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(57)【要約】
【課題】本発明は、インナーグラスと一眼式シールドサ
ングラスの取付部を改良することにより、視界の妨げに
ならず、また、インナーグラスとまつ毛との接触で使用
者に不快感を与えることを防ぎ、また、レンズに汚れを
付着させず、さらに、一眼式シールドサングラスのシー
ルド内面も傷つけないインナーグラスを提供する。
【解決手段】一眼式シールドサングラスの顔面側に装着
するインナーグラスにおいて、左右それぞれのレンズに
縦に配置された複数個の貫通孔に対応したレンズ固定孔
を設け、さらに、可とう性を有し、かつ、樹脂製ワイヤ
ーにより対応する位置の該貫通孔と該レンズ固定孔とを
連通して左右のレンズを固縛するための左右の連結部を
設け、該左右の連結部を端部に一体的に構成した連結部
材を備えたこと特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一眼式シールドサングラスの顔面側に装着するインナーグラスにおいて、左右それぞれ
のレンズに縦に配置された複数個の貫通孔に対応したレンズ固定孔を設け、さらに、可と
う性を有し、かつ、樹脂製ワイヤーにより対応する位置の該貫通孔と該レンズ固定孔とを
連通して左右のレンズを固縛するための左右の連結部を設け、該左右の連結部を端部に一
体的に構成した連結部材を備えたことを特徴とするインナーグラス。
【請求項２】
前記連結部材の前記連結部境界から、該一眼式シールドサングラスの支柱部に脱着自在な
挟持部を立設したことを特徴とする請求項１に記載のインナーグラス。
【請求項３】
　前記連結部材が、可とう性を有する樹脂製又は可とう性を有する金属製であることを特
徴とする請求項１又は２に記載のインナーグラス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、一眼式シールドサングラスのシールド内面に装着するインナーグラスに関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一眼式シールドサングラス１１は、使用されてきており、特にスポーツ時に、軽
量かつ見栄えが良いので、よく使用されている。図１０、図１１に示すように、一眼式シ
ールドサングラス１１は、左右のレンズを一体化した一眼式シールド１２と、該一眼式シ
ールド１２を挿嵌させるための一眼式シールド挿嵌溝１６を備えたフロント部１３と、フ
ロント部１３の両端部に回動自在に取り付けられた左右のテンプル部１７と、フロント部
１３中央部より、鼻当てパッド台座１５に繋がる支柱部１４と、から構成されている。
【０００３】
　また、インナーグラスは、視力を向上させるためにサングラスに装着して使用するもの
である。例えば、従来のインナーグラス３１は、左右それぞれの度入りレンズ３３をフレ
ーム３２に嵌装したものを、一眼式シールドサングラス１１の内面（顔側）に装着して使
用している。一眼式シールドサングラス１１のフロント部１３中央部より、鼻当てパッド
台座１５に繋がる支柱部１４に設けられた嵌合突起１４－１を、インナーグラス３１の嵌
合孔３２－１に嵌合させて固定している。例えば、一眼式シールドサングラス１１の支柱
部１４に設けられた嵌合突起１４－１を、インナーグラス３１の嵌合孔３２－１に嵌合さ
せて固定して使用する発明が先行文献として開示されている。（参考文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
特開平９－１７１１６０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述のインナーグラス３１は、枠があるので視界の妨げになるし、また、一眼式シール
ドサングラス１１に装着した際に、一眼式シールドサングラス１１の支柱部１４の外部に
設けられた嵌合突起１４－１を、インナーグラス３１の嵌合孔３２－１に嵌合させている
ため、一眼式シールド１２とインナーグラス３１との距離が離れてしまい、該インナーグ
ラス３１が使用者の眼に接近した状態となり、まつ毛、まぶた等に接触して、使用者に不
