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(57)【要約】
　本発明は、取外し可能な装飾体（３）用の装飾体台座
において、台座ベース（１）と、２つの相対する装飾体
保持具（２ａ、２ｂ）であって、前記台座ベース（１）
に固定されているか又は該台座ベースと一体を成してお
り、かつ２つの装飾体保持具（２ａ、２ｂ）の間に装飾
体（３）を保持するように適応された２つの相対する装
飾体保持具（２ａ、２ｂ）と、前記装飾体保持具（２ａ
、２ｂ）の外側を回る挟持リング（４）であって、解放
方向において前記装飾体（３）の解放を可能にし、挟持
方向において前記装飾体保持具上に挟持力を及ぼして装
飾体保持具（２ａ、２ｂ）の間に配置された前記装飾体
（３）を把持し、かつしっかりと固定するような内部寸
法を有する挟持リング（４）と、を備え、挟持リング（
４）は、ばね金属層（４ｃ）と少なくとも１つの他の層
（４ａ、４ｂ、４ｄ、４ｅ）とを有する、装飾体台座に
関する。本発明はさらに、前記装飾体基礎ジュエリー内
の装飾体を取外し、再度組付ける方法、ならびに前記装
飾体台座を含むジュエリーおよび腕時計に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取外し可能な装飾体（３）用の装飾体台座であって、
　台座ベース（１）と、
　２つの相対する装飾体保持具（２ａ、２ｂ）であって、前記台座ベース（１）に固定さ
れているかまたは前記台座ベース（１）と一体を成しており、かつ２つの装飾体保持具（
２ａ、２ｂ）の間に装飾体（３）を保持するように適応された２つの相対する装飾体保持
具（２ａ、２ｂ）と、
　前記装飾体保持具（２ａ、２ｂ）の外側を回る挟持リング（４）であって、該挟持リン
グ（４）の解放方向において前記装飾体（３）の解放を可能にし、挟持方向において前記
装飾体保持具上に挟持力を及ぼして装飾体保持具（２ａ、２ｂ）の間に配置された前記装
飾体（３）を把持し、かつしっかりと固定するような内側寸法を有する挟持リング（４）
と、を備え、
　前記挟持リング（４）は、ばね金属層（４ｃ）と少なくとも１つの他の層（４ａ、４ｂ
、４ｄ、４ｅ）とを有する、
ことを特徴とする装飾体台座。
【請求項２】
　ばね金属層（４ｃ）が、前記少なくとも１つの他の層（４ａ、４ｂ、４ｄ、４ｅ）と共
に少なくとも１つの位置に強固に固定されている、請求項１に記載の装飾体台座。
【請求項３】
　ばね金属層（４ｃ）が２つの他の層（４ａ、４ｂ）の間に挟まれている、請求項１また
は２に記載の装飾体台座。
【請求項４】
　前記ばね金属層（４ｃ）は、前記挟持リング（４）がその解放位置からその挟持位置へ
回転させられるにつれて外向きに屈曲するように配置されている、請求項１～３の何れか
一項に記載の装飾体台座。
【請求項５】
　前記ばね金属層（４ｃ）がばね金属の２つの円弧（４ｃ1、４ｃ2）を含む、請求項１～
４の何れか一項に記載の装飾体台座。
【請求項６】
　前記ばね金属層が、中間固定部分（４ｆ3）を介して一体化された２つの円弧状部分（
４ｆ1、４ｆ2）で構成された単一部品である、請求項１～４の何れか一項に記載の装飾体
台座。
【請求項７】
　内向きに突出する少なくとも１つの突起（６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄ）が前記挟持リング
（４）の内周上に設けられ、かつ相対する前記装飾体保持具（２ａ、２ｂ）の少なくとも
１つの中に前記少なくとも１つの突起（６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄ）に対応する少なくとも
１つの窪み（５ａ、５ｂ）が設けられ、前記少なくとも１つの突起（６ａ、６ｂ、６ｃ、
６ｄ）が前記少なくとも１つの窪み（５ａ、５ｂ）に係合する、請求項１～６の何れか一
項に記載の装飾体台座。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの突起（６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄ）が前記挟持リングのばね金属層
（４ｃ）上に配置されている、請求項７に記載の装飾体台座。
【請求項９】
　前記ばね金属層（４ｃ）の外周は、前記突起（６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄ）が前記窪み（
５ａ、５ｂ）内にスナップ係合された時点で少なくとも１つの他の層（４ａ、ｂ、ｄ、ｅ
）の外周と同じ広がりを有する、請求項７または８に記載の装飾体台座。
【請求項１０】
　前記挟持リング（４）の内周が少なくとも部分的に長円形状を有する、請求項１～９の
いずれか一項に記載の装飾体台座。
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【請求項１１】
　前記突起（６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄ）が、少なくとも部分的に長円形の形状の最小内径
に位置づけされている、請求項１０に記載の装飾体台座。
【請求項１２】
　相対する前記装飾体保持具（２ａ、２ｂ）間で開放している前記台座ベース（１）が可
撓性であり、かつ前記装飾体保持具間に挿入され保持される装飾体（３）を収容するため
に拡張できるように適応されている、請求項１～１１の何れか一項に記載の装飾体台座。
【請求項１３】
　相対する前記装飾体保持具（２ａ、２ｂ）の対面する表面には、装飾体（３）を収容す
るための溝、切欠き、棚状物またはトレーあるいはそれらの任意の組合せが具備されてい
る、請求項１～１２の何れか一項に記載の装飾体台座。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の装飾体台座を含むジュエリー。
【請求項１５】
　リング、ブローチ、ブレスレット、ネックレス、イヤリング、ティアラ、カフスボタン
、バングル、ネクタイピン、ピンバッジ、タキシードスタッド、フォアヘッドジュエリー
、チャームおよびハンドチェーンの中から選択される、請求項１４に記載のジュエリー。
