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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに組み合わされる一対のピースからなり、
前記一対のピースは組み合わされたときに両ピースの共通の軸線の周りに互いに回転可能
であり、
　両ピースは表裏面それぞれに多極着磁を施された一対の永久磁石を保持し、両ピースが
組み合わされたときに両永久磁石の表面が対向する＿
ことを特徴とするクラスプ。
【請求項２】
　さらに、各ピースに保持され各永久磁石の裏面に接するバックヨークを備えることを特
徴とする請求項１に記載のクラスプ。
【請求項３】
　両ピースがこれらの共通軸線の周りに形成されその周方向へ伸びる突起及び該突起を受
け入れ、前記突起に対して前記共通軸線の周方向への案内作用を及ぼす溝を備え、
　前記突起が前記共通軸線の周方向に関する中央部及び両端部を有し、前記中央部から各
端部に向けて漸減する厚さ寸法を有し、また、
　前記溝が前記共通軸線の周方向に関する中央部及び両端部を有し、前記中央部から各端
部に向けて漸減する深さ寸法を有する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載のクラスプ。
【請求項４】
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　両ピースが互いに相対する凸部及び該凸部を受け入れる凹部を備え、前記凸部及び前記
凹部が両ピースの共通軸線の周りに滑動可能に接する円筒面からなる周面を有する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載のクラスプ。
【請求項５】
　一方のピースに該ピースの周囲を回転可能であるように取り付けられたカンと、他方の
ピースに固定されたカンとを備える
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のクラスプ。
【請求項６】
　各ピースが各永久磁石を保持するための多角形の穴を有し、各永久磁石は前記穴とほぼ
同形の平面形状を有する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載のクラスプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネックレスやブレスレットのような装身具、ベルト等における端部の相互連
結や、カーテン同士の相互連結のため、あるいは財布やバッグの口を留めるために用いら
れる留め具であるクラスプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ネックレスやブレスレットのような装身具の端部同士を連結、解除し、あるいは
財布やバッグの口を留めまたこれを解除するための手段として、永久磁石の磁気吸着力及
び磁気反発力を利用するクラスプが提案されている（後記特許文献１及び２）。
【０００３】
　前記従来のクラスプは永久磁石が組み込まれた一対のピースを備え、両ピースは装身具
の両端部あるいは財布やバッグの本体とフラップとに取り付けられる。両ピースはこれら
の永久磁石の異極同士を対向させることにより磁気吸着力を受けて互いに結合される。こ
れにより、装身具の両端部が連結され、あるいは財布やバッグの口が留められる。また、
結合された両ピースをこれらの軸線の周りに回転させて両永久磁石の同極同士を対向させ
ると、両ピースは磁気反発力を受けて互いに分離する。これにより、装身具の両端部の連
結が解除され、また財布やバッグの口の留められた状態が解除される。
【０００４】
　ところで、クラスプに用いられる永久磁石は、互いに結合された両ピースが簡単に分離
することがないように、比較的高い磁気吸着力を発揮し得るもの、すなわち比較的強い磁
力を有するものが選択される。しかし、反面、強い永久磁石の磁気漏れのために、身の回
り品である例えば腕時計のような精密機器が悪影響を受けるという懸念がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許公開第２００６/００９６０７０号
【特許文献２】米国特許公開第２００７/００２８４２９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、比較的高い磁気吸着力を発揮でき、磁気漏れの比較的少ないクラスプ
