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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　宝石(10)を固定保持する台座部(20)と、前記台座部(20)を支持するフレーム部(30,40,5
0)とを有し、前記台座部(20)は、前記宝石(10)を挟んで相対する位置に配される左右一対
の台座側係合リング部(24,24c)を備え、前記フレーム部(30,40,50)に、左右の前記台座側
係合リング部(24,24c)がそれぞれ連結されて係合する左右一対のフレーム側係合リング部
(32,32c,42,52)が固定され、左右の前記フレーム側係合リング部(32,32c,42,52)に左右の
前記台座側係合リング部(24,24c)がそれぞれ連結されることにより前記台座部(20)及び前
記宝石(10)が前記フレーム部(30,40,50)に対して吊り下げられた状態で揺動可能に支持さ
れる身飾品において、
　前記台座側係合リング部(24,24c)及び前記フレーム側係合リング部(32,32c,42,52)が相
互に連結された状態で、少なくとも左右の前記フレーム側係合リング部(32,32c,42,52)と
、左右の前記台座側係合リング部(24,24c)の前記フレーム側係合リング部(32,32c,42,52)
に対する連結部分とを外側から保護する保護部材(31,31a,31b,41,51,60) を有し、
　前記保護部材(31,31a,31b,41,51,60) は、左右の前記フレーム側係合リング部(32,32c,
42,52)と左右の前記台座側係合リング部(24,24c)の前記連結部分との正面側を露出しない
ように覆って保護するフロントパーツ(36,46,51)と、左右の前記フレーム側係合リング部
(32,32c,42,52)と左右の前記台座側係合リング部(24,24c)の前記連結部分との背面側を露
出しないように覆って保護するとともに前記フロントパーツ(36,46,51)に固定されるリア
パーツ(37,47,60)とを有してなる、
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ことを特徴とする身飾品。
【請求項２】
　前記保護部材(31,31a,31b,41,51,60)により、前記フレーム側係合リング部(32,42,52)
及び前記台座側係合リング部(24)の全体が保護されてなる請求項１記載の身飾品。
【請求項３】
　前記台座側係合リング部(24c) における前記連結部分以外の少なくとも一部が露出して
なる請求項１記載の身飾品。
【請求項４】
　前記フロントパーツ(36)と前記リアパーツ(37)とは表裏対称的な形状を有してなる請求
項１～３のいずれかに記載の身飾品。
【請求項５】
　前記保護部材(31,31a,31b,41) は、連結された一方の前記台座側係合リング部(24,24c)
及び前記フレーム側係合リング部(32,32c,42)と、連結された他方の前記台座側係合リン
グ部(24,24c)及び前記フレーム側係合リング部(32,32c,42) とを同時に保護する単一の一
体的な形状を有してなる請求項１～４のいずれかに記載の身飾品。
【請求項６】
　前記保護部材(31,31a,31b,41,51)は、前記フレーム部(30,40,50)の少なくとも一部を構
成し、
　前記保護部材(31,31a,31b,41,51)の内面に、前記フレーム側係合リング部(32,32c,42,5
2)が固定されてなる、
請求項１～５のいずれかに記載の身飾品。
【請求項７】
　前記保護部材(31,31a,31b,41) は、中空形状を有してなる請求項１～６のいずれかに記
載の身飾品。
【請求項８】
　宝石(10)を固定保持する台座部(20)と、前記台座部(20)を支持するフレーム部(30,40,5
0)とを有し、前記台座部(20)は、前記宝石(10)を挟んで相対する位置に配される左右一対
の台座側係合リング部(24,24c)を備え、前記フレーム部(30,40,50)に、左右の前記台座側
係合リング部(24,24c)がそれぞれ連結されて係合する左右一対のフレーム側係合リング部
(32,32c,42,52)が固定され、左右の前記フレーム側係合リング部(32,32c,42,52)に左右の
前記台座側係合リング部(24,24c)がそれぞれ連結されることにより前記台座部(20)及び前
記宝石(10)が前記フレーム部(30,40,50)に対して吊り下げられた状態で揺動可能に支持さ
れる身飾品において、
　前記フレーム部(30,40,50)は、前記台座側係合リング部(24,24c)及び前記フレーム側係
合リング部(32,32c,42,52)が相互に連結された状態で、少なくとも左右の前記フレーム側
係合リング部(32,32c,42,52)と左右の前記台座側係合リング部(24,24c)の前記フレーム側
係合リング部(32,32c,42,52)に対する連結部分との正面側を露出しないように覆って保護
するフロントパーツ(36,46,51)と、左右の前記フレーム側係合リング部(32,32c,42,52)と
左右の前記台座側係合リング部(24,24c)の前記連結部分との背面側を露出しないように覆
って保護するとともに前記フロントパーツ(36,46,51)に固定されるリアパーツ(37,47,60)
とを有し、
　前記フロントパーツ(36,46,51)と前記リアパーツ(37,47,60)の間に、少なくとも前記フ
レーム側係合リング部(32,32c,42,52)と、前記台座側係合リング部(24,24c)の前記連結部
分とを内部に収容して外側から保護する収容室(34)が配されてなる
ことを特徴とする身飾品。
【請求項９】
　前記収容室(34)に、前記フレーム側係合リング部(32,42,52)及び前記台座側係合リング
部(24)の全体が収容されてなる請求項８記載の身飾品。
【請求項１０】
　前記台座側係合リング部(24c) における前記連結部分以外の少なくとも一部が露出して
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なる請求項８記載の身飾品。
【請求項１１】
　前記フロントパーツ(36,46) と前記リアパーツ(37,47) とは表裏対称的な形状を有し、
　前記フレーム部(30,40)のフレーム本体部(31,31a,31b,41) は、前記収容室(34)を形成
する中空の形状を有してなる、
請求項８～１０のいずれかに記載の身飾品。
【請求項１２】
　前記フレーム部(30,40,50)は、前記台座部(20)の一部を挿通させる挿通開口部(35,35b)
を有し、
　前記挿通開口部(35,35b)は、前記台座部(20)及び前記宝石(10)の揺動を許容すると同時
に、前記台座部(20)及び前記宝石(10)の揺動範囲を規制する大きさを有してなる、
請求項１～１１のいずれかに記載の身飾品。
【請求項１３】
　前記フレーム部(30,40) は、前記身飾品を正面側から見たとき、前記台座部(20)に保持
された前記宝石(10)の外周を取り囲み、且つ、前記宝石(10)との間に隙間のある形状を有
してなる請求項１～１２のいずれかに記載の身飾品。
【請求項１４】
　前記身飾品の側面視において、前記身飾品の表裏方向に関し、前記フレーム部(30,40,5
0)の裏側端面は、揺動可能な前記宝石(10)の裏面側先端部の位置よりも更に裏側の位置に
配されてなる請求項１～１３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、宝石を用いたペンダントやピアスなどの身飾品に関し、特に、宝石とその宝
石を固定保持する台座部とがフレーム部に対して揺動可能に配されることによって宝石を
より輝いて見せることが可能な身飾品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ペンダント（ネックレス）やピアスなどの身飾品においては、ダイヤモンドなどの宝石
が台座部に保持されるとともに、その宝石及び台座部が小さく揺動するように配されるも
のが知られている。このように台座部に保持された宝石が小さく揺動することにより、宝
石が止まっているときよりもキラキラと輝いて見えるため、宝石の美しさが更に強調され
る。
【０００３】
　このように宝石が揺動可能に配される身飾品が、例えば特開２０１５－５４１６２号公
報（特許文献１）に記載されており、実施形態の１つとして、ペンダントのチェーンに取
り付けられるペンダントトップが開示されている。ここで、特許文献１のペンダントトッ
プについて、図１９及び図２０を参照しながら簡単に説明する。
【０００４】
　図１９及び図２０に示したペンダントトップ７０は、宝石であるダイヤモンド７１を固
定して保持する台座部７２と、その台座部７２を支持するフレーム部８１とを有する。台
座部７２は、ダイヤモンド（宝石）７１が保持される台座本体部７３と、台座本体部７３
の左右両側から幅方向の外側に向けて延出する左右のアーム部７４と、アーム部７４の先
端部に配される左右の環状の台座側係合リング部７５とを有する。また、台座本体部７３
には、ダイヤモンド７１を固定するための複数の爪部７６が設けられている。
【０００５】
　左右のアーム部７４及び台座側係合リング部７５は、ペンダントトップ７０の側面視に
おいて、そのリング部７５の正面及び背面の向きが、台座部７２に保持されるダイヤモン
ド７１のテーブル表面に対して傾斜するようにして配されている。特に特許文献１では、
台座側係合リング部７５の正面及び背面が重力方向と平行になるときに（台座側係合リン
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グ部７５の中央開口部が水平方向に向くときに）、台座部７２に保持されるダイヤモンド
７１のテーブル表面が斜め上方を向くように配されている。
【０００６】
　また、特許文献１の台座部７２は、台座側係合リング部７５がフレーム部８１の後述す
るフレーム側係合リング部８２に連結されてフレーム部８１に支持されたときに、ペンダ
ントトップ７０の側面視において、台座側係合リング部７５がフレーム側係合リング部８
２と接触する接点の位置が、宝石７１及び台座部７２の全体における重心の位置に対し、
重力方向の上方に配されるように形成されている。
【０００７】
　特許文献１のフレーム部８１は、正面視にて逆Ｖ字状を呈するフレーム本体部８３と、
フレーム本体部８３の左右下端部の裏面に設けられる左右のフレーム側係合リング部８２
とを有する。また、フレーム本体部８３の上端部には、ペンダントのチェーンを連結する
ためのチェーン連結孔部８４が、左右方向（ペンダントトップ７０の幅方向）に貫通する
ように設けられている。
【０００８】
　左右のフレーム側係合リング部８２は、ペンダントトップ７０がチェーンにぶら下げら
れたときに、フレーム側係合リング部８２の中央開口部が左右方向に向くようにフレーム
本体部８３に一体的に形成されている。このような左右のフレーム側係合リング部８２に
は、台座部７２における左右の台座側係合リング部７５がそれぞれ連結されて係合する。
この場合、フレーム側係合リング部８２と台座側係合リング部７５とは、相手方の中央開
口部を互いに貫通するとともに内周縁部同士を接触させるようにして相互に係合する。
【０００９】
　このような特許文献１のペンダントトップ７０では、台座部７２が、フレーム部８１に
おける左右のフレーム側係合リング部８２の内周縁部に、左右の台座側係合リング部７５
が内周縁部を接触させて引っ掛かるようにしてフレーム部８１に保持される。これにより
、例えばペンダントトップ７０を動かしたときや揺らしたとき等に、台座部７２と台座部
７２に保持されたダイヤモンド７１とを、フレーム部８１に吊り下げられた状態で前後方
向に小さく揺動させることが可能となる。このようにダイヤモンド７１が小さく揺動する
ことによって、ダイヤモンド７１をより美しく輝かせることができる。
【００１０】
　特に特許文献１のペンダントトップ７０では、ペンダントを形成したときに、ダイヤモ