【請求項１６】
　請求項１～１３の何れか一項に記載の装飾体台座を有する腕時計。
【請求項１７】
　装飾体台座の装飾体（３）を取外し、再度組付ける方法において、
　ａ）装飾体（３）を含む請求項１～１３の何れか一項に記載の装飾体台座を提供するス
テップと、
　ｂ）挟持リング（４）を時計回りまたは反時計回り方向に回転させて、装飾体保持具（
２ａ、２ｂ）上に加えられた挟持力を緩和し、相対する装飾体保持具（２ａ、２ｂ）を緩
めることができるようにし、かつ装飾体保持具（２ａ、２ｂ）の間に配置された装飾体（
３）の解放を可能にするステップと、
　ｃ）前記装飾体（３）を前記装飾体台座から除去するステップと、
　ｄ）装飾体保持具（２ａ、２ｂ）間に同じまたは別の装飾体（３）を具備するステップ
と、
　ｅ）前記挟持リング（４）を時計回りまたは反時計回り方向に回転させて、相対する前
記装飾体保持具（２ａ、２ｂ）上に挟持力を加え、該装飾体保持具の間に配置された前記
装飾体（３）を取付け、かつしっかりと固定して、組付けられた装飾体台座を得ることが
できるようにするステップと、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ジュエリー、そして詳細にはユーザーが取外し再組付けできる装飾体を伴う
ジュエリーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　当該技術においては、多種多様な設計の多くの異なる貴石用台座が公知である。これら
の台座は、指輪、ブローチ、ブレスレット、ネックレスまたはティアラなどのジュエリー
製品に宝石またはそれに類する装飾体を閉じ込め固定するために使用される。台座は、典
型的に宝石職人の実質的技能を必要とする多少の差こそあれ入り組んだ形状の保持部品で
構成されており、このため、石または他の装飾体の据付けおよび交換は複雑で時間と費用
のかかる作業になっている。
【０００３】
　従来、台座は、上向きに延在する多くの爪を伴うベースを含み、爪の端部は、石または



(4) JP 2016-523171 A 2016.8.8

10

20

30

40

50

装飾体上に折り返されてそれを閉じ込め所定の場所にしっかりと保持している。爪の数お
よびその分布は、石のサイズおよび形状によって左右される。
【０００４】
　このような装飾体台座および一般に使用されている類似の台座は典型的に、この装飾体
をジュエリー製品に適切に組付けるための技能と特殊な機器を必要とする。したがって、
このような台座からの貴石および装飾体の取外しおよび交換は困難であり、このような台
座を含むジュエリーを固定されたものにしている。さらに、設計および美観上の理由から
、石上に折り返しそれを部分的に被覆する爪または類似の構造に可視的部分があることは
望ましくない場合がある。
【０００５】
　業界においては、チタン製のジュエリー製品上に、貴石が空中静止している感覚を与え
る貴石台座内に宝石または他の装飾体を組付けることが公知である。貴石台座は、ベース
構造を通して連結され互いに対面するジョーに似た２つの装飾体保持具を含む。２つの装
飾体保持具の内側の互いに対面する表面の各々の上には、宝石または装飾体を把持するよ
うに設計された切欠きまたは溝が配置されている。好適なサイズの装飾体を組付けなけれ
ばならない場合、装飾のジョーを強制的に広げるかまたは梃子作用で離隔させて、装飾体
の縁部を溝に滑り込ませ、その時点でジョーが解放され弾性により復帰して装飾体を押圧
することができるようにする必要がある。装飾体は、溝によっておよび装飾体保持具がそ
の原初の位置に戻ろうとするにつれて装飾体保持具が及ぼす内向きの方向性を有する力に
よって所定の場所に保持されるような形で、装飾体取付具は僅かに過大な寸法で作られて
いる。この構成は、装飾体保持具が強制的に開かれ、こうして弾性変形させられた場合に
発生する張力を蓄えることのできる材料であることを理由として、チタン製の貴石台座に
おいては機能する。これはまた、金および銀の合金そして充分な弾力性と強度を有する他
の金属についても機能する。この構成では、貴石の組付けのために特殊な工具が必要とさ
れ、この構成の使用は、高い張力蓄積能力を有する材料に制限される。
【０００６】
　ジュエリーの分野で現在存在する異なる交換可能な貴石台座の例は、以下の刊行物中に
見出される。
【０００７】
　本発明と同じ発明者に対する特許文献１は、一実施形態において、一つの方向で２つの
溝付き装飾体保持具上を滑らせることができ９０°捩った場合に装飾体保持具を合わせて
押圧して貴石をその台座内に挟持し保持することのできる長円形のクランプリングを利用
する取外し可能な貴石用の装飾体台座について記載している。
【０００８】
　特許文献２は、別の指装着用リングのまわりに結合され配置されてその外観を増強させ
るように意図された第２の取外し可能な装飾的リングについて記載している。装置は、１
つの点で開放する形でヒンジ留めされ反対側ではクラスプ留めで閉じられることによって
指装着用リングの中心の石のまわりに係合するＯ字形ジャケットで構成されている。ジャ
ケットは中心の石付きアクセサリをしっかり拘束し、圧力によって所定の場所にとどまる
。第２のリングの目的は、中心にある石付きのアクセサリを増強させることにあり、それ
自体中央の貴石の交換を可能にするものではない。
【０００９】
　特許文献３は、ジュエリー製品内にしっかり固定され、互いに一定の角度をもって対面
するように傾斜した、互いに１つの位置で接触する２つの糸状の円を含む互換性ある宝石
台座について記載している。円の直径およびその中間距離は、組付けるべき宝石の直径よ
りも小さい。宝石の除去および保持は、広がって離隔し弾性により復帰して宝石を取り巻
きそれを押圧する円の能力によって可能になっている。
【００１０】
　特許文献４は、ケーシングおよびヒンジ留めされた底面カバーによって所定の場所に貴
石が保持されている、交換可能な貴石台座について記載している。
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【００１１】
　特許文献５は、石が２つの翼の間に保持され、ここで翼が、石を把持するためのリブお
