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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ダイヤモンドを揺動させるペンダントにおいて
、その装飾効果を高めることができるペンダントを提供
する。
【解決手段】第２のリングと第４のリング３３は、使用
状態において、ダイヤモンド７のテーブル面７ａ（装飾
体の正面）が、重力方向に対して約５°～約４５°の角
度αだけ上方に向けた姿勢になるように、座台部５に固
定されている。これは、例えば、第１の継手と第２の継
手とを角度αに応じた角度だけ捩じることで実現されて
いる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の所定の箇所あるいは前記使用者が装着する所定の部材に吊り下げて使用される
身飾品であって、
　装飾体を保持する保持手段と、
　前記所定の箇所あるいは前記所定の部材に吊り下げられるフレームと、
　前記フレームに固定され、円状あるいは円弧状の第１の曲部を備えた第１の係合部と、
　前記保持手段に固定され、円状あるいは円弧状の第２の曲部を備え、前記第１の曲部と
前記第２の曲部との内周部同士を第１の接合位置で接合させて揺動可能に前記第１の係合
部と係合する第２の係合部と、
　前記フレームが前記吊り下げられて使用されている状態の重力方向において前記第１の
係合部と略同じ位置で、前記第１の係合部と所定の距離を隔てて前記フレームに固定され
、円状あるいは円弧状の第３の曲部を備えた第３の係合部と、
　前記重力方向において前記第２の係合部と略同じ位置で、前記第２の係合部と所定の距
離を隔てて前記保持手段に固定され、円状あるいは円弧状の第４の曲部を備え、前記第３
の曲部と前記第４の曲部との内周部同士を第２の接合位置で接合させて揺動可能に前記第
３の係合部と係合する第４の係合部と
　を有し、
　前記吊り下げられて使用され、且つ前記装飾体および前記保持手段に外力が加えられて
いない状態で、
　前記装飾体の正面が重力方向に対して約５°～約４５°の角度だけ上方に向けた姿勢に
なり、
　且つ前記装飾体と前記保持手段との全体の重心に対して前記重力方向における上方位置
に、前記第１の接合位置と前記第２の接合位置とが位置するように、
　前記第２の係合部および前記第４の係合部が前記保持手段に固定されている
　身飾品。
【請求項２】
　前記第１の接合位置と前記第２の接合位置とを結ぶ線に対して直交する面方向において
、前記第１の接合位置および前記第２の接合位置は、前記使用者が装着する前記所定の部
材が前記フレームに係合する係合位置に対して、前記装飾体の正面側にある
　請求項１に記載の身飾品。
【請求項３】
　前記吊り下げられて使用され、且つ前記装飾体および前記保持手段に外力が加えられて
いない状態で、
　前記第１の接合位置と前記第２の接合位置とを結ぶ線に対して直交する面方向において
、前記装飾体と前記保持手段との全体の重心に対して重力方向に前記第１の接合位置およ
び前記第２の接合位置がある
　請求項１または請求項２に記載の身飾品。
【請求項４】
　前記装飾体の正面が前記重力方向に平行になるように外力を加えた状態で、前記装飾体
と前記保持手段との全体の重心は、前記第１の接合位置および前記第２の接合位置に対し
て、前記装飾体の背面側にある
　請求項３に記載の身飾品。
【請求項５】
　前記第２の係合部と前記保持手段との間に介在する第１の継手と、
　前記第４の係合部と前記保持手段との間に介在する第２の継手と
　を有し、
　前記装飾体の正面が前記重力方向に平行になるように外力を加えた状態で、前前記装飾
体と前記保持手段との全体の重心が前記第１の接合位置および前記第２の接合位置に対し
て前記装飾体の背面側に位置するように、前記第１の継手および前記第２の継手が捩じら
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れている
【請求項６】
　前記第２の係合部と前記保持手段との間に介在する第１の継手と、
　前記第４の係合部と前記保持手段との間に介在する第２の継手と
　を有し、
　前記装飾体の正面が前記重力方向に平行になるように外力を加えた状態で、前前記装飾
体と前記保持手段との全体の重心を前記第１の接合位置および前記第２の接合位置に対し
て前記装飾体の背面側に位置させるために、前記第１の継手の前記第２の係合部側の部分
