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(57)【要約】
【課題】装飾部材が文字板の表側の面から突出するのを
抑制することができる文字板組立体および時計を提供す
ること。
【解決手段】文字板組立体４は、時針１０１および分針
１０２を回転可能に支持するムーブメント９とともに、
腕時計１内に収納されるものである。この文字板組立体
４は、板状の文字板６と、文字板６の表側から視認され
る装飾部材７と、装飾部材７を文字板６に対して支持す
る支持部材８とを有する少なくとも１つの装飾用構造体
７０とを備えている。また、文字板６は、文字板６の厚
さ方向に貫通する貫通孔で構成され、装飾用構造体７０
を固定する固定部６４を有している。そして、装飾用構
造体７０は、装飾部材７と支持部材８とを組み立てた状
態で、文字板６の裏側から固定部６４に挿入され、固定
される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時針および分針を回転可能に支持するムーブメントとともに、時計のケース内に収納さ
れる文字板組立体であって、
　板状の文字板と、
　前記文字板の表側から視認される装飾部材と、該装飾部材を前記文字板に対して支持す
る支持部材とを有する少なくとも１つの装飾用構造体とを備え、
　前記文字板は、該文字板の厚さ方向に貫通する貫通孔で構成され、前記装飾用構造体を
固定する固定部を有し、
　前記装飾用構造体は、前記装飾部材と前記支持部材とを組み立てた状態で、前記文字板
の裏側から前記固定部に挿入され、固定されることを特徴とする文字板組立体。
【請求項２】
　前記装飾用構造体は、一部分が前記文字板の表側の面から突出しており、前記一部分よ
りも表側を前記時針および前記分針のうちの少なくとも前記分針が通過する請求項１に記
載の文字板組立体。
【請求項３】
　前記支持部材は、ブロック体で構成されており、側面に突出し、前記固定部の縁部に係
合して、該固定部に対する挿入深さを規制する突出部が形成されている請求項１または２
に記載の文字板組立体。
【請求項４】
　前記支持部材は、ブロック体で構成されており、表側の面に前記装飾部材が収納される
凹部が形成されたものである請求項１ないし３のいずれかに記載の文字板組立体。
【請求項５】
　前記支持部材の表側の面には、前記凹部と異なる位置に複数の爪部が突出形成されてお
り、
　前記各爪部は、それぞれ、前記凹部に前記装飾部材が収納された状態で、折り曲げられ
て前記装飾部材に係合する請求項４に記載の文字板組立体。
【請求項６】
　前記装飾部材は、宝石である請求項１ないし５のいずれかに記載の文字板組立体。
【請求項７】
　前記装飾用構造体は、前記文字板上で、時刻を表す１～１２の数字のうちの少なくとも
１つの数字に対応するものである請求項１ないし６のいずれかに記載の文字板組立体。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の文字板組立体と、
　時針および分針を回転可能に支持するムーブメントと、
　前記文字板組立体と前記ムーブメントとが収納されるケースとを備えることを特徴とす
る時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字板組立体および時計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の腕時計には、文字板と、文字板の表側の面に複数個配置され、時刻を表す１～１
２の数字にそれぞれ相当する板片状の表示部材とを有するものが知られている（例えば、
特許文献１参照）。この特許文献１に記載の時計では、表示部材の裏側の面には、棒状の
脚部が一体的に突出形成されている。一方、文字板には、各表示部材がそれぞれ配置され
る位置に、脚部が挿入される取付孔が形成されている。そして、各表示部材は、それぞれ
、脚部が文字板の表側から取付孔に挿入され、その挿入状態の脚部を文字板の裏側からか
しめることにより、固定されている。このような固定方法では、各表示部材がその厚さ分
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だけ文字板の表側の面に突出した状態となる。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載の時計では、表示部材の厚さ、すなわち、表示部材の