よび切欠きを含んでいるリングについて記載している。石を下から支持し石の上下揺れを
防止するため、下方切欠きを用いて石の基部に支持体も配置される。
【００１２】
　特許文献６は、石が２つの翼とヒンジ留めされた支持体との間に保持され、石が下から
支持されている台座を伴う石付きアクセサリについて記載している。
【００１３】
　関連技術の他の例は、特許文献７、特許文献８、特許文献９、特許文献１０および特許
文献１１中に見い出される。
【００１４】
　主として、工具または特殊技能を全く必要とすることなく、ジュエリー製品上の石また
は他の装飾の容易かつ確実な取外しおよび交換を可能にし、かつより軟かい金または銀な
どの広範囲の材料を使用できるようにするジュエリー台座に対する需要が存在する。
【００１５】
　例えば、上述の石または装飾以外に、中心部品を取り囲む台座の部品を変更することに
より、ジュエリーの意匠を完全に変えることのできるジュエリー台座に対する需要も存在
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】欧州特許第２１３５５１９号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５０２１０９２０号明細書
【特許文献３】米国特許第３６５３２２７号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００１００３２４８１号明細書
【特許文献５】仏国特許第２７４０９４８号明細書
【特許文献６】仏国特許第２８７０６９０号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００７００９５１０４号明細書
【特許文献８】英国特許第２２１５１８１号明細書
【特許文献９】独国実用新案第２０３０６８３０号明細書
【特許文献１０】米国特許第４８００７３８号明細書
【特許文献１１】スイス特許第３４１３４５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明の目的は、挟持方向にスナップ係合する挟持リングを用いて、多種多様な材料で
できたジュエリー製品に対し貴石または他の装飾体を容易かつ確実に取外しおよび交換す
ることのできる台座を具備する問題に対する１つの解決法を提供することにある。
【００１８】
　本発明の別の目的は、特にジュエリー製品が金または銀などの軟質材料でできている場
合、繰返し使用した時点で構成部分がさほど摩損を受けることのない台座を提供すること
にある。
【００１９】
　本発明の別の目的は、台座ならびにこのような台座を含む腕時計またはジュエリーの異
なる意匠を提供するために交換可能である部品を含む可能性のある台座を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の１つの態様は、取外し可能な装飾用の装飾体台座において、台座ベースと、２
つの相対する装飾体保持具であって、前記台座ベースに固定されているか又はこの台座ベ
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ースと一体を成しており、かつこれらの間に装飾体を保持するように適応された２つの相
対する装飾体保持具と、前記装飾体保持具の外側を回る挟持リングであって、解放方向に
おいて前記装飾体の解放を可能にし、挟持方向において前記装飾体保持具上に挟持力を及
ぼして装飾体保持具の間に配置された前記装飾体を把持しかつしっかりと固定するような
内側寸法を有する挟持リングと、を備え、挟持リングは、ばね金属層と少なくとも１つの
他の層とを含む、装飾体台座を提供することにある。
【００２１】
　１つの実施形態において、ばね金属層は、前記少なくとも１つの他の層と共に少なくと
も１つの位置に強固に固定されている。一実施形態において、ばね金属層は２つの他の層
（４ａ、４ｂ）の間に挟まれている。一実施形態において、ばね金属層は、前記挟持リン
グがその解放位置からその挟持位置へ回転させられるにつれて外向きに屈曲するように配
置されている。一実施形態において、ばね金属層は、ばね金属の２つの円弧を含む。一実
施形態において、ばね金属層は、中間固定部分を介して一体化され実質的に対称な層を形
成する２つの円弧状部分で構成された単一部品である。一実施形態において、少なくとも
１つの内向きの方向性を有する突起が前記挟持リングの内周上に設けられ、かつ相対する
装飾体保持具の少なくとも１つの中に、前記少なくとも１つの突起に対応する少なくとも
１つの窪みが設けられ、前記少なくとも１つの突起は前記少なくとも１つの窪み内に係合
するように適応されている。一実施形態において、少なくとも１つの突起は、前記挟持リ
ングのばね金属層上に配置されている。一実施形態において、ばね金属層の外周は、突起
が窪み内にスナップ係合された時点で少なくとも１つの他の層の外周と同一の広がりを有
する。一実施形態において、前記挟持リングの内部は、少なくとも部分的に長円形状を有
する。一実施形態において、前記突起は、少なくとも部分的に長円形の形状の最小内径に
位置づけされている。一実施形態において、相対する装飾体保持具間で開放している台座
ベースは、可撓性であり、かつ前記相対するジョーの間に挿入され保持されている装飾体
を収容するために拡張できるように適応されている。一実施形態において、相対する装飾
体保持具の対面する表面には、装飾体を収容するための溝、切欠き、棚状物またはトレー
あるいはそれらの任意の組合せが具備されている。
【００２２】
　本発明の１つの態様は、前記装飾体台座を含むジュエリーを提供することにある。一実
施形態においてジュエリーは、リング、ブローチ、ブレスレット、ネックレス、イヤリン
グ、ティアラ、カフスボタン、バングル、ネクタイピン、ピンバッジ、タキシードスタッ
ド、フォアヘッドジュエリー、チャームおよびハンドチェーンの中から選択されてよい。
【００２３】
　本発明の一態様は、前記装飾体台座を含む腕時計を提供することにある。腕時計には、
装飾体台座、腕時計文字盤、そして任意にはストラップ、バングル、チェーンまたはリン
