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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイヤル（５）と、計時器の作動機構によって駆動される時間（４ａ）および分（４ｂ
）インジケータ部材とを含む第１アナログディスプレイ手段を用いて第１時間情報を読み
取ることができるとともに、少なくとも１日を千分の１に分割した時間で表される十進法
に基づく第２時間情報を同時に読み取ることができる第２アナログディスプレイ手段を含
む計時器において、
　前記第２アナログディスプレイ手段は、前記ダイヤル（５）と前記分インジケータ部材
（４ｂ）と、さらに、１日の千分の１で表される正規の時間の少なくとも近似十進法値（
７１；８１；９１；１０１；１１１）を示す補足的アナログディスプレイ手段（４ａ、７
；４ａ、７* ；４ａ、８；４ｃ、９；４ｃ、９* ；４ｃ、１０；１１、１２）とを含み、
　前記分インジケータ部材（４ｂ）は前記ダイヤル（５）上で分表示に加えてさらに、１
時間の時間全体にわたって対応させた十進法値（５１；５１ａ、５１ｂ；５１ａから５１
ｄ）を表示し、
　前記十進法に基づく第２時間情報は、前記分インジケータ部材（４ｂ）によって前記ダ
イヤル（５）上で表示される十進法値（５１；５１ａ、５１ｂ；５１ａから５１ｄ）と、
前記補足的アナログディスプレイ手段（４ａ、７；４ａ、７* ；４ａ、８；４ｃ、９；４
ｃ、９* ；４ｃ、１０；１１、１２）によって表示される近似十進法値（７１；８１；９
１；１０１；１１１）とを足し算することによって形成されていることを特徴とする計時
器。
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【請求項２】
　前記補足的アナログディスプレイ手段は、計時器に取り付けられる回転可能な状態で調
節できるディスプレイ部材（７；７* ；８）であって、正規の時間の少なくとも前記近似
十進法値（７１；８１）が表示されるディスプレイ部材と関連する前記時間インジケータ
部材（４ａ）を含むことを特徴とする請求項１に記載の計時器。
【請求項３】
　前記時間インジケータ部材（４ａ）は１２時間に１回転を完了すること、および前記回
転可能に調節できるディスプレイ部材（７；７* ；８）は、Ｎを整数として１２×Ｎの等
しい角度セクターに再分割されていることを特徴とし、
　各角度セクターは、互いに１２時間分ずつ離れた第１および第２近似十進法値（７１；
８１）の表示を含み、上記第１および第２近似十進法値は、６０／Ｎ分に相当する時間間
隔を有する各角度セクターにおいて上昇順に時計回りの方向に連続して表示され、
　前記ダイヤル（５）は、各角度セクターに対する６０／Ｎ分という長さの分の数に対応
する十進法値（５１；５１ａ；５１ｂ）を各々表示する、Ｎ個の等しい角度セクターに再
分割されている請求項２に記載の計時器。
【請求項４】
　所定の時点において、前記第１および第２近似十進法値（７１；８１）のうちいずれで
あるかを知らせるＡＭ／ＰＭインジケータ機構をさらに含むことを特徴とする請求項３に
記載の計時器。
【請求項５】
　前記回転可能な状態で調節できるディスプレイ部材（7 ）上に表示される前記第１およ
び第２近似十進法値（７１）が１２時間ごとに交互に遮蔽する機構（７５、７６、７７）
をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の計時器。
【請求項６】
　前記補足的アナログディスプレイ手段は、前記作動機構によって駆動されるインジケー
タ部材（４ｃ）であって、計時器に取り付けられるとともに正規の時間の少なくとも前記
近似十進法値（９１；１０１）が表示される、回転可能に調節できるディスプレイ部材（
９；９* ；１０）と関連して、２４時間に１回転を完了するインジケータ部材を含むこと
を特徴とする請求項１に記載の計時器。
【請求項７】
　前記回転可能に調節できるディスプレイ部材（９；９* ；１０）は、Ｎを整数として２
４×Ｎの等しい角度セクターに再分割され、
　各角度セクターは、近似十進法値（９１；１０１）の表示を含み、この近似十進法値は
、６０／Ｎ分に相当する時間間隔を有する各角度セクターにおいて上昇順に時計回りの方
向に連続して表示され、
　前記ダイヤル（５）は、各角度セクターに対する６０／Ｎ分という長さの数に対応する
十進法値（５１；５１ａから５１ｄ）を各々表示する、Ｎ個の等しい角度セクターに再分
割されている請求項６に記載の計時器。
【請求項８】
　前記回転可能に調節できるディスプレイ部材（９；９* ；１０）に表示される対応する
近似十進法値（９１；１０１）と向かい合う２４時間の表示（２１）を含むことを特徴と
する請求項６または７に記載の計時器。
【請求項９】
　前記補足的アナログディスプレイ手段は、正規の時間の少なくとも前記近似十進法値（
