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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
テンプルに接続された耳介部前方部品、耳の後ろから当接可能な耳介部後方部品、及び前
記前方部品と前記後方部品を回動可能に接続する接続部品からなるモダンを備えた眼鏡枠
において、
　前記接続部品は、前記後方部品が前記耳の後ろを加圧するように前記後方部品を付勢す
る第一状態と、前記後方部品が前記耳の後ろから離れる方向に前記後方部品を付勢する第
二状態と、を切り替え可能に設けられた付勢機構を有する
　ことを特徴とする眼鏡枠。
【請求項２】
請求項１に記載された眼鏡枠において、
　前記前方部品は、前記後方部品と接続される側に長孔を有し、
　前記長孔のうち前記後方部品側の端部には、ボールが配置されており、
　前記接続部品は、前記ボールに当接する位置に回動可能に設けられたカムを有し、
　前記付勢機構は、前記ボールを前記カム側に押圧するバネを前記長孔内部に有し、
　前記カムは、前記ボール側に突出する角部と、該角部を回動方向に挟む平坦な第一斜面
及び第二斜面と、を前記ボールとの当接部分に有し、
　前記後方部品は、前記カムの回動に連動して移動するように該カムに接続されており、
　前記第一状態は、前記後方部品が前記耳の後ろを加圧する方向に付勢されるように前記
ボールを前記第一斜面に当接させて前記角部を前記回動方向のうち第一方向に押圧する状
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態であり、
　前記第二状態は、前記後方部品が前記耳の後ろから離れる方向に付勢されるように前記
ボールを前記第二斜面に当接させて前記角部を前記回動方向のうち前記第一方向とは反対
の第二方向に押圧する状態であり、
　前記前方部品は、前記角部を当接させることで前記カムの回動を停止させる壁部を有す
る
　ことを特徴とする眼鏡枠。
【請求項３】
前記前方部品はテンプルと接続される側に、テンプルに前記前方部品との接続位置を調整
する調整機構を有し、テンプルの前端から前記前方部品の後端までの長さを調整可能とし
たことを特徴とする請求項１又は２のいずれかに記載の眼鏡枠。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、モダンを備えた眼鏡枠の改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
モダンは眼鏡枠の耳介部（耳掛け部）の一種であり、眼鏡枠の中でも身体に接触する部分
として、快適な装用感が要求される。一般には、半掛けと呼ばれる形状のモダン（先セル
）が用いられている（図１７）。モダンはプラスチックで、半掛けタイプのモダンは眼鏡
枠の掛け外しが容易で、長時間にわたって快適な装用感が得られる。
【０００３】
しかし、モダンが半掛けタイプの眼鏡枠は激しいスポーツや振動、あるいは汗によって眼
鏡枠がズレたり脱落しやすいという欠点がある。
このような眼鏡枠のズレや脱落を防止するためにモダンの改良が行われている。例えば、
図１８に示した巻きつるタイプと呼ばれる半円弧に近い形状をしたモダンがそれである。
巻きつるタイプは、半掛けタイプに比べて眼鏡枠がズレにくくなる一方で、眼鏡枠の掛け
外しに手間がかかる。また、モダンと肌（耳の後ろ）とが接触する面積が大きいため、長
時間装用していると耳が痛くなりやすい。
【０００４】
また、特開平７－１８１４３４号の眼鏡枠のように、モダンの部分にバネ性を持たせたり
、実用新案登録第３０４００３９号の眼鏡枠のようにテンプルとモダンの相対位置を調整
可能な構成が提案されている。
【０００５】
さらに、特開平８－３０４７４４号によれば、磁力あるいはバネの力によってモダンを常
に耳の後ろに加圧する状態とすることによって位置を安定させる眼鏡枠が提案されている
。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、これまでの眼鏡枠は、▲１▼スポーツや振動、あるいは汗による眼鏡のズレや脱
落を防止することができるか、▲２▼掛け外しが容易で、長時間にわたって快適に装着出