グが含まれていてよい。
【００２４】
　本発明の１つの態様は、装飾体台座の装飾体を取外し、再度組付ける方法において、
ａ）装飾体を含む本発明に係る装飾体台座を提供するステップと、
ｂ）挟持リングを時計回りまたは反時計回り方向に回転させて、装飾体保持具上に加えら
れる挟持力を緩和し相対する装飾体保持具を緩めかつ間に配置された装飾体を解放できる
ようにするステップと、
ｃ）装飾体を装飾体台座から除去するステップと、
ｄ）装飾体保持具の間に別の装飾体を具備するステップと、
ｅ）挟持リングを時計回りまたは反時計回り方向に回転させて、相対する装飾体保持具上
に挟持力を加え、その間に配置された装飾体を定着させかつしっかりと固定して、組付け
られた装飾体台座を得ることができるようにするステップと、
を含む方法を提供することにある。一実施形態において、挟持リングを、類似の内側形状
を有するものの外観が異なっている別のクランプリングと交換してもよい。
【００２５】
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　本発明は、添付図面を参照しながら以下の記述の中でより詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明に係る台座内に装飾体を有する指輪の斜視図を示す。
【図２】本発明に係る台座内に装飾体を有する指輪の斜視図を示す。
【図３】本発明に係る台座内に装飾体を有する指輪の側面図を示す。
【図４】いかなる貴石もクランプリングもない指輪の斜視図を示す。
【図５（ａ）－（ｂ）】本発明に係る台座と共に使用されるクランプリングの２つの実施
例を平面図で示す。
【図６（ａ）－（ｂ）】図５（ａ）および図５（ｂ）のクランプリングを斜視図で示す。
【図７】クランプリングの中心層を示す。
【図８】サンドイッチ層状のクランプリングを示す。
【図９（ａ）－（ｂ）】矩形形状といった形の３層クランプの２つのバージョンを示す。
【図１０】図９（ｂ）のクランプリングを用いた、組立て済みの指輪を示す。
【図１１】花の形をした別の３層クランプリングを示す。
【図１２】本発明のクランプリングのさらなる有利な実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　「クランプリング(clamp ring)」と「挟持リング(clamping ring)」という表現は、本
明細書において互換的に使用される。「装飾体保持具」と「ジョー」という表現は、本明
細書において互換的に使用される。
【００２８】
　本発明に係る台座は、宝石または他の異なる装飾体などの装飾体を固定するために使用
されてよい。装飾体は、石、腕時計文字盤、印章、真珠および金属部品またはそれらの任
意の組合せから選択されてよい。
【００２９】
　台座は、ジュエリーまたは腕時計の一部あってよく、このジュエリーは、指輪、ブロー
チ、ブレスレット、ネックレス、イヤリング、ティアラ、カフスボタン、バングル、ネク
タイピン、（襟章）ピンバッジ、（タキシード）スタッド、フォアヘッドジュエリー、チ
ャームおよびハンドチェーンなどから選択されてよい。
【００３０】
　宝石または他の装飾体が異なる形状およびサイズを有していてよいという点を指摘して
おくべきである。
【００３１】
　本発明に係る台座は、ベース構造（台座）を通って連結され互いに対面している爪また
はジョーと類似する好ましくは２つの装飾体保持具を含む。宝石または装飾体は、前記装
飾体保持具の間に配置されてよい。石または装飾体は、挟持リングを用いてその位置にし
っかりと固定される。挟持リングは、装飾体保持具のまわりに具備される、すなわち装飾
体保持具の外側を取り囲むか取り巻く。挟持リングの内側寸法の表面は部分的に、互いに
対面する装飾体保持具の表面とは反対側にある装飾体保持具の表面と接触していてよい。
言及した表面は、それぞれ対面する表面および背面と呼ばれてよい。装飾体保持具は、間
に置かれた装飾体を除去し交換するのに充分なだけ離隔するように穏やかに引き離されて
よい。
【００３２】
　挟持リングは、その解放方向において、相対する装飾体保持具間に配置された貴石また
は装飾体を解放できるようにし、代替的には前記装飾体保持具（ジョー）間への貴石また
は装飾体の挿入を可能にするような内側寸法を有する。挟持リングは、挟持方向において
挟持リングが、前記装飾体保持具間に置かれた貴石または装飾体を把持し、しっかりと固
定するために前記相対する装飾体保持具上に挟持力を及ぼすような内側寸法を有する。挟
持リングは、１つの位置で装飾体保持具と接触しており、この位置は、装飾体保持具に沿
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った任意の場所、例えば装飾体保持具のネックであってよい。ネックには、装飾体保持具
の溝または窪みが含まれていてよい。
【００３３】
　一実施形態において、挟持リングは、例えば相対する装飾体保持具の両方の上において
前記リングを滑動させることによって、装飾から除去できるように適応されている。
【００３４】
　一実施形態において、挟持リングは、その内側寸法において、部分的に楕円形状（長円
形状）を有する。
【００３５】
　一実施形態において、装飾体保持具はその互いに対面する内側表面上に、宝石または装
飾体をしっかりと固定した時点で把持するように設計された切欠きまたは溝を含んでいて
よい。
【００３６】
　一実施形態において、装飾体保持具は、互いに対面するその内側表面上に、宝石または
装飾体をしっかりと固定した時点で保持し把持するように設計された棚状部またはトレー
を含んでいてよい。
【００３７】
　装飾体保持具は、一対で提供される。装飾体保持具は、組付けされた台座内に装飾体を
少なくとも部分的に包み込む。装飾体保持具は、締付けを行うジョーとみなされてよく、
貴石または他の装飾体を完全に包囲していてもいなくてもよい。貴石または装飾体に向か
う方向でクランプリングと接触している部域より上の装飾体保持具は、異なる形状を有し
ていてよい。各々の装飾体保持具は、間隔または開口部を含んでいてよい。貴石または他
の装飾体が具備されている装飾体保持具の部分は、しっかりと固定されるべき特定の装飾
