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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼監視装置において使用するための眼鏡フレームであり、
　ａ）一対のレンズ枠同士を結合している鼻ブリッジ部材と、
　ｂ）当該鼻ブリッジ部材に調節可能に取り付けられていて眼及び瞼によって反射された
信号を収集するセンサーユニットであり、信号放射源と、信号検知器であって信号放射源
からではなく眼及び瞼によって反射され当該信号検知器によって受け取られる信号の割合
を減じるために当該センサーユニットの面内の凹部に配置された前記信号検知器とを組み
込んでいる前記センサーユニットと、を含み、
　ｃ）前記センサーユニットはセンサーアームの自由端に取り付けられており、該センサ
ーアームは他端が前記鼻ブリッジ部材上の垂直方向ある範囲内の位置に取り付け可能とさ
れていて、眼に対する前記センサーユニットの配置を細かく調節することができるように
なされており、
　ｄ）更に、装着者の耳の上に適合するようになされた各レンズ枠の外縁から延びている
フレームアームを備えており、該フレームアームのうちの一つに前記センサーユニットを
制御するためのマイクロプロセッサが組み込まれている、ことを特徴とする眼鏡フレーム
。
【請求項２】
　請求項１に記載の眼鏡フレームであり、
　装着者の鼻の上に前記鼻ブリッジ部材を支持する可変の大きさの構成部品を含んでいる
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、眼鏡フレーム。
【請求項３】
　請求項１に記載の眼鏡フレームであり、
　前記センサーユニットが、前記レンズ枠内に配置されているケーブルによって前記マイ
クロプロセッサに接続されており、フレームアームが前記マイクロプロセッサを含んでい
る、眼鏡フレーム。
【請求項４】
　請求項１に記載の眼鏡フレームであり、
　前記センサーユニットが、少なくとも１つの赤外線放射源と、反射された赤外線の一つ
の収集装置とを含んでいる、眼鏡フレーム。
【請求項５】
　請求項４に記載の眼鏡フレームであり、
　２つの赤外線放射源と、前記レンズ枠内の凹部内に設置されている１つの赤外線センサ
ーとが設けられている眼鏡フレーム。
【請求項６】
　請求項５に記載の眼鏡フレームであり、
　前記センサーユニットの周囲のフレーム材料が赤外線波長を吸収するようになされてい
る、眼鏡フレーム。
【請求項７】
　眼の監視装置において使用するための眼鏡フレームであり、
　ａ）一対のレンズ枠であり、少なくとも１つが装着者の眼に隣接して配置されて眼及び
瞼かに反射された信号を収集するようになされているセンサーユニットを備えている前記
一対のレンズ枠と、
　ｂ）前記レンズ枠同士を結合している鼻ブリッジ部材と、
　ｃ）前記レンズ枠の外縁から延びており且つ装着者の耳の上に適合するようになされた
フレームアームであり、調節可能なヒンジによって前記レンズ枠に枢動可能に結合されて
いる前記フレームアームと、を含み、
　ｄ）前記センサーユニットは、光放射源と光検知器とを組み込んでおり、前記光検知器
は、信号放射源からではなく、眼又は瞼によって反射され、前記検知器によって受け取ら
れた信号の割合を減じるために前記ユニットの表面の凹部に配置されており、
　ｅ）前記センサーユニットはセンサーアームの自由端に取り付けられており、該センサ
ーアームは他端が前記鼻ブリッジ部材上の垂直方向ある範囲内の位置に取り付け可能とさ
れていて、眼に対する前記センサーユニットの配置を細かく調節することができるように
なされており、ことを特徴とする眼鏡フレーム。
【請求項８】
　請求項７に記載の眼鏡フレームであり、
　前記センサーユニットが、少なくとも１つの赤外線放射源と、反射された赤外線の一つ
の収集装置とを含んでいる、眼鏡フレーム。
【請求項９】
　請求項８に記載の眼鏡フレームであり、
　２つの赤外線放射源と、前記レンズ枠内の凹部内に設置されている一つの赤外線センサ
ーとが設けられている、眼鏡フレーム。
【請求項１０】
　請求項８に記載の眼鏡フレームであり、
　１つのフレームアームが、前記赤外線放射源を制御し且つ前記収集装置によって受け取