が前記保持手段側の部分に対して前記装飾体の正面側に位置するよう曲げられ、且つ前記
第２の継手の前記第４の係合部側の部分が前記保持手段側の部分に対して前記装飾体の正
面側に位置するよう曲げられている
　請求項４に記載の身飾品。
【請求項７】
　前記第１の曲部と前記第２の曲部の少なくとも一方の断面は、前記内周部に向けて先細
形状をしており、
　前記第３の曲部と前記第４の曲部の少なくとも一方の断面は、前記内周部に向けて先細
形状をしている
　請求項１～６のいずれかに記載の身飾品。
【請求項８】
　前記第１～４の係合部は、開口部を備えたリング形状であり、
　前記使用されている状態において、
　前記第１の係合部と前記第３の係合部は、前記装飾体の略側面側に向けてその開口部が
位置し、
　前記第２の係合部と前記第４の係合部は、前記使用者の略正面側に向けてその開口部が
位置している
　　請求項１～７のいずれかに記載の身飾品。
【請求項９】
　前記第１の接合位置および前記第２の接合位置が、前記第１の接合位置と前記第２の接
合位置とを結ぶ線に対して直交する面方向において、前記装飾体が位置する領域内に位置
している
　請求項１～８のいずれかに記載の身飾品。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装飾体が揺動する身飾品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ダイヤモンド等の宝石を固定した支持部材を揺動可能に支持する指輪等がある
。このようにダイヤモンドを揺動させることで、揺動させない場合に比べてダイヤモンド
をより輝いて見せることができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、装飾体を揺動可能に支持したペンダント等において、装飾効果をさらに高め
たいという要請がある。
【０００４】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、装飾体を揺動させる身
飾品において、その装飾効果を高めることができる身飾品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　上述した従来技術の問題点を解決し、上述した目的を達成するために、本発明の身飾品
は、使用者の所定の箇所あるいは前記使用者が装着する所定の部材に吊り下げて使用され
る身飾品であって、　装飾体を保持する保持手段と、前記所定の箇所あるいは前記所定の
部材に吊り下げられるフレームと、前記フレームに固定され、円状あるいは円弧状の第１
の曲部を備えた第１の係合部と、前記保持手段に固定され、円状あるいは円弧状の第２の
曲部を備え、前記第１の曲部と前記第２の曲部との内周部同士を第１の接合位置で接合さ
せて揺動可能に前記第１の係合部と係合する第２の係合部と、前記フレームが前記吊り下
げられて使用されている状態の重力方向において前記第１の係合部と略同じ位置で、前記
第１の係合部と所定の距離を隔てて前記フレームに固定され、円状あるいは円弧状の第３
の曲部を備えた第３の係合部と、前記重力方向において前記第２の係合部と略同じ位置で
、前記第２の係合部と所定の距離を隔てて前記保持手段に固定され、円状あるいは円弧状
の第４の曲部を備え、前記第３の曲部と前記第４の曲部との内周部同士を第２の接合位置
で接合させて揺動可能に前記第３の係合部と係合する第４の係合部とを有し、前記吊り下
げられて使用され、且つ前記装飾体および前記保持手段に外力が加えられていない状態で
、前記装飾体の正面が重力方向に対して約５°～約４５°の角度だけ上方に向けた姿勢に
なり、且つ前記装飾体と前記保持手段との全体の重心に対して前記重力方向における上方
位置に、前記第１の接合位置と前記第２の接合位置とが位置するように、前記第２の係合
部および前記第４の係合部が前記保持手段に固定されている。
【０００６】
　好適には、本発明の身飾品では、前記第１の接合位置と前記第２の接合位置とを結ぶ線
に対して直交する面方向において、前記第１の接合位置および前記第２の接合位置は、前
記使用者が装着する前記所定の部材が前記フレームに係合する係合位置に対して、前記装
飾体の正面側にある。
　好適には、本発明の身飾品では、前記吊り下げられて使用され、且つ前記装飾体および
前記保持手段に外力が加えられていない状態で、前記第１の接合位置と前記第２の接合位