体に好適な形状またはそれに適応された形状で具備されてよい。装飾体保持具間に形成さ
れる内部空間は、装飾の形状をたどるまたは反映するように意図されている。装飾体が具
備されている装飾体の部分は、開口部を含んでいてよい。このような開口部は、最大限で
装飾体保持具におけるクランプリングの位置に至るまで存在してよい。したがって、装飾
体保持具は必ずしも、いかなる開口部も間隔もなく単一の中実形状からできている必要は
ない。
【００３８】
　装飾体ベース構造は好ましくは、少なくとも部分的に融通性のある形状を有する。この
融通性により、装飾体の取外しおよび再組付けは容易になっている。装飾体ベースは、少
なくとも部分的に円形形状の形をしていてよい。それは、リング、長円形または曲がった
形状（例えば円弧）であってよい。一実施形態において、装飾体ベースは、少なくとも２
つの円形リング状ベースを含んでいてよい。この後者の実施形態において、装飾体ベース
、例えば指輪ベースを形成する円形リング状ベースは、少なくとも１つの間隔により互い
に分離されている。円形リング状ベースは好ましくは、互いに対面して位置づけされて、
装飾リングベースを例えば装着者の指に配置できるようになっている。好ましくは、円形
リング状ベースは等しい形状を有する。こうして装飾リングベースは、周囲に沿って走行
し装飾リングベースを少なくとも２つの区分に分割する少なくとも１つの間隔を含んでい
てよい。間隔は、装飾リングベースの周囲の少なくとも一部分に沿っていてよい。
【００３９】
　円形リング状ベースの間の上述の間隔の中には、装飾体リング、例えば指輪全体の意匠
を改変するために、前記間隔内に係合する追加のリング（単複）が組込まれてよい。
【００４０】
　クランプリングは、少なくとも２層を含む、あるいは少なくとも２層で構成されていて
よい。１つの層は上部層または底部層、好ましくは上部層であり、第２の層はばね金属層
である。さらに、クランプリングは、第３の層、底部層を含んでいてよい。クランプリン
グの層は、互いに隣接して、好ましくは互いの上に位置づけされる。２層が使用される場
合、上部層は、貴石または装飾体に最も近く、ばね金属層は前記上部層の下に位置づけさ
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れる。３層が使用される場合には、ばね金属層は前記上部層と低部層の間に挟まれる。少
なくとも２つの層は互いに固定点で固定される。これらの固定点は、層間の固定点であっ
てよく、あるいは鋲により接合される層の孔であってもよい。
【００４１】
　上部層および／または底部層は、ばね金属層に対面しない上部層の上方部分の装飾的部
分としての宝石および／または他の装飾体を含んでいてよい。３つの層を有するクランプ
リングは、使用時に反転可能である。３層のクランプリングは、装飾体保持具の周りで両
方向に挟持されてよく、こうして上部層または下部層を装飾に最も近く置くことができる
。上部層と下部層が異なる意匠のものである場合、装飾体台座の意匠は、台座内の組付け
済み装飾体にどの層が最も近いかによって変化する。
【００４２】
　クランプリングは、相対する挟持用装飾体保持具に具備され、この装飾体保持具を取り
囲んでいてよい。クランプリングは好ましくは、少なくとも部分的に楕円形の内部を有す
る。長円形状のリングを横断して、寸法は異なっている。長円が最も幅広である場所（主
軸）を横断して、ジュエリーには、宝石または装飾体をクラスプ留めするために溝を用い
て据え付けることのできる装飾体保持具（ジョー）の間に、貴石または装飾体が具備され
てよい。このとき、挟持リングを、装飾体保持具のまわりで時計回り方向または反時計回
り方向のいずれかの方向に回すことができ、ここで挟持リングの長円形状が装飾体保持具
上に力を加えて、これらの装飾体保持具を互いに接近させ、結果として、装飾体保持具間
に貴石または装飾体がしっかりと固定されることになる。ここで、長円形の挟持リングが
その最も狭い内部軸すなわち最小直径に来る時点に気づくはずであり、その点が好ましい
固定スポットである。しかしながら、装飾体保持具間の貴石または装飾体を、挟持リング
の最も幅広の方向と最も狭い方向の間にある他の位置において所定の場所に保持してもよ
い。挟持リングは、屈曲しかつ前記装飾体保持具間の所定の場所に貴石または装飾体を保
つために必要な力を装飾体保持具上に加える前記挟持リングのばね金属層を用いて、所定
の場所に保たれる。
【００４３】
　拘束および固定用機構が所望の形で機能するために、挟持リングは好ましくは本質的に
長円形状を有する。しかしながら、リングは必ずしも完全な長円ではない。クランプリン
グの最小円周直径は、挟持リングが、装飾体保持具の部分と接触して装飾体保持具を強制
的に互いに接近するように移動させ装飾体をその間にしっかり固定させている場所である
。
【００４４】
　一実施形態において、クランプリングの最小内径は、クランプリングの最大内径から９
０°のところに位置している。このような実施形態においては、クランプリングの解放方
向（最大内径における解放位置）は、クランプリングの挟持方向（最小内径における挟持
位置）から９０°のところである。
【００４５】
　この最小直径から、内径は、長円についてそうであるように、クランプリングについて
最大値に達するまでその周囲に沿って拡大し、その後は対応する最小直径に向かって減少
する。
【００４６】
　挟持リングは、その形状、好ましくは少なくとも部分的に長円の形状が移動させられて
装飾体保持具が可能なかぎり互いから遠ざかった時、すなわち挟持リングがその最も広い
内部軸内にある時、挟持リングを装飾体保持具に沿ったその位置から除去して前記部分を
互いに分離することができる寸法を有していてよい。挟持リングはこのとき、装飾体保持
具から取外される。このような実施形態の場合、装飾体は、大き過ぎない方がよく、これ
は、装飾のサイズが、装飾体保持具間の距離、ひいては装飾体保持具のまわりの位置から
クランプリングを除去しなければならない場合のクランプリングの内径に影響を及ぼすか
らである。この実施形態では、装飾体保持具間にあるように意図されている貴石または他