快感を与えたり、インナーグラス３１のレンズ３３に汚れが付着して前方視に支障をきた
すという問題があった。
【０００６】
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本発明は、これらの問題を解決したものであって、インナーグラスと一眼式シールドサン
グラスの取付部を改良することにより、視界の妨げにならず、また、インナーグラスとま
つ毛との接触で使用者に不快感を与えることを防ぎ、また、レンズに汚れを付着させず、
さらに、一眼式シールドサングラスのシールド内面も傷つけないインナーグラスを提供す
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の請求項１に係るインナーグラスは、一眼式シールドサングラスの顔面側に装着
するインナーグラスにおいて、左右それぞれのレンズに縦に配置された複数個の貫通孔に
対応したレンズ固定孔を設け、さらに、可とう性を有し、かつ、樹脂製ワイヤーにより対
応する位置の該貫通孔と該レンズ固定孔とを連通して左右のレンズを固縛するための左右
の連結部を設け、該左右の連結部を端部に一体的に構成した連結部材を備えたことを特徴
とする。
【０００８】
　また、本発明の請求項２に係るインナーグラスは、請求項１に記載のインナーグラスに
おいて、前記連結部材の前記連結部境界から、該一眼式シールドサングラスの支柱部に脱
着自在な挟持部を立設したことを特徴とする。また、本発明の請求項２に係るインナーグ
ラスは、請求項１又は２に記載のインナーグラスにおいて、前記連結部材が、可とう性を
有する樹脂製又は可とう性を有する金属製であることを特徴とする。
【０００９】
　これらの構成を採用することにより、本発明に係るインナーグラスは、レンズが連結部
材と樹脂製ワイヤーによって保持されるので、メガネ枠が不要である。よって、一眼式サ
ングラスに装着して使用すれば、枠がないので良好な視界が得られる。また、本発明に係
るインナーグラスは、枠がないので軽量である。よって、装着時も快適である。また、枠
がなく、また構造も簡易なので材料費も製作費も安価である。
【００１０】
　また、本発明に係るインナーグラスは、使用の際に、一眼式シールドサングラスに密接
させているので顔から離れて保持されており、装着者のまつ毛やまぶたと接触しない。よ
って、接触による不快感がなく、また、涙又は皮脂によってレンズが汚れることを防止で
きる。さらに、スポーツ時に使用しても、顔を伝って汗がレンズに付着しない。また、イ
ンナーグラスのレンズが、一眼式シールドサングラスのシールド内面に接触したとしても
、連結部材が可とう性を有しているので、シールドにインナーグラスからの強い力が働か
ず、シールド内面に深い傷が付くことを防止できる。
【００１１】
　また、本発明に係るインナーグラスは、軽量であって、しかも、一眼式シールドサング
ラスの支柱とシールドとに挟まれて固定されており、そのうえ支柱を挟持体によって嵌合
させているので、激しいスポーツ時においても、インナーグラスが一眼式シールドサング
ラスからずれない。よって、激しいスポーツ時においても、安定した良好な視界が得られ
る。また、本発明に係るインナーグラスは、薄板状の連結部材の連結部材本体を一眼式シ
ールドと支柱との間に挟んで固定するので、一眼式シールドサングラスを加工する必要が
なく、汎用性がある。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係るインナーグラスを用いれば、メガネ枠が不要であるので、軽量であり装着
時も快適である。また、まつ毛やまぶたに接触しないので、不快感がなく、またレンズも
汚れない。また、装着した一眼式シールドサングラスのシールド内面に傷が付くことを防
止できる。また、激しいスポーツ時に装着してもずれないので、安定した良好な視界が得
られる。また、一般的な一眼式シールドサングラスに使用できるので汎用性が高く、また
安価である。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】図１は、本発明に係るインナーグラスの模式的正面図である。
【図２】図２は、本発明に係るインナーグラスの模式的平面図である。