１１１）が表示される、前記作動機構によって駆動されるディスプレイ部材（１１）と関
連する固定目盛り（１２）を含むことを特徴とする請求項１に記載の計時器。
【請求項１０】
　前記駆動されたディスプレイ手段（１１）は２４時間で１回転し、かつＮを整数として
２４×Ｎの等しい角度セクターに再分割され、
　各角度セクターは、近似十進法値（１１１）の表示を含み、この近似十進法値は、６０
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／Ｎ分に相当する時間間隔を有する各角度セクターにおいて上昇順に連続して表示され、
　前記ダイヤル（５）は、各角度セクターに対する６０／Ｎ分という長さの分の数に対応
する十進法値（５１）を各々表示する、Ｎ個の等しい角度セクターに再分割されている請
求項９に記載の計時器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、時間および分インジケータ部材を用いて従来の第１時間関連情報を読み取ると
ともに、少なくとも１日を千分の１に分割した時間で表されるような十進法に基づく第２
時間関連情報を同時に読み取ることができるようにするアナログディスプレイ計時器に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、時間を計測する代替システムが提案されるようになった。このシステムにおいては
、１日は、従来行われていたように時間、分、秒に分割されることはなく、通例「ビート
」という名称で呼ばれる１日の千分の１の単位に分割される。その長さは８６．４秒に相
当する。したがって２４時間は、値「０００」から「９９９」の間に展開される時間であ
る、１，０００個の１日の千分の１または「ビート」に分割される。この時間計測用代替
システムは、特にインターネットを行う人々が使用することや、空間帯および時間帯とい
う概念を不要にすることを意図するものである。この時間測定システムはまた、従来の時
間情報とは明瞭に区別されることも意図されている。
【０００３】
本発明の概括的な目的は、従来の時間関連情報（たとえば現地時間など）をディスプレイ
する一対の時間および分インジケータ要素を従来の通りに含むとともに、さらに前述の十
進法に基づく時間関連情報を同時に読み取ることができるようにするアナログディスプレ
イ計時器を提案することである。
【０００４】
より詳細には、従来のアナログディスプレイ計時器に関して変更が少ししか必要ないよう
な計時器を提案することが望ましい。
【０００５】
従来の時間関連情報をディスプレイするための一対の時針と分針と、前述の十進法に基づ
く第２時間情報用のディスプレイ手段とを含むアナログディスプレイ計時器は、スイス特
許第６９０　２５４号からすでに公知である。この文献によると、十進法による時間情報
は、単一の追加針（好ましくは２４時間に１回転する針）を用いて読み取られ、上記追加
針は、たとえば計時器に取り付けられた外側ベゼル上に配置される１日の千分の１の目盛
りと向かい合って回転する。上記外側ベゼルは、ユーザが位置する時間帯の関数として十
進法による時間情報を調節できるように、回転可能な状態で取り付けられることが好まし
い。
【０００６】
外側ベゼルに付け加えられる１日の千分の１の目盛りを除けば、スイス特許第６９０　２
５４号において開示される計時器は、スイス特許第４５１　８２７号に開示されるユニバ
ーサル計時器などといった従来のユニバーサル計時器に関して、いかなる変更も特に必要
としない。事実この文献は、時針と分針を含むとともに、２４時間帯のマークを有する外
側回転ベゼルに向かい合って回転する２４時間針をさらに含むユニバーサル・アナログデ
ィスプレイ計時器を開示している。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
スイス特許第６９０　２５４号の計時器は、特に腕時計に適用した場合、ユーザが十進法
に基づく時間を正確に読み取ることができないという主要な欠点を有する。実際のところ
腕時計のサイズが小さい場合、ベゼル（または計時器のダイヤル）に読み取れるように数
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多くの目盛りを付け加えることは現実的に不可能である。スイス文献第６９０　２５４号
の図２および３から分かるように、目盛り記号はせいぜい１日の千分の５ごと、すなわち
４３２秒に相当する時間間隔をおいて付される、つまり７分より少し多い時間間隔をおい
て付される。面積を考慮すると、これよりも多い数の目盛り記号（この場合２００個より
も多い記号）を付けることは、現実的に考えられない。この解決策においては時間の読み
取りはでたらめとなり、結果的に数十分という読み取りエラーが発生する可能性がある。