ンド７１のテーブル表面が斜め上方を向くように台座部７２がフレーム部８１に支持され
る。それにより、そのペンダントを着用した使用者の胸元で、ダイヤモンド７１のテーブ
ル表面が他人の目線に入り易いようにしてダイヤモンド７１をより効果的に輝かせること
ができる。
【００１１】
　更に特許文献１には、台座側係合リング部７５及びフレーム側係合リング部８２の一方
又は両方を、その周方向に直交する断面の形状が内周端縁に向けて細くなる形状を有する
ように形成することが記載されている。これにより、台座側係合リング部７５とフレーム
側係合リング部８２とを係合したときに両部材の接触面積を小さくして、台座部７２の揺
動時の摩擦抵抗を小さくできるため、宝石７１が揺動する時間をより長く延ばすことがで
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２０１５－５４１６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　特許文献１に記載されているペンダントトップ７０では、上述したように、台座部７２
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が、台座側係合リング部７５及びフレーム側係合リング部８２を介してフレーム部８１に
支持されていることにより、台座部７２に保持されている宝石７１を細かく揺動させるこ
とが可能である。
【００１４】
　しかし、特許文献１のペンダントトップ７０の場合、台座部７２の台座側係合リング部
７５が、前方（正面側）、後方（背面側）、上方、下方、及びペンダントトップ７０の幅
方向（左右方向）における外側方のそれぞれの方向に露出した剥き出しの状態で配されて
いる。また、フレーム部８１のフレーム側係合リング部８２は、その前面（正面）側がフ
レーム本体部８３によって覆い隠されているものの、フレーム側係合リング部８２の後方
（背面側）、上方、下方、及び幅方向の外側方とが露出した状態で配されている。
【００１５】
　このため、そのペンダントトップ７０にチェーンを取り付けてペンダントとして使用し
たときに、台座側係合リング部７５やフレーム側係合リング部８２が、外部に露出してい
ることにより、別の物体（物品）にぶつかったり、衝突したりすることがあり、それよっ
て、思いがけない荷重（外力）を局部的に受ける可能性や、偶発的に強く押圧されて大き
な荷重を受ける可能性がある。
【００１６】
　一方、このペンダントトップ７０において、台座側係合リング部７５及びフレーム側係
合リング部８２により宝石７１を揺動させる構造は、小さく且つ繊細に形成されているた
め、変形に対して弱いという性質を備える。従って、上述のように台座側係合リング部７
５やフレーム側係合リング部８２が、外部から力（外力）を局部的に又は強く受けると、
台座側係合リング部７５やフレーム側係合リング部８２に歪みなどの変形が生じ易く、そ
の結果、上述のような宝石７１の細かな揺動運動が円滑に行えなくなる又は不能になると
いった不具合や、台座部７２がフレーム部８１から外れるといった不具合が引き起こされ
る虞がある。
【００１７】
　また、ペンダントトップ７０の台座側係合リング部７５やフレーム側係合リング部８２
が外部に露出していると、これらの台座側係合リング部７５やフレーム側係合リング部８
２に、使用者の髪の毛や、衣類やマフラーなどの糸が絡み付くことが考えられる。このよ
うに台座側係合リング部７５やフレーム側係合リング部８２に糸などが絡み付いたまま放
置されてしまうと、宝石７１の細かな揺動運動が阻害される場合もある。
【００１８】
　更に、台座側係合リング部７５やフレーム側係合リング部８２が外側に露出して配され
ることにより、ペンダントトップ７０のデザインが制約され、デザインのバリエーション
を増やし難いという欠点もあった。
【００１９】
　本発明は上記従来の課題に鑑みてなされたものであって、その具体的な目的は、台座部
とフレーム部を連結する台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部が外力を直接受
けることを防ぎ、台座部に保持される宝石が細かく揺動可能な状態を長期に亘って安定し
て維持することが可能な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】
【００２０】
　上記目的を達成するために、本発明により提供される身飾品は、宝石を固定保持する台
座部と、前記台座部を支持するフレーム部とを有し、前記台座部は、前記宝石を挟んで相
対する位置に配される左右一対の台座側係合リング部を備え、前記フレーム部に、左右の
前記台座側係合リング部がそれぞれ連結されて係合する左右一対のフレーム側係合リング
部が固定され、左右の前記フレーム側係合リング部に左右の前記台座側係合リング部がそ
れぞれ連結されることにより前記台座部及び前記宝石が前記フレーム部に対して吊り下げ
られた状態で揺動可能に支持される身飾品において、前記台座側係合リング部及び前記フ
レーム側係合リング部が相互に連結された状態で、少なくとも左右の前記フレーム側係合
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リング部と、左右の前記台座側係合リング部の前記フレーム側係合リング部に対する連結
部分とを外側から保護する保護部材を有し、前記保護部材は、左右の前記フレーム側係合
リング部と左右の前記台座側係合リング部の前記連結部分との正面側を露出しないように
覆って保護するフロントパーツと、左右の前記フレーム側係合リング部と左右の前記台座
側係合リング部の前記連結部分との背面側を露出しないように覆って保護するとともに前
記フロントパーツに固定されるリアパーツとを有してなることを最も主要な特徴とするも
のである。
【００２１】
　このような本発明の身飾品において、前記保護部材により、前記フレーム側係合リング
部及び前記台座側係合リング部の全体が保護されることが好ましい。
　また、前記台座側係合リング部における前記連結部分以外の少なくとも一部が露出して
いても良い。
【００２２】
　また本発明の身飾品において、前記フロントパーツと前記リアパーツとは表裏対称的な
形状を有することが好ましい。
【００２３】
　また本発明の身飾品において、前記保護部材は、連結された一方の前記台座側係合リン
グ部及び前記フレーム側係合リング部と、連結された他方の前記台座側係合リング部及び
前記フレーム側係合リング部とを同時に保護する単一の一体的な形状を有することが好ま
しい。
　更に、前記保護部材は、前記フレーム部の少なくとも一部を構成し、前記保護部材の内
面に、前記フレーム側係合リング部が固定されることが好ましい。
　更にまた、前記保護部材は、中空形状を有することが好ましい。
【００２４】
　本発明により更に提供される身飾品は、宝石を固定保持する台座部と、前記台座部を支
持するフレーム部とを有し、前記台座部は、前記宝石を挟んで相対する位置に配される左
右一対の台座側係合リング部を備え、前記フレーム部に、左右の前記台座側係合リング部
がそれぞれ連結されて係合する左右一対のフレーム側係合リング部が固定され、左右の前
記フレーム側係合リング部に左右の前記台座側係合リング部がそれぞれ連結されることに
より前記台座部及び前記宝石が前記フレーム部に対して吊り下げられた状態で揺動可能に
支持される身飾品において、前記フレーム部は、前記台座側係合リング部及び前記フレー
ム側係合リング部が相互に連結された状態で、少なくとも左右の前記フレーム側係合リン
グ部と左右の前記台座側係合リング部の前記フレーム側係合リング部に対する連結部分と
の正面側を露出しないように覆って保護するフロントパーツと、左右の前記フレーム側係
合リング部と左右の前記台座側係合リング部の前記連結部分との背面側を露出しないよう
に覆って保護するとともに前記フロントパーツに固定されるリアパーツとを有し、前記フ
ロントパーツと前記リアパーツの間に、少なくとも前記フレーム側係合リング部と、前記
台座側係合リング部の前記連結部分とを内部に収容して外側から保護する収容室が配され
てなることを最も主要な特徴とするものである。
【００２５】
　このような別の形態に係る身飾品において、前記収容室に、前記フレーム側係合リング
部及び前記台座側係合リング部の全体が収容されることが好ましい。
　また、前記台座側係合リング部における前記連結部分以外の少なくとも一部が露出して
いても良い。
【００２６】
　また別の形態に係る身飾品において、前記フロントパーツと前記リアパーツとは表裏対
称的な形状を有し、前記フレーム部のフレーム本体部は、前記収容室を形成する中空の形
状を有することが好ましい。
【００２７】
　更に、前記フレーム部は、前記台座部の一部を挿通させる挿通開口部を有し、前記挿通



(7) JP 6285595 B1 2018.2.28

10

20

30

40

50

開口部は、前記台座部及び前記宝石の揺動を許容すると同時に、前記台座部及び前記宝石
の揺動範囲を規制する大きさを有することが好ましい。
【００２８】
　また本発明の身飾品において、前記フレーム部は、前記身飾品を正面側から見たとき、
前記台座部に保持された前記宝石の外周を取り囲み、且つ、前記宝石との間に隙間のある
形状を有することが好ましい。
　更に、前記身飾品の側面視において、前記身飾品の表裏方向に関し、前記フレーム部の
裏側端面は、揺動可能な前記宝石の裏面側先端部の位置よりも更に裏側の位置に配されて
いることが好ましい。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明に係る身飾品は、宝石を固定保持する台座部と、その台座部を揺動可能に支持す
るフレーム部とを有する。台座部は、宝石を挟むようにして相対する反対側の位置に配さ
れるとともに少なくとも一部が円弧状（好ましく環状）に形成される左右一対の台座側係
合リング部を備える。フレーム部は、少なくとも一部が円弧状（好ましく環状）に形成さ
れるとともに台座側係合リング部がそれぞれ連結される左右一対のフレーム側係合リング
部を備える。なお、本発明において、身飾品に用いられる宝石には、ダイヤモンドやサフ
ァイアなどの天然宝石（天然鉱物）が含まれるだけでなく、合成した鉱物を使用する合成
宝石（人工宝石）や、ガラスなどを使用する模倣宝石なども含まれる。
【００３０】
　また、本発明の身飾品は、台座部の台座側係合リング部とフレーム部のフレーム側係合
リング部とがそれぞれの内周端縁部同士を接触させるように連結された状態で、これらの
台座側係合リング部とフレーム側係合リング部とを外側から囲んで保護する保護部材を有
する。
【００３１】
　この場合、保護部材は、少なくとも、フレーム側係合リング部と、台座側係合リング部
におけるフレーム側係合リング部に対する連結部分とを外側から保護するように形成され
る。ここで、台座側係合リング部における上述の連結部分とは、台座側係合リング部のフ
レーム側係合リング部が連結されて接触するリング部分であり、この連結部分（リング部
分）は、宝石を後述するように微小に揺動させたときにフレーム側係合リング部の内周縁
部が摺接する範囲（領域）を含む。
【００３２】
　また本発明の保護部材は、揺動する台座部と干渉しないように、台座部の揺動可能範囲
を除いて、連結状態にある台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部との外側に、
これらを保護するように配される。具体的には、保護部材は、フレーム側係合リング部と
台座側係合リング部の上述した連結部分とにおける少なくとも正面側、背面側、上面側、
下面側、及び幅方向の外側面側を保護するように配される。この場合、保護部材は、保護
部材のみで台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部を保護しても良いし、また、
保護部材と、その保護部材とは別に形成されるフレーム部の一部とによって、台座側係合
リング部及びフレーム側係合リング部を保護しても良い。