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（請求項１に記載の発明の特徴）
　請求項１に記載の発明はクラスプに係り、互いに組み合わされる一対のピースからなり
、前記一対のピースは組み合わされたときに両ピースの共通の軸線の周りに互いに回転可
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能であり、両ピースは表裏面それぞれに多極着磁を施された一対の永久磁石を保持し、両
ピースが組み合わされたときに両永久磁石の表面が対向する＿ことを特徴とする。
【０００８】
　請求項１に記載の発明によれば、一対のピースは、これらに保持された一対の永久磁石
がこれらの表面において異極同士で対向するとき、両永久磁石相互間に生じる磁気吸着力
により互いに結合される。両ピースの結合により、両ピースを介しての例えばネックレス
やブレスレット、ベルトの両端部の連結、財布やバッグの口のロック、カーテン同士の連
結等を行うことができる。また、両ピースをこれらの共通軸線の周りに回転させて両永久
磁石の表面が同極同士で対向するようにすると、両永久磁石相互間に生じる磁気反発力に
より両ピースの相互結合を解除することができる。これにより、前記ネックレス等におけ
る相互連結の解除、前記財布等の口のロックの解除等を行うことができる。本発明にあっ
ては、前記永久磁石がその表裏面に多極着磁を施されたいわゆる両面多極型のものからな
ることから、たとえば＿片面に一極着磁が施されたいわゆる片面一極型のものなどと比べ
て、前記ピースからの磁気又は磁束の漏洩量を少なくすることができる。
【０００９】
（請求項２に記載の発明の特徴）
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明の構成要素に加えて、さらに、各ピー
スに保持され各永久磁石の裏面に接するバックヨークを備えることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明によれば、各永久磁石の裏面に接するバックヨークを備えること
から、一方の永久磁石の裏面から他方の永久磁石の裏面に向かう磁力線の空中放出量がよ
り低減され、これにより、磁気の漏洩量がより一層低減される。
【００１３】
（請求項３に記載の発明の特徴）
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の両ピースが、これらの共通軸線の周
りに形成されその周方向へ伸びる突起及び該突起を受け入れ、前記突起に対して前記共通
軸線の周方向への案内作用を及ぼす溝を有し、前記突起が前記共通軸線の周方向に関する
中央部及び両端部を有し、前記中央部から各端部に向けて漸減する厚さ寸法を有し、また
、前記溝が前記共通軸線の周方向に関する中央部及び両端部を有し、前記中央部から各端
部に向けて漸減する深さ寸法を有することを特徴とする。
【００１４】
　請求項３に記載の発明によれば、両ピースは、これらに設けられた突起及びこれを受け
入れる溝を介して、両ピースの共通軸線の周りに相対的に回転させることができる。本発
明にあっては、前記突起の厚さ寸法がその中央部からその各端部に向けて漸減し、また前
記突起を受け入れる溝の深さ寸法がその中央部からその各端部に向けて漸減することから
、両ピースを相対的に回転させるとき、両ピースに保持された両永久磁石の表面が次第に
近接しあるいは離れるようにすることができる。
【００１５】
（請求項４に記載の発明の特徴）
　請求項４に記載の発明は、請求項１又は２に記載の両ピースが、互いに相対する凸部及
び該凸部を受け入れる凹部を備え、前記凸部及び前記凹部が両ピースの共通軸線の周りに
滑動可能に接する円筒面からなる周面を有することを特徴とする。
【００１６】
　請求項４に記載の発明によれば、両ピースは、これらに設けられた凸部及びこれを受け
入れる凹部の円筒面からなる周面を介して、両ピースの共通軸線の周りに相対的に回転さ
せることができる。
【００１９】
（請求項５に記載の発明の特徴）
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか１項に記載の一方のピースに該ピー
スの周囲を回転可能であるように取り付けられたカンと、他方のピースに固定されたカン
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とを備えることを特徴とする。
【００２０】