文字板の表側の面からの突出量によっては、当該表示部材が時針や分針と干渉するおそれ
があり、それを防止するのに、時針や分針を極端に短くする必要があった。そして、時針
や分針を極端に短くした場合、その時計は、見栄えが良くないものとなってしまっていた
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２７５３６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、装飾部材が文字板の表側の面から突出するのを抑制することができる
文字板組立体、および、かかる文字板組立体を備える時計を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような目的は、下記の本発明により達成される。
　本発明の文字板組立体は、時針および分針を回転可能に支持するムーブメントとともに
、時計のケース内に収納される文字板組立体であって、
　板状の文字板と、
　前記文字板の表側から視認される装飾部材と、該装飾部材を前記文字板に対して支持す
る支持部材とを有する少なくとも１つの装飾用構造体とを備え、
　前記文字板は、該文字板の厚さ方向に貫通する貫通孔で構成され、前記装飾用構造体を
固定する固定部を有し、
　前記装飾用構造体は、前記装飾部材と前記支持部材とを組み立てた状態で、前記文字板
の裏側から前記固定部に挿入され、固定されることを特徴とする。
　これにより、裏側から装飾用構造体を挿入することができ、表側から装飾用構造体を挿
入する場合に比べ、文字板の全厚さ分、装飾用構造体の全厚さ（高さ）のうちの、装飾部
材が文字板の表側の面から突出するのをできる限り抑制することができる。
【０００７】
　本発明の文字板組立体では、前記装飾用構造体は、一部分が前記文字板の表側の面から
突出しており、前記一部分よりも表側を前記時針および前記分針のうちの少なくとも前記
分針が通過することが好ましい。
　これにより、少なくとも分針が回転する際に、当該分針は、装飾用構造体の装飾部材と
干渉するのが防止され、よって、装飾部材よりも表側を通過することができる。また、分
針を短くする必要がなくなり、よって、時計の見栄えが悪くなるのを防止することができ
る。
【０００８】
　本発明の文字板組立体では、前記支持部材は、ブロック体で構成されており、側面に突
出し、前記固定部の縁部に係合して、該固定部に対する挿入深さを規制する突出部が形成
されていることが好ましい。
　これにより、支持部材の固定部に対する挿入深さが確実に規制され、よって、支持部材
の挿入が過剰であったり、支持部材の挿入が不十分であったりするのを確実に防止するこ
とができる、すなわち、過不足なく支持部材を固定部に挿入することができる。
【０００９】
　本発明の文字板組立体では、前記支持部材は、ブロック体で構成されており、表側の面
に前記装飾部材が収納される凹部が形成されたものであることが好ましい。
　これにより、装飾部材を確実に固定することができる。また、装飾部材の特に露出させ
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たい部分、すなわち、装飾部材の凹部に収納されている部分以外の部分を確実に露出させ
ることができ、当該部分を確実に表側から見せることができる。
【００１０】
　本発明の文字板組立体では、前記支持部材の表側の面には、前記凹部と異なる位置に複
数の爪部が突出形成されており、
　前記各爪部は、それぞれ、前記凹部に前記装飾部材が収納された状態で、折り曲げられ
て前記装飾部材に係合することが好ましい。
　これにより、折り曲げられた各爪部は、それぞれ、塑性変形して、その折り曲げ状態が
維持される。そして、折り曲げられた各爪部は、それぞれ、凹部に収納された装飾部材の
うちの露出した部分に係合することができる。このような係合により、装飾部材が支持部
材に確実に支持、固定されることとなり、よって、支持部材から不本意に離脱するのを確
実に防止することができる。
【００１１】
　本発明の文字板組立体では、前記装飾部材は、宝石であることが好ましい。