来るか、二者択一であって両者を同時に満足することができなかった。本発明は▲１▼と
▲２▼の両者を同時に満足する眼鏡枠を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
請求項1の発明は、
テンプルに接続された耳介部前方部品、耳の後ろから当接可能な耳介部後方部品、及び前
記前方部品と前記後方部品を回動可能に接続する接続部品からなるモダンを備えた眼鏡枠
において
（1）前記後方部品が耳の後ろを加圧する第1状態と、
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（2）前記後方部品が耳の後ろを加圧しない第２状態とに切り替え可能な選択的加圧手段
を設けたことを特徴とする眼鏡枠を提供する。
【０００８】
第１状態のときは、後方部品が耳を加圧することで、スポーツなど激しい動きをしたとき
でも眼鏡枠をズレにくく安定にする。また、第１状態はワンタッチで第２状態に切り替え
られ、第２状態のときは、後方部品が耳を加圧しないので、眼鏡の掛け外しを容易にする
。
【０００９】
請求項2の発明は、
請求項１に記載された眼鏡枠において、
前記前方部品には前記後方部品と接続される側に長孔を設け、該長孔にはバネを内蔵させ
、該バネの後端にボールを置き、該ボールは前記バネによって後方に付勢されており、他
方、前記後方部品の前方にはほぼ二等辺三角形状をなすカムを設け、該カムは前記ボール
と当接し、そのため前記ボールが前記カムを押圧するものの前記カムはほぼ三角形状をし
ているため、前記ボールは前記二等辺三角形状の二つの斜辺のどちらか一方に当接するこ
とになり、当接した斜辺を押す結果、前記後方部品は前記接続部品を回転中心として耳の
後ろに近づく方向Ａまたは耳の後ろから遠ざかる方向Ｂに回動し、前記Ａ方向に回動した
時は前記後方部品は耳の後ろを加圧する第1状態となり、前期方向Ｂに回動したときには
前記後方部品は耳の後ろを加圧しない第２状態となり、
手で前記後方部品を前記方向Ａまたは前記方向Ｂのいずれか一方に押すことにより容易に
前記第１状態または前記第２状態を選択実現することができることを特徴とする眼鏡枠を
提供する。
【００１０】
請求項３の発明は、前記前方部品はテンプルと接続される側に、テンプルに前記前方部品
との接続位置を調整する調整機構を有し、テンプルの前端から前記前方部品の後端までの
長さを調整可能としたことを特徴とする請求項１又は２のいずれかに記載の眼鏡枠を提供
する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明は、モダンを耳の上に乗る前方部品と耳の後ろに位置する後方部品とで構成し、半
掛けタイプのようにモダンと耳の上のみが接触した第２状態と、モダンが耳の上に乗り、
かつ耳の後ろを加圧する第２状態とを必要に応じワンタッチで容易に切り替えることが出
来るようにしたものである。
【００１２】
本発明の眼鏡枠を装用した例を図１及び図２を用いて説明する。図１は第２状態の眼鏡枠
を装用した人を横から見たところである。テンプル１０に前方部品２が接続され、前方部
品２は接続部品４を介して後方部品３に接続されている。図１の第２状態では、前方部品
２が耳１の上に乗っているが、後方部品３は耳１の後ろに接触してはおらず加圧していな
い。従って、第２状態では従来の半掛けタイプのモダンを備えた眼鏡枠と同様に眼鏡枠の
掛け外しが容易である。
【００１３】
後方部品3は接続部品４を回転中心として回動することが出来る。後方部品３を矢印の方
向へ押して第１状態としたものが図２に示される。第１状態では、耳１の上に前方部品２
が乗り、かつ耳１の後ろに後方部品３が接触し加圧している。そのため、第１状態ではス
ポーツなどの激しい動きをしても眼鏡がズレにくい。
【００１４】
眼鏡枠は一般に（1）フロントと、（2）丁番を介してフロントに取り付けられた左右一対
のテンプルから主として構成される。モダンに用いられる材料は、アセテート、プロピオ
ネート、ナイロン、ポリエステルなどである。
【００１５】
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以下、実施例により本発明を詳しく説明するが、本発明はこれに限定されるものではない