　請求項５に記載の発明によれば、両ピースの両カンは例えば装身具の両端部への両ピー
スの接続部とすることができる。また、一方のカンは、クラスプの適用対象である例えば
ネックレスの装着者の体形やネックレスの長さに応じて変化する該ネックレスの両端部の
交差角度の大きさに合わせて回転することができる。
【００２１】
（請求項６に記載の発明の特徴）
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれか１項に記載の各ピースが各永久磁石
を保持するための多角形の穴を有し、各永久磁石は前記穴とほぼ同形の平面形状を有する
ことを特徴とする。
【００２２】
　請求項６に記載の発明によれば、各ピースにおける各永久磁石の保持穴と該永久磁石の
平面形状とをほぼ同形の多角形としたことから、両ピースの強制的な回転操作時における
両永久磁石の両ピースに対する相対的な回転運動の発生が確実に阻止され、これにより両
ピースとの一体的な回転が確保される。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、永久磁石を利用するクラスプについて、比較的高い吸着力を発揮でき
、磁気漏れの比較的少ないものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係るクラスプが適用されたネックレスの概略図である。
【図２】クラスプの一例の平面図である。
【図３】図２に示すクラスプの縦断面図である。
【図４】図２に示すクラスプの分解斜視図である。
【図５】クラスプの他の例の平面図である。
【図６】図５に示すクラスプの縦断面図である。
【図７】図５に示すクラスプの分解斜視図である。
【図８】クラスプの他の例の縦断面図である。
【図９】クラスプの他の例の平面図である。
【図１０】図９に示すクラスプの縦断面図である。
【図１１】図９に示すクラスプを構成する一方の平面図である。
【図１２】図９に示すクラスプを構成する他方のピースの底面図である。
【図１３】クラスプの他の例の縦断面図である。
【図１４】図１３に示すクラスプの分解斜視図である。
【図１５】図１３に示すクラスプの一方のピースの平面図である。
【図１６】図１３に示すクラスプの一方のピースの側面図である。
【図１７】図１３に示すクラスプの他方のピースの底面図である。
【図１８】図１３に示すクラスプの他方のピースの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１を参照すると、本発明に係るクラスプ１の適用対象の一例であるネックレス３が示
されている。このネックレス３は紐５と、該紐に通された複数の珠７とを備え、ネックレ
ス３の両端部をなす紐５の両端部９，１１がクラスプ１により解除可能に連結されている
。ネックレス３の両端部９，１１は、クラスプ１を構成する後記一対のピース１３，１５
に接続される。
【００２６】
　次に、図２、図３及び図４を参照すると、本発明に係るクラスプ１の一例が具体的に示
されている。クラスプ１は、互いに組み合わされる一対のピース１３，１５を含む。両ピ
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ース１３，１５には一対の永久磁石１７，１９が保持されている。すなわち、一方のピー
ス１３に永久磁石１７が保持され、他方のピース１５に永久磁石１９が保持されている。
【００２７】
　両ピース１３，１５は、図３で見て、互いに組み合わされて接した状態にある。組み合
わされた状態において、両ピース１３，１５はこれらの共通の軸線Lの周りに相対的に回
転可能であり、また、これらのピース１３，１５に保持された両永久磁石１７，１９は、
小さい隙間２１をおいて、互いに相対している。
【００２８】
　一方のピース（図３で見て下方のピース）１３及び他方のピース（同、上方のピース）
１５は本体２３，２５を備える。図示の本体２３は全体に扁平な有底の筒状体からなり、
また、本体２５は全体に扁平な筒状体からなる。両永久磁石１７，１９は、それぞれ、板
状又はブロック状を呈する。
【００２９】
　一方のピース１３の本体２３は一方の永久磁石１７を保持する穴２７を有し、永久磁石
１７は穴２７に嵌め込まれかつこれに固着されている。また、他方のピース１５の本体２
５は他方の永久磁石１９を保持する穴２９を有し、永久磁石１９は穴２９に嵌め込まれか
つこれに固着されている。図示の例では、各穴２７，２９の横断面形状と、各永久磁石１