　これにより、装飾部材を宝石のうちの例えばダイヤモンドで構成することができる。そ
して、ダイヤモンドで構成された装飾部材を有する時計は、審美性が向上するとともに、
高級品となる（時計が腕時計の場合、いわゆる「高級腕時計」となる）。
　本発明の文字板組立体では、前記装飾用構造体は、前記文字板上で、時刻を表す１～１
２の数字のうちの少なくとも１つの数字に対応するものであることが好ましい。
　これにより、固定部に固定された装飾用構造体を時針、分針がそれぞれ指し示すことが
できる。そして、時針、分針がそれぞれ指し示す位置によって、時刻を確認することがで
きる。
【００１２】
　本発明の時計は、本発明の文字板組立体と、
　時針および分針を回転可能に支持するムーブメントと、
　前記文字板組立体と前記ムーブメントとが収納されるケースとを備えることを特徴とす
る。
　これにより、裏側から装飾用構造体を挿入することができ、表側から装飾用構造体を挿
入する場合に比べ、文字板の全厚さ分、装飾用構造体の全厚さ（高さ）のうちの、装飾部
材が文字板の表側の面から突出するのをできる限り抑制することができる時計を得る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の文字板組立体を備える本発明の時計を腕時計に適用した場合の実施形態
を示す斜視図である。
【図２】図１中のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図１中の文字板組立体を矢印Ｂ方向から見た図（平面図）である。
【図４】図１に示す時計における装飾用構造体の斜視図である。
【図５】本発明の文字板組立体の組立工程を順に示す断面図である。
【図６】本発明の文字板組立体の組立工程を順に示す断面図である。
【図７】本発明の文字板組立体の組立工程を順に示す断面図である。
【図８】本発明の文字板組立体の組立工程を順に示す断面図である。
【図９】本発明の文字板組立体の組立工程を順に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の文字板組立体および時計を添付図面に示す好適な実施形態に基づいて詳
細に説明する。
  図１は、本発明の文字板組立体を備える本発明の時計を腕時計に適用した場合の実施形
態を示す斜視図、図２は、図１中のＡ－Ａ線断面図、図３は、図１中の文字板組立体を矢
印Ｂ方向から見た図（平面図）、図４は、図１に示す時計における装飾用構造体の斜視図
、図５～図９は、それぞれ、本発明の文字板組立体の組立工程を順に示す断面図である。
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なお、以下では、説明の都合上、図１、図２および図４～図９中の上側を「上」、「上方
」または「表」、下側を「下」、「下方」または「裏」と言う。
【００１５】
　図１、図２に示す腕時計（以下、単に「時計」という）１は、胴（ケース）２と、裏蓋
３と、カバーガラス（風防）５と、バンド２０とを備えている。また、時計１の内部空間
５０（胴２と裏蓋３とカバーガラス５とで囲まれた空間）には、カバーガラス５が設けら
れた側から順に、文字板組立体４と、ムーブメント９とが収納されている。また、ムーブ
メント９には、指針（針）１０（時針１０１、分針１０２、秒針１０３）が回転可能に支
持されており、ムーブメント９とともに時計１の内部空間５０内に収納されている。以下
、各部の構成について説明する。
【００１６】
　図２に示すように、胴２は、円環状をなす部材で構成されている。胴２の内周部２１に
は、その中心側に向かった突出したリブ２２が形成されている。リブ２２は、内周部２１
の周方向に沿ってリング状に形成されている。そして、このリブ２２上にカバーガラス５
が気密的、液密的に装着、固定される。この固定方法としては、特に限定されず、例えば
、接着（接着剤や溶媒による接着）による方法が挙げられる。
【００１７】
　カバーガラス５は、円板状をなすカバーガラス本体５１と、カバーガラス本体５１の裏
側の面５１１に一体的に突出形成された脚部５２とで構成されている。なお、カバーガラ
ス５は、透明性を有する部材で構成されている。ここで、「透明性を有する部材」とは、
可視光の透過度が５０％以上程度の透明性を有するものをいう。また、「透明」には、無