られた信号を受け取るための電子素子を組み込んでいる、眼鏡フレーム。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、瞳及び瞼の動きを監視する際に使用される眼鏡に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　眠気は、自動車、航空機及びボートのみならず工業設備を含む広範囲の装置の運転者の
能力を損なうので、眠気の検知は重要である。居眠り運転の問題は、眠気を感じていると
きに是正措置を講ずるように運転者を教育することによっては解決することができない。
この困難性は、多くの人々が、たとえ注意していたかも知れない場合でさえ、眠気が起こ
る前及び眠気の最中には眠気があることに気付かず、眼が覚めた後に眠気におそわれたこ
とに気付くことによる。このことは、眠気の程度が次に危険な段階に陥るときを予測でき
ないことを意味する。なぜならば、眠気のある状態は、現在の覚醒状態の喪失及び不随意
な注意力の喪失を含むからである。
【０００３】
　米国特許第５７４５０３８号は、眠気を示すものとして瞬き現象を検知するために、眼
からの反射光を検査する眼監視装置を開示している。
　米国特許第６０９７２９５号は、眼の瞳孔の大きさに基づく画像分析装置を開示してい
る。
【０００４】
　米国特許第６１４７６１２号は、瞼の動きを検知し且つ瞼の動きが眠気を示していると
きに警告装置を起動させる居眠り防止装置を開示している。
　米国特許第６３４６８８７号は、覚醒状態を評価するために使用することができる眼の
活動度を表す信号を形成するために、眼の活動度及び瞳孔の直径及び位置を追跡するビデ
オに基づく眼追跡装置を使用している。
【０００５】
　ＷＯ ０３／０３９３５８は、血中アルコールレベルの尺度に関係付けることができる
尺度での覚醒度の測定値を得るために、赤外線を使用して瞼及び眼の動きの振幅及び速度
を測定する覚醒監視装置を開示している。この監視装置は、運転者の覚醒度の校正された
測定値を提供することができるリアルタイムでの覚醒監視装置を提供することを探求した
ものである。眼及び瞼から反射された光から受け取ることができる信号の特性は、放射源
及び検知器の向きに部分的に依存する。
【０００６】
　眼鏡のための調節可能な眼鏡フレームは知られており、一般的に、瞳孔間の距離及び眼
の中点と鼻梁との間の距離に合わせるために調節することができる。
　米国特許第５５８３５８６号は、眼鏡フレームを装着者の頬骨及び額から間隔をあける
眼鏡用の支持装置を提供している。眼を検査するための検眼装置は、通常は、幾つかの方
向に調節可能な取り付け付属品を含んでいる。
【０００７】
　米国特許第４４４８５０１号は、レンズ位置を変えるための手段を備えた検眼用眼鏡を
開示している。
　米国特許第５４９９０６３号は、調節可能な鼻架橋部材及びレンズを動かす手段を開示
している。
【０００８】
　ＥＰ ５６７８１７号は、顔面に平行で且つ顔面から離れた面内での調節を可能にした
検眼用眼鏡フレームを開示している。
　米国特許第４７３０８９８号は、装置の耳に対する長さを調節可能なようにした眼鏡フ
レームを備えたステレオビューワを提供している。
【０００９】
　米国特許第５９７１５３８号は、ディスプレイの耳に対する位置を調節可能にした関節
状の鼻架橋部材を備えたヘッドマウント型のバーチャルリアリティディスプレイを開示し
ている。
【発明の開示】
【００１０】
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　本発明は、ＷＯ ０３／０３９３５８に開示されているタイプの眼監視装置のための眼
鏡を提供することを目的としている。
　この目的を達成するために、本発明は、眼監視装置において使用するための眼鏡フレー
ムであって、
　ａ）一対のレンズ枠同士を結合するための鼻ブリッジ部材と、
　ｂ）前記鼻ブリッジ部材に調節可能に取り付けられたセンサーユニットであり、信号放
射源と、当該センサーユニットの面内の凹所に設けられた信号検知器であって、眼又は瞼
によって反射された前記信号放射源からではなく前記検知器によって受け取られる信号の
割合を減じるための前記信号検知器とを組み入れているセンサーユニットと、を含み、
　ｃ）前記鼻ブリッジ部材は、眼に対する前記センサーユニットの垂直方向位置を調節す
るための調節機構を組み込んでおり、
　ｄ）各レンズ枠の外縁から延びており且つ装着者の耳の上に適合するようになされたフ