【００３３】
　このような保護部材を有する本発明の身飾品であれば、台座部が、フレーム部に対し、
台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部を介して揺動可能に安定して支持される
。また、少なくとも台座側係合リング部の上述した連結部分と、フレーム側係合リング部
とが、保護部材によって覆われて外部に露出しないように保護される。このため、台座側
係合リング部とフレーム側係合リング部とが相互に連結して宝石の微小な揺動を可能にす
る連結構造部分が、別の物体に直接衝突すること等によって意図しない外力を受けること
を、シンプルな構造で防止できる。
【００３４】
　このため、身飾品の通常の使用では、台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部
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における上述の連結構造部分がダメージを受けて変形することを効果的に防止して、これ
らの形状を安定して維持できる。その結果、台座側係合リング部やフレーム側係合リング
部の変形に起因して宝石の細かな揺動運動が不能になるという不具合や、台座部がフレー
ム部から外れるという不具合が生じることを防いで、台座部及び宝石が細かく円滑に揺動
可能な状態を長期に亘って安定して維持することができる。
【００３５】
　また、台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部が保護部材によって保護される
ことにより、髪の毛や糸などを台座側係合リング部やフレーム側係合リング部に絡み付き
難くすることができる。それにより、身飾品の取り扱い性を向上させることができるとと
もに、糸などの絡み付きによって台座部及び宝石の揺動運度が阻害されることも防止でき
る。
【００３６】
　更に、台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部を保護部材で被覆して外部から
見えないように又は見え難いように隠せることにより、身飾品のデザインに対する制約が
軽減されるため、デザインの自由度が拡大し、デザインのバリエーションを容易に増大さ
せることが可能となる。
【００３７】
　このような本発明の身飾品において、上述した保護部材により、フレーム側係合リング
部の全体と台座側係合リング部の全体とが保護される。これにより、連結状態にある台座
側係合リング部及びフレーム側係合リング部の全体における少なくとも正面側、背面側、
上面側、下面側、及び幅方向の外側面側を、外部に露出しないように保護部材で覆って、
安定して保護することができる。このため、連結状態の台座側係合リング部及びフレーム
側係合リング部が、別の物体に直接衝突すること等によって意図しない外力を受けること
を確実に防止し、台座部及び宝石の微小な揺動可能状態を長期に亘ってより安定して維持
することができる。
【００３８】
　また本発明の身飾品においては、台座側係合リング部における連結部分以外の少なくと
も一部が露出するようにして、保護部材でフレーム側係合リング部及び台座側係合リング
部を保護することも可能である。これによっても、台座部及び宝石の微小な揺動可能状態
を長期に亘って安定して維持することができる。
【００３９】
　このような本発明の身飾品において、保護部材は、台座側係合リング部及びフレーム側
係合リング部の正面側に配されてこれらを保護するフロントパーツ（第１パーツ）と、台
座側係合リング部及びフレーム側係合リング部の背面側に配されてこれらを保護するとと
もにフロントパーツに固定されるリアパーツ（第２パーツ）とを有する。
【００４０】
　このようなフロントパーツとリアパーツとを有する保護部材を用いることにより、保護
部材を簡単な構造で形成できる。また、台座部に配される左右の台座側係合リング部を、
フレーム部に配される左右のフレーム側係合リング部にそれぞれ連結してから、これらの
リング部を保護するようにしてフロントパーツとリアパーツとを相互に固定して保護部材
を形成することができる。これにより、台座部及び宝石が揺動可能に配され、且つ、台座
側係合リング部及びフレーム側係合リング部が保護部材で保護される身飾品を容易に且つ
安定して製造することができる。
【００４１】
　この場合、フロントパーツとリアパーツとは表裏対称的な形状を有することにより、フ
ロントパーツ及びリアパーツとして、同じ形状及び同じ材質を有するパーツ（部品）を用
いることができる。それにより、保護部材のフロントパーツ及びリアパーツを安価に作製
することができる。また、保護部材を身飾品に取り付ける（組み付ける）際に、フロント
パーツとリアパーツとを取り間違えることが生じないため、保護部材の取り付け作業が煩
雑化することを防いで、取り付け作業を効率的に行うことが可能となる。なお本発明では
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、フロントパーツとリアパーツとに、互いに形状が全く異なるパーツや、互いに材質が全
く異なるパーツを使用することも可能である。
【００４２】
　また本発明の身飾品において、保護部材は、左右に配される一対の台座側係合リング部
及びフレーム側係合リング部に対し、連結された一方の台座側係合リング部及びフレーム
側係合リング部を保護するとともに、連結された他方の台座側係合リング部及びフレーム
側係合リング部を同時に保護する単一の一体的な形状を有して形成される。これにより、
保護部材を簡単な構造で形成できる。また、保護部材を、左右の台座側係合リング部及び
フレーム側係合リング部の外側に容易に且つ安定して取り付けることができ、それによっ
て、台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部が安定して保護される。
【００４３】
　更に、本発明の保護部材は、フレーム部の少なくとも一部を構成するように、具体的に
は、フレーム部のフレーム本体部を構成するように形成される。この場合、保護部材の内
面に、フレーム側係合リング部が固定される。これにより、フレーム部を簡単な構造で形
成できるとともに、フレーム部を構成する保護部材によって、連結状態にある台座側係合
リング部とフレーム側係合リング部とを確実に保護できる。なお本発明において、保護部
材はフレーム部の一部として形成されず、フレーム部が、フレーム本体部とフレーム側係
合リング部とを有する部材として保護部材とは別に形成されていても良い。
【００４４】
　また、本発明の保護部材は、中空形状を有する。これにより、保護部材の内側に、連結
状態の台座側係合リング部とフレーム側係合リング部とを安定して収容して保護できる。
また、中空形状の保護部材は、例えば金属製の薄板材にプレス加工等を行うことによって
安定して形成可能であるとともに、例えば内部が埋められている中実の保護部材に比べて
原料コストを低く抑えることができる。
【００４５】
　次に、本発明の別の形態に係る身飾品は、宝石を固定保持する台座部と、その台座部を
揺動可能に支持するフレーム部とを有する。台座部は、宝石を挟むようにして相対する反
対側の位置に配されるとともに少なくとも一部が円弧状（好ましく環状）に形成される左
右一対の台座側係合リング部を備える。フレーム部は、少なくとも一部が円弧状（好まし
く環状）に形成されるとともに台座側係合リング部がそれぞれ連結される左右一対のフレ
ーム側係合リング部を備える。
【００４６】
　本発明のフレーム部は、台座部の台座側係合リング部とフレーム部のフレーム側係合リ
ング部とがそれぞれの内周端縁部同士を接触させるように連結された状態で、少なくとも
フレーム側係合リング部と、台座側係合リング部のフレーム側係合リング部に対する連結
部分とを内部に収容して外側から保護する収容室を有する。この場合、収容室を有するフ
レーム部は、揺動する台座部と干渉しないように、台座部の揺動可能範囲を除いて、連結
状態にある台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部との外側に、これらを保護す
るように配される。
【００４７】
　このようにフレーム部が収容室を有する本発明の身飾品であれば、台座部が、フレーム
部に対し、台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部を介して揺動可能に安定して
支持される。また、少なくとも台座側係合リング部の上述した連結部分と、フレーム側係
合リング部とがフレーム部の収容室内に収容されて、外部に露出しないように保護される
。このため、台座側係合リング部とフレーム側係合リング部とが相互に連結して宝石の微
小な揺動を可能にする連結構造部分が、別の物体に直接衝突すること等によって意図しな
い外力を受けることを、シンプルな構造で防止できる。
【００４８】
　このため、身飾品の通常の使用では、台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部
における上述の連結構造部分がダメージを受けて変形することを効果的に防止して、これ
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らの形状を安定して維持できる。その結果、台座側係合リング部やフレーム側係合リング
部の変形に起因して宝石の細かな揺動運動が不能になるという不具合や、台座部がフレー
ム部から外れるという不具合が生じることを防いで、台座部及び宝石が細かく円滑に揺動
可能な状態を長期に亘って安定して維持することができる。
【００４９】
　また、台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部がフレーム部の収容室内に収容
されて保護されることにより、髪の毛や糸などを台座側係合リング部やフレーム側係合リ
ング部に絡み付き難くすることができる。それにより、身飾品の取り扱い性を向上させる
ことができるとともに、糸などの絡み付きによって台座部及び宝石の揺動運度が阻害され
ることも防止できる。
【００５０】
　更に、台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部をフレーム部の収容室内に保持
して外部から見えないように又は見え難いように隠せることにより、身飾品のデザインに
対する制約が軽減されるため、デザインの自由度が拡大し、デザインのバリエーションを
容易に増大させることが可能となる。
【００５１】
　このような本発明の身飾品において、フレーム部の収容室内にフレーム側係合リング部
及び台座側係合リング部の全体が収容されることにより、フレーム側係合リング部の全体
と台座側係合リング部の全体とがフレーム部により保護される。これによって、連結状態
にある台座側係合リング部及びフレーム側係合リング部の全体における少なくとも正面側
、背面側、上面側、下面側、及び幅方向の外側面側を、外部に露出しないように隠して安
定して保護することができる。このため、連結状態の台座側係合リング部及びフレーム側
係合リング部が、別の物体に直接衝突すること等によって意図しない外力を受けることを
確実に防止し、台座部及び宝石の微小な揺動可能状態を長期に亘ってより安定して維持す
ることができる。
【００５２】
　また本発明の身飾品においては、台座側係合リング部における連結部分以外の少なくと
も一部が露出するようにして、フレーム部の収容室内にフレーム側係合リング部及び台座
側係合リング部を収容することも可能である。これによっても、台座部及び宝石の微小な
揺動可能状態を長期に亘って安定して維持することができる。
【００５３】
　更に本発明の身飾品において、フレーム部のフレーム本体部は、台座側係合リング部及
びフレーム側係合リング部の正面を保護するフロントパーツと、台座側係合リング部及び
フレーム側係合リング部の背面を保護するとともにフロントパーツに固定されるリアパー
ツとを有する。また、これらのフロントパーツとリアパーツとは表裏対称的な形状を有す