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の装飾体の寸法は、挟持リングの内径よりも小さいかまたはそれと類似のサイズのもので
あることが好ましい。前記内径は、任意の方向で選択されてよい。
【００４７】
　大型の貴石または装飾体も、前述のものと同じ技術を用いてしっかりと固定されてよい
が、その場合、任意の方向における挟持リングの直径は、貴石または装飾体の周りの装飾
体保持具のサイズと合わせたこの貴石または装飾体の直径よりも小さい。この実施形態に
おいて、挟持リングは装飾体保持具を取り巻いており、装飾体保持具に沿って挟持リング
を滑動させて前記装飾体保持具から除去できなくてよい。しかしながら、同様にこの実施
形態においては、クランプリングはその最小の内部軸において装飾体保持具間に貴石また
は装飾体をしっかりと固定し、かつその最も幅広の内部軸において前記貴石または装飾体
を解放して例えば貴石および／または装飾体の差し換えを可能にしてよい。
【００４８】
　ばね金属層は、少なくとも１つの他の層と類似の内周を有する。他の少なくとも１つの
層は、少なくとも部分的長円の内周を有する。
【００４９】
　ばね金属層は、少なくとも１部品、例えば１部品または２部品でできていてよく、これ
には、それ／それらをクランプリングの少なくとも１つの他の層にしっかりと固定するた
めの固定点が含まれている。固定点は、溶接点または鋲またはピンが挿入された孔であっ
てよい。
【００５０】
　ばね金属層は、そのリング形状内に１つの開口部を有していてよく、こうして、より馬
蹄様の形状が付与される。ばね金属層は、クランプリングの少なくとも１つの他の層にそ
れをしっかりと固定し定着させるため、例えば孔などの少なくとも１つの固定点を含む。
ばね金属層は、それをクランプリングの少なくとも１つの他の層、例えばクランプリング
の上方層と下方層の両方に固定するための２つの孔を含んでいてよい。このタイプのばね
金属層は、外向きに屈曲し、複合クランプリング全体が解放位置と挟持位置の間で回転さ
せられた時点で、間隙を形成してよい。ばね金属層は、平らな部分で構成されてよい。
【００５１】
　ばね金属層は、例えば２つの半部分などの２つの別個の部品で構成されていてよい。別
個の部品は円弧形状をしている。円弧は、クランプリングの少なくとも１つの他の層に各
円弧をしっかりと固定し定着させるため、例えば孔などの固定点を含む。円弧は、各々が
各円弧をクランプリングの少なくとも１つの他の層、例えばクランプリングの上方層およ
び下方層の両方に固定するための２つの固定点を含んでいてよい。ばね金属層は、平担な
ばね金属で作られていてよい。
【００５２】
　ばね金属層の少なくとも１つの端部が固定点を介して急速に保持される一方で、他方の
端部（単複）を外向きに押し屈曲させることが可能であり、この端部は、複合クランプリ
ング全体が解放位置と挟持位置の間で回転させられた時点で間隙を形成してよい。クラン
プリングがその拘束挟持位置に向かって回転させられるにつれて、クランプリングの内側
表面は、装飾体を間に伴う互いに対面する表面ではなく、その背面において装飾体保持具
を押圧する。クランプリングは、前記装飾体保持具のネック部分で装飾体保持具を包み込
んでいてよい。
【００５３】
　装飾体保持具間に貴石または他の装飾体のための確実な締結手段が得られるように、ク
ランプリングの好ましくはばね金属層上に突起を具備してよい。突出部は、クランプリン
グの内側寸法に組込まれてよい。これらの突起は、好ましくはクランプリングのばね金属
層の最も狭い、すなわち最小の内部軸に配置される。これらの突出部はさらに、解放位置
から拘束挟持位置までの回転時点で、挟持力をさらに増大させてよい。クランプリングの
ばね金属層のこれらの突起は、装飾体保持具／ジョー上の外側すなわち互いに対面する側
とは反対の側で窪み、例えばディンプル状窪みによって収容されるように適応されてよい
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。これらの窪みは、装飾体保持具のネック部分上にあってよい。装飾体保持具のネック部
分は、装飾体保持具に沿ったどの位置に存在していてもよい。こうして、窪みは、クラン
プリングの前述の突起を収納することができるように対応する位置で装飾体保持具上に設
けられる。装飾体保持具間に貴石または装飾体をしっかりと固定した時点で、クランプリ
ングはその最も幅広の内部軸のまわりからその最小内部軸に向かって回動させられる。ク
ランプリングの突起がジョーの窪み内に導入された時点で、ジュエリーおよび装飾のしっ
かりと固定された反復可能な拘束が得られる。この拘束機構はジュエリーユーザーにとっ
て明確な拘束機能を提供する。
【００５４】
　窪みと突起は、貴石または装飾体を所定の場所に保つためには必要ではないが、貴石ま
たは装飾体が可能なかぎり最良の拘束力で所定の場所に置かれることをユーザーにとって
より確実なものにし、貴石または装飾体の締結が過度に緩むリスクを低減させる。窪み、
および突起は同様に、ジュエリーの意図された意匠の対称性が一定に保たれることから、
組立てられたジュエリーの可能なかぎり最高の意匠を得ることを可能にする。
【００５５】
　別の実施形態においては、例えば美観上の理由から、装飾体保持具にさらなる窪みを作
製してもよい。
【００５６】
　本発明の一実施形態において、クランプリングは部分的に長円形状を有する。長円形状
は、クランプリングの内周の最小直径の周りにある。円は３６０°の角度を有する。楕円
（または長円）は、一種の細長い円であり、同じく３６０°の角度を有する。このことは
すなわち、クランプリングの内周の最小直径における最も狭い位置が０および１８０°に
あり得ることを意味している。一例として、クランプリングの内周の楕円形状は、クラン
プリングの（最小内径にある）最も狭い位置、すなわち直径が最小である場所の両側にお
いて、約６０°（例えば５０°、４０°、３０°）の間継続する。クランプリングの最も
狭い位置の両側で約６０°が長円形状を有する場合には、全クランプリングの約２４０°
が長円形状を有する。残りの部分（残りの１２０°）は、任意の形状、例えば中心から外