【０００８】
したがって、たとえば会議または出来事の発生を確定するという目的のために参照時間と
して使用することができるように十進法による時間情報を十分正確に読み取れるようにす
るような、より適切な解決策を見つけなければならない。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
この目的に答えるため、本発明は、独立クレーム１に列挙される特徴を有するアナログデ
ィスプレイ計時器に関する。
本発明の有利な実施態様は従属クレームの主題を形成する。
【００１０】
本発明によると十進法に基づく時間情報は、分インジケータ部材と、１日の千分の１で表
される正規の時間（１時、２時、・・・２３時、２４時）の少なくとも近似十進法値を表
示する、つまり少なくとも１日の千分の４１または４２（１時間はおよそ１日千分の４１
．７に相当する）ずつ表示する補足的アナログディスプレイ手段とを組み合わせて使用す
ることによって得られる。本発明によると、分インジケータ部材は、一方で従来通りの分
を表示する一方、補足的アナログディスプレイ手段によって表示される近似十進法値に加
算される対応する十進法値を表示する。正規の時間に近い（概算の誤差は決して１日の千
分の１を越えることはない）にもかかわらず、分インジケータ部材および追加ディスプレ
イ部材は、ユーザが特に会議を確定する目的のため上記十進法による時間情報をたよりと
することができるだけの十分に正確な時間情報をユーザに提供する。
【００１１】
近似十進法値は、ユーザが位置する時間帯の関数として十進法による時間情報を訂正でき
るようにするため、時間および分インジケータ部材から独立して、回転で調節可能なディ
スプレイ部材によって保持されることが好ましい。
【００１２】
本発明においては、概して２つの好ましい実施態様の原理を区別することができる。第１
の実施態様原理によると、十進法による時間情報は、従来の時間情報を読み取るために用
いられる分および時間インジケータ部材によって表示される。そして補足的アナログディ
スプレイ手段は、少なくとも正規時間の近似十進法値の表示が示される、回転で調節可能
な追加ディスプレイ部材をたよりとする（図１から３および８を参照すること）。
【００１３】
本発明による第２の実施態様原理によると、十進法による時間情報は、分インジケータ部
材と、時間インジケータ部材とは異なる作動機構によって駆動される別の追加部材とによ
って表示される。この第２原理の２つの代替的実施態様について説明する。１つの実施態
様は、上記作動機構によって駆動される追加インジケータ部材を使用することから構成さ
れ、このインジケータ部材は好ましくは回転で調節可能な、かつ少なくとも正規時間の近
似十進法値が示されるようなディスプレイ部材と連結されている（図４から６を参照する
こと）。もう１つの代替的実施態様は、上記作動機構を介して、近似十進法値の表示が示
されるディスプレイ部材を直接駆動することから構成され、このインジケータ部材は、こ
の場合は計時器に付け加えられる固定された目盛りに置き換えられる（図７を参照するこ
と）。
【００１４】
前述した２つの実施態様原理においては、特に共通する特徴として、分インジケータ部材
と補足的アナログディスプレイ手段とが、ともに前述の十進法に基づく時間情報を正確に
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読み取れるようにしている。
【００１５】
本発明のその他の特徴および利点は、非限定的な例として与えられる付属の図面を参照し
ながら以下の詳細な説明を読み取ることによって、より明瞭になるであろう。
【００１６】
【発明の好適な実施態様】
　図１は、本発明による計時器の第１の実施形態を示す。この例において計時器は、総合
的に参照番号１によって表されるアナログディスプレイ腕時計の形をとる。この腕時計１
は、特に、および一般的に、（図示されない）作動機構を封入するケース中間部２と、ベ
ゼル２ａと、クリスタル３と、第１アナログディスプレイ手段と、時間設定竜頭６とを含
む。第１アナログディスプレイ手段はダイヤル５と作動機構によって駆動される第１およ
び第２時間および分インジケータ部材４ａ、４ｂ（ここでは一対の時針と分針）とを含む
。図示される計時器において使用される作動機構は従来の１２時間作動機構である。すな
わち時間インジケータ部材４ａは１２時間で１回転を完了する。ただし、本発明は上記イ
ンジケータ部材が２４時間で１回転を完了するような２４時間作動機構を含む計時器にも
適用可能であるということは理解されるであろう。
【００１７】
本発明によると、計時器はさらに、時間が少なくとも１日の千分の１に分割されるような
十進法に基づく時間情報を同時に読み取ることができるようにする第２アナログディスプ
レイ手段を含む。先に述べたように、この十進法によると、時間は「０００」から「９９