る。更に、フレーム本体部は、収容室を形成する中空の形状を有する。
【００５４】
　このようにフレーム部のフレーム本体部がフロントパーツとリアパーツとを有すること
により、左右の台座側係合リング部を左右のフレーム側係合リング部にそれぞれ連結して
から、これらのリング部を保護するようにしてフロントパーツとリアパーツとを相互に固
定してフレーム本体部を形成できる。このため、台座側係合リング部及びフレーム側係合
リング部を簡単な構造で安定して保護できる。また、中空形状のフレーム本体部は、例え
ば金属製の薄板材にプレス加工等を行うことによって安定して形成可能であるとともに、
例えば内部が埋められている中実のフレーム本体部に比べて原料コストを低く抑えること
ができる。
【００５５】
　更に本発明のフレーム部は、台座部の一部を挿通させる挿通開口部を有する。また、フ
レーム部の挿通開口部は、台座部及び宝石の揺動を許容すると同時に、台座部及び宝石の
揺動範囲を規制する大きさを有する。これにより、台座部及び宝石が細かく円滑に揺動可
能な状態を安定して維持できる。また、フレーム部で台座部及び宝石の揺動可能範囲が規
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制されることにより、正面から見たときに綺麗に光って見える範囲で宝石を適切に揺動さ
せることができるため、揺動による装飾効果をより有効に得ることが可能となる。
【００５６】
　更に、本発明の身飾品において、フレーム部は、身飾品を正面側から見たとき、台座部
に保持された宝石の外周を取り囲み、且つ、その宝石との間に隙間を設ける形状を有する
。これにより、フレーム部（保護部材）で台座部及び宝石の周りを全体的に保護できる。
また、台座部及び宝石の外周近傍に配されたフレーム部に対して、宝石が宙に浮いた状態
に見えるとともに、台座部及び宝石が細かく揺動することにより、宝石の揺れが強調され
易くなる。その結果、台座部に保持された宝石の輝きがより美しく見え、身飾品の装飾効
果や高級感をより効果的に高めることができ、また、身飾品が、今までにない斬新なイメ
ージ（美感）を備えることも可能となる。更に、台座部及び宝石の周りにフレーム部が配
されることにより、台座部及び宝石が揺動するときに、台座部及び宝石を使用者の衣類等
に接触させ難くして、衣類等の接触によって台座部及び宝石の揺動が停止することを抑制
できる。
【００５７】
　また本発明では、身飾品が重力に従ってぶら下げられた状態において、又は、身飾品の
通常の使用において、その身飾品を側面側から見たときに、身飾品の表裏方向に関し、フ
レーム部の裏側端面は、揺動可能な宝石の裏面側先端部の位置よりも更に裏側の位置に配
されている。これにより、身飾品を身に着けたときに宝石（特に宝石の裏面側先端部）が
衣服等に直接接触することを防いで、衣類等の接触によって台座部及び宝石の揺動が停止
することをより効果的に抑制できる。このため、台座部及び宝石の揺動を長い時間で自然
に持続させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の実施例１に係るペンダントトップを示す正面図である。
【図２】ペンダントトップの背面図である。
【図３】ペンダントトップの側面図である。
【図４】ペンダントトップに配される台座部を、宝石が保持されていない状態で、宝石を
保持する背面（裏面）側から見たときの模式図である。
【図５】ペンダントトップに配されるフレーム部（保護部材）を示す断面図である。
【図６】フレーム部のフレーム側係合リング部に対して台座部の台座側係合リング部が係
合している状態を模式的に説明する説明図である。
【図７】実施例１のペンダントトップが胸元に吊り下げられている状態を模式的に示す模
式図である。
【図８】実施例１の変形例に係るペンダントトップのフレーム部（保護部材）を示す断面
図である。
【図９】実施例１の別の変形例に係るペンダントトップを示す正面図である。
【図１０】実施例１の更に別の変形例に係るペンダントトップを示す正面図である。
【図１１】本発明の実施例２に係るペンダントトップを示す正面図である。
【図１２】ペンダントトップの側面図である。
【図１３】本発明の実施例３に係るペンダントトップを示す正面図である。
【図１４】ペンダントトップの側面図である。
【図１５】ペンダントトップのフレーム部に保護部材が固定されている部分を幅方向の内
側から見たときの拡大模式図である。
【図１６】本発明の実施例４に係る指輪を示す正面図である。
【図１７】指輪に用いられる台座部を示す模式斜視図である。
【図１８】指輪の要部を模式的に示す模式図である。
【図１９】従来のペンダントトップの正面図である。
【図２０】従来のペンダントトップの側面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００５９】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、実施例を挙げて図面を参照しながら詳細に
説明する。なお、本発明は、以下で説明する各実施例に限定されるものではなく、本発明
と実質的に同一な構成を有し、かつ、同様な作用効果を奏しさえすれば、多様な変更が可
能である。
【実施例１】
【００６０】
　図１は、本実施例１に係るペンダントトップを示す正面図である。図２及び図３は、そ
のペンダントトップの背面図及び側面図である。
　なお、以下のペンダントトップに関する説明において、上下方向及び左右方向とは、ペ
ンダントトップをペンダントのチェーンに取り付けて持ち上げた状態のときの上下方向及
び左右方向を言う。また、前方及び後方とは、ペンダントが着用されたときのペンダント
トップの正面側の方向及び背面側の方向を言う。
【００６１】
　本実施例１に係るペンダントトップ１は、チェーン５等の紐状部材に取り付けられるこ
とにより、身飾品としてのペンダント（又はネックレス）が形成される。本実施例１のペ
ンダントトップ１は、宝石１０としてダイヤモンドが固定保持される台座部２０と、その
台座部２０及び宝石（ダイヤモンド）１０を支持するフレーム部３０とを有する。また、
本実施例１のフレーム部３０の一部（後述するフレーム本体部３１）は、以下に説明する
ように保護部材としても形成されている。
【００６２】
　本実施例１の台座部２０は、宝石１０が載置される台座本体部２１と、台座本体部２１
に突設され、宝石１０を固定する複数の爪部２２と、台座本体部２１の左右の側縁部（側
端部）から台座部２０の幅方向の外側に向けて延出する左右のアーム部２３と、左右のア
ーム部２３の先端部に配される左右の台座側係合リング部２４とを有する。
【００６３】
　本実施例１の台座部２０は、金、プラチナ、シルバー等の貴金属製の板材にプレス加工
（プレス打ち抜き加工）等を行うことによって、単一の部材としてその全体が一体的に形
成されている。この場合、台座部２０の材質や作製方法は特に限定されない。また、台座
本体部２１及び爪部２２の形状や、爪部２２の配設個数なども限定されるものではなく、
任意に変更することが可能である。
【００６４】
　台座本体部２１の中央部には円形の開口部２１ａが形成されており、宝石１０は、その
キューレット部を台座本体部２１の開口部２１ａから後方に突き出して台座部２０に固定
保持される。台座部２０における左右のアーム部２３は、台座本体部２１と左右の台座側
係合リング部２４とを連結する連結部分である。左右のアーム部２３は、互いに左右対称
的な形状を有し、台座本体部２１から左右方向の外側に延出するとともに前方に傾斜して
配されている。このような左右のアーム部２３は、ペンダントトップ１のデザイン等に応
じて連結長さを変更することが可能であり、また必要に応じて、左右のアーム部２３を設
けずに台座部２０を形成することも可能である。
【００６５】
　台座部２０における左右の台座側係合リング部２４は環状に形成されており、その中央
部には、円形状の中央開口部２４ａが設けられている。左右の台座側係合リング部２４は
、ペンダントトップ１の正面視において両者の間に宝石１０が配されるようにして、台座
本体部２１の左右側方の互いに対応する位置に設けられている。本実施例１において、左
右の台座側係合リング部２４は、左右のアーム部２３を介して台座本体部２１と一体に形
成されている。なお本発明において、左右の台座側係合リング部２４は、台座本体部２１
と別部材として形成されて、左右のアーム部２３を介して接続されていても良い。
【００６６】
　このような左右の環状の台座側係合リング部２４と、フレーム部３０の後述するフレー
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ム側係合リング部３２とは、互いに相手方の中央開口部を貫通するとともに内周縁部同士
を接触させるようにして相互に係合する。また、台座側係合リング部２４は、台座側係合
リング部２４の周方向に直交する断面の形状が、円形ではない異形断面形状を呈するよう
に形成されている。具体的には、本実施例１の台座側係合リング部２４は、例えば図６に
示すように、台座側係合リング部２４の内周側の先端部が尖るように、周方向に直交する
断面の形状が内周端縁に向けて次第に細くなる先細の形状を有して形成されている。
【００６７】
　これにより、台座側係合リング部２４を、フレーム部３０のフレーム側係合リング部３
２に連結したときに、台座側係合リング部２４とフレーム側係合リング部３２が互いに交
差して接触する接触部Ｏにおける台座側係合リング部２４の接触面積を小さくすることが
できる。その結果、フレーム部３０に対して台座部２０が前後方向に揺動する際に、フレ
ーム側係合リング部３２に対する台座側係合リング部２４の摩擦抵抗を小さく抑えること
ができるため、台座部２０及び宝石１０をフレーム部３０に対して細かく円滑に揺動させ
ることができる。更に、その台座部２０及び宝石１０の揺動運動を停止させずに比較的長
く続けさせて、それらの揺動時間をより長く延ばすことが可能となる。なお本発明におい
て、台座側係合リング部２４の断面形状は限定されるものではなく、台座側係合リング部
２４の断面を円形に形成することや、その他の形状に形成することも可能である。
【００６８】
　本実施例１の台座部２０は、宝石１０及び台座部２０が台座側係合リング部２４及びフ
レーム側係合リング部３２を介してフレーム部３０に支持されるときに、ダイヤモンド１
０のテーブル表面が斜め上方を向くとともに、ペンダントトップ１の側面視において、台
座側係合リング部２４とフレーム側係合リング部３２との接触部Ｏの位置が、台座部２０
及び宝石１０の全体の重心位置よりも上方に配されるように、台座部２０に対する台座側
係合リング部２４の位置及び向きが設定されている。このとき、台座部２０は、台座側係
合リング部２４の中央開口部２４ａが前後方向に向いた姿勢でフレーム部３０に支持され
る。
【００６９】
　またこの場合、ペンダントトップ１の側面視において、台座部２０は、例えばダイヤモ
ンド１０をそのテーブル表面が上下方向に平行となるように正面に向かせたときに、台座
部２０及び宝石１０の全体の重心位置が、台座側係合リング部２４とフレーム側係合リン
グ部３２との接触部Ｏの位置よりも背面側（後方）に配されるように形成される。また、
左右の台座側係合リング部２４は、ダイヤモンド１０をそのテーブル表面が上下方向に平
行となるように正面に向かせたときに、その中央開口部２４ａが斜め下方を向くように保
持される。なお本実施例１では、図３に示すように重力に方向に沿って保持されるフレー
ム部３０に対して宝石１０及び台座部２０が吊り下げられた状態において、ダイヤモンド
１０のテーブル表面が斜め上方を向いて傾斜するように台座部２０が形成されることが好
ましい。この場合、重力方向に対するダイヤモンド１０のテーブル表面の傾斜角度αが、
５°以上４５°以下の角度、好ましくは１０°以上２０°以下の角度となるように台座部
２０が形成される。
【００７０】
　本実施例１のフレーム部３０は、ペンダントトップ１の正面視において、台座部２０及