【図３】図３は、本発明に係るインナーグラスの模式的組立斜視図である。
【図４】図４は、（ａ）は、薄板状の連結部材本体と挟持体を備えた連結部材の模式的斜
視図であり、（ｂ）は、薄板状の連結部材本体を備えた連結部材の模式的斜視図であり、
（ｃ）は、細棒状の連結部材本体と挟持体を備えた連結部材の模式的斜視図であり、（ｄ
）は、細棒状の連結部材本体を備えた連結部材の模式的斜視図であり、（ｅ）は、（ａ）
の変形バージョンの模式的斜視図である。
【図５】図５は、本発明に係るインナーグラスを一眼式シールドサングラスに装着した模
式的背面図である。
【図６】図６は、本発明に係るインナーグラスの図５における模式的Ａ－Ａ断面図である
。
【図７】図７は、本発明に係るインナーグラスの図６の破線部における模式的拡大断面図
である。
【図８】図８は、図７における模式的組立断面図である。
【図９】図９は、一眼式シールドを外した一眼式シールドサングラスの模式的正面図であ
る。
【図１０】図１０は、一眼式シールドを外した一眼式シールドサングラスに本発明に係る
インナーグラスを装着した状態の模式的正面図である。
【図１１】図１１は、従来のインナーグラスを一眼式シールドサングラスに装着した模式
的背面図である。
【図１２】図１２は、図１１における模式的Ａ－Ａ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１、図２、図３に示すように、本発明に係るインナーグラスは、左右それぞれに複数
個の貫通孔３－１を備えたレンズ３と、貫通孔３－１に対応する左右それぞれに複数個の
レンズ固定孔２－１を備えた連結部材２と、左右それぞれレンズ固定孔２－１とそれに対
応する位置の貫通孔３－１に通して縛って固定する樹脂製ワイヤー４と、から構成される
。
【００１５】
　図４（ａ）、図４（ｂ）、図４（ｃ）、図４（ｄ）に示すように、連結部材２は、（ａ
）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）の４つのパーターンがあり、可とう性を有する合成樹脂製又
は金属製であって、少なくとも、左右それぞれにレンズ３を固定するためのレンズ固定孔
２－１を有する連結部２－３と、左右の連結部２－３を連結する連結部材本体２－４と、
を備えている。本発明に係るインナーグラス１は、連結部材本体２－４を、一眼式シール
ドサングラス１１の支柱部１４と一眼式シールド１２との間に挟持して固定している。ま
た、連結部材２は、少なくとも連結部２－３が、可とう性を有し、また、薄板状となって
いるので、容易にたわむことができる。よって、本発明に係るインナーグラス１のレンズ
３を保持している連結部２－３の連結部材本体２－４側が容易にたわむので、一眼式シー
ルドサングラス１１の大きな弧を描く一眼式シールド１２に沿った状態で固定することが
できると共に、一眼式シールド１２にレンズ３が接触しても強い力がかからないので、一
眼式シールド１２の内面が深く傷付くことを防止できる。なお、連結部材本体２－４の横
方向の長さは、支柱部１４の幅と略同じが好適であり、その場合には、レンズ３によって
、支柱部１４の側面に接触して挟持できるので、インナーグラス１が、一眼式シールドサ
ングラス１１から、左右にずれることを防止することができる。なお、連結部材２は、射
出成型又は切削加工で成型することができる。
【００１６】
また、連結部材２は、レンズ３を固定するためのレンズ固定孔２－１が、縦に複数個が配
置されており、後述の樹脂性ワイヤー４をレンズ固定孔２－１と貫通孔３－１とを通して
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縛ってレンズ３と連結部材４とを固定する。
【００１７】
　図４（ａ）に示された（ａ）パターンの連結部材２は、前述の基本特性であるレンズ固
定孔２－１を有する連結部２－３、及び連結部材本体２－４に加えて、一眼式シールドサ
ングラス１１の支柱部１４の側面に嵌合して挟持する挟持体２－２を備えている。挟持体
２－２は、縦に連続した壁体となっており、その内壁面は、一眼式シールドサングラス１
２の支柱部１４に嵌合できる形状となっているので、インナーグラス１が、一眼式シール