色透明の他、有色（着色）透明も含まれる。カバーガラス５の構成材料としては、特に限
定されず、例えば、無機ガラス等が挙げられる。この無機ガラスとしては、例えば、ソー
ダ石灰ガラス、ホウケイ酸ガラス、ハードレックス（強化無機ガラス）、クリアレックス
（無反射処理）、スピネルガラス、サファイアガラス等が挙げられる。無機ガラスは、材
料強度（強度）が高いため、例えば加圧や衝撃による変形、割れを少なくすることができ
、傷が付きにくく、鏡面性も良くすることができる。これにより、カバーガラス５自体の
強度を高く、視認性を良くすることができる。また、無機ガラスは、接着剤による接着を
容易に行うことができ、よって、高接着強度が得られる接着剤の種類や接着方法の選択の
幅が広い。
【００１８】
　カバーガラス本体５１は、その表側の面５１２が凸状に湾曲した湾曲凸面となっている
。これにより、例えば、時計１が全体として、審美性が優れたものとなり、デザイン性も
高まる。
　また、カバーガラス本体５１の表側の縁部には、面取りを施した面取り部５１３が形成
されている。これにより、例えばカバーガラス本体５１の表側の縁部に皮膚が当たっても
、当該皮膚が傷を受けるのを確実に防止することができ、カバーガラス５は安全性が高い
ものとなる。
【００１９】
　脚部５２は、胴２のリブ２２に沿ったリング状をなし、当該胴２に固定される部分であ
る。なお、脚部５２の内径および厚さ（高さ）は、カバーガラス５の指針１０との干渉が
防止される程度であれば、特に限定されない。
　胴２の外周部２３には、その中心軸を介して両側に、バンド２０が連結される連結部と
してのラグ２４が設けられている（図１参照）。バンド２０は、時計１を腕に装着する際
に用いられるものである。
【００２０】
　また、胴２の外周部２３の両ラグ２４同士の間の部分には、巻真パイプ１１が嵌入・固
定されている。この巻真パイプ１１内には、りゅうず１２の軸部１２１が回転可能に挿入
されている。さらに、りゅうず１２の軸部１２１は、シャフト１３を介して、ムーブメン
ト９と連結されている。そして、りゅうず１２を回転操作することにより、その回転力が
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シャフト１３を介してムーブメント９に伝達されて、時針１０１および分針１０２の位置
を調整することができる。
【００２１】
　りゅうず１２の軸部１２１の途中の外周には溝１２２が形成され、この溝１２２内には
リング状のゴムパッキン（りゅうずパッキン）１６が嵌合されている。ゴムパッキン１６
は、巻真パイプ１１の内周面１１１に密着し、当該内周面１１１と溝１２２の内面との間
で圧縮される。この構成により、りゅうず１２と巻真パイプ１１との間が液密に封止され
防水機能が得られる。なお、りゅうず１２を回転操作したとき、ゴムパッキン１６は、軸
部１２１とともに回転し、巻真パイプ１１の内周面に密着しながらその周方向に摺動する
。
【００２２】
　胴２の裏側には、裏蓋３が例えば螺合や嵌合により装着される。裏蓋３は、円板状をな
す部材で構成されている。裏蓋３の上面側の部分（縁部）には、その周方向に沿って凹部
３１が形成されている。凹部３１には、弾性材料で構成されたパッキン３０が設置されて
いる。そして、裏蓋３が胴２に装着されると、パッキン３０が圧縮され、裏蓋３と胴２と
の間の気密性、液密性を維持することができる。
【００２３】
　胴２、裏蓋３、針１０の構成材料としては、特に限定されず、例えば、ステンレス鋼や
、チタンまたはチタン合金等のような各種金属材料（合金を含む）、各種樹脂材料（プラ
スチック材料）等が挙げられる。中でも、美的外観、強度などに優れることから、通常、
金属材料が好適に用いられる。胴２、裏蓋３、針１０は、互いに、同一の材料で構成され
たものであってもよいし、異なる材料で構成されたものであってもよい。
【００２４】
　また、裏蓋３には、固定部材４０を介して、ムーブメント９が固定されている。
　ムーブメント９は、時針１０１、分針１０２および秒針１０３を回転支持する軸９１を
有している。このムーブメント９は、ボタン電池（図示せず）から供給された電力によっ
て、時針１０１、分針１０２および秒針１０３をそれぞれ軸９１を介して駆動する（回転