９」の間で変化する３桁の数字で形成される。「０００」は、グリニッジ平均時の略語Ｇ
ＭＴとの類推により以下ＢＭＴ（Ｂｉｅｌ平均時）と称される、スイスの町Ｂｉｅｎｎｅ
を通過する経線上の冬時間における真夜中に相当する。
【００１８】
本発明によると第２アナログディスプレイ手段は、特にダイヤル５と分インジケータ部材
４ｂを第１アナログディスプレイ手段と共有する。この分インジケータ部材４ｂは、十進
法による時間情報が形成されるようにする第２ディスプレイ手段の残りの部分を形成する
補足的アナログディスプレイ手段とともに使用される。
【００１９】
前述したように、特に上記第１実施形態によって説明される本発明による第１の実施形態
の原理によると、補足的アナログディスプレイ手段は時間インジケータ部材４ａと、参照
番号７で示される回転で調整可能な追加ディスプレイ手段とを含む。上記追加ディスプレ
イ手段は、この例においてはインジケータ部材４ａ、４ｂと同心に取り付けられる日付デ
ィスクに類似するインジケータディスクによって形成される。しかし日付ディスクとは異
なり、このディスプレイ部材７は作動機構によって回転中に駆動されることはなく、異な
る数の角度セクターに再分割されている。ディスプレイ部材７の角度位置は、時間設定竜
頭６を用いて簡単に調整される。回転によるこの調節を可能にするために用いられる機構
は、日付を訂正できるようにする従来の機構と同様のものであり、当該技術分野における
技術者には公知のものであるため、ここでは説明しない。本実施形態においては、補足的
アナログディスプレイはこのディスク７とインジケータ部材４ｂとによって構成されてい
る。
【００２０】
ダイヤル５は一般に、通常周縁部全体に配置されて時間および分の表示を行うような複数
のマークを有する。これらの表示にさらに本ダイヤルは、６０分の全期間にわたって対応
する十進法値５１も有する。１日の千分の１で表すと、６０分はおよそ千分の４１．７に
相当する。したがってこの例においては、上記ダイヤルには、分目盛りに向き合う「０」
から「４１」まで１日の千分の１ごとの目盛りが付けられている。
【００２１】
ディスプレイ部材７は通常、正規の時間に対応する第１および第２近似十進法値７１を各
々有する１２の角度セクターに再分割される。したがってＢＭＴの真夜中は十進法値「０
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００」で表され、ＢＭＴの１時は近似十進法値「０４２」、２時は近似十進法値「０８３
」など、ＢＭＴの２３時である近似十進法値の「９５８」まで表されている。この例にお
いて時間インジケータ部材４ａは十進法による時間情報を導き出すために使用されている
。この時間インジケータ部材４ａはこの例においては１２時間ごとに１回転すると仮定す
ると、ディスプレイ部材７は各角度セクターにおいて、互いに１２時間ずつ離れた、すな
わち１日の千分の５００離れた一対の十進法値を有する。
【００２２】
図１で説明される例においては、ディスプレイ部材７はＢｉｅｌ経線を含む時間帯に対し
て調節される。すなわち十進法値対「０００－５００」は、正午に位置付けられる。ニュ
ーヨーク（Ｂｉｅｌの町に関して－６時間）に位置するユーザは、十進法値対「０００－
５００」が６時に位置を定めるようにディスプレイ部材７を配置しなければならない。モ
スクワ（Ｂｉｅｌの町に関して＋２時間）に位置するユーザは、十進法値対「０００－５
００」が２時に位置を定めるようにディスプレイ部材７を配置しなければならない。
【００２３】
この第１の実施形態の原理によると、前述の十進法に基づく時間情報は、分インジケータ
部材４ｂと時間インジケータ部材４ａとによってそれぞれ表示される十進法値を加算する
ことによって形成される。この例では、表示されている時間は（午後）１２時４７分であ
る。したがって分インジケータ部材４ｂによってダイヤル５上に表示される十進法値は、
１日の千分の３２よりも少し上の値であり、時間インジケータ部材４ａによってディスプ
レイ部材７上に表示される近似十進法値は「５００」である。足し算することによって得
られる合計十進法値はおよそ１日の千分の５３２であり、これはＢＭＴ１２時４７分の１
日の千分の１で表される均等値に相当する。
【００２４】
図２は、図１における第１実施形態の変形例を構成する本発明の第２の実施形態を示す。
図２においては、ここでは参照番号７* で示されるディスプレイ部材上の近似十進法値７
１の表示の角度的配置が異なっている。図１において説明された例と比較すると、近似十
進法値７１は１５°の角度で右側にオフセットされており、これにより時間インジケータ
部材４ａが常に決められたセクター、ここでは十進法値対「０００－５００」を含む角度
セクターを指す。
【００２５】
図１および２の実施形態において使用されるインジケータディスクは、図３に示されるよ