ドサングラス１１内で左右にずれることを防ぐと共に、外壁面は、レンズ３と接している
ので、一眼式シールド１２にレンズ３が接触した際に、レンズ３がずれること防止して、
連結部２－３がたわむことを助ける。
【００１８】
また、（ａ）パターンの連結部材２は、連結部２－３だけでなく、連結部材本体２－４も
薄板状であるので、本発明に係るインナーグラス１全体の厚みは、略レンズ３の厚さ分の
厚みとなって、コンパクトに一眼式シールドサングラス１１に装着することができる。よ
って、本発明に係るインナーグラス１は、装着者の顔、特にまつ毛やまぶたから離隔させ
ることができるので、レンズ３が涙、汗、皮脂によって汚れることを防止できる。また、
図４（ｅ）は、（ａ）パターンの変形バージョンであって、薄板状の連結部材本体２－４
と薄板状で縦に連続した壁体の挟持部２－２とを備えている。なお、連結部材本体２－４
及び連結部２－３の厚みは、０．５ｍｍ～１．０ｍｍが好適である。
【００１９】
また、図４（ｂ）に示された（ｂ）パターンの連結部材２は、また、連結部材２は、連結
部本体２－４が薄板状であって、挟持体２－２は備えていない。この場合は、左右のレン
ズ３連結部本体２－４側が支柱部１４の両側面に接することによって、インナーグラス１
が、一眼式シールドサングラス１１内で左右にずれることを防ぐと共に、、一眼式シール
ド１２内面にレンズ３が接触した際に、レンズ３が中央側にずれること防止して、連結部
２－３がたわむことを助ける。
【００２０】
また、図４（ｃ）に示された（ｃ）パターンの連結部材２は、また、連結部材２は、連結
部本体２－４が細棒状であって、挟持体２－２を備えている。一眼式シールドサングラス
１１は、支柱部１４の一眼式シールド１２面側に、予め横方向のＵ字状の溝が切ってある
タイプのものがある。（ｃ）パターンの連結部材２は、所定の太さの細棒状の連結部本体
２－４を、該Ｕ字状の溝に嵌合させたうえで、連結部本体２－４を支柱部１４と一眼式シ
ールド１２とで前後方向に、また、左右の挟持体２－３で支柱部１４の側面を左右方向に
、挟持させて固定することができる。また、直径０．５ｍｍ～１．０ｍｍの細棒状の連結
部本体２－４を、上述したような支柱部１４に溝のないタイプの一眼式シールドサングラ
ス１１の支柱部１４と一眼式シールド１２との間に挟持して固定させることもできる。
【００２１】
　また、図４（ｄ）に示された（ｄ）パターンの連結部材２は、また、連結部材２は、連
結部本体２－４が細棒状であって、挟持体２－２は備えていない。（ｃ）パターンと同様
に、（ｄ）パターンの連結部材２は、所定の太さの細棒状の連結部本体２－４を、該Ｕ字
状の溝に嵌合させたうえで、連結部本体２－４を支柱部１４と一眼式シールド１２とで前
後方向に、、挟持させて固定することができる。また、直径０．５ｍｍ～１．０ｍｍの細
棒状の連結部本体２－４を、支柱部１４に溝のないタイプの一眼式シールドサングラス１
１の支柱部１４と一眼式シールド１２との間に挟持して固定させることもできる。また、
（ｂ）パターンと同様に、左右のレンズ３連結部本体２－４側が支柱部１４の両側面に接
することによって、インナーグラス１が、一眼式シールドサングラス１１内で左右にずれ
ることを防ぐと共に、、一眼式シールド１２内面にレンズ３が接触した際に、レンズ３が
中央側にずれること防止して、連結部２－３がたわむことを助ける。
【００２２】
　レンズ３は、プラスチック製であって、所定の度数を有しており、使用者の視力を矯正
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している。また、連結部材２のレンズ固定孔２－１に対応する位置に、縦に複数個の貫通
孔３－１を備えている。
【００２３】
　樹脂製ワイヤー４は、左右それぞれ、縦に複数個配置されたレンズ固定孔２－１と、貫
通孔３－１とを縛って固定する。縦に貫通孔３－１を開けることによって、視界の妨げに
なることを防ぐことができるし、複数個所で縛るのでレンズ３が固定できる。レンズ３や
、一眼式シールド１２の内面を傷つけないために、樹脂製ワイヤーは、ナイロン又はフロ
ロカーボンが好適であり、また、結び目は、インナーグラス１の顔側が好適である。また