させる）機構を内蔵している。この機構としては、特に限定されず、例えば、時間基準源
として水晶振動子、水晶振動子の発振周波数をもとに時計を駆動する駆動パルスを発生す
る半導体集積回路、この駆動パルスを受けて輪列機構を１秒毎に指針を駆動するステップ
モーターや、ステップモーターの動きを各指針に伝達する輪列機構等を備えたものを用い
ることができる。
【００２５】
　図２に示すように、ムーブメント９上には、文字板組立体４が載置されている。図３に
示すように、文字板組立体４は、文字板６と、１１個の装飾用構造体７０とを有している
。
　図２、図３に示すように、文字板６は、板状（例えば円板状）をなす部材で構成された
文字板本体６１と、文字板本体６１上に配置された表示部（時刻目盛り）６３とで構成さ
れている。
【００２６】
　文字板本体６１は、ムーブメント９と胴２のリブ２２との間で挟持されている。これに
より、文字板６（文字板組立体４）が確実に固定され、時計の使用中にズレてしまうのが
確実に防止される。
　また、文字板本体６１の中心部には、ムーブメント９の軸９１が挿通する挿通孔６２が
形成されている。
【００２７】
　文字板本体６１の表側の面６１１には、時針１０１、分針１０２および秒針１０３が指
し示して時刻を表示する、短冊状をなす表示部６３が固定されている。この固定方法とし
ては、特に限定されず、例えば、接着（接着剤や溶媒による接着）による方法、融着（熱
融着、高周波融着、超音波融着等）による方法、嵌合による方法、かしめによる方法等が
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挙げられる。
　表示部６３は、時刻を表す１～１２の数字のうちの「１２」に対応する位置に配置され
ている。そして、時針１０１、分針１０２および秒針１０３がそれぞれ表示部６３を指す
位置によって、時刻が確認される。
【００２８】
　また、文字板本体６１（文字板６）の、時刻を表す１～１２の数字のうちの「１」～「
１１」に対応する位置には、それぞれ、装飾用構造体７０を固定する固定部６４が設けら
れている。各固定部６４は、それぞれ、文字板本体６１をその厚さ方向に貫通する貫通孔
で構成されている。そして、この貫通孔で構成された固定部６４に装飾用構造体７０が挿
入されることにより、当該装飾用構造体７０が嵌合して、確実に固定される（図８、図９
参照）。固定された、いずれかの装飾用構造体７０を時針１０１、分針１０２および秒針
１０３がそれぞれ指し示す位置によって、時刻を確認することができる。
　文字板本体６１や表示部６３の構成材料としては、特に限定されず、例えば、胴２の構
成材料と同様に、ステンレス鋼や、チタンまたはチタン合金等のような各種金属材料（合
金を含む）、各種樹脂材料（プラスチック材料）等を用いることができる。中でも、美的
外観、強度などに優れることから、金属材料が好ましい。
【００２９】
　各装飾用構造体７０は、それぞれ、同じ構成であるため、以下、１つの装飾用構造体７
０について代表的に説明する。
　図２～図９に示すように、装飾用構造体７０は、装飾部材７と支持部材８とで構成され
ている。
　装飾部材７は、文字板６の表側からカバーガラス５を介して視認される宝石である。宝
石としては、特に限定されず、例えば、ダイヤモンド、サファイア、ルビー等が挙げられ
る。装飾部材７がこのような宝石で構成されていることにより、時計１の審美性が向上す
るとともに、当該時計１が高級品（いわゆる「高級腕時計」）となる。
【００３０】
　図５～図９に示すように、この装飾部材７は、表側の多面形成部７１と、裏側の円錐状
部７２（または多角錐状部）とに分けることができる。
　多面形成部７１には、多数の平面が形成されており、各平面は、互いに異なる方向を向
いている。図４に示す構成では、多面形成部７１は、上方を向き、八角形状をなす平面７
１１と、平面７１１の周囲に当該平面７１１の法線に対し互いに異なる方向に傾斜して形
成された、扇形状をなす８枚の平面７１２、７１３、７１４、７１５、７１６、７１７、
７１８、７１９とを有している。このような多面形成部７１により、光が多方向に反射さ
れ（拡散され）、時計１の審美性がさらに向上する。
　円錐状部７２は、その中心軸が平面７１１の法線と平行となるよう形成されている。