うに、たとえば回転外側ベゼルなどといった回転で調節可能なその他のあらゆるインジケ
ータ部材と置き換えることができるということは、述べておかなければならない。
【００２６】
また、図１および２の第１および第２実施形態において説明されるディスプレイ部材７、
７* の再分割は、何にせよ限定されてはいないということも、述べておかなければならな
い。実際のところ上記ディスプレイ部材は、２×１２個、３×１２個、４×１２個、また
はそれ以上の角度セクターのうちいずれかの個数に再分割可能である。すなわち、上記デ
ィスプレイ部材上に表示される種々の近似十進法値間において３０、２０、または１５分
という時間間隔で再分割が可能である。３０分または１５分ごとに再分割を行うと、都合
よく、時差が１時間の整数倍ではないような時間帯が存在することを考慮に入れることが
できるようになるということを、特に述べておく。
【００２７】
概してディスプレイ部材（それぞれ図１および２における７、７* ）は、Ｎ×１２の規則
正しい角度セクターに再分割することが可能である。ここでＮは整数であり、近似十進法
値は、６０／Ｎ分に相当する時間間隔を有する上記ディスプレイ部材の各角度セクターに
おいて、上昇順に時計回りの方向に連続して表示される。ダイヤル５は、同様にＮ個の等
しい角度セクターに再分割される。このセクターは、各角度セクターに対する６０／Ｎ分
という長さの分の数に対応する十進法値を各々表示する。
【００２８】
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計時器の代表的な寸法および制約を考慮すると、ダイヤル上およびディスプレイ部材上の
マークの読みやすさという点から、再分割することのできる数は限られる。したがって４
８（Ｎ＝４）または９６（Ｎ＝５）という数が、ディスプレイ部材上の再分割数として考
えられ得る最大の数となる。
【００２９】
図３は、図１および２の実施形態に用いられた原理と同様の実施形態の原理に基づく本発
明の第３の実施形態を示す。相違点の１つは、図１および２においてインジケータディス
クの形をとる、回転で調節可能なディスプレイ部材が、この例においては総体的に参照番
号８で示される回転外側ベゼルによって形成されるということである。別の相違点は、こ
の回転ベゼル８が２×１２＝２４の規則正しい角度セクター（Ｎ＝２）に再分割されてい
るということ、および参照番号８１が付される近似十進法値が、およそ６０／２＝３０分
に相当する時間間隔を有する各角度セクター内に、つまり１日の千分の２０または２１ご
とに、連続して表示されるということである。したがって表示される近似十進法値は、時
計回りの方向に連続して「０００」、「０２１」、「０４２」、「０６３」、・・・、「
９３８」、「９５８」、「９７９」となる。このことからダイヤル５も、各々「０」から
「２０」までの目盛りを含む２つの角度セクターに再分割される。このうち参照番号５１
ａが付された方は、時計回りの方向に１２時から６時まで延びており、参照番号５１ｂが
付されたもう一方のセクターは、６時から１２時まで延びている。
【００３０】
図示された実施形態の場合、時間および分インジケータ部材４ａおよび４ｂは、ほぼ十進
法値「５２１」および「１１」を、つまり足し算すると１日の千分の５３２をそれぞれ表
示する。
【００３１】
図１から３の実施形態の範囲内においては、ディスプレイ部材（図における７、７* また
は８）上にマークが付けられた２つの近似十進法値のうちどちらであるかを所定の時点に
おいて考慮するために識別するＡＭ／ＰＭインジケータ機構を追加することは、有用であ
ると思われる。図１から３の実施形態においては、補足的ディスプレイ部材上にマークが
付けられた第１および第２近似十進法値は、外側と内側という２つの別々の円上に配列さ
れるということを述べておく。上記内側の円上にマークが付けられた近似十進法値は、Ｂ
ｉｅｌ経線において午前（ＡＭ）に対応し、外側の円上にマークが付けられた十進法値は
、Ｂｉｅｌ経線において午後（ＰＭ）に対応する。したがって、所定の時点において考慮
しなければならない上記２つの十進法値のうちいずれをかを識別するため、Ｂｉｅｌ用に
設定された、当該技術分野における技術者にとっては公知のＡＭ／ＰＭインジケータ機構
を使用することができると思われる。このような機構はたとえば、ＡＭ／ＰＭの再分割（
またはこの代わりに０／＋５００）と向かい合って２４時間につき１回転の割合で回転を
行うインジケータ部材を含むことが可能である。
【００３２】
すでに述べたように、以前に説明した原理を２４時間作動機構に、すなわち時間インジケ
ータ部材が２４時間に１回転を完了するような作動機構にも当てはめることができるとい
うことは、理解されると思われる。この場合にはもはや、角度セクター内にマークが付け
られた２つの十進法値のうち、いずれかを所定の時点において考慮に入れなければならな