置とを結ぶ線に対して直交する面方向において、前記装飾体と前記保持手段との全体の重
心に対して重力方向に前記第１の接合位置および前記第２の接合位置がある。
【０００７】
　好適には、本発明の身飾品では、前記装飾体の正面が前記重力方向に平行になるように
外力を加えた状態で、前記装飾体と前記保持手段との全体の重心は、前記第１の接合位置
および前記第２の接合位置に対して、前記装飾体の背面側にある。
　好適には、本発明の身飾品は、前記第２の係合部と前記保持手段との間に介在する第１
の継手と、前記第４の係合部と前記保持手段との間に介在する第２の継手とを有し、記装
飾体の正面が前記重力方向に平行になるように外力を加えた状態で、前前記装飾体と前記
保持手段との全体の重心が前記第１の接合位置および前記第２の接合位置に対して前記装
飾体の背面側に位置するように、　前記第１の継手および前記第２の継手が捩じられてい
る。
　好適には、本発明の身飾品では、前記第２の係合部と前記保持手段との間に介在する第
１の継手と、前記第４の係合部と前記保持手段との間に介在する第２の継手とを有し、前
記装飾体の正面が前記重力方向に平行になるように外力を加えた状態で、前前記装飾体と
前記保持手段との全体の重心を前記第１の接合位置および前記第２の接合位置に対して前
記装飾体の背面側に位置させるために、前記第１の継手の前記第２の係合部側の部分が前
記保持手段側の部分に対して前記装飾体の正面側に位置するよう曲げられ、且つ前記第２
の継手の前記第４の係合部側の部分が前記保持手段側の部分に対して前記装飾体の正面側
に位置するよう曲げられている。
【０００８】
　好適には、本発明の身飾品では、前記第１の曲部と前記第２の曲部の少なくとも一方の
断面は、前記内周部に向けて先細形状をしており、前記第３の曲部と前記第４の曲部の少
なくとも一方の断面は、前記内周部に向けて先細形状をしている。
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　好適には、本発明の身飾品では、前記第１～４の係合部は、開口部を備えたリング形状
であり、前記使用されている状態において、前記第１の係合部と前記第３の係合部は、前
記装飾体の略側面側に向けてその開口部が位置し、前記第２の係合部と前記第４の係合部
は、前記使用者の略正面側に向けてその開口部が位置している。
　好適には、本発明の身飾品では、前記第１の接合位置および前記第２の接合位置が、前
記第１の接合位置と前記第２の接合位置とを結ぶ線に対して直交する面方向において、前
記装飾体が位置する領域内に位置している。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、装飾体を揺動させる身飾品において、その装飾効果を高めることがで
きる身飾品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は本発明の実施形態のペンダントトップの揺動していない状態での側面図で
ある。
【図２】図２は図１に示すペンダントトップを説明するための図である。
【図３】図３は図１に示すペンダントトップの正面図である。
【図４】図４は図１に示すペンダントトップの背面図である。
【図５】図５（Ａ）はダイヤモンドを装着していない状態の座台部の正面図、図５（Ｂ）
は座台部の底面図である。
【図６】図６は、本発明の第２実施形態を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の身飾品の実施形態を説明する。
　＜第１実施形態＞
　図１は本発明の実施形態のペンダントトップ１の揺動していない状態での側面図、図２
は図１に示すペンダントトップ１を説明するための図、図３は図１に示すペンダントトッ
プ１の正面図、図４は図１に示すペンダントトップ１の背面図、図５（Ａ）はダイヤモン
ド７を装着していない状態の座台部５の正面図、図５（Ｂ）は座台部５の底面図である。
　なお、図１～図４は、フレーム１０を使用者の首等に紐状部材（図示せず）によって吊
り下げて使用している状態（使用状態）を示している。このとき、開口部１０ａの係合位
置１０ａ１に紐状部材が係合する。
【００１２】
　図１～４に示すように、ペンダントトップ１は、フレーム１０に座台部５を揺動可能な
状態で取り付けた構造を有している。
　座台部５には、ダイヤモンド７が固定されている。
　座台部５は、ダイヤモンド７のテーブル面７ａと、パビリオン部とが外部に露出するよ
