した状態になり、その後は、湾曲部３４を内方に付勢する力を取り除いても
、弾性部３５の弾性によって内方に向けて凸状に湾曲する。そして、湾曲部３４は第２姿
勢になる（図６（ｃ））。このときに、湾曲変形部３３の材料の種類や弾性部３５の弾性
力の大きさによっては、湾曲変形部３３が震動し、音が発生するので、音によっても姿勢
が切り替わったことを認識することができる。
　湾曲部３４が、第２姿勢から第１姿勢に切り替わるときには、図６（ｃ）、図６（ｂ）
、図６（ａ）の順で切り替わる。
　上記では説明を簡単にするために、弾性部３５の前後方向の長さＬ１が湾曲部３４の長
さＬ２と同じになった後に姿勢が切り替わるとしたが、必ずしも弾性部３５の前後方向の
長さＬ１が湾曲部３４の長さＬ２と同じになる必要は無く、湾曲部３４が湾曲した状態で
あり、弾性部３５の前後方向の長さＬ１が湾曲部３４の長さＬ２がよりも短い状態で、姿
勢が切り替わることもできる。
【００２１】
　本実施形態の眼鏡フレーム１では、使用者が、眼鏡フレーム１の装着時に湾曲変形部３
３を第１姿勢に切り替えれば、テンプル３の後端６が内方に向かうように湾曲変形部３３
が外方に向けて凸状に湾曲するので、湾曲変形部３３よりも後方のテンプルの部分が使用
者の顔側面を狭持でき、眼鏡フレーム１のホールド性が高くなる。
　従って、パッド４がテンプル３に取り付けられている場合にも、湾曲変形部３３を第１
姿勢にすると眼鏡フレーム１のホールド性が高くなるので、鼻に負担が掛からず、且つ、
激しく運動しても眼鏡フレーム１の装着位置がズレ難い。
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　また、使用者が、眼鏡フレーム１を装着する際や取り外す際に湾曲変形部３３を第２姿
勢に切り替えると、テンプル３の後端６が外方に向かうように湾曲変形部３３が内方に向
けて凸状に湾曲するので、左右のテンプル３の後端部間の距離が比較的広くなる。これに
より、眼鏡フレーム１が装着し易く、また、取り外し易くなる。
【００２２】
　湾曲変形部の構成は、上記の構成に限られず、湾曲変形部が第１姿勢と第２姿勢に切り
替わるならば他の構成でもよい。
　図７は、湾曲変形部の他の一例の構成図であり、図７（ａ）は、左側のテンプルの湾曲
変形部が第１姿勢のときに外方からみた側面図であり、図７（ｂ）は、同湾曲変形部が第
１姿勢のときの図７（ａ）の点線Ａにおける断面図であり、図７（ｃ）は、同湾曲変形部
が第２姿勢のときの図７（ａ）の点線Ａにおける断面図である。
　湾曲変形部３３ａは、弾性を有し、材質としては、例えば、マグネシウム、アルミニウ
ム等の金属や樹脂を用いることができる。
　湾曲変形部３３ａは、前後方向に延長した開口部３７と、開口部３７を上下から挟んだ
一対の湾曲部３４ｃとを有している。
　湾曲変形部３３ａは、第１姿勢のときに、開口部３７の上下の湾曲部３４ｃの内側面Ｑ
１、Ｑ２が互いに向かい合う方向に湾曲した姿勢をとり（図７（ｂ）参照）、第２姿勢の
ときに、開口部３７の上下の湾曲変形部３３ａの外側面Ｑ３、Ｑ４が互いに向かい合う方
向に湾曲した姿勢をとるように形成されている（図７（ｃ）参照）。
　この構成により、湾曲変形部３３ａは、外方に付勢する力が加わると第１姿勢に切り替
わり、内方に付勢する力が加わると第２姿勢に切り替わる。
【００２３】
　上記第２の実施形態では、湾曲変形部３３を、テンプル３でのパッド４の取り付け位置
よりも後方に設けたが、テンプル３でのパッド４の取り付け位置よりも前方に設けてもよ
い。この場合には、パッド４とテンプル３の後方部分との両者が使用者の顔側面を適切に
狭持するように、テンプル３の曲がり具合を、湾曲変形部３３の前後やパッド４の取り付
け位置の前後も含めて調整すればよい。
【符号の説明】
【００２４】
１・・・眼鏡フレーム
２・・・前枠
３・・・テンプル
３３・・・湾曲変形部
４・・・パッド
６・・・後端
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