７，１９の平面形状とがともに同一の正六角形に設定されている。この設定により、一方
のピース１３とこれに保持された永久磁石１７とがこれらの間に相対的回転を生じること
なく軸線Lの周りに一体的に回転し得るようにされ、また、他方のピース１５とこれに保
持された永久磁石１９と間に相対的回転を生じることなく軸線Lの周りに一体的に回転し
得るようにされている。前記正六角形に代えて、他の多角形とすることが可能であり、ま
た、円形とすることを妨げるものではない。
【００３０】
　また、好ましくは、両ピース１３，１５の本体２３，２５に、これらの穴２７，２９を
規定する壁の一部を切り欠いてなる折り曲げ可能の複数の爪３０が設けられる。図４で見
て、一方のピース１３の本体２３における折り曲げられた爪３０は、永久磁石１７の穴２
７外への抜け出しを阻止し、また、他方のピース１５の本体２５における折り曲げられた
爪３０は、永久磁石１９を支持し、該永久磁石の穴２９外への抜け出しを阻止する働きを
なす。
【００３１】
　両永久磁石１７，１９は、それぞれ、いわゆる両面多極の着磁を施されたものからなり
、一方の永久磁石１７は多極着磁を施された表面３１及び裏面３３を有し、また、他方の
永久磁石１９は多極着磁を施された表面３５及び裏面３７を有する。図２～図４に示す例
では、各永久磁石１７，１９は両面４極の着磁を施されたものからなり、各永久磁石の表
面に２つの磁極であるN極とS極とがあらわれ、その裏面に２つの磁極であるS極とN極とが
あらわれる（図４）。
【００３２】
　両ピース１３，１５が組み合わされるとき、両永久磁石１７，１９はこれらの表面３１
，３５において対向する。このとき、両表面３１，３５が異なる磁極同士で対向すると、
両永久磁石１７，１９相互の磁気吸着作用により、両ピース１３，１５が互いに結合され
、反対に同じ磁極同士で対向すると、両永久磁石１７，１９相互の磁気反発作用により、
両ピース１３，１５の結合が解除される。両ピース１３，１５の結合及びその解除は、両
ピース１３，１５の一方を他の一方に対して共通軸線Lの周りに相対的に回転させること
により生じさせることができる。
【００３３】
　前記両面多極の着磁を施されたタイプの永久磁石１７，１９を用いると、他のタイプの
永久磁石を用いる場合と比べて、組み合わされた状態の両ピース１３，１５からの磁気又
は磁束の漏れは少ない。このため、例えばネックレス３の装着者が身に付ける腕時計のよ
うな精密機器に対する磁気による悪影響を最小限とすることができる。



(6) JP 5729661 B2 2015.6.3

10

20

30

40

50

【００３４】
　両ピース１３，１５からの前記磁気漏れ又は磁束漏れをより一層少なくするため、好ま
しくは、両ピース１３，１５に板状体からなる２対のバックヨーク３９，４１及び４３，
４５が配置される。
【００３５】
　２対のバックヨーク３９，４１及び４３，４５は、それぞれ、各永久磁石１７，１９と
同一の正六角形からなる平面形状を有する。一方の両バックヨーク３９，４１は一方のピ
ース１３の本体２３の穴２７に互いに重ねた状態で嵌め込まれ、その一つ３９が永久磁石
１７の裏面３３に接している。また、他方の両バックヨーク４３，４５は他方のピース１
５の本体２５の穴２９に互いに重ねた状態で嵌め込まれ、その一つ４３が永久磁石１９の
裏面３７に接している。各穴２７，２９内に配置される前記バックヨークの数量は、これ
を１対とすることに代えて、１又は３以上とすることができる。また、前記バックヨーク
を板状体で構成することに代えて、正六角形の横断面形状を有する有底の筒状体とするこ
とができる。前記有底の筒状体は、その底壁が前記永久磁石の裏面に接しかつその側壁が
前記永久磁石に接しないで該永久磁石を取り巻くように配置される。
【００３６】
　一対のピース１３，１５には、これらの共通軸線Lの周りの相対的回転をより確実にす
るための軸４７及び該軸を受け入れる孔４９が設けられている。軸４７は、一方のピース
１３からその穴２７内を軸線Lに沿って伸び、その先端部が穴２７から突出している。穴
２７内に配置された永久磁石１７と両バックヨーク３９，４１とには、軸４７が通り抜け
る貫通孔５１，５３が設けられている。さらに、他方のピース１５の穴２９内に配置され
た永久磁石１９に、一方のピース１３の穴２７から突出する軸４７の先端部を受け入れる
貫通孔５５が設けられている。この貫通孔５５が、実質的に、軸４７の受け入れ孔４９を
なす。これによれば、軸４７が貫通孔５５内に回転可能に拘束され、このために両ピース