　このような装飾部材７は、支持部材８を介して、文字板６の文字板本体６１に支持され
ている。
【００３１】
　支持部材８は、金属製の偏平なブロック体で構成されている。支持部材８を構成する金
属材料としては、特に限定されず、例えば、ステンレス鋼や、チタンまたはチタン合金等
のような各種金属材料（合金を含む）等が挙げられる。
　支持部材８の表側の面８１には、その中央部に凹部８２が形成されている。凹部８２は
、装飾部材７の円錐状部７２の外形形状に対応した形状をなしている、すなわち、すり鉢
状をなしている。この凹部８２に、装飾部材７の円錐状部７２が収納される。また、装飾
部材７の凹部８２に収納されていない部分、すなわち、多面形成部７１は、露出すること
となり、カバーガラス５を介して視認される。
　また、凹部８２の底部には、貫通孔８２１が形成されている。この貫通孔８２１内に円
錐状部７２の頂点７２１が位置している。
【００３２】
　図４に示すように、支持部材８の表側の面８１には、４つの爪部８４１、８４２、８４
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３、８４４が突出形成されている。爪部８４１～８４４は、凹部８２と異なる位置、すな
わち、凹部８２の周囲に沿って等間隔に配置されている。また、爪部８４１～８４４は、
それぞれ、太さが下方に向かって徐々に太くなっている。そして、爪部８４１～８４４は
、その表側の面８１との境界部となる根元部８４５で折り曲げることができる（図６、図
７参照）。折り曲げられた根元部８４５は、塑性変形して、その折り曲げ状態が維持され
る。
【００３３】
　このように根元部８４５で折り曲げられた爪部８４１～８４４は、それぞれ、凹部８２
に収納された装飾部材７に係合することができる（図７～図９参照）。本実施形態では、
爪部８４１は、装飾部材７の多面形成部７１の平面７１２に係合し、爪部８４２は、多面
形成部７１の平面７１４に係合し、爪部８４３は、多面形成部７１の平面７１６に係合し
、爪部８４４は、多面形成部７１の平面７１８に係合する。このような係合により、装飾
部材７が支持部材８に確実に支持、固定され、よって、支持部材８から不本意に離脱する
のを確実に防止することができる。
【００３４】
　なお、爪部８４１～８４４は、それぞれ、折り曲げられる以前の状態では、一部が装飾
部材７の多面形成部７１の平面７１１よりも上方に突出しているが、折り曲げられた状態
では、平面７１１よりも下方に位置する（図６～図９参照）。
　また、支持部材８の側面８６（角部）の下部には、係合部（突出部）８５１、８５２、
８５３、８５４が突出形成されている。係合部８５１は、爪部８４１の外側に配置され、
係合部８５２は、爪部８４２の外側に配置され、係合部８５３は、爪部８４３の外側に配
置され、係合部８５４は、爪部８４４の外側に配置されている。
【００３５】
　一方、図８、図９に示すように、文字板６の各固定部６４の縁部には、それぞれ、その
内径が段階的に変化した段差部６４１が形成されている。
　装飾用構造体７０（支持部材８）が文字板６の裏側から固定部６４に挿入されると、係
合部８５１～８５４が段差部６４１に係合する。これにより、装飾用構造体７０の固定部
６４に対する挿入深さが規制され、よって、装飾用構造体７０の挿入が過剰であったり、
装飾用構造体７０の挿入が不十分であったりするのを確実に防止することができる。
　また、図２、図９に示すように、文字板６の固定部６４に挿入された装飾用構造体７０
は、その一部分（上部）が文字板６の表側の面６１１から突出することとなる。以下、こ
の突出した一部分を「突出部７０１」と言う。
【００３６】
　前述したように、文字板組立体４では、装飾用構造体７０は、装飾部材７を支持部材８
に収納して、係合し、これら部材同士を組み立てた状態で、文字板６の裏側から固定部６
４に挿入され、固定される。このように裏側から挿入することにより、表側から挿入する
場合に比べ、文字板本体６１の全厚さ分、装飾用構造体７０の全厚さ（高さ）のうちの、
突出部７０１の突出量（突出高さ）、すなわち、装飾部材７が文字板６の表側の面６１１
から突出するのをできる限り抑制することができる。これにより、図２に示すように、分
針１０２および秒針１０３は、回転する際に、突出部７０１と干渉するのが防止され、よ