向きに、湾曲型、先のとがった形、鈍端型、部分円形、直線型などを有し、部分的に楕円
形の挟持リングを閉じていてよい。
【００５７】
　クランプリングの少なくとも１つの他の層にばね金属層を締結ししっかり固定するため
に使用される孔は、挟持リングの１半分の中に互いに隣接して、すなわち互いから１８０
°以内に設けられてよい。別の選択肢では、それらは互いにほぼ反対側に、すなわちばね
金属層ならびに最終的クランプリングの反対側の区分内に設けられる。
【００５８】
　本発明は、モジュール式のクランプリングを提供する。それは、複数の層で構築される
が、目立たずかつ不可視な形で構築されており、見る人に中実リングの印象を与える。
【００５９】
　図１、２および３は、２つのジョー２ａおよび２ｂの間に貴石３を保持する、２つのジ
ョー２ａおよび２ｂを伴う指輪ベース１を含む本発明に係る１つの組立てられた指輪を示
している。ジョーは、以下で説明する要領で３層（４ａ、４ｃおよび４ｂ）のクランプリ
ング４によって共に押圧されている。図面全体を通して、同じ構成要素または同一の機能
を有する構成要素には、同じ参照番号が付されている。
【００６０】
　図４は、貴石およびクランプリングを伴わない指輪を示す。この図では、互いに離間し
相対する２つの挟持用ジョー２ａおよび２ｂまでネック１０を介して延在する指輪ベース
１をより明確に見ることができる。各ジョーの内側には、（図１～３に示されている通り
）貴石の縁部を保持するための溝７ａ、７ｂが具備されている。各ジョーのネック部分内
の外側には、ディンプル状窪み５ａ、５ｂが具備され、このディンプル状窪みの中にクラ
ンプリングの突出部がスナップ係合されて、以下でさらに詳述する通り、ジョーを共に押
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圧して、貴石をしっかりと所定の場所に保持することになる。
【００６１】
　図５（ａ）および５（ｂ）は、本発明に係る装飾体台座中で使用されるクランプリング
の２つの異なるバージョン、すなわち１つは宝飾されたものそしてもう一方は飾りのない
ものを示している。この実施形態中の各リングは、楕円形の内部を有する。長円が最も狭
いところ、すなわち最小の直径を有するところ（短軸）を横断して、リングには突出部６
ａおよび６ｂが具備されている。
【００６２】
　クランプリングの構成は、図６（ａ）および（ｂ）により容易に見ることができる。各
クランプリングは、３層（４ａおよび４ｂと間に挟まれたばね金属層４ｃ）からなり、中
間ばね金属層４ｃに突出部６ａおよび６ｂを有する。
【００６３】
　図７は、クランプリング４を作り上げるため上部層と底部層４ａおよび４ｂの間に挟ま
れている中間ばね金属層４ｃの構成をより詳細に示している。２つの別個の半分４ｃ1お
よび４ｃ2が、中間層４ｃを構成する。別個の半分４ｃ1および４ｃ2は、平担なばね金属
の円弧である。各々のばね金属円弧４ｃ1および４ｃ2は、各円弧をクランプリングの上方
層および下方層４ａおよび４ｂに対ししっかりと固定し定着させるための２つの固定点、
つまり孔８を有する。各々の平担なばね金属円弧４ｃ1および４ｃ2の一端部は孔８を介し
て急速に保持されるものの、その他方の端部は、ディンプル状陥没が主軸（最も幅広の距
離）と整列されている解放位置から挟持位置に向かって、複合クランプリング全体が回転
させられた場合に、上方層と下方層４ａおよび４ｂの間で押され外向きに屈曲され得る。
クランプリングが、この場合は時計回り方向であるその拘束挟持位置に向かって回転させ
られるにつれて、突出部６ａおよび６ｂは、ジョーのネック部分１０を押圧し、ばね金属
円弧４ｃ1および４ｃ2の端部を外向きに、クランプリングの正規の円周を超えて屈曲させ
る。突出部６ａおよび６ｂがディンプル状窪みとの整列に達した時点で、ばね金属円弧の
突出部はネック内のディンプル状窪み内にスナップ係合し、こうして挟持リングがその挟
持位置から外に出て回転するのを防ぐ。
【００６４】
　図８は、クランプリングの上方層と下方層４ａおよび４ｂの間に挟まれた２つのばね金
属円弧４ｃ1および４ｃ2を示しており、ここでクランプリングパッケージ全体は、板状金
属円弧４ｃ1および４ｃ2の孔８を貫通して延在する４本のピン９によってしっかりと固定
されている。
【００６５】
　貴石または他の装飾体は、ジョー２ａおよび２ｂを引き離し、貴石の縁部を溝７ａおよ
び７ｂの中に係合させることによって、所定の場所に組付けられる。指輪１の固有の圧力
は、貴石３を所定の場所に予備的に保持させる。クランプリングは、長円の主軸がジョー
と整列しているその位置で、ジョーの上にすでに滑入されている。
【００６６】
　ここで記載されている例示的実施形態には、装飾体を把持するための溝７ａおよび７ｂ
が具備されているものの、例えば装飾の丸味ある端部または側をぴったりと収容するよう
に寸法決定された凹状陥没あるいは三日月カットされた貴石のための棚状および椀状陥没
などの溝以外の形の拘束係合、ジョー内に装飾体を保持できることも企図されており、こ
れらの可能性の各々が、主クレーム中で定義されている通りの「装飾体を把持する」こと
の定義の範囲内に包含されている。
【００６７】
　クランプリング４は、その主軸がディンプル状窪み５ａおよび５ｂと整列している位置
にある。このとき、クランプリングは時計回り方向に回転され、ジョー２ａおよび２ｂの
ネック部分がクランプリング４の狭窄し続ける区間と接触するにつれて、突起６ａおよび
６ｂならびにばね金属円弧４ｃ1および４ｃ2の端部は、外向きに強制され、貴石を保持す
るジョーは、共によりきつく押圧される。最終的に、突出部６ａおよび６ｂは、拘束位置
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でディンプル状窪み５ａおよび５ｂの中にスナップ係合する。クランプリング４は、共に
押圧されたジョーが貴石を保持している状態で、この位置にしっかりと保持され、その位
置から偶発的に脱出して回転させられる可能性はない。貴石を解放しそれを別のものと交
換するためには、クランプリング４を反時計回り方向に回転させて、まず突起をそれらが