。
【００１６】
【実施例１】
図1、図２と図3～図９は同じ眼鏡枠を示し、請求項１及び請求項２の実施例を示す。図３
は左耳の側面からモダンを見た図であり、図中、前方部品２と後方部品３とが接続部品４
を介して接続されている。モダン以外は従来の眼鏡枠と同一であり、説明を省く。
【００１７】
図４は前方部品２を示す図であり、ａは上面図、ｂは上面図ａのＣ－Ｃ´断面の断面図で
ある。前方部品２のテンプル側には金属製テンプルを装着するための孔１１が設けられ、
後方部品と接続する側にはバネを内蔵するための長孔１２が設けられている。長孔１２の
入口には後方部品３のカム２１を収納するための開口部１３が設けられている。カム２１
はほぼ二等辺三角形状をしており、三角形の頂部は丸みを帯びている。
【００１８】
図５は後方部品３を示す図であり、ａは上面図、ｂは側面図である。後方部品３は、前方
部品２との接続側にカム２１及びピン４（接続部品の一種）を装着するための孔２２を有
している。
【００１９】
前方部品２の長孔１２の中にコイルバネ７を充填し、そのバネの後端にボール６を置く。
後方部品３のカム２１は前方部品２の開口部１３に挿入され、これによりカム２１の頂点
とボール６が当接する。しかし、実際にはボール６はバネ７によってカム２１に向かって
付勢されているので、カム２１の頂点とボールが当接する状態は不安定であり、結局、ボ
ール６はカム２１（二等辺三角形状）の２つある斜辺のいずれか一方に当接して安定にな
る。
【００２０】
前方部品２の孔１４と後方部品３の孔２２とが一致したところで横からピン４（接続部品
の一種）を差し込むことで両者は接続され、図３に示したモダンが得られる。後方部品３
はピン４を回転中心として回動可能である。
【００２１】
接続部分の断面を拡大したものが図６（第２状態）である。ボール６はカム２１の斜辺に
当接しており、コイルバネ７がボール６を押すのでカム２１は下方へ加圧される。このた
め、後方部品３はピン４を回転中心として矢印Ｂ方向に回動させられる（つまり、後方部
品は跳ね上がり、耳の後ろに当接しない）。しかし、やがてカム２１の他方の斜辺２３は
、前方部品２に設けられた開口部１３の下側の壁面１６に当接する。そのため、後方部品
３の回動は止められる。
【００２２】
この第２状態では、前方部品２が耳１の上に乗っているのみで、後方部品３は耳1の後ろ
に当接していない。そのため、この状態は、半掛けタイプのモダンのように眼鏡の掛け外
しが容易である。
【００２３】
他方、スポーツのように激しい動きをするときや、眼鏡をしっかり固定したいときには後
方部品３を図６の矢印方向Ｂとは逆方向Ａへ、手で押す。それにより、後方部品３はピン
４を回転中心として回動する。これにより、カム２１は図６紙面上で時計回りに回動する
。そのため、状態は図７に移る。図７に示した状態では、ボール６がカム２１の頂点と当
接し不安定な状態である。
【００２４】
さらに、後方部品３をＡ方向に押すと、図８に示す状態となる。ボール６がカム２１の他
の斜辺に当接し、ボール６はコイルバネ７の力により斜辺を図８紙面上で時計回りに加圧
する。そのため、後方部品３は図８及び図９に矢印で示した方向Ａに回動しようとし、そ
れにより後方部品３は耳の後ろを加圧する。
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【００２５】
この第１状態ではモダンは、図９に示すように、前方部品２が耳の上に乗り、同時に後方
部品３が耳の後ろを加圧するため眼鏡枠がズレにくくなる。
ただし、後方部品３の回動（図９矢印方向Ａ）は、カム２１の斜辺２４が開口部１３の上
側の壁面１７に当接する所で止まる。止まった状態では、当然に耳への加圧も止まる。
【００２６】
また、眼鏡枠を掛け外しする時には、後方部品３を図９の矢印と反対方向Ｂに押すことに
より、ピン４を回転中心として後方部品３が回動し図７の不安定状態を経て図６の状態（
第２状態）へ戻る。
【００２７】
このようにして、１つの眼鏡枠でスポーツや振動、あるいは汗による眼鏡のズレに対して
安定な第１状態と、掛け外しが容易な第２状態とをワンタッチで切り替えることが出来る