レームアームであり、当該フレームアームのうちの一つが前記センサーユニットを制御す
るためのマイクロプロセッサを組み込んでいる前記フレームアームと、を含んでいる眼鏡
フレームを提供している。
【００１１】
　本発明は、眼及び瞼から反射された信号の収集が、放射源及び検知器の眼からの垂直方
向及び水平方向の間隔に依存すると共に放射源と検知器との相対的な配置に依存するとい
う発見に部分的に基づいている。
【００１２】
　当該眼鏡フレームは、運転者の覚醒度又は疲労度を測定するために、車両運転者又は機
械のオペレータが装着できるような設計とされているのが好ましい。当該眼鏡は、センサ
ーユニットと称される１以上の変換器の集団を含んでいる。当該センサーユニットは、セ
ンサー信号が運転者の眼から反射されるように眼鏡内に設計され且つ配置されている。信
号放射源は、ＬＥＤ又はＬＥＤのような光源に接続された光ファイバの端子としても良い
。好ましい信号は赤外波長域内の光であるが、超音波又は別の電磁周波数帯域のような瞼
又は眼から反射される如何なる信号を使用しても良い。人間の顔の構造の著しい違いによ
り、眼鏡が各個人の安定した位置に調節されるのを可能にする装備プロセスを介して各個
人毎に測定基準が維持される必要がある。これは、ユーザーの視覚にとって快適で且つ遮
らない状態を維持しつつ、固定された安定したプラットホーム上の眼の動きのデータ（Ｅ
ＭＤ）の特性の収集を可能にする。鼻ブリッジ部材は、眼から垂直方向及び水平方向の両
方に調節可能である必要があり、これは、鼻に沿ったブリッジ部材の位置を調節し、次い
で、鼻に対する高さを調節することによって達成される。これは、種々の顔の形において
変わる鼻及び眼の位置に適合する大きさとされているブリッジ部材のための支持部材を使
用することによって達成しても良い。更に、鼻ブリッジ部材に対するセンサーの位置を調
節するためにセンサーアームに対して微調節を行うことができる。鼻ブリッジ部材に対し
て固定されたレンズ枠は、眼鏡フレームを取り外す必要なく視線から持ち上がらせること
ができる規定された光学レンズ又は太陽光保護レンズを含んでいて、眼鏡フレームが使用
されている間にセンサーの位置が妨害されないようにしても良い。
【００１３】
　別の実施形態においては、本発明は、眼監視装置において使用するための眼鏡フレーム
が提供している。当該眼鏡フレームは、
　ａ）一対のレンズ枠であり、少なくとも１つが、装着者の眼に隣接して位置決めされる
ようになされたセンサーユニットを担持している前記一対のレンズ枠と、
　ｂ）前記レンズ枠同士を結合し且つ前記センサーユニットの眼に対する垂直方向位置を
調節するための調節機構を組み込んでいる鼻ブリッジ部材と、
　ｃ）各レンズ枠の外縁から延びており且つ装着者の耳の上に適合され、調節可能なヒン
ジによって前記レンズ枠に枢動可能に結合されているフレームアームと、を含み、
　ｄ）前記センサユニットは、光（好ましくは赤外線）放射源と、眼又は瞼によって反射
された信号放射源からではなく、前記検知器によって受け取られる信号の割合を減じるた
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めに前記センサユニットの面内の凹所に配置された光（好ましくは赤外線）検知器と、を
含んでいる。
【００１４】
　放射源を制御し且つセンサーからデータを集める電子部品ユニットを、眼鏡フレームの
フレームアーム内に配置しても良い。これは、ケーブルによって又は無線で、より複雑な
プロセッサ及びデータ記録装置及びディスプレイユニットに接続することができる。別の
方法として、処理は、フレーム上に配置されたプロセッサ内で実行しても良く、ディスプ
レイは、装着者の疲労状態を示す音響信号又はボイスであっても良い。ディスプレイユニ
ットは、ブラックボックス型の記録ユニットであっても良いが、ＷＯ０３／０３９３５８
に記載されているように、装着者の覚醒状態を示すこともできる。本発明の眼鏡フレーム
は、改造された一般的な眼鏡フレームであり且つ視覚障害を補償するために光学レンズを
組み込むことができ、一般的なサングラスが有用である状況で使用するために太陽レンズ
を組み込んでも良い。これらはまた、レンズなしで使用することもできる。
【好ましい実施形態の説明】
【００１５】