び宝石１０の周りを囲むように配されるとともに保護部材として設けられるフレーム本体
部３１と、フレーム本体部３１の内面に固定される左右のフレーム側係合リング部３２と
、フレーム本体部３１の上端部に上方に突出するように設けられ、ペンダントのチェーン
５に連結されるチェーン連結部３３（バチカンとも言う）とを有する。この場合、チェー
ン連結部３３は、レーザー等によるロウ付け（溶着）によってフレーム本体部３１に固定
されている。
【００７１】
　本実施例１のフレーム本体部３１は、ペンダントトップ１の正面視において、台座部２
０及び宝石１０の全体を外側から取り囲むとともに、台座部２０及び宝石１０が揺動して
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も接触しないように、台座部２０に保持された宝石１０から外側に離間して宝石１０とフ
レーム本体部３１との間に隙間が形成されるドーナツ状の形状を有する。この場合、フレ
ーム本体部３１は、正面側から見ても、背面側から見ても、同じドーナツ状の形状を呈す
る表裏対称的な形状を有する。
【００７２】
　更に、フレーム本体部３１は、ペンダントトップ１の側面視において、宝石１０の最も
背面側に配される裏面側先端部（すなわち、キューレット部）１１が、フレーム本体部３
１の裏面位置よりも表面側に位置するような前後方向の厚さを有する。言い換えると、フ
レーム本体部３１の裏面は、図３に示した状態において、ペンダントトップ１の表裏方向
に関して、宝石１０のキューレット部１１の位置よりも更に裏側の位置に配されている。
これにより、本実施例１のペンダントトップ１が後述するように身に着けられときに（図
７を参照）、宝石１０を、衣服等からペンダントトップ１の表面側に離れた位置に安定し
て保持することができる。このため、宝石１０の細かな揺動が衣服等への接触によって阻
害されることを効果的に防止することができる。
【００７３】
　また、本実施例１のフレーム本体部３１は、例えば図５にフレーム本体部３１の左右方
向における中央部を、左右方向に直交する面で切断したときの断面図を示すように、所定
の厚さを有して形成されている。これによって、フレーム本体部３１は、適切な強度を確
保している。また、本実施例１のフレーム本体部３１は、フレーム本体部３１内に内部空
間（収容室）３４が形成される中空の形状を有する。
【００７４】
　このフレーム本体部３１は、フレーム部３０の一部を構成する部分であるとともに、フ
レーム側係合リング部３２と台座側係合リング部２４とを外側から囲んで保護する保護部
材３１でもある。言い換えると、フレーム側係合リング部３２及び台座側係合リング部２
４を保護する保護部材３１が、台座部２０及び宝石１０を支持するフレーム本体部３１と
して形成されている。
【００７５】
　特にこの場合、フレーム本体部（保護部材）３１は、左側で相互に連結される一方のフ
レーム側係合リング部３２及び台座側係合リング部２４と、右側で相互に連結される他方
のフレーム側係合リング部３２及び台座側係合リング部２４とを同時に保護することがで
きる単一の部材として形成されている。
【００７６】
　従って、本実施例１にフレーム本体部（保護部材）３１の内部空間３４は、フレーム本
体部３１内に、左右のそれぞれのフレーム側係合リング部３２及び台座側係合リング部２
４を相互に係合させた状態で収容可能で、且つ、台座部２０及び宝石１０が揺動してもフ
レーム側係合リング部３２及び台座側係合リング部２４が干渉しない（ぶつからない）大
きさを有する。言い換えると、本実施例１にフレーム本体部（保護部材）３１の内部空間
３４が、左右一対のフレーム側係合リング部３２及び台座側係合リング部２４を相互に係
合させた状態で内部に収容する収容室３４として形成されている。
【００７７】
　また、フレーム本体部３１は、その周方向に直交する断面が全周において、前後方向に
長い略Ｃ字状を呈する一定の形状を有しており、フレーム本体部３１の内周縁部には、台
座部２０及び宝石１０に向くように開口する内周側間隙３５が形成されている。この場合
、内周側間隙３５は、リング状のフレーム本体部３１の内周縁部に、フレーム本体部３１
の周方向全体に亘って（全周に亘って）形成されている。フレーム本体部３１の内周側間
隙３５の一部は、台座部２０の左右のアーム部２３を挿通させる挿通開口部となる。また
、フレーム側係合リング部３２は、フレーム本体部３１の湾曲状の内面の一部に接した状
態で固定される。なお本発明では、例えば図８にフレーム本体部３１の変形例を示すよう
に、フレーム本体部３１ｂの内周側間隙３５ｂは、台座部２０及び宝石１０の揺動が確保
される所定の範囲のみに、台座部２０及び宝石１０に向くように開口して形成されていて
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も良い。
【００７８】
　また本実施例１において、フレーム本体部３１の内周側間隙３５は、内周側間隙３５の
前後方向における中心位置が、フレーム本体部３１の前後方向における中心位置と一致す
るように設けられているが、本発明において、内周側間隙３５は、内周側間隙３５の前後
方向における中心位置が、フレーム本体部３１の前後方向における中心位置に対して、前
方又は後方にずれて設けられていても良い。
【００７９】
　このような本実施例１のフレーム本体部（保護部材）３１では、フレーム本体部３１の
内面に固定される環状のフレーム側係合リング部３２と、そのフレーム側係合リング部３
２に連結して係合する台座側係合リング部２４とを連結した状態でフレーム本体部３１の
上記収容室３４内に配置して、これらの係合リング部３２，２４をフレーム本体部（保護
部材）３１の内側に収容することにより、連結状態にあるフレーム側係合リング部３２と
台座側係合リング部２４の少なくとも正面（前面）、背面（後面）、上面、下面、及び幅
方向の外側面を外側から覆って隠すようにして、フレーム側係合リング部３２及び台座側
係合リング部２４を全体的に保護することができる。
【００８０】
　また、フレーム本体部３１の内周側間隙３５には、台座部２０の左右のアーム部２３が
挿通され、内周側間隙３５の一部がアーム部２３の挿通開口部として形成される。この場
合、フレーム本体部３１の内周側間隙３５は、ペンダントの通常の使用において、フレー
ム部３０に対して台座部２０及び宝石１０が例えば前後方向に２０°程度の角度範囲で揺
動しても（すなわち、台座部２０及び宝石１０が、図３の状態から前方と後方とに向けて
それぞれ１０°程度の角度範囲で揺動しても）、左右のアーム部２３が干渉し難い（又は
干渉しない）大きさ（間隔）で形成されている。
【００８１】
　更に、フレーム本体部３１の内周側間隙３５は、フレーム部３０に対して台座部２０及
び宝石１０が所定の角度で適切に揺動するように台座部２０及び宝石１０の揺動範囲を規
制する大きさで形成されている。すなわち、台座部２０及び宝石１０の揺動がある程度よ
りも大きくなると、台座部２０及び宝石１０がフレーム本体部３１（後述するフロントパ
ーツ３６又はリアパーツ３７）に当接し、それによって、台座部２０及び宝石１０の揺動
範囲が規制される。これにより、台座部２０及び宝石１０の揺動範囲を、ペンダントトッ
プ１を正面から見たときに綺麗に光って見える範囲に収めることができるため、宝石１０
の揺動による装飾効果をより有効に得ることが可能となる。
【００８２】
　更に、本実施例１のドーナツ状のフレーム本体部３１は、フレーム側係合リング部３２
及び台座側係合リング部２４の正面を保護するフロントパーツ３６と、フレーム側係合リ
ング部３２及び台座側係合リング部２４の背面を保護するリアパーツ３７とを有する。こ
の場合、フレーム本体部３１のフロントパーツ３６とリアパーツ３７は表裏対称的な形状
を有する。このようなフロントパーツ３６とリアパーツ３７とは、レーザー等によるロウ
付けによって相互に固定されている。なお本発明において、フロントパーツ３６とリアパ
ーツ３７を相互に固定する手段は特に限定されない。
【００８３】
　また本実施例１において、フレーム本体部３１のフロントパーツ３６とリアパーツ３７
は、金、プラチナ、シルバー等の貴金属製の板材にプレス加工（プレス打ち抜き加工）等
を行うことによって、例えば０．５ｍｍ以下（好ましくは０．１ｍｍ以下）の厚さを有す
るように作製されている。
【００８４】
　このようにフロントパーツ３６とリアパーツ３７の２つの部品を用いて中空形状のフレ
ーム本体部３１を形成することにより、左右のフレーム側係合リング部３２に左右の台座
側係合リング部２４をそれぞれ繋ぎ合わせて係合し、その後、連結された左右のフレーム
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側係合リング部３２及び台座側係合リング部２４を包むようにしてフロントパーツ３６と
リアパーツ３７を組み合わせて固定することが可能となる。それによって、フレーム本体
部３１の組み立てを簡単に行うことができるとともに、連結された左右のフレーム側係合
リング部３２及び台座側係合リング部２４を、フレーム本体部（保護部材）３１内に、特
にフレーム本体部３１の上述した収容室３４内に、安定して収容することができる。
【００８５】
　また本実施例１では、フロントパーツ３６とリアパーツ３７とが表裏対称的な形状を有
することにより、フロントパーツ３６及びリアパーツ３７として、ドーナツ状の一定の形
状を有する同じ部品を用いることができる。それにより、フロントパーツ３６及びリアパ
ーツ３７を安価に作製することができる。また、フロントパーツ３６とリアパーツ３７と
を取り間違えることもないため、フロントパーツ３６とリアパーツ３７を組み合わせて固
定する作業の煩雑化を防いで、作業の効率化を図ることができる。
【００８６】
　なお本発明において、保護部材となるフレーム本体部３１のフロントパーツ３６及びリ
アパーツ３７の形状及び材質は、本実施例１の形状及び材質に限定されるものではなく、
例えば後述する実施例２でも説明するように、任意に変更することが可能である。
【００８７】
　本実施例１における左右のフレーム側係合リング部３２は、断面が円形を呈する金属製
の線状部材を所定の長さに切断し、更に切断した線状部材をリング状に曲げることにより
形成されている。また、台座側係合リング部２４が連結される前のフレーム側係合リング
部３２は、台座側係合リング部２４を挿入可能な間隙を有する丸カンの形状を有する。
【００８８】
　このため、フレーム側係合リング部３２に台座側係合リング部２４を連結する場合には
、フレーム本体部３１のフロントパーツ３６とリアパーツ３７とが相互に固定される前に
、先ず、丸カン状のフレーム側係合リング部３２の間隙に台座側係合リング部２４を挿入
し、フレーム側係合リング部３２を台座側係合リング部２４の中央開口部２４ａに挿通さ
せて交差させる。次に、フレーム側係合リング部３２が台座側係合リング部２４の中央開
口部２４ａに挿通している状態で、フレーム側係合リング部３２をその両端部同士を突き
合わせて前記間隙がなくなるように押圧して環状に塑性変形させる（加締める）。
【００８９】
　これによって、左右の環状の台座側係合リング部２４を、左右のフレーム側係合リング
部３２に、それぞれ容易に連結して係合させることができる。このとき、台座側係合リン
グ部２４とフレーム側係合リング部３２とは内周縁部同士を接触させるようにして繋ぎ合
わせられる。更に、本実施例１では、フレーム側係合リング部３２を上述のように塑性変
形させた後に、必要に応じて、フレーム側係合リング部３２の突き合わされた端部同士を
ロウ付けによって固定することも可能である。
【００９０】
　また、本実施例１のフレーム側係合リング部３２は、周方向に直交する断面の形状が円
形を呈するように形成されている。しかし本発明において、フレーム側係合リング部３２
の断面形状は特に限定されるものではなく、フレーム側係合リング部３２の断面形状とし
て、例えば本実施例１の台座側係合リング部２４のような先細の形状等のその他の形状を