。
【００２８】
本実施例では、ボール６とカム２１を例として説明したがボール６は楕円体のように細長
い球体でもよい。また、後方部品３のカム２１は単なる二等辺三角形状ではなく、頂点に
ボールの一部が入り込むような凹みを設けても良い。凹みにボールの一部が入り込むこと
により、第７図の状態の不安定な状態が準安定状態になる。
【００２９】
【実施例２】
ここでは、実施例１の眼鏡枠にテンプルの長さを調整する機構を設けた眼鏡枠（請求項３
）について説明する。図１０は本実施例の前方部品３０を示し、ａは上面図、ｂはＣ－Ｃ
´断面の断面図である。前方部品３０にはテンプルの後端部を嵌入するための孔３１が設
けられている。前方部品３０の、装用者の頭に接する側とは反対の側には、複数の小孔（
３８ａ～３８ｅ）が一定間隔で設けられている。
【００３０】
図１１は本実施例のテンプル４０を示す図である。テンプル４０の後端部の、装用者の頭
に接する側とは反対の側には、突起４１が設けられている。熱可塑性プラスチック製の前
方部品３０を加熱して柔らかくしておき、テンプル４０の後端部を前方部品３０の孔３１
に嵌入する。突起４１があっても前方部品３０が柔らかいので小孔の径が拡大し、突起４
１は奥へと入る。そして、突起４１を小孔３８ａ～３８ｅのいずれかと合わせる。このと
き、小孔の位置によってテンプルの前端から前方部品までの長さを調整することが出来る
。この後、室温に冷やすことで前方部品３０は固くなりテンプルは前方部品３０としっか
り結合することができる。一旦結合した後も、再度前方部品３０を加熱すれば突起４１を
別の小孔へ移動させ合わせることができる。尚、前方部品３０と後方部品を接続する構造
は実施例１と同じであり、後方部品も実施例１と同じである。
【００３１】
本実施例の眼鏡枠は、スポーツや振動、あるいは汗による眼鏡枠のズレに対して安定な第
1状態と、掛け外しが容易な第2状態とをワンタッチで切り替えることが可能な機能の上に
、テンプルの長さを調整する機能を併せ持つものである。
【００３２】
【実施例３】
選択的加圧手段として板バネを用いた眼鏡枠について説明する。図１２は掛け外しが容易
な第２状態の前方部品と後方部品の接続部分の拡大側面図である。前方部品３４には実施
例１の前方部品と同様に後方部品と接続する側に長孔３５が設けられている。長孔３５に
は板バネ３６が装填されている。
【００３３】
板バネ３６の前端は長孔３５の前端に取り付けられており、板バネ３６の後端は後方部品
３７のカム３９の頂点に取り付けられている。この状態では、板バネのバネ力によって後
方部品３７は跳ね上げられており、前方部品３４が耳の上に乗っているだけで後方部品は
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耳の後ろを加圧していない。
【００３４】
後方部品３７を矢印方向Ａへと押すと後方部品３７はピン４を回転中心として回動する。
板バネ３６は図１３の不安定な状態を経て、図１４に示す安定な第１状態となる。第１状
態では、実施例１の第１状態と同様に、後方部品が耳の後ろを加圧することにより眼鏡枠
がズレ難くなる。
【００３５】
また、眼鏡枠を掛け外しするときには、後方部品３７を矢印と反対の方向Ｂへ押すことに
よりワンタッチで掛け外しが容易な第２状態（図１２）へと切り替えることが出来る。
【００３６】
そのはか、板バネ３６を使わずに図１３に示すカムの頂点に永久磁石を設けると共に、長
孔３５の上側、下側の壁面にもそれぞれ永久磁石を設けておき、磁石どおしの引力を利用
して選択的加圧手段を構成することも可能である。
【００３７】
【実施例４】
選択的加圧手段としてコイルバネ（引っ張りバネ）を用いた眼鏡枠について説明する。図
１５は掛け外しが容易な第２状態の前方部品と後方部品の接続部分の側面図である。前方
部品４２にはコイルバネ４４の前端を取り付けるための突起４３外側にが設けられており
、この突起にコイルバネ４４の前端を引っ掛けることによってコイルバネ４４を前方部品
４２へ取り付ける。他方、後方部品４５にも前方部品と同じくコイルバネを取り付けるた
めの突起４６が外側に設けられており、この突起にコイルバネ４４の後端を引っ掛けるこ
とによってコイルバネ４４を後方部品４５に取り付ける。