、樹脂製ワイヤーは４の直径は、それぞれのレンズ固定孔２－１、貫通孔３－１が大きく
なり過ぎず、また、所定の強度を満たすために、０．２～０．７ｍｍであって、０．４～
０．６ｍｍが好適である。
【００２４】
　本発明に係るインナーグラス１の製造方法の一例を説明する。左右それぞれ、使用者の
視力に適した所定の度数のプラスチック製レンズ３の所定の位置に、縦に複数個の貫通孔
３－１をドリルで穴を開ける。それと並行作業で、射出成型によって所定の形状に成型さ
れた樹脂製連結部材２の所定の位置に、レンズ固定孔２－１をドリルで穴を開ける。その
後、左右それぞれ、貫通孔３－１とレンズ固定孔２－１に樹脂製ワイヤー４を通して固く
縛って、連結部材２に左右のレンズ３を固定して完成する。本発明に係るインナーグラス
１は、枠がないので材料費が安く、また簡易な構造なので製作作業費も安価である。
【００２５】
　次に、本発明に係るインナーグラス１の使用方法の一例を説明する。まず、図９に示す
ように、一眼式シールドサングラス１１の一眼式シールド挿嵌溝１６から一眼式シールド
１２を外す。次に、図１０に示すように、支柱部１４の外側（顔と反対側）に、本発明に
係るインナーグラス１の左右の挟持体２－２が、支柱部１４の側面に合うように嵌めて、
連結部材本体２－４を鼻当てパッド台座１５に乗せるように仮置きし、そして、再び一眼
式シールド１２を、一眼式シールド挿嵌溝１６に嵌める。よって、本発明に係るインナー
グラス１は、一眼式シールドサングラス１１の支柱部１４と一眼式シールド１２との間に
薄板状の連結部材本体２－４が挟持されて固定される。また、左右の挟持体２－３の内壁
面で一眼式シールドサングラス１１の支柱部１４の側面を挟むことになるので、本発明に
係るインナーグラス１は左右にずれない。
【００２６】
　本発明に係るインナーグラス１を一眼式シールドサングラス１１に装着して使用すれば
、インナーグラス１に枠がないので視界が良好であると共に軽量であるのでサングラス装
着時も快適である。また、連結部材本体２－４が支柱部１４と一眼式シールド１２との隙
間に挟持されると共に挟持体２－２が支柱部１４に嵌合するので、本発明に係るインナー
グラス１は、一眼式シールドサングラス１１から、外れたり、ずれたりすることがない。
よって、激しいスポーツ時にも使用することができる。また、専用の嵌合突起１４－１や
嵌合孔３２－１を用いないので、適応できる一眼式シールドサングラス１１が多く汎用性
が高い。また、本発明に係るインナーグラス１は、装着する一眼式シールドサングラス１
１と最接近しているので、使用者の顔から離隔されており、使用者のまつ毛やまぶたが、
レンズ３に接触しない。よって、レンズ３が涙、汗、皮脂で汚れない。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　眼鏡の分野で広く利用することができる。
【符号の説明】
【００２８】
１：インナーグラス　　
２：連結部材　　　　　　　　　　　　　　　２－１：レンズ固定孔　
２－２：挟持体　　　　　　　　　　　　　　２－３：連結部
２－４：連結部材本体
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３：レンズ　　　　　　　　　　　　　　　　３－１：貫通孔
４：樹脂製ワイヤー
１１：一眼式シールドサングラス
１２：一眼式シールド
１３：フロント部
１４：支柱部　　　　　　　　　　　　　　１４－１：嵌合突起
１５：鼻当てパッド台座
１６：一眼式シールド挿嵌溝
１７：テンプル部　　　　　　　　　　　　
３１：従来のインナーグラス
３２：従来のインナーグラスのフレーム　　３２－１：嵌合孔
３３：従来のインナーグラスのレンズ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(8) JP 2017-203903 A 2017.11.16

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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