　以下、本発明の好ましい実施形態を図面を参照して説明する。
　当該眼鏡は、本明細書にその全体が参考として組み入れられている特許明細書ＷＯ ０
３／０３９３５８に開示されているタイプの装置の一部分である。図１において、センサ
ーアセンブリＡは、一つのレンズ枠部材の下方部分に配置されている。
【００１６】
　鼻部材Ｂは、二つのレンズ枠部材同士を結合しており且つ調節可能な鼻部材アームＣに
よってレンズ枠の垂直方向の配置が可能とされている。調節可能なフレームアームのヒン
ジＤは、フレームアームに対するレンズ枠の動きを可能にしている。
【００１７】
　図２は、ヒンジ点Ａを示しているフレームアームの側面図であり、ヒンジ点Ａにおいて
、フレームアームは、必要ならば上方又は下方へ曲げることができる。本発明は、比率の
最も大きな部分からの信号（ＱＯＳ）の良好な特性にとって重要な解決の鍵となる測定基
準が、図３に示されているフレーム（右）に対するユーザーの眼（左）のセンサー位置に
対するセンサー角度に依存することを示している研究に基づいている。図３において、
　Ａは、センサーアセンブリがフレームの底部に対して眼を向けている角度であり、
　Ｂは、センサーアセンブリがフレーム上の傾きを変えることによって各ユーザーに対し
て調節される角度であり、
　Ｃは、瞳孔の中心とセンサーアセンブリとの間の距離Ｘであり、
　Ｄは眼であり、
　Ｅはセンサーユニットであり、
　Ｆは、フレームの中心からセンサーユニットの中心までの距離であり、
　Ｇは、ユーザーに対して最適な視野を提供するためのフレーム上の覆い込み度合いであ
り、
　Ｈは、フレーム上の覆い込みを打ち消すためのセンサーユニットのトーインである。
【００１８】
　上記の測定基準（図３参照）は、鍵となる調節測定基準によって固定された固定位置に
調節される。
２．フレーム
　ヒンジ点において曲げることによってアームの傾きを調節する（図１，Ｄを参照）。
ａ．（標準的な検眼検査者による適合プロセスにより）ユーザーの頭部に安定したラッチ
機構を提供し且つ快適さを提供するためにアームを調節する。
３．鼻部材
ａ．眼において正しい角度を得るために眼の上／下動に対してセンサーアセンブリを調節
する（図３，Ａ参照）。
ｂ．センサーアセンブリを眼の近づけるように或いは遠ざけるように調節する（図２，Ｂ
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参照）。
４．センサーアセンブリ
ａ．母集団に亘る最も大きな適用を得るために２つの異なる角度が使用される（図３，Ａ
参照）。
【００１９】
　当該フレームは、眼に対する正しい位置にセンサーアセンブリの固定された安定した位
置を維持するために、安定したプラットホームを提供する。当該フレームは、母集団の最
も大きな部分から良好なＱＯＳを得るための以下の重要な特徴を有する。
・　フレームの傾斜（図２及び３，Ｂ参照）
・　センサーアセンブリのレンズ間間隔（図３，Ｆ参照）
・　フレームの覆い込み（図３，Ｇ参照）
・　固定位置を有する調節可能な鼻部材（図２，Ａ参照）
　鼻部材は、フレームの中心に位置し（図５，Ａ参照）且つ重要な装備測定基準のうちの
一つを提供する。これは、調節板の一連の穴によって提供される固定の調整可能範囲によ
って、鼻部材を確実に定位置に保持するネジによって達成される（図１，Ｂ参照）。
【００２０】
　図４に示されているように、穴Ａは、調節可能な金属製の鼻パッドアームＢのための調
節可能な固定位置を可能にする。
　フレーム上での鼻ブリッジの位置が図４に示されており、図４において、ＡはＹ軸内で
の調節を提供する鼻部材のための穴である。
【００２１】
　鼻ブリッジは、ユーザーから良好なＱＯＳを得るために重要な装備測定基準を提供する
。
・　板を上下に摺動させることによる、眼の上下に対するセンサーアセンブリの調節（図
５，Ａ参照）
・　鼻パッドアームを曲げることによって眼に近づけたり眼から遠ざけたりするセンサー
アセンブリの調節（図４，Ｂ参照）。
【００２２】
　鼻部材を調節するための代替的な装置もまた本発明の範囲に含まれる。
　センサーアセンブリは、次に示す重要な特徴を備えたフレーム内のキャビティ内でセン
サーＳ及び放射源Ｅを封入しているプラスチックアセンブリである。
・　良好なＱＯＳのために、正しい位置から目標とする情報を集めるために、センサー部
材Ｓのための開口部を形成する