【００３８】
後方部品４５を図１５の矢印の方向Ａへ押すことにより、後方部品はピン４を回転中心と
して矢印の方向に回動し、図１６の第１状態となる。図１６ではバネ４６が収縮しようと
するので、後方部品４５は耳の後ろを加圧し、眼鏡枠がズレにくくなっている。
【００３９】
さらに、第１状態（図１６）の後方部品４５を矢印と反対方向Ｂへ押すことによりワンタ
ッチで第２状態（図１５）へと切り替えることが出来る。図１５ではバネ４４はピン４の
上側に位置し、バネ４４は収縮しようとするので後方部品４５は方向Ｂに回動し、跳ね上
がる。
【００４０】
【発明の効果】
以上の通り、本発明の眼鏡枠は、装用者がワンタッチで、（1）激しい動きをする場合で
も安定で快適な装用感が得られる第１状態と（２）掛け外しが容易な第２状態とを切り替
えることが可能である。従って、装用者は一般的に使用する場合とスポーツなど激しい動
きをする場合によって、眼鏡枠を２本用意して使い分ける必要がなくなる。
【００４１】
さらに、請求項３の眼鏡枠はテンプルの長さを調整する機構が付加されており、そのため
装用者のサイズにより合ったものとなる。これにより、さらに安定で快適な装用感が得ら
れ、これは本発明の目的を更に叶える。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例１にかかる眼鏡枠を装用した状態を示す側面図である。
【図２】第２状態での眼鏡枠を装用した状態を示す側面図である。
【図３】実施例１のモダンを示す側面図である。
【図４】実施例１の前方部品を示す図であり、ａは上面図、ｂはＣ－Ｃ´断面図である。
【図５】実施例１の後方部品を示す図であり、ａは上面図、ｂはＣ－Ｃ´断面図である。
【図６】実施例１の前方部品と後方部品の接続部分の拡大側面図である（掛け外しが容易
な第２状態）。
【図７】実施例１の前方部品と後方部品の接続部分の拡大側面図である（不安定な状態）
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【図８】実施例１の前方部品と後方部品の接続部分の拡大側面図である（安定な第１状態
）。
【図９】実施例１の安定な状態のモダンを示す側面図である。
【図１０】実施例２の前方部品を示す図であり、ａは上面図、ｂはＣ－Ｃ´断面図である
。
【図１１】実施例２のテンプルを示す図であり、ａは上面図、ｂはＣ－Ｃ´断面図である
。
【図１２】実施例３の前方部品と後方部品の接続部分の拡大側面図である（掛け外しが容
易な第２状態）。
【図１３】実施例３の前方部品と後方部品の接続部分の拡大側面図である（不安定な状態
）。
【図１４】実施例３の前方部品と後方部品の接続部分の拡大側面図である（安定な第１状
態）。
【図１５】実施例４の前方部品と後方部品の接続部分の側面図である（掛け外しが容易な
第２状態）。
【図１６】実施例４の前方部品と後方部品の接続部分の側面図である（安定な第１状態）
。
【図１７】従来の半掛けタイプのモダンを示す側面図である。
【図１８】従来の巻きつるタイプのモダンを示す側面図である。
【主要部分の符号の説明】
２・・・・前方部品
３・・・・後方部品
４・・・・接続部品（ピン）
５・・・・カム
６・・・・ボール
７・・・・コイルバネ（押しバネ）
１１・・・・テンプル嵌入用の孔
１２・・・・バネ装填用の長孔
１３・・・・開口部
１４・・・・ピン嵌入用の孔
１６・・・・開口部１３の下側の壁面
１７・・・・開口部１３の上側の壁面
２１・・・・カム
２２・・・・ピン嵌入用の孔
２３・・・・カム２１の下側の面
２４・・・・カム２１の上側の面
３２・・・・実施例２の前方部品
３４・・・・実施例３の前方部品
３５・・・・長孔
３６・・・・板バネ
３７・・・・実施例３の後方部品
３８ａ～３８ｅ・・・・テンプル長さ調整用の小孔
４１・・・・テンプル長さ調整用の突起
４２・・・・実施例４の前方部品
４３・・・・コイルバネ取り付け用の突起（前方部品用）
４４・・・・コイルバネ（引っ張りバネ）
４５・・・・実施例４の後方部品
４６・・・・コイルバネ取り付け用の突起（後方部品用）
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