採用することが可能である。
【００９１】
　このような本実施例１の左右のフレーム側係合リング部３２は、フレーム本体部３１の
フロントパーツ３６の内面（内壁面）における所定の位置に、フレーム側係合リング部３
２の中央開口部が左右方向を向くように、ペンダントトップ１の正面視（図１）において
上下方向に平行な姿勢でレーザー等によるロウ付けによって固定されている。左右のフレ
ーム側係合リング部３２がフレーム本体部３１のフロントパーツ３６に固定されることに
より、台座部２０と宝石１０とを、ペンダントトップ１のより正面側の位置に安定して保
持できるため、宝石１０をより目立たせることができる。
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【００９２】
　なお本発明において、フレーム側係合リング部３２をフレーム本体部３１に固定する手
段は限定されず、ロウ付け以外の固定手段を採用することが可能である。また、本実施例
１のフレーム側係合リング部３２は、上述のように上下方向に平行な姿勢でフレーム本体
部３１に固定されているが、本発明において、フレーム本体部３１に固定するフレーム側
係合リング部３２の向きや姿勢は特に限定されるものではない。本発明では、例えば図１
０に後述する変形例のペンダントトップ１ｃの正面図を示すように、フレーム側係合リン
グ部３２ｃを、上下方向に対して傾いた姿勢でフレーム本体部３１に固定することも可能
である。更に、本実施例１のフレーム側係合リング部３２は、フレーム本体部３１と別部
材で形成されるとともに、フレーム本体部３１に固定手段を用いて固定されるが、本発明
では、フレーム側係合リング部３２をフレーム本体部３１と単一の部材として一体に形成
することも可能である。
【００９３】
　更に本発明において、左右のフレーム側係合リング部３２は、フレーム本体部３１のフ
ロントパーツ３６ではなく、リアパーツ３７の内面に固定されていても良い。また、例え
ばフレーム側係合リング部３２のサイズを大きくして、フレーム側係合リング部３２をフ
ロントパーツ３６及びリアパーツ３７の両方の内面に固定することや、例えばフレーム側
係合リング部３２に固定位置調整用の突片部等を設けてフロントパーツ３６に対する固定
位置を調整することも可能である。更に、上述したようなフレーム側係合リング部３２に
台座側係合リング部２４を連結させる作業は、フレーム側係合リング部３２をフレーム本
体部３１に固定した後（フロントパーツ３６とリアパーツ３７とを固定する前）に行って
も良いし、フレーム側係合リング部３２がフレーム本体部３１に固定される前に行っても
良い。
【００９４】
　以上のようなフレーム本体部（保護部材）３１を備えるフレーム部３０と、宝石１０を
保持した台座部２０とを有する本実施例１のペンダントトップ１では、台座部２０が、フ
レーム部３０に対し、台座側係合リング部２４及びフレーム側係合リング部３２を介して
支持されている。
【００９５】
　このため、このペンダントトップ１を備えるペンダントを、例えば図７に示すように首
からぶら下げて使用者６が身に着けた場合、ペンダントトップ１を動かしたときや揺らし
たとき等に、台座部２０及び宝石１０を、フレーム部３０に吊り下げられた状態で前後方
向に小さく連続的に揺れ動かすことができる。これにより、ダイヤモンドをより美しく輝
かせることができる。この場合、台座部２０及び宝石１０は、ペンダントトップ１の側面
視において、台座側係合リング部２４とフレーム側係合リング部３２の接触部Ｏの位置を
中心に前後方向に小さく揺動する。また、台座部２０及び宝石１０が揺動する際に、上記
接触部Ｏの位置も、フレーム側係合リング部３２の内周縁に沿って前後に動くこともある
。
【００９６】
　特に本実施例１では、ペンダントトップ１の正面視において、台座部２０及び宝石１０
を、フレーム部３０に形成される円形の中央開口部の略中心部において揺動させる。この
ため、シンプルなドーナツ状の形状を有するフレーム部３０がすっきりと綺麗に見える。
更に、フレーム部３０に対して宝石１０が宙に浮いた状態に見えるとともに、台座部２０
及び宝石１０の揺動を、その周りを囲むフレーム部３０に対して引き立つように効果的に
見せることができる。これにより、台座部２０に固定された宝石１０の輝きをより美しく
見せることができるとともに、ペンダントトップ１に今までにない斬新なイメージ（美感
）を与えることができる。
【００９７】
　また、ドーナツ状のフレーム部３０によって、ペンダントの使用時に台座部２０及び宝
石１０が使用者６の着衣する衣服やマフラーなどに直接接することを防止するため、台座
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部２０及び宝石１０の揺動可能な状態が安定して確保される。特に本実施例１のフレーム
本体部３１は、上述したように、フレーム本体部３１の最も背面側に配される裏面が、宝
石１０のキューレット部１１よりも更に後方（背面側）に位置するように、表裏方向に厚
く形成されている。これにより、宝石１０のキューレット部１１は、図３に示した状態だ
けでなく、また図７に示した状態においても、フレーム本体部３１の裏面よりも更に後方
に突出することはなく、宝石１０は、使用者６が着衣した衣服やマフラーなどから、ペン
ダントトップ１の表面側に離れた位置に保持される。このため、台座部２０及び宝石１０
がフレーム本体部３１の内周側間隙３５の揺動範囲内で揺動するときに、台座部２０及び
宝石１０の微小な揺動が、衣服やマフラーなどへの接触によって阻害されることを効果的
に防止し、台座部２０及び宝石１０の揺動を安定して持続させることができる。
【００９８】
　また本実施例１では、例えば図３にしたようにフレーム本体部３１が鉛直方向に沿って
保持される場合だけでなく、例えば図７に示したようにフレーム本体部３１が使用者６の
胸元で鉛直方向に対して少し傾いて保持される場合等においても、ダイヤモンドのテーブ
ル表面が斜め上方を向くようにしてダイヤモンド１０と台座部２０がフレーム部３０に支
持される。このため、本実施例１のペンダントトップ１は、ペンダントを着用した使用者
６の胸元で、ダイヤモンド３０のテーブル表面が他人の目線に入り易いようにしてダイヤ
モンド１０をより効果的に光輝かせることができる。
【００９９】
　更に、本実施例１のペンダントトップ１では、左右のフレーム側係合リング部３２及び
台座側係合リング部２４が、小さくて繊細に形成されているために変形に対して弱い性質
を備えているものの、保護部材となるフレーム本体部３１によって、左右のフレーム側係
合リング部３２の全部と左右の台座側係合リング部２４の全部とが覆い隠されて保護され
ている（言い換えると、フレーム本体部３１の収容室３４内に左右のフレーム側係合リン
グ部３２の全部と左右の台座側係合リング部２４の全部とが収容されて保護されている）
。これにより、台座側係合リング部２４及びフレーム側係合リング部３２が外部に露出し
なくなるため、ペンダントとしての通常の使用において、台座側係合リング部２４及びフ
レーム側係合リング部３２が、別の物体に直接衝突することや偶発的に直接強く押圧され
ることを防止できる。
【０１００】
　従って、本実施例１のペンダントトップ１では、台座側係合リング部２４及びフレーム
側係合リング部３２が、外部から意図しない外力（荷重）を直接受けることがないため、
そのような外力に起因して台座側係合リング部２４及びフレーム側係合リング部３２に変
形や破損が生じることを効果的に防止できる。従って、ダイヤモンド１０が細かく円滑に
揺動できる状態を長期に亘って安定して維持できる。
【０１０１】
　更に、台座側係合リング部２４及びフレーム側係合リング部３２がフレーム本体部（保
護部材）３１によって保護されることにより、髪の毛や糸などが、台座側係合リング部２
４やフレーム側係合リング部３２に絡み付くことも防止できる。それにより、ペンダント
の取り扱い性を向上させることができるとともに、糸などの絡み付きによってダイヤモン
ド１０の微小な揺動が阻害されることも防止できる。
【０１０２】
　特に本実施例１では、台座側係合リング部２４及びフレーム側係合リング部３２がフレ
ーム本体部３１によって覆い隠されて外部から見えないため、例えばペンダントトップ１
の外観品質を損なうことなくフレーム側係合リング部３２を更に太くすることも可能とな
る。それによって、フレーム本体部３１に対するフレーム側係合リング部３２の固着強度
を高めることや、ペンダントトップ１の耐久性を高めること等が可能となる。
【０１０３】
　しかも、本実施例１では、台座側係合リング部２４及びフレーム側係合リング部３２が
保護部材３１によって覆い隠されて見えなくされているとともに、それらを覆って保護す
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る保護部材３１がフレーム部３０の貴金属製フレーム本体部３１として形成されている。
これにより、従来のペンダントトップには存在しなかったリング部保護用の部材が本実施
例１では新たに設けられているにも関わらず、ペンダントトップ１の全体の質感を向上さ
せて、外観品質を高めることができる。また、保護部材となるフレーム本体部３１が、上
述のように厚さを薄くして且つ中空の形状に形成されていることにより、フレーム本体部
３１に用いられる原材料の量を少なくして、フレーム部３０の製造コストを大幅に低減さ
せることができる。特に本実施例１の場合、例えばフレーム本体部が中実に形成される場
合に比べて、フレーム本体部３１の製造コストを半分以下に削減することが可能である。
【０１０４】
　更に、台座側係合リング部２４及びフレーム側係合リング部３２がフレーム本体部（保
護部材）３１によって覆い隠されているため、台座側係合リング部２４及びフレーム側係
合リング部３２の存在がペンダントトップ１のデザインに与える影響を小さくし、デザイ
ンの自由度を高めることが可能となる。また、フレーム本体部（保護部材）３１に様々な
デザインを採用することが可能となる。
【０１０５】
　このため、例えばフレーム本体部（保護部材）の形状を変えた変形例に係るペンダント
トップ１ａを図９に例示するように、フレーム本体部（保護部材）３１ａの形状を例えば
ハート形のような枠状の形状に形成することや、又は、ひし形のようなその他の枠状の形
状、若しくは、花や動物を模したような形状等のように実施例１とは異なる任意の形状に
形成することができる。この場合、フレーム本体部（保護部材）の大きさや厚さ、フレー
ム側係合リング部の大きさなども任意に変更することが可能である。
【０１０６】
　その結果、ペンダントトップに、例えば可愛らしい印象や洗練された印象などを付与し
て、ペンダントとしての付加価値を更に高めることも可能となる。なお、図９のペンダン
トトップ１ａにおいて、フレーム本体部（保護部材）３１ａの形状以外については、上述
の実施例１のペンダントトップ１と同様に形成されている。このため、図９や後述する別
の変形例に係る図１０において、上述の実施例１と同じ構成を有する部分又は部材は同じ
符号を用いて表されている。
【０１０７】
　なお、上述の実施例１では、上述したように、フレーム部３０の左右のフレーム側係合
リング部３２の全体と、台座部２０の左右の台座側係合リング部２４の全体とが、保護部
材となるフレーム本体部３１によって覆い隠されて保護されている。しかし、本発明では
、少なくとも、フレーム部３０の左右のフレーム側係合リング部３２の全体と、左右の台
座側係合リング部２４におけるフレーム側係合リング部３２との連結部分とがフレーム本
体部３１によって保護されていれば良い。
【０１０８】
　例えば図１０に実施例１の変形例を示すように、図１０のペンダントトップ１ｃでは、
左右の台座側係合リング部２４ｃが上述の実施例１よりも大きく形成されて、左右の台座
側係合リング部２４ｃにおけるフレーム側係合リング部３２ｃとの連結部分以外のリング
部分が一部露出している。また同時に、フレーム側係合リング部３２ｃの全体と、台座側