うにダイヤモンド７を爪で固定している。
【００１３】
　フレーム１０には、第1のリング２１（第１の係合部）が固定されている。なお、第1の
リング２１はフレーム１０と一体となって形成されていてもよい。
　座台部５には、第２のリング３１（第２の係合部）が固定されている。なお、第２のリ
ング３１は座台部５と一体となって形成されていてもよい。
　第1のリング２１と第２のリング３１とは、内周部同士（第１の曲部と第２の曲部との
内周囲部同士）を第１の接合位置５１で接合させて揺動可能に係合している。
【００１４】
　フレーム１０には、第３のリング２３（第３の係合部）が固定されている。なお、第３
のリング２３はフレーム１０と一体となって形成されていてもよい。
　座台部５には、第４のリング３３（第４の係合部）が固定されている。なお、第４のリ
ング３３は座台部５と一体となって形成されていてもよい。
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　第３のリング２３と第４のリング３３とは、内周部同士（第３の曲部と第４の曲部との
内周囲部同士）を第２の接合位置５３で接合させて揺動可能に係合している。
【００１５】
　図４に示すように、第1のリング２１と第３のリング２３は、前述した使用状態で、略
重力方向（図中上下方向）において略同じ位置に配置されている。
　第２のリング３１と第４のリング３３は、上記略重力方向において、略同じ位置に配置
されている。
【００１６】
　図４に示すように、第1のリング２１の開口部と第３のリング２３の開口部は、ダイヤ
モンド７のガードルに向けて位置している。
　また、第２のリング３１の開口部と第４のリング３３の開口部は、使用者の略正面に向
けて位置している。
【００１７】
　図２に示すように、第２のリング３１と第４のリング３３は、上述した使用状態で、且
つ座台部５およびダイヤモンド７に外力が加えられていない状態で、テーブル面７ａが重
力方向に対して約５°～約４５°の角度αだけ上方に向けた姿勢になるように、座台部５
に固定されている。
　上記所定の角度αの範囲は、女性の胸上の傾斜角、並びに正面に位置する看者の目線の
角度を基に最適なものとして決定されている。例えば、角度αは１５°である。
　ここで、本発明の「装飾体の正面」とは、装飾体の看者に見せようとする側を示してお
り、特に平面である必要はない。
【００１８】
　ペンダントトップ１を装着したときに、女性の胸の膨らみにより、フレーム１０が上向
きに傾斜した姿勢になる。本実施形態では、上述したようにテーブル面７ａに角度αを持
たせたことで、正面にいる他人の目の位置から見たときに、目線とダイヤモンド７のテー
ブル面７ａとを略直交させることができ、美感を高めることができる。
　また、フレーム１０の姿勢とダイヤモンド７のテーブル面７ａの姿勢とを一致させるこ
とができ、ダイヤモンド７をより美しく見せることができる。
【００１９】
　また、図２に示すように、第1のリング２１と第３のリング２３は、上記使用状態の揺
動していない状態で、第１の接合位置５１と第２の接合位置５３とが、座台部５とダイヤ
モンド７との全体の重心７２に対して重力方向における上方位置になるように座台部５に
固定されている。
　これにより、テーブル面７ａを使用者の正面側に向けた姿勢に安定して保持できる。
【００２０】
　また、図２に示すように、上述した使用状態で、且つ、座台部５およびダイヤモンド７
に外力が加えられていない状態で、第１の接合位置５１と第２の接合位置５３とを結ぶ線
に対して直交する面方向において、座台部５とダイヤモンド７との全体の重心に対して重
力方向に第１の接合位置５１および第２の接合位置５３がある。
　また、例えば、テーブル面７ａが重力方向に平行になるように外力を加えた状態で、重
心７２は、第１の接合位置５１および第２の接合位置５３に対して、ダイヤモンド７の背
面側に位置する。
　これは、例えば、図３～図５に示す第１の継手６１と第２の継手６３とを角度αに応じ
た角度だけ捩じることで実現されている。
　これにより、前述したようにテーブル面７ａを角度αだけ傾けることができると共に、
座台部５を、第１の接触位置（第２の接触位置）を中心に、小さな振幅で短い周期で振動
させることができ、ダイヤモンド７の美感をさらに高めることができる。
　また、揺動する座台部５およびダイヤモンド７と、フレーム１０との間の距離を十分に
とることが可能になる。