中に入っているディンプル状陥没から外に強制し、その後、クランプリング４の内側長円
の主軸がジョーと整列する位置まで、クランプリング４を９０°回転させる。このとき、
指輪１のジョー２ａおよび２ｂを、貴石を除去し交換するのに充分なだけ離れるように穏
やかに引張ることができる。クランプリングは、例えば貴石を除去した後に初めて除去し
交換することができる。
【００６８】
　本発明の一つの有利な態様によると、ばね金属円弧４ｃ1および４ｃ2は、クランプリン
グの回転中にこれらの円弧が外向きに押され、層４ａおよび４ｂにより画定されたクラン
プリング周囲のわずかに外側に突出し得るような形で、寸法決定され組付けされる。突起
６ａおよび６ｂが、ディンプル状窪み５ａおよび５ｂ内に格納された時、ばね金属円弧は
、外側表面がクランプリングの外側層の外周と正確に整列させられている位置まですでに
戻っており、こうして魅力的な外側表面を示す。
【００６９】
　本発明の構成は、従来ユーザー互換式の石または他の装飾体を伴うジュエリーにおいて
、従来の可能であるものに比べてより確実なジュエリー製品内へ貴石の固定を提供する。
ばね金属円弧４ｃ1および４ｃ2上の突起６ａおよび６ｂがひとたび所定の位置にスナップ
係合した時点で、クランプリングは、石拘束位置にしっかりと保持される。再び石を解放
するためには、クランプリングを反時計回り方向に回転させディンプル状陥没５ａおよび
５ｂから外へと突起を強制するための追加の力が求められる。同様に、この新規の構成に
おいては、クランプリング４の中間層４ｃを工業用バネ鋼で作り、一方外側可視層４ａお
よび４ｂを金または銀などのより軟質の貴金属で作ることができる。あるいは、中間層を
金合金、例えば白色金またはバネ特性を有する他の金属で作ることも可能である。突起と
相互作用するディンプル状陥没５ａおよび５ｂを含むジョー２ａおよび２ｂのネック部分
１０は、石が組付けられた場合には見えないことから、同様により硬質の金属または合金
で作ることができる。こうして、リングの部分を摩損することなく、石を多数回交換する
ことが可能である。
【００７０】
　さらなる有利な実施形態が図１２に関連して説明され、ここでばね金属層は単体である
。単体は、対称な馬蹄形を形成する中間部分を介して２つの一体化された円弧を有するも
のとして説明することができる。この実施形態は、同様に、ばね金属円弧の端部間にわず
かな間隙を伴う完全な長円などの他の形状で実施することもできるということが理解され
る。
【００７１】
　図１２（ａ）は、先の実施形態のクランプリング４とはわずかに異なる形をした本発明
のクランプリングを示している。この場合、それは先の実施形態の場合と同様に３層式で
あるが、ばね金属の中間層４ｆは、各々その端部で組付けられた２つの別個の円弧で構成
されておらず、むしろ２つのバネ円弧４ｆ1および４ｆ2は、中間固定部分４ｆ3を介して
互いに一体である対称な馬蹄形のバネ板４ｆを形成する。前述のクランプリングの場合と
同様に、中間層４ｆは２つの外側層４ｄと４ｅの間に挟まれているが、この実施形態では
、下方層４ｅには、円弧４ｆ1と４ｆ2の端部の間の空間に跨る隆起した充填材区分４ｅ1

が具備され、密着したクランプリングを作り上げている。
【００７２】
　以上で説明した実施形態の場合と同様、装飾は、装飾体ベース１のジョー２ａおよび２
ｂの間に保持されている（図４を参照のこと）。この実施形態においても、図４のリング
などの全く同じ装飾体ベースが使用される。図１２（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）は、クラ
ンプリングの有利な作動を示す。図１２（ｂ）は、本実施形態のクランプリング４ｆの２
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いる。以上で先に説明した実施形態の場合と同様に、長円形のクランプリングは、貴石が
組付けられる前に、クランプリングの長円内側寸法の主軸がジョーと整列してそれに上を
滑り込ませるための充分な空間を提供している状態で、ジョー２ａおよび２ｂの上を滑動
されてよい（この段階は、ここでは図１２中に示されていない）。貴石などの装飾は次に
、石の縁部が溝７ａ、７ｂの中にある状態でジョー間に配置され、クランプリングは、図
１２（ｂ）に示された位置まで回転させられる。ここでは、２つのジョー２ａおよび２ｂ
のネック１０のみが示され（図４参照）、その間に保持された石は示されていない。この
拘束位置において、突起６ｃおよび６ｄはすでに、ネック１０内のディンプル状陥没５ａ
および５ｂ内にスナップ係合して、石をしっかりと所定の場所に拘束している。石を解放
するためには、この実施形態において、クランプリングをいずれかの方向に回転させるこ
とが可能である。反時計回り方向での回転は図１２（ｃ）に示され、時計回り方向での回
転は図１２（ｄ）に示されている。いずれかの方向に回転した場合、突起６ｃおよび６ｄ
は、ディンプル状陥没５ａおよび５ｂから上昇して脱出し、一体式の馬蹄形の板４ｆ部分
を形成する円弧４ｆ1および４ｆ2の各々は、円弧の固有のバネ力に対抗して外向きに強制
され、円弧４ｆ1および４ｆ2の端部間に間隙１３を形成し、クランプリングの正規の円周
のわずかに外側に円弧を押し出す。この実施形態には、対称であって円弧が外向きに曲げ
られた場合に対称的に負荷を受けるという利点がある。先に説明した実施形態の場合と同
様に、サンドイッチは、４本の対称的に組付けられたピン９１および９２によって一緒に
保持される。この場合、一体型馬蹄形４ｆの中に円弧４ｆ1および４ｆ2を伴う対称な形状
は、各々の上方ピン９１が梃子作用によって上向きに作用する力と下向きに作用する力を
同時に受け、こうして大部分を相殺し、装飾の組付けの寿命を著しく延ばすということを
意味する。同様に、この実施形態においては、いずれかの方向への回転により貴石を解放
または拘束することが可能であり、詳細で覚えにくい使用上の指示をユーザーに与える必
要は無くなる。
【図１】 【図２】
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