いＡＭ／ＰＭインジケータ機構を追加して用いる必要はなく、回転可能な状態で調節でき
るディスプレイ部材の各角度セクターは、実際のところ、マークが付けられた十進法値を
１つしか含まない。
【００３３】
計時器には、回転可能な状態で調節できるディスプレイ部材上に表示される第１および第
２近似十進法値が、１２時間ごとに交互に遮蔽されるようにする機構を追加できれば都合
がよい。図８は、図１において説明された第１実施形態に適用される、このような機構の
説明図である。図１を参照してすでに呈示されている要素（図８において同じ参照番号に
よって表される）に加え、計時器は、正規時間の近似十進法値７１の表示を有するディス
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プレイ部材７上に重ね合わされるディスク７５を含む。ディスク７５の一部は、ディスプ
レイ部材７が見えるようにするため、図示されていない。
【００３４】
このディスク７５には、（ここでは１２個の）連続する第１開口７６が設けられており、
この第１開口を通して、ディスプレイ部材７の種々の角度セクター内に表示される、ディ
スク７５の所定の角度位置に対する第１近似十進法値（ここでは「０００」から「４５８
」までの値）をみることができる。ディスク７５には、上記第１連続開口７６に関して（
この例においては１５°という）角度をもってオフセットされる（これもまた１２個の）
連続する第２開口７７が設けられている。この第２開口を通して、ディスプレイ部材７の
角度セクター内に表示される第２近似十進法値（ここでは「５００」から「９５８」まで
の値）が、ディスク７５の所定の角度位置で現れる。図８の例においては、第２連続開口
７７によって第２十進法値「５００」から「９５８」までが見えるようになされるが、第
１連続開口７６は近似十進法値７１の表示に関してオフセットされる。ディスク７５はこ
のようにして第１近似十進法値「０００」から「４５８」までを遮蔽する。
【００３５】
ディスク７５は、１２時間ごとに１つの角度ステップ分の回転を行うように駆動される。
この回転により、第１連続開口７６および第２連続開口７７は、それぞれ第１および第２
近似十進法値７１上に交互に導かれる。この例においては、ディスク７５の回転は１２日
間で完了される、すなわちそれぞれ１５°の２４個の角度ステップをもって完了される。
このように、ディスク７５によって、回転可能な状態で調節できるディスプレイ部材７上
に表示される第１または第２近似十進法値７１が１２時間ごとに交互に遮蔽されるように
なる、ということが理解されると思われる。このことから１２時間後、すなわち０時４７
分の時点においては、ディスク７５は角度にして１５°分オフセットされ、近似十進法値
「０００」から「４５８」までのみが現れるようになる。したがって足し算によって得ら
れる十進法による時間情報は、千分の３２日に等しい。
【００３６】
本発明の第２の実施形態の原理について図４から７を参照しながら以下に説明するが、こ
の第２実施形態によると、補足的アナログディスプレイ手段は、時間インジケータ部材４
ａではなく作動機構によって駆動される追加部材によって表示される。
【００３７】
したがって図４は、上記第２の実施形態の原理に答える本発明の第４の実施形態を示す。
図４において説明される計時器は、すでに先に述べたことに従って、ケース中間部２、ク
リスタル３、時間および分インジケータ部材４ａ、４ｂ、ダイヤル５、および時間設定竜
頭６を含む。この計時器はさらに、２４時間に１回転する作動機構によって駆動される追
加インジケータ部材４ｃ（ここでは針の形をとる）と、ダイヤル５の下に時間および分イ
ンジケータ部材４ａおよび４ｂと同心に取り付けられる追加ディスプレイ部材９とを含む
。この追加ディスプレイ部材９は、参照番号９１が付されたマークを有しており、このマ
ークは、１日の千分の１で表される正規の時間の近似十進法値である。上記マーク９１は
、この例においては２４個の、ダイヤル５内に配置される複数の孔５ａを通して見ること
ができる。
【００３８】
概してこの第２の実施形態の原理によると、十進法値表示を有するディスプレイ部材は、
Ｎ×２４の規則正しい角度セクターに再分割可能である。ここでＮは以前と同様に整数で
あり、近似十進法値は、６０／Ｎ分に相当する時間間隔を有するインジケータ部材の各角
度セクターにおいて、上昇順に時計方向に連続して表示される。ダイヤル５は、同様にＮ
個の等しい角度セクターに再分割され、このセクターは、各角度セクターに対する６０／
Ｎ分という長さの分の数に対応する十進法値を各々表示する。
【００３９】
図４において説明される実施形態において、Ｎは１に相当し、したがって近似十進法値の
マークを有するディスプレイ部材９は、２４の等しい角度セクターに再分割される。ダイ