　なお、上述したように第１の継手６１と第２の継手６３を捩じる方法以外の方法で、重
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心７２が第１の接合位置５１および第２の接合位置５３に対して、ダイヤモンド７の背面
側に位置するようにしてもよい。
　例えば、第１の継手６１の第２のリング３１側の部分が座台部５側の部分に対してダイ
ヤモンド７の正面側に位置するように第１の継手６１が曲げられてもよい。この場合には
、第２の継手６３の第４のリング３３側の部分が座台部５側の部分に対してダイヤモンド
７の正面側に位置するように第２の継手６３が曲げられる。
　ただし、上述したように第１の継手６１と第２の継手６３とを捩じることで、その他の
方法に比べて、製造が容易である。また、捩じる方向の外力は通常の使用では生じないた
め、第１の接合位置５１および第２の接合位置５３と重心７２との位置関係がずれにくく
することができる。また、高い強度を持たせることも可能になる。
【００２１】
　また、ペンダントトップ１では、当該第１の接合位置５１と当該第２の接合位置５３と
を結ぶ線に対して直交する面方向において、第１の接合位置５１と第２の接合位置５３が
ダイヤモンド７が位置する領域内に位置している。
　このとき、揺動特性を考慮すると、第１の接合位置５１および第２の接合位置５３が、
図５に示すように、重力方向（図中上下方向）において、座台部５の中心と座台部５の端
部との距離をｈとした場合に、座台部５の中心から上方に向けて距離Ｘ（０＜Ｘ＜１／２
h）の範囲あることが望ましい。
　このような構成にすることで、使用者の正面側から見たときに、ダイヤモンド７のテー
ブル面７ａ内に、第１の接合位置５１と第２の接合位置５３を結ぶ線が位置し、この線付
近を中心にダイヤモンド７を揺動させることができる。これにより、揺動によるダイヤモ
ンド７の輝きを増すことができ、高い美観が得られる。
【００２２】
　また、上記第１の接合位置５１および上記第２の接合位置５３が、上記上下方向におけ
るダイヤモンド７の中心位置からずれた位置にある。
　これにより、第１の接合位置５１と第２の接合位置５３を結ぶ線が、上述したように上
下左右対称パターンであるダイヤモンド７の正面側の中心位置からはずれ、上下の輝きパ
ターンを上下非対称にすることができる。これにより、揺動によるダイヤモンド７の輝き
を多様にでき、高い美観が得られる。
【００２３】
　また、図１および図２に示すように、第１の接合位置５１と第２の接合位置５３は、側
面方向から見て、ダイヤモンド７の側面の中心位置に対して正面側に位置している。これ
により、ダイヤモンド７のテーブル面７ａと揺動中心との距離を短くでき、テーブル面７
ａ（正面側）を細かく揺動させることができ、高い美観を得ることができる。
【００２４】
　また、図１および図２に示すように、側面方向から見て、第１の接合位置５１および第
２の接合位置５３は、紐状部材が当接する係合位置１０ａ１に対して正面側に位置してい
る。
　そのため、座台部５の正面側と反対側（使用者側）に、座台部５が振動するためのスペ
ースを作りやすくなる。
【００２５】
　また、ペンダントトップ１では、第1のリング２１と第２のリング３１との揺動と、第
３のリング２３と第４のリング３３との揺動とは完全には同期せず、微妙にずれる。その
ため、ダイヤモンド７のテーブル面７ａの両側で揺動パターンを微妙に異ならせることが
でき、これによっても、ダイヤモンド７の輝きをより増すことができ。
【００２６】
　＜第２実施形態＞
　本実施形態では、図６に示すように、第1のリング２１と第２のリング３１、第３のリ
ング２３および第４のリング３３の断面が、内周部に向けて先細形状をしている。
　なお、第１のリング２１と、それと係合する第２のリング３１のいずれか一方の断面が
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、円周部に向けて先細形状をしていてもよい。
　また、第３のリング２３と、それと係合する第４のリング３３のいずれか一方の断面が
、円周部に向けて先細形状をしていてもよい。
　さらには、各リングの内周部全域ではなく、対となるリングと係合する箇所の周辺部の
み先細形状をしていてもよい。
【００２７】
　本実施形態のペンダント１では、リングの断面を上述した先細形状にすることで、リン
グ間の接合面積を小さくでき、揺動時の摩擦抵抗を小さくできる。これにより、使用者の