・　母集団の最も大きな部分をカバーするために２つの角度で放射源を配列する
・　ＩＲ光を吸収し且つ放射源からセンサーキャビティへのＩＲ光の漏れを防止するため
に３％の炭素充填ＡＢＳ樹脂が使用される
　放射源は、眼の下方約１３＋／－３ｍｍ及び前方約１２＋／－３ｍｍのところに位置決
めされており且つ必要ならば処方レンズ又はサングラスを保持することもできるフレーム
内に収容されているＬＥＤから見えないＩＲ光（波長９４０ｎｍ）のパルスを提供する（
図１）。このＩＲパルスは、短命（＜１００マイクロ秒）で且つ５００Ｈｚの周波数で繰
り返される。これらのパルスは、上瞼の下縁を中心として３０度のビーム内で上方へ向け
られる。眼及び瞼から反射されて戻されたＩＲ光の全体が、ＬＥＤに加えて調和せしめら
れたフォトトランジスタによって検知される。
【００２３】
　図７乃至１６に例示されている本発明の実施形態においては、フレームは、耳当て１１
及び１２からなる。これらは、装着者の頭部上の安定した位置を維持するために、ラップ
形式とすることができる。フレームを頭部に固定するためにプラスチックのストラップを
使用することもできる。耳当て１２は電子部品モジュール１３を組み込んでおり、当該電
子部品モジュール１３は、図１４に詳細に示されているセンサーポッド２６にケーブル２
９によって結合されているマイクロプロセッサを含んでいる。レンズ枠１４は、中央鼻ブ
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リッジ部１５を組み込んでいる。レンズは、レンズ取り付けユニット１６に固定されてい
る。レンズは、処方レンズ又は太陽光保護レンズを含む如何なるタイプのものであっても
良く且つ図９Ａ及び９Ｂに示されているように、透明であっても良く又は色付きであって
も良い。レンズ取り付けユニット１６は、図１０に示されているように、レンズの跳ね上
げを可能にするピン穴１７Ａと協働する枢動ピン１７を組み込んでいる。これらのピンは
、跳ね上げられたときに顔に対して平行で且つ直角な２つの安定した位置を提供する形状
とされている。鼻調節部材３０がユニット１６に取り付けられている。鼻調節部材３０は
、顔及び鼻の形の範囲に適合するような徐々に大きさが変わる範囲内に入る。センサーア
ーム２０は、ねじ１９によってレンズ取付ユニット１６に固定されている取り付け部分２
２を一端に有し、他端にセンサーポッド２４を有している。ユニット１６内の穴１８は、
センサーアームの取り付けのための多数の垂直位置を提供して、センサーポッド２４の位
置が眼に対して調節できるようにしている。センサーパッド２６は、センサーがポッド（
さや）に対して弾性的に取り付けられるようにセンサーポッド２４に嵌合されている。セ
ンサーポッドは、放射源２７とレシーバ／検知器２８とからなる。放射源２７及び検知器
２８の各々は、個々に、弾性指状部材に取り付けられている。
【００２４】
　センサーポッド２４は、センサーを眼に対して更に調節するために、１０度の弧に亘っ
て回転させることができる。センサーポッド２４又はセンサーアーム２０は、眼の幅に適
合させるために可変長さとすることができる。
【００２５】
　顔に対するフレームの位置は、鼻部材３０をある範囲の鼻部材の中から選択することに
よって調節される。図１７～１９には３つの鼻部材３０が示されており、これらは行うこ
とができる段階的な調節を説明している。図１７は、基本的な鼻部材３０を例示しており
、一方、図１８は、段階的な垂直方向の調節３１を有する鼻支持部材を例示している。図
１９は、フレームを顔から更に離して配置するために、段階的な水平調整部材３２を備え
た鼻支持部材を示している。１以上の段階的な垂直方向及び水平方向の調節の組み合わせ
を使用することによって、広範囲の顔の型に適合され得る。図７～１６に示された実施形
態においては、眼鏡フレームアーム１２内に収納されているマイクロプロセッサ１３は、
ＩＲパルスのタイミング、持続時間及び強度を制御し、センサーからのアナログ出力をデ
ジタル化する（０乃至３．３ボルト）。この眼鏡からのデジタル出力は、光ケーブルを介
して、室内実験のための作業台上の処理ユニットか、走行中に使用するために車両内に装
備されたユニットに送られる。フォトトランジスタからのデジタル化された出力は、眼及
び瞼から反射されて戻されたＩＲ光の量を表している。これは、反射面の形状及び反射率