係合リング部２４ｃの少なくとも上記連結部分とが、フレーム本体部３１によって覆い隠
されて保護されている。
【０１０９】
　このような変形例に係るペンダントトップ１ｃであっても、意図しない外力（荷重）に
起因して台座側係合リング部２４ｃ及びフレーム側係合リング部３２ｃに変形や破損が生
じることを防止して、ダイヤモンド１０の微小な揺動可能な状態を長期に亘って安定して
維持できる。また、髪の毛や糸などが、台座側係合リング部２４ｃやフレーム側係合リン
グ部３２ｃに絡み付き難くすることができる。
【実施例２】
【０１１０】
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　図１１は、本実施例２に係るペンダントトップを示す正面図である。図１２は、そのペ
ンダントトップの側面図である。
　本実施例２に係るペンダントトップ２は、宝石（ダイヤモンド）１０が固定保持される
台座部２０と、その台座部２０及び宝石（ダイヤモンド）１０を支持するとともに保護部
材として形成されるフレーム部４０とを有する。
【０１１１】
　なお、本実施例２のペンダントトップ２は、例えば前述の実施例１のペンダントトップ
１に対して、フレーム部４０の形態が異なるものの、台座部２０及び宝石１０は、前述の
実施例１のペンダントトップ１の場合と同様に形成されている。従って、本実施例２に関
する説明及び図面において、更には後述する実施例３及び実施例４に関する説明及び図面
において、前述の実施例１のペンダントトップ１と実質的に同じ構成を有する部分又は部
材については同じ符号を用いて表すことによって、その詳しい説明を省略することとする
。
【０１１２】
　本実施例２のフレーム部４０は、ペンダントトップ２の正面視において、台座部２０及
び宝石１０の周りを囲むように配されるとともに保護部材として設けられるフレーム本体
部４１と、フレーム本体部４１の内面に固定される左右のフレーム側係合リング部４２と
、フレーム本体部４１の上端部に上方に突出するように設けられるチェーン連結部４３と
を有する。
【０１１３】
　この場合、チェーン連結部４３は、フレーム本体部４１（特にフレーム本体部４１のリ
アパーツ４７）に図示しない小さな取付穴を形成するとともに、その取付穴にチェーン連
結部４３の図示しない留め具を挿入して固定することによって、フレーム本体部４１に取
り付けられている。なお本発明において、チェーン連結部４３をフレーム本体部４１に取
り付ける方法や手段は特に限定されない。
【０１１４】
　本実施例２のフレーム本体部４１は、ペンダントトップ２の正面視において、台座部２
０及び宝石１０の全体を外側から取り囲むとともに、台座部２０及び宝石１０が揺動して
も接触しないように、台座部２０及び宝石１０から外側に離間して、宝石１０とフレーム
本体部４１との間に隙間が形成されるようなドーナツ状の形状を有する。
【０１１５】
　このフレーム本体部４１は、フレーム側係合リング部４２及び台座側係合リング部２４
の正面を保護するフロントパーツ４６と、フレーム側係合リング部４２及び台座側係合リ
ング部２４の背面を保護するリアパーツ４７とを有する。この場合、フレーム本体部４１
のフロントパーツ４６は、前述の実施例１に用いられるフレーム本体部３１のフロントパ
ーツ３６と略同様の形状を有するとともに、当該フロントパーツ３６よりも大きさを全体
的に小さくして形成されている。また、左右のフレーム側係合リング部４２は、前述の実
施例１に用いられるフレーム側係合リング部３２よりもサイズが小さなリング状に形成さ
れている。
【０１１６】
　本実施例２のリアパーツ４７は、フロントパーツ４６に対して前述の実施例１のような
表裏対称的な形状を有してなく、ドーナツ状の形状を有するセラミックス製の部材により
形成されている。このため、本実施例２のリアパーツ４７の正面視における中央部分には
、表裏方向に貫通する円形の中央開口部が設けられている。
【０１１７】
　この場合、フレーム本体部４１の正面視において、リアパーツ４７の内径の大きさ（リ
アパーツ４７の中央開口部の直径の大きさ）は、フロントパーツ４６の外径の大きさより
も小さく設定され、且つ、台座側係合リング部２４及びフレーム側係合リング部４２の背
面側を保護できる大きさに設定される。このようなリアパーツ４７は、レーザー等による
ロウ付け又はその他の固着手段によって、フロントパーツ４６に固定される。
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【０１１８】
　なお本発明において、フロントパーツ４６及びリアパーツ４７の形状は任意に変更する
ことが可能である。例えば本実施例２では、リアパーツ４７の変形例として、円形の中央
開口部が設けられていないセラミックス製の部材を用いることも可能である。この場合、
変形例に係るリアパーツには、リアパーツの背面側端部の位置で、且つ、前後に揺動する
台座部２０及び宝石１０と干渉しない位置に、中央開口部を閉じるように配される後壁部
が一体的に形成されている。
【０１１９】
　本実施例２のフレーム本体部４１は、フロントパーツ４６とリアパーツ４７との間に、
左右のそれぞれのフレーム側係合リング部４２及び台座側係合リング部２４を相互に係合
させた状態で収容可能な内部空間が形成される中空の形状を有する。従って、このフレー
ム本体部４１は、フレーム部４０の一部を構成する部分であるとともに、フレーム側係合
リング部４２と台座側係合リング部２４とを外側から囲んで保護する保護部材でもある。
言い換えると、本実施例２では、前述の実施例１の場合と同様に、フレーム本体部（保護
部材）４１の内部空間が、フレーム側係合リング部４２及び台座側係合リング部２４を相
互に係合させた状態で内部に収容する収容室として形成されている。
【０１２０】
　このような本実施例２のフレーム本体部（保護部材）４１では、フレーム本体部４１の
内面に固定される環状のフレーム側係合リング部４２と、そのフレーム側係合リング部４
２に連結して係合する台座側係合リング部２４とを連結した状態でフレーム本体部４１の
上記収容室内に配置して、これらの係合リング部４２，２４をフレーム本体部（保護部材
）４１の内側に収容することにより、連結状態にあるフレーム側係合リング部４２と台座
側係合リング部２４の少なくとも正面（前面）、背面（後面）、上面、下面、及び幅方向
の外側面を外側から覆って隠すようにして、フレーム側係合リング部４２及び台座側係合
リング部２４を全体的に保護することができる。
【０１２１】
　すなわち、本実施例２のフレーム本体部（保護部材）４１では、連結状態にあるフレー
ム側係合リング部４２と台座側係合リング部２４とを、連結した状態でフレーム本体部４
１の上記収容室内に収容するため、フレーム本体部４１によって、これらの係合リング部
４２，２４を、少なくとも正面（前面）側、背面（後面）側、上面側、下面側、及び幅方
向の外側面側から覆うようにして保護することができる。更に、フレーム本体部４１の内
周縁部には、台座部２０の左右のアーム部２３を挿通させる内周側間隙（挿通開口部）が
、フロントパーツ４６とリアパーツ４７との間に形成されている。
【０１２２】
　本実施例２の左右のフレーム側係合リング部４２は、前述の実施例１の場合と同様に形
成されており、且つ、フレーム本体部４１のフロントパーツ４６の内面における所定の位
置に、レーザー等によるロウ付けによって固定されている。
【０１２３】
　以上のような本実施例２のペンダントトップ２では、保護部材となるフレーム本体部４
１の形状及び材質が前述の実施例１のペンダントトップ１と異なるものの、ダイヤモンド
１０が細かく円滑に揺動できる状態を長期に亘って安定して維持できるとともに、糸など
の絡み付きによってダイヤモンドの細かな揺動が阻害されることを防止できるといった前
述の実施例１の場合と同様の効果が得られる。
【実施例３】
【０１２４】
　図１３は、本実施例３に係るペンダントトップを示す正面図である。図１４は、そのペ
ンダントトップの側面図である。図１５は、そのペンダントトップのフレーム部に保護部
材が固定された状態を拡大して示す拡大図である。
【０１２５】
　本実施例３に係るペンダントトップ３は、宝石（ダイヤモンド）１０が固定保持される
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台座部２０と、その台座部２０及び宝石（ダイヤモンド）１０を支持するフレーム部５０
とを有する。本実施例３のフレーム部５０は、ペンダントトップ３の正面視において、正
面視にて逆Ｖ字状を呈するフレーム本体部５１と、フレーム本体部５１の左右下端部の裏
面に設けられる左右のフレーム側係合リング部５２と、フレーム本体部５１の左右の下端
部の背面側にそれぞれ固定される左右一対の保護部材６０とを有する。
【０１２６】
　すなわち、本実施例３では、フレーム本体部５１と保護部材６０とが別々に形成されて
おり、保護部材６０自体が、台座部２０及び宝石１０を支持する部材として直接形成され
ていない（機能していない）。一方、台座部２０及び宝石１０は、前述の実施例１のペン
ダントトップ１の場合と同様に形成されている。
【０１２７】
　本実施例３のフレーム部５０において、フレーム本体部５１の上端部には、ペンダント
のチェーン５を連結させるためのチェーン連結孔部５３が、左右方向に沿って貫通するよ
うに設けられている。また、フレーム本体部５１の左右の下端部は、ペンダントトップ３
の正面視において、台座部２０及び宝石１０の下端位置よりも更に下方に延びて形成され
ている。このようにフレーム本体部５１の左右の下端部を形成することによって、本実施
例３のペンダントトップ３が身に着けられときに、使用者が着衣している衣服等を、ペン
ダントトップ３の下方側から宝石１０及び台座部２０に接触させ難くすることができる。
【０１２８】
　本実施例３のフレーム本体部５１において、左右の下端部の背面（裏面）には、フレー
ム側係合リング部５２を収容する左右のリング収容部５４が設けられている。このリング
収容部５４は、フレーム本体部５１の表裏方向の厚さを部分的に薄くして形成されている
。左右のリング収容部５４の背面には、それぞれフレーム側係合リング部５２が一体的に
形成されている。なお本実施例３において、フレーム側係合リング部５２は、フレーム本
体部５１とは別に形成してから、フレーム本体部５１の所定の位置にロウ付け等により固
定されていても良い。
【０１２９】
　本実施例３の左右の保護部材６０は、互いに別体として形成されている。また、左右の
保護部材６０は、フレーム本体部５１の左右の下端部に、連結状態にあるフレーム側係合
リング部５２及び台座側係合リング部２４を外側から覆うようにして、ロウ付け等により
固定されている。この場合、各保護部材６０は、フレーム側係合リング部５２及び台座側
係合リング部２４の背面側を覆う後壁部６１と、フレーム側係合リング部５２及び台座側
係合リング部２４の左右方向における外側側方を覆う外側側壁部６２と、フレーム側係合
リング部５２及び台座側係合リング部２４の下方を覆う底壁部６３とを有する。更に、フ
レーム部５０の左右の下端部の内側面部には、台座部２０の左右のアーム部２３を挿通さ
せる内周側間隙（挿通開口部）が、フレーム本体部５１の左右の下端部と保護部材６０と
の間に設けられている。
【０１３０】
　このような本実施例３のペンダントトップ３によれば、連結状態にあるフレーム側係合
リング部５２及び台座側係合リング部２４の正面側と上面側とが、フレーム本体部５１に
よって覆い隠されて保護されるとともに、連結状態にあるフレーム側係合リング部５２及
び台座側係合リング部２４の背面側、外側面側、及び下面側が、保護部材６０によって覆
い隠されて保護される。言い換えると、本実施例３では、フレーム部５０において、フレ
ーム本体部５１の左右の下端部と保護部材６０とに挟まれるようにして形成される内部空
間が、フレーム側係合リング部５２及び台座側係合リング部２４を相互に係合させた状態
で内部に収容して保護する収容室として形成されている。
【０１３１】
　これにより、本実施例３のペンダントトップ３では、ペンダントとしての通常の使用に