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ヤル５は、６０分という総計時間全体について対応する十進法値５１、つまり千分の「０
」から「４１」日までを有する１つのセクターのみを含む。
【００４０】
先に述べた方法と同様に、十進法による時間情報は、一方で追加ディスプレイ部材９およ
びインジケータ部材４ｃによって表示され、他方で分インジケータ部材４ｂおよびダイヤ
ル５によって表示される十進法値を加算することによって形成される。もう一度言うと、
上記十進法値はこの例においては「５００」および「３２」、つまり足し算すると千分の
５３２日である。
【００４１】
近似十進法値９１を有するディスプレイ部材９が回転で調節可能であると仮定すると、追
加インジケータ部材４ｃは分および時間インジケータ部材から独立して調節可能である必
要はないということが理解されよう。しかし回転で調節可能なディスプレイ手段を使用せ
ず、近似十進法値のマークを直接ダイヤル上に（または計時器のベゼル上に）作るように
してもまったく問題はない。この場合、追加インジケータ部材４ｃを、分および時間イン
ジケータ部材から独立して調節可能にする必要がある。
【００４２】
とはいえ、回転可能な状態で調節できるディスプレイ部材上に近似十進法値のマークを付
けるということで構成される解決策には、一定の利点がある。実際のところ、図４におい
て説明されるように、ディスプレイ部材９上にマークが付けられた近似十進法値９１の種
々の位置と向かい合うように参照番号２１が付された２４時間（１時、２時、・・・２４
時）のマークを付けることによって（この場合は計時器のベゼル２ａ）、ユーザは、従来
の時間情報と十進法による時間情報との簡単かつ直接的な対応を手に入れることが可能で
ある。特にユーザは、従来の十二進法と十進法との間でおおよその変換を行うことが可能
である。事実ユーザが「３００」の会議に合意する、または「３００」に行事を予定する
と仮定した場合、ユーザはこの「３００」が、この例においては現地時間の午前７時頃に
相当するということが容易にわかる。
【００４３】
図５は、図４の第４実施形態の変形例を構成する、本発明の第５の実施形態を示す。ここ
での１つの相違点は、ここでは参照番号９* で表されるディスプレイ部材上における近似
十進法値９１の表示の、角度を持たせた配列である。図４において説明された例と比較す
ると、十進法値は、追加インジケータ部材４ｃが常に一定のセクター、ここでは十進法値
「５００」を包含する角度セクター内を指すように、７．５°の角度で右の方へオフセッ
トされる。
【００４４】
図４の実施形態に関する別の相違点は、「１」から「２４」までの２４時間のマーク２１
がダイヤル５に付け加えられており、ベゼル２ａには付されていないことである。
【００４５】
図６は、図４および５の実施形態に対して用いられる原理と同様の実施形態の原理に基づ
く、本発明の第６の実施形態を示す。相違点は、特に、図４および５においてインジケー
タディスクの形をとる回転可能な状態で調節できるディスプレイ部材が、この例において
は総体的に参照番号１０で示される回転外側ベゼルで形成されるということである。別の
相違点は、この回転ベゼル１０が４×２４＝９６の規則正しい角度セクター（Ｎ＝４）に
再分割されるということ、および１０１で表される近似十進法値が、おおよそ６０／４＝
１５分に相当する時間間隔有する各角度セクター内に、つまり１日の千分の１０または１
１ごとに、連続して表示されるということである。したがって表示される近似十進法値は
、時計回りの方向に連続して「０００」、「０１０」、「０２１」、「０３１」、・・・
、「９６９」、「９７９」、「９９０」となる。このことからダイヤル５もまた、各々「
０」から「１０」までの目盛りを包含する４つの角度セクターに再分割される。このセク
ターは、時計回りの方向にそれぞれ１２時から３時、３時から６時、６時から９時、９時
から１２時まで延びており、上記目盛りは、図６において参照番号５１ａから５１ｄでそ
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れぞれ示される。ダイヤル５の周縁には、２４時間のマーク２１もまた付け加えられる。
【００４６】
図示される実施形態の場合、追加インジケータ部材４ｃおよび分インジケータ部材４ｂは
、それぞれ十進法値「５３１」および「１」を、つまり足し算すると１日の千分の５３２
を表示する。
【００４７】
再分割の数は異なっていてもよいということを、再度思い起こしたい。たとえば計時器の
読み取りやすさを少し緩和するため、２０分（Ｎ＝３）ごとの分割を選択し、こうして回
転ベゼル１０およびダイヤル５をそれぞれ７２個および３個の規則正しい角度セクターに
再分割することが可能である。
【００４８】
図７は、これもまた前述の第２実施形態の原理に答える、本発明の第７の実施形態を示す