（有色の皮膚は白い肌よりも反射率が小さい）のような幾つかのファクタによって影響を
受ける。角膜の表面は、ほぼ球状であり且つ直径が約１０ｍｍである。眼の動きによって
角膜が回転すると、眼の反射面の角度がセンサーに対して変化する。しかしながら、測定
されている反射光の量に影響を及ぼす主たるファクタは、反射面とセンサーとの間の距離
である。これは、ある方向での角膜の動きによって変化し且つ瞼の閉止によっても変化す
る。これは、眼及び瞼の動きを監視するために、ＷＯ０３／０３９３５８に記載されてい
るような装置の基礎を形成しているセンサーに関する反射面のこの変化する近接性である
。角膜の反射率、虹彩、強膜結合及び瞼の皮膚の違いもまた含まれるが、これらは恐らく
予め仮定されるよりも重要度が低い。特に、ＷＯ０３／０３９３５８に記載されている装
置のために開発されたソフトウエアは、眼及び瞼の動きを特徴付ける広範囲の変数を得る
ために位置信号及び速度信号の両方の周期的な振幅の分析を使用している。フレームを各
ユーザーに対して適合させる際に、技術者は、適合が分析可能な信号が受け取られつつあ
ることを確保することを確かめるために、検知器から受け取った信号の特性によって案内
される必要がある。技術者は、適当な鼻部材３０を選択し且つ最適な信号を受け取るまで
センサーアーム２０を調節する。当業者は、本発明は眼の動きのデータを集めるための実
際的且つ便利な眼鏡フレームを提供することを理解するであろう。当業者はまた、眼鏡フ
レームを、本発明の中心的な教示から逸脱することなく、ここに記載されたものと異なる
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他の実施形態に整えても良いことをも理解するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明の第一の実施形態による眼鏡の断面図である。
【図２】図２は、レンズ枠とフレームのアームとの間の結合部の概略図である。
【図３】図３は、センサーユニットの位置と眼との間の相対関係を示している図である。
【図４】図４は、本発明の鼻ブリッジ部材の一実施形態の正面図である。
【図５】図５は、レンズ枠に対する鼻ブリッジ部材を示している正面図である。
【図６】図６は、センサーユニットの配列を示している図である。
【図７】図７は、第二の実施形態における本発明のフレームの分解図である。
【図８】図８は、図７の詳細図である。
【図９】図９は、接眼レンズの互換性を示している斜視図である。
【図１０】図１０は、図７に示されている実施形態における接眼レンズの枢動状態を示し
ている　　図である。
【図１１】図１１は、センサーアームの取り付け部を示している図７のフレームの後方斜
視図である。
【図１２】図１２は、センサーアーム調節機構を詳細に示している図である。
【図１３】図１３は、図７の実施形態において使用されているケーブルを備えたセンサー
パッドユニットを示している斜視図である。
【図１４】図１４は、センサーパッドの詳細図である。
【図１５】図１５は、図１４のセンサーパッドを組み込んでいるセンサーポッドの斜視図
である。
【図１６】図１６は、装着者の鼻と眼とに対する図７の実施形態の配置を示している図で
ある。
【図１７Ａ】図１７Ａは、鼻調節部材を組み込んでいる本発明のフレームの部分図である
。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、鼻調節部材を組み込んでいる本発明のフレームの部分図である
。
【図１７Ｃ】図１７Ｃは、鼻調節部材を組み込んでいる本発明のフレームの部分図である
。
【図１８Ａ】図１８Ａは、鼻調節部材を備えた本発明のフレームの部分図である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、第二の鼻調節部材を備えた本発明のフレームの部分図である。
【図１９Ａ】図１９Ａは、第三の鼻調節部材を備えた本発明のフレームの部分図である。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、第三の鼻調節部材を備えた本発明のフレームの部分図である。
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