って、突出部７０１よりも表側（上側）を通過することができる。また、分針１０２およ
び秒針１０３を短くする必要がなくなり、よって、時計１の見栄えが悪くなるのを防止す
ることができる。
【００３７】
　次に、文字板組立体４の組立方法について、図５～図９を参照しつつ説明する。
　［１］　図５に示すように、各装飾用構造体７０をそれぞれ構成する装飾部材７と支持
部材８とを用意する。
　［２］　次に、図６に示すように、装飾部材７を支持部材８の表側から凹部８２に挿入
し、収納する。このとき、装飾部材７は、多面形成部７１の平面７１２が支持部材８の爪
部８４１に臨んでおり、多面形成部７１の平面７１４が支持部材８の爪部８４２に臨んで
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おり、多面形成部７１の平面７１６が支持部材８の爪部８４３に臨んでおり、多面形成部
７１の平面７１８が支持部材８の爪部８４４に臨んでいる。
【００３８】
　［３］　次に、図７に示すように、爪部８４１～８４４をそれぞれ根元部８４５で折り
曲げる。これにより、爪部８４１が装飾部材７の平面７１２に係合し、爪部８４２が装飾
部材７の平面７１４に係合し、爪部８４３が装飾部材７の平面７１６に係合し、爪部８４
４が装飾部材７の平面７１８に係合する。よって、支持部材８に装飾部材７が支持、固定
された装飾用構造体７０を得る。このような装飾用構造体７０は、１１個組み立てられて
いる。
【００３９】
　［４］　次に、図８に示すように、組み立てられた各装飾用構造体７０を、それぞれ、
文字板６の固定部６４に裏側から挿入する。図９に示すように、その挿入の程度は、支持
部材８の係合部８５１～８５４が固定部６４の段差部６４１に当接するまでである。これ
により、各装飾用構造体７０の突出部７０１の突出量が全て同じ（一定）の文字板組立体
４を得る。
【００４０】
　以上、本発明の文字板組立体および時計を図示の実施形態について説明したが、本発明
は、これに限定されるものではなく、文字板組立体および時計を構成する各部は、同様の
機能を発揮し得る任意の構成のものと置換することができる。また、任意の構成物が付加
されていてもよい。
　また、文字板組立体での装飾用構造体の配置数は、前記実施形態では１１個であったが
、これに限定されず、例えば、１個、２個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個
、１０個、または、１２個であってもよい。
　また、時計は、前記実施形態では時針、分針および秒針のうちの分針および秒針が装飾
用構造体の突出部の表側を通過するよう構成されているが、これに限定されず、時針、分
針および秒針の全指針が装飾用構造体の突出部の表側を通過するよう構成されていてもよ
い。
【符号の説明】
【００４１】
　１……腕時計（時計）　２……胴（ケース）　２１……内周部　２２……リブ　２３…
…外周部　２４……ラグ　３……裏蓋　３１……凹部　４……文字板組立体　５……カバ
ーガラス（風防）　５１……カバーガラス本体　５１１……裏側の面　５１２……表側の
面　５１３……面取り部　５２……脚部　６……文字板　６１……文字板本体　６１１…
…表側の面　６２……挿通孔　６３……表示部（時刻目盛り）　６４……固定部　６４１
……段差部　７……装飾部材　７１……多面形成部　７１１、７１２、７１３、７１４、
７１５、７１６、７１７、７１８、７１９……平面　７２……円錐状部　７２１……頂点
　８……支持部材　８１……表側の面　８２……凹部　８２１……貫通孔　８３……裏側
の面　８４１、８４２、８４３、８４４……爪部　８４５……根元部　８５１、８５２、
８５３、８５４……係合部（突出部）　８６……側面　９……ムーブメント　９１……軸
　１０……指針（針）　１０１……時針　１０２……分針　１０３……秒針　１１……巻
真パイプ　１１１……内周面　１２……りゅうず　１２１……軸部　１２２……溝　１３
……シャフト　１６……ゴムパッキン（りゅうずパッキン）　２０……バンド　３０……
パッキン　４０……固定部材　５０……内部空間　７０……装飾用構造体　７０１……突
出部
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