。図４から６の実施形態とは異なり、補足的アナログディスプレイ手段は、参照番号１１
で示される作動機構によって駆動される追加ディスプレイ部材と連結される固定目盛りで
あって、正規時間の近似十進法値１１の表示を有する固定目盛り１２を含む。追加ディス
プレイ部材１１は、図１、２、４または５の実施形態の（駆動されない）インジケータデ
ィスクと同様のディスク形状を有する。唯一の違いは、後者は（この例においては時計回
りの方向に）２４時間で１回転を完了するように作動機構によって駆動され、近似十進法
値１１１のマークはディスプレイ部材１１の回転方向のために反時計回りの方向に上昇順
に配列される、ということである。ディスプレイ部材１１の回転方向は逆転させることが
可能である、すなわち上記部材は追加中間ラチェットを用いて反時計回りの方向に駆動可
能であり、この場合近似十進法値１１１のマークは時計回りの方向に配列されなければな
らない、ということは理解されよう。
【００４９】
固定目盛り１２は、この例においてはダイヤル５の１２時の場所に配置され、追加ディス
プレイ部材１１上に考慮しなければならない十進法値を表示する。勿論、この目盛り１２
は異なる位置に、またはベゼル２ａなどといった計時器の別の部分に付されても良いとい
うことは、理解されるであろう。
【００５０】
ディスプレイ部材１１の角度位置は、時間設定竜頭６を用いて従来の方法で調整される。
この例においては１時間というステップによって（または別の再分割が採用される場合に
は１５、２０または３０分というステップによって）訂正を行うことができるように、当
該技術分野における技術者にとって公知の訂正機構を使用することが好ましい。
【００５１】
本明細書において説明される種々の実施形態に対し、付属のクレームによって規定される
本発明の範囲から離れることなく、当該技術分野における技術者にとって自明であるよう
な種々の変更および／または改良を行うことが可能であるということは、理解されるもの
と思われる。特に、時間および分インジケータ部材は、たとえば目盛りを有する回転ディ
スクなどといった針以外のインジケータ部材の形に作成することが可能であるということ
は、理解されるであろう。定義上マークおよび目盛りと関連する作動機構（一般的には種
々の図において説明される針およびダイヤル）を介して時間表示を与えるような、あらゆ
るアナログディスプレイを用いて所望の結果を得ることができるということは、広く理解
されることであると思われる。
【００５２】
また本発明は、時間インジケータ部材が２４時間で１回転を完了するような２４時間作動
機構にも適用可能であるということも、理解されるであろう。
【００５３】
本発明は勿論、たとえば卓上時計や壁時計などといった腕時計以外の計時器にも適用可能
である。
【図面の簡単な説明】
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【図１】十進法による時間情報を得るためにすでに存在する分および時間インジケータ部
材を特にたよりとする第１の実施形態の原理に答える、本発明の第１実施形態を示す。
【図２】十進法による時間情報を得るためにすでに存在する分および時間インジケータ部
材を特にたよりとする第１の実施形態の原理に答える、本発明の第２実施形態を示す。
【図３】十進法による時間情報を得るためにすでに存在する分および時間インジケータ部
材を特にたよりとする第１の実施形態の原理に答える、本発明の第３実施形態を示す。
【図４】十進法による時間情報を得るために、分インジケータ部材と、作動機構によって
駆動される追加インジケータ部材とを特にたよりとする第２の実施形態の原理に答える、
本発明の第４実施形態を示す。
【図５】十進法による時間情報を得るために、分インジケータ部材と、作動機構によって
駆動される追加インジケータ部材とを特にたよりとする第２の実施形態の原理に答える、
本発明の第５実施形態を示す。
【図６】十進法による時間情報を得るために、分インジケータ部材と、作動機構によって
駆動される追加インジケータ部材とを特にたよりとする第２の実施形態の原理に答える、
本発明の第６実施形態を示す。
【図７】十進法による時間情報を得るために、分インジケータ部材と、作動機構によって
駆動される追加インジケータ部材とを特にたよりとする第２の実施形態の原理に答える、
本発明の第７実施形態を示す。
【図８】追加ディスプレイ部材上に表示される近似十進法値が１２時間ごとに交互に遮蔽
されるようにする追加機構を含む、図１に説明される第１実施形態の有利な変形例を示す
。
【符号の説明】
１　腕時計、２　中間部、３　クリスタル、４ａ　時針、４ｂ　分針、５　ダイヤル、７
　インジケータディスク、５１　十進法値。

【図１】 【図２】
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