微妙な動きに連動して揺動させることが可能になる。また、揺動時間を長くすることがで
きる。
【００２８】
　本発明は上述した実施形態には限定されない。
　すなわち、当業者は、本発明の技術的範囲またはその均等の範囲内において、上述した
実施形態の構成要素に関し、様々な変更、コンビネーション、サブコンビネーション、並
びに代替を行ってもよい。
【００２９】
　上述した実施形態では、本発明の身飾品としてペンダントトップを例示したが、本発明
は、使用者の所定の箇所（例えば、耳）あるいは使用者が装着する所定の部材に吊り下げ
て使用されるその他の身飾品にも適用可能である。
【００３０】
　また、上述した実施形態では、本発明の第１～４の係合部としてリング形状のものを例
示したが、係合部が円弧状の曲部であれば、その形状は限定されない。
【００３１】
　また、上述した実施形態では、フレーム内に１つの宝石部を支持した場合を例示したが
複数の宝石部を支持するようにしてもよい。また、１つの宝石部に複数種類の宝石を保持
するようしてもよい。
　また、フレームの形状は任意であり、リング状等の閉じた開口部を備え、当該開口部内
に揺動する宝石部を取り付けてもよい。
　また、上述した実施形態では、宝石部としてダイヤモンドを例示したが、ダイヤモンド
以外の宝石や人口石等の装飾物でもよい。
【００３２】
　また、上述した実施形態では、本発明の第１～４の係合部として、リングを例示したが
、曲部を備え、曲部の内周部同士を係合できれば、形状は特に限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明は、身飾品に適用可能である。
【符号の説明】
【００３４】
１…ペンダント
５…座台部
７…ダイヤモンド
７ａ…テーブル面
１０…フレーム
２１…第1のリング
２３…第３のリング
３１…第２のリング
３３…第４のリング
６１…継手
６３…継手
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【手続補正書】
【提出日】平成25年11月6日(2013.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の所定の箇所あるいは前記使用者が装着する所定の部材に吊り下げて使用される
身飾品であって、
　装飾体を保持する保持手段と、
　前記所定の箇所あるいは前記所定の部材に吊り下げられるフレームと、
　前記フレームに固定され、円状あるいは円弧状の第１の曲部を備えた第１の係合部と、
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　前記保持手段に固定され、円状あるいは円弧状の第２の曲部を備え、前記第１の曲部と
前記第２の曲部との内周部同士を第１の接合位置で接合させて揺動可能に前記第１の係合
部と係合する第２の係合部と、
　前記フレームが前記吊り下げられて使用されている状態の重力方向において前記第１の
係合部と略同じ位置で、前記第１の係合部と所定の距離を隔てて前記フレームに固定され
、円状あるいは円弧状の第３の曲部を備えた第３の係合部と、
　前記重力方向において前記第２の係合部と略同じ位置で、前記第２の係合部と所定の距
離を隔てて前記保持手段に固定され、円状あるいは円弧状の第４の曲部を備え、前記第３
の曲部と前記第４の曲部との内周部同士を第２の接合位置で接合させて揺動可能に前記第
３の係合部と係合する第４の係合部と
　を有し、
　前記吊り下げられて使用され、且つ前記装飾体および前記保持手段に外力が加えられて
いない状態で、
　前記装飾体の正面が重力方向に対して約５°～約４５°の角度だけ上方に向けた姿勢に
なり、
　且つ前記装飾体と前記保持手段との全体の重心に対して前記重力方向における上方位置
に、前記第１の接合位置と前記第２の接合位置とが位置するように、
　前記第２の係合部および前記第４の係合部が前記保持手段に固定されている
　身飾品。
【請求項２】
　前記第１の接合位置と前記第２の接合位置とを結ぶ線に対して直交する面方向において
、前記第１の接合位置および前記第２の接合位置は、前記使用者が装着する前記所定の部
材が前記フレームに係合する係合位置に対して、前記装飾体の正面側にある
　請求項１に記載の身飾品。
【請求項３】
　前記吊り下げられて使用され、且つ前記装飾体および前記保持手段に外力が加えられて
いない状態で、