おいて、ダイヤモンド１０が細かく円滑に揺動できる状態を長期に亘って安定して維持で
きるとともに、糸などの絡み付きによってダイヤモンド１０の細かな揺動が阻害されるこ
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とを防止できるといった前述の実施例１の場合と同様の効果が得られる。
【０１３２】
　また本実施例３のフレーム本体部５１及び左右の保護部材６０は、ペンダントトップ３
の側面視において、宝石１０のキューレット部１１が、フレーム本体部５１の裏面位置及
び保護部材６０の裏面位置よりも表面側に位置するように形成されている。言い換えると
、フレーム本体部５１の裏面及び左右の保護部材６０の裏面は、図１４に示した状態にお
いて、ペンダントトップ３の表裏方向に関して、宝石１０のキューレット部１１の位置よ
りも更に裏側の位置に配されている。これにより、本実施例３のペンダントトップ３が身
に着けられときに、宝石１０を、使用者が着衣した衣服やマフラーなどに接触させ難くす
ることができるため、台座部２０及び宝石１０の微小な揺動が、衣服やマフラーなどによ
って阻害されることを防止できる。
【実施例４】
【０１３３】
　図１６は、本実施例４に係る指輪を示す正面図である。図１７は、指輪に用いられる台
座部を示す模式斜視図である。図１８は、指輪の要部を模式的に示す模式図である。
【０１３４】
　なお、以下の指輪に関する説明において、上下方向とは、指輪に指を挿入する方向を言
い、上下方向は、図１６における紙面の上下方向である。左右方向とは、指輪に指を挿入
する方向に対して直交するとともに、宝石を中央にして指輪を見たときに後述するフレー
ム部から指輪の指輪本体部が延出する方向を言う。左右方向は、図１６における紙面の左
右方向である。前後方向とは、上述の上下方向と左右方向とに直交する方向を言う。前後
方向は、図１６における紙面の表裏方向であり、特に、宝石が見える側の方向を前方とし
、その反対側を後方とする。
【０１３５】
　本実施例４に係る指輪４は、環状の指輪本体部４ａと、宝石１０としてダイヤモンドが
固定保持される台座部９０と、指輪本体部４ａに一体的に形成されるとともに台座部９０
及び宝石１０を支持するフレーム部１００とを有する。この場合、フレーム部１００の一
部は、後述するように保護部材１０３となる。
【０１３６】
　本実施例４の台座部９０は、図１７に示すように、宝石１０が載置される台座本体部９
１と、台座本体部９１に突設され、宝石１０を固定する複数の爪部９２と、台座本体部９
１の左右の側縁部から台座部９０の幅方向の外側に向けて延出する左右のアーム部９３と
、左右のアーム部９３の先端部に配される左右の台座側係合リング部９４とを有する。左
右のアーム部９３は、台座本体部９１から左右方向の外側に延出するとともに、台座側係
合リング部９４が台座本体部９１に対して直交する姿勢で配されるようにねじれた形状を
有する。左右の台座側係合リング部９４の中央部には、円形状の中央開口部９４ａが形成
されている。
【０１３７】
　この台座部９０は、台座側係合リング部９４及び後述するフレーム側係合リング部１０
２を介してフレーム部１００に支持されるときに、固定保持する宝石（ダイヤモンド）１
０のテーブル表面が前方を向く（図１６で紙面手前側を向く）とともに、台座側係合リン
グ部９４の中央開口部９４ａが上下方向に向くように形成されている。
【０１３８】
　本実施例４のフレーム部１００は、フレーム本体部１０１と、フレーム本体部１０１の
内周壁面に固定される左右のフレーム側係合リング部１０２と、フレーム本体部１０１と
一体に形成されるとともにフレーム本体部１０１の上端部から内側に向けて延出する環状
の保護部材１０３とを有する。
【０１３９】
　フレーム本体部１０１は、台座部９０及び宝石１０を収容する収容領域（空間）を内側
に備えるお椀状の形態に形成されており、宝石１０のキューレットに対向するように配さ
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れる底面部１０１ａと、底面部１０１ａの外周縁部から立ち上がるように配される内周壁
面部１０１ｂとを有する、このフレーム本体部１０１の内周壁面部１０１ｂと底面部１０
１ａとは、宝石１０との間に隙間を形成するように台座部９０及び宝石１０から離れて配
されている。
【０１４０】
　左右のフレーム側係合リング部１０２は、円形状の中央開口部を有する。各フレーム側
係合リング部１０２は、前後方向に対して略４５°の傾斜角度で傾斜して、中央開口部が
斜めに傾いた方向に向くような姿勢で、フレーム本体部１０１と保護部材１０３との境界
部分又はその近傍に固定されている。この場合、フレーム側係合リング部１０２は、フレ
ーム本体部１０１及び保護部材１０３の少なくとも一方に固定されていれば良いが、フレ
ーム本体部１０１と保護部材１０３の両方に固定されることにより、フレーム側係合リン
グ部１０２の固定強度を高めることができる。
【０１４１】
　なお本発明において、フレーム側係合リング部１０２の向きや姿勢、フレーム側係合リ
ング部１０２のフレーム本体部１０１に対する固定手段は特に限定されず、例えばフレー
ム側係合リング部１０２を、前後方向と平行な姿勢でフレーム本体部１０１又は保護部材
１０３に固定することも可能である。
【０１４２】
　保護部材１０３は、フレーム本体部１０１の上端部から、中心部に向けて内側に延びる
とともに、フレーム本体部１０１の点面部に向けて下り傾斜して延びるように配されてい
る。この保護部材１０３と、フレーム本体部１０１の内周壁面部１０１ｂ及び底面部１０
１ａとの間には、左右のフレーム側係合リング部１０２及び台座側係合リング部９４を相
互に係合させた状態で収容する収容室（内部空間）１０４が設けられている。
【０１４３】
　このような本実施例４の指輪４によれば、相互に連結状態にあるフレーム側係合リング
部１０２と台座側係合リング部９４の正面側、背面側、上面側、下面側、及び幅方向の外
側面側が、保護部材１０３とお椀状のフレーム本体部１０１とにより覆い隠されて、フレ
ーム側係合リング部１０２の全体と台座側係合リング部９４の全体が保護される。すなわ
ち、本実施例４のフレーム側係合リング部１０２と台座側係合リング部９４とは、図１６
に示したような指輪４の正面視において、保護部材１０３の裏側に隠れて見えなくなると
ともに、外部から意図しない外力（荷重）を直接受けることも防止できる。
【０１４４】
　従って、本実施例４の指輪４では、指輪４としての通常の使用において、ダイヤモンド
１０が細かく円滑に揺動できる状態を長期に亘って安定して維持でき、また、糸などの絡
み付きによってダイヤモンド１０の細かな揺動が阻害されることも防止できる。その結果
、宝石の輝きがより美しく見え、指輪４の装飾効果や高級感をより効果的に高めることが
できる。
【０１４５】
　なお、本発明では、少なくともフレーム部１００の左右のフレーム側係合リング部１０
２の全体と、左右の台座側係合リング部９４におけるフレーム側係合リング部１０２との
連結部分とが、保護部材１０３とフレーム本体部１０１とにより保護されていれば良く、
例えば台座側係合リング部９４におけるフレーム側係合リング部１０２との連結部分以外
のリング部分を一部露出させて指輪を製造することも可能である。
【０１４６】
　また、前述の実施例１～実施例３では、身飾品が、ペンダントトップ１，２，３を有す
るペンダントである場合について説明し、前述の実施例４では、身飾品が指輪である場合
について説明した。しかし、本発明は、台座部に固定保持された宝石をフレーム部に対し
て揺動可能に支持するものであれば、ペンダントや指輪だけでなく、ピアス、イヤリング
、ブローチ、ネクタイ止め等のその他の身飾品にも同様に適用することができる。
【０１４７】
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　また、前述の実施例１～実施例４では、フレーム側係合リング部と台座側係合リング部
とが全体的にリング形状を有する場合ついて説明している。しかし本発明において、フレ
ーム側係合リング部及び台座側係合リング部は、これらが連結されたときに互いに接触す
る一部の部分が円弧状（リング状）の形状を有し、且つ、それ以外の部分が非円弧状の形
状に有するように形成されていても良い。
【０１４８】
　更に、前述の実施例１～実施例４では、１つのフレーム部に対して１つの宝石及び台座
部が対応して配される場合について説明している。しかし本発明は、１つのフレーム部に
対して、複数の宝石及び台座部が配される身飾品にも同様に適用することができる。
【符号の説明】
【０１４９】
　　１，１ａ，１ｃ　　ペンダントトップ
　　２，３　　　　　　ペンダントトップ
　　４　　　　　　　　指輪
　　４ａ　　　　　　　指輪本体部
　　５　　　　　　　　チェーン
　　６　　　　　　　　使用者
　１０　　　　　　　　宝石（ダイヤモンド）
　１１　　　　　　　　裏面側先端部（キューレット部）
　２０　　　　　　　　台座部
　２１　　　　　　　　台座本体部
　２１ａ　　　　　　　開口部
　２２　　　　　　　　爪部
　２３　　　　　　　　アーム部
　２４，２４ｃ　　　　台座側係合リング部
　２４ａ　　　　　　　中央開口部
　３０　　　　　　　　フレーム部
　３１，３１ａ　　　　フレーム本体部（保護部材）
　３１ｂ　　　　　　　フレーム本体部
　３２，３２ｃ　　　　フレーム側係合リング部
　３３　　　　　　　　チェーン連結部
　３４　　　　　　　　内部空間（収容室）
　３５，３５ｂ　　　　内周側間隙
　３６　　　　　　　　フロントパーツ
　３７　　　　　　　　リアパーツ
　４０　　　　　　　　フレーム部
　４１　　　　　　　　フレーム本体部（保護部材）
　４２　　　　　　　　フレーム側係合リング部
　４３　　　　　　　　チェーン連結部
　４６　　　　　　　　フロントパーツ
　４７　　　　　　　　リアパーツ
　５０　　　　　　　　フレーム部
　５１　　　　　　　　フレーム本体部
　５２　　　　　　　　フレーム側係合リング部
　５３　　　　　　　　チェーン連結孔部
　５４　　　　　　　　リング収容部
　６０　　　　　　　　保護部材
　６１　　　　　　　　後壁部
　６２　　　　　　　　外側側壁部
　６３　　　　　　　　底壁部
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　９０　　　　　　　　台座部
　９１　　　　　　　　台座本体部
　９２　　　　　　　　爪部
　９３　　　　　　　　アーム部
　９４　　　　　　　　台座側係合リング部
　９４ａ　　　　　　　中央開口部
１００　　　　　　　　フレーム部
１０１　　　　　　　　フレーム本体部
１０１ａ　　　　　　　底面部
１０１ｂ　　　　　　　内周壁面部
１０２　　　　　　　　フレーム側係合リング部
１０３　　　　　　　　保護部材
１０４　　　　　　　　収容室（内部空間）
　　Ｏ　　　　　　　　接触部
　　α　　　　　　　　傾斜角度
【要約】　　　（修正有）
【課題】台座部に保持される宝石が細かく揺動可能な状態を長期に亘って安定して維持す
ることが可能な身飾品を提供する。
【解決手段】この身飾品は、左右一対の台座側係合リング部24を備えるとともに宝石10を
固定保持する台座部20と、台座側係合リング部24に連結される左右一対のフレーム側係合
リング部32を備えるとともに台座部20を支持するフレーム部30とを備え、台座部20及び宝
石10がフレーム部30に対して揺動可能に支持される身飾品において、少なくともフレーム
側係合リング部32と、台座側係合リング部24のフレーム側係合リング部32に対する連結部
分とを外側から保護する保護部材31を有することを特徴とする。
【選択図】図１
【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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