　前記第１の接合位置と前記第２の接合位置とを結ぶ線に対して直交する面方向において
、前記装飾体と前記保持手段との全体の重心に対して重力方向に前記第１の接合位置およ
び前記第２の接合位置がある
　請求項１または請求項２に記載の身飾品。
【請求項４】
　前記装飾体の正面が前記重力方向に平行になるように外力を加えた状態で、前記装飾体
と前記保持手段との全体の重心は、前記第１の接合位置および前記第２の接合位置に対し
て、前記装飾体の背面側にある
　請求項３に記載の身飾品。
【請求項５】
　前記第２の係合部と前記保持手段との間に介在する第１の継手と、
　前記第４の係合部と前記保持手段との間に介在する第２の継手と
　を有し、
　前記装飾体の正面が前記重力方向に平行になるように外力を加えた状態で、前記装飾体
と前記保持手段との全体の重心が前記第１の接合位置および前記第２の接合位置に対して
前記装飾体の背面側に位置するように、前記第１の継手および前記第２の継手が捩じられ
ている
　請求項１～４のいずれかに記載の身飾品。
【請求項６】
　前記第２の係合部と前記保持手段との間に介在する第１の継手と、
　前記第４の係合部と前記保持手段との間に介在する第２の継手と
　を有し、
　前記装飾体の正面が前記重力方向に平行になるように外力を加えた状態で、前記装飾体
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と前記保持手段との全体の重心を前記第１の接合位置および前記第２の接合位置に対して
前記装飾体の背面側に位置させるために、前記第１の継手の前記第２の係合部側の部分が
前記保持手段側の部分に対して前記装飾体の正面側に位置するよう曲げられ、且つ前記第
２の継手の前記第４の係合部側の部分が前記保持手段側の部分に対して前記装飾体の正面
側に位置するよう曲げられている
　請求項４に記載の身飾品。
【請求項７】
　前記第１の曲部と前記第２の曲部の少なくとも一方の断面は、前記内周部に向けて先細
形状をしており、
　前記第３の曲部と前記第４の曲部の少なくとも一方の断面は、前記内周部に向けて先細
形状をしている
　請求項１～６のいずれかに記載の身飾品。
【請求項８】
　前記第１～４の係合部は、開口部を備えたリング形状であり、
　前記使用されている状態において、
　前記第１の係合部と前記第３の係合部は、前記装飾体の略側面側に向けてその開口部が
位置し、
　前記第２の係合部と前記第４の係合部は、前記使用者の略正面側に向けてその開口部が
位置している
　　請求項１～７のいずれかに記載の身飾品。
【請求項９】
　前記第１の接合位置および前記第２の接合位置が、前記第１の接合位置と前記第２の接
合位置とを結ぶ線に対して直交する面方向において、前記装飾体が位置する領域内に位置
している
　請求項１～８のいずれかに記載の身飾品。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　好適には、本発明の身飾品では、前記装飾体の正面が前記重力方向に平行になるように
外力を加えた状態で、前記装飾体と前記保持手段との全体の重心は、前記第１の接合位置
および前記第２の接合位置に対して、前記装飾体の背面側にある。
　好適には、本発明の身飾品は、前記第２の係合部と前記保持手段との間に介在する第１
の継手と、前記第４の係合部と前記保持手段との間に介在する第２の継手とを有し、記装
飾体の正面が前記重力方向に平行になるように外力を加えた状態で、前記装飾体と前記保
持手段との全体の重心が前記第１の接合位置および前記第２の接合位置に対して前記装飾
体の背面側に位置するように、　前記第１の継手および前記第２の継手が捩じられている
。
　好適には、本発明の身飾品では、前記第２の係合部と前記保持手段との間に介在する第
１の継手と、前記第４の係合部と前記保持手段との間に介在する第２の継手とを有し、前
記装飾体の正面が前記重力方向に平行になるように外力を加えた状態で、前記装飾体と前
記保持手段との全体の重心を前記第１の接合位置および前記第２の接合位置に対して前記
装飾体の背面側に位置させるために、前記第１の継手の前記第２の係合部側の部分が前記
保持手段側の部分に対して前記装飾体の正面側に位置するよう曲げられ、且つ前記第２の
継手の前記第４の係合部側の部分が前記保持手段側の部分に対して前記装飾体の正面側に
位置するよう曲げられている。
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