１３，１５相互間に共通軸線Lに直角な方向にずれが生じることを防止され、両ピース１
３，１５の共通軸線Lの周りの円滑な相対的回転が保証される。また、軸４７と該軸が受
け入れられた貫通孔５５とは、互いに結合された両ピース１３，１５に作用する、軸４７
に直交する外力に抵抗し、両ピース１３，１５の結合状態を維持する働きをなす。
【００３７】
　クラスプ１は、また、前記磁気吸引作用により結合状態におかれた両ピース１３，１５
の結合を解除するために一方のピース１３に対して他方のピース１５を相対的に回転させ
るための手掛り部５７を備える。図２～図４に示す例では、手掛り部５７は、他方のピー
ス１５に設けられる後記装飾体７３のための受け皿５９に設けられ、該受け皿の周囲を連
続して伸びる凹凸面からなる。
【００３８】
　受け皿５９は、図３で見て、他方のピース１５の本体２５上に載置されかつ固定され、
本体２５の穴２９を閉鎖している。また、本体２５に設けられ該本体から上方に向けて軸
線Lと平行に伸びる複数のだぼ６１が、受け皿５９に設けられただぼ穴６３に受け入れら
れている。これにより、本体２５と受け皿５９との間での軸線Lの周りの相対的回転の発
生が防止される。これによれば、受け皿５９の周囲の手掛り部５７に指をかけて受け皿５
９に回転外力を付与することにより、本体２３に対して本体２５を軸線Lの周りに相対的
に回転させることができる。
【００３９】
　さらに、クラスプ１は、両ピース１３，１５を例えばネックレス３の両端部９，１１に
接続するためのカン６５，６７を備える。一方のカン６５は、一方のピース１３の本体２
３に固定されている。また、他方のカン６７は他方のピース１５の本体２５に対してその
周りに回転可能であるように配置されている。他方のカン６７はこれに連なるリング部６
９を有し、リング部６９が、本体２５に設けられた鍔部７１上に載置され本体２５の周囲
を取り巻いている。回転可能のカン６７は、例えばネックレス３の装着者の体形やネック
レス３の長さに応じて変化する該ネックレスの両端部９，１１の交差角度の大きさに合わ
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せて回転することができる。
【００４０】
　さらに、クラスプ１は、好ましくは装飾体７３を備える。装飾体７３は、石、パール等
からなり、受け皿５９に嵌め込まれ、これに固定されている。
【００４１】
　両ピース１３，１５が互いに結合された状態（図３に示す状態）にあるクラスプ１の外
面の複数箇所において磁気漏れの量を計測したところ、その値は２５～１００ガウスであ
った。この値は、現に市販されている他のクラスプについて同様に測定して得られた磁気
漏れの計測値７００～１０００ガウスと比べて十分に小さい値である。
【００４２】
　前記磁気漏れの計測対象とされた本発明に係るクラスプ１の各永久磁石１７，１９は、
両面４極の着磁を施されたものからなり、１６８０ガウスの磁力を有する。各永久磁石１
７，１９の平面形状である正六角形は直径６mmの円に内接する大きさを有する。また、各
バックヨーク３９，４３及び４３，４５はステンレス鋼からなり、０．４mmの厚さ寸法を
有する。なお、前記市販の他のクラスプは、２６００ガウスの磁力を有する。計測は、横
河電気株式会社製のガウスメーター　TAPE-3251を使用し、そのプローブをクラスプの外
表面の複数個所に当てて行った。
【００４３】
　次に、図５～図７に示す他の例に係るクラスプ１におけるように、磁気吸引作用によっ
て結合状態におかれた両ピース１３，１５の結合を解除するために一方のピース１３に対
して他方のピース１５を相対的に回転させるための手掛り部５７は、他方のピース１５の
本体２５の鍔部７１に設けることができる。この手掛り部５７は、鍔部７１からその直径
方向外方に伸びるレバーからなる。これによれば、前記レバーに指をかけて他方のピース
１５を共通軸線Lの周りに回転させることができる。
【００４４】
　図５～図７に示すクラスプ１においては、さらに、本体２５の鍔部７１に、前記レバー
に対して約１８０度の角度的間隔をおいて、ストッパー７５が設けられている。ストッパ
ー７５は、カン６７の回転動作を制限する作用なす。このため、カン６７はストッパー７
５に対して当接可能とされている。さらに、図５～図７に示す例においては、一方のピー
ス１３の本体２３に他の装飾体７７が取り付けられている。図５～図７に示すクラスプ１
は、その構成上、前記したところを除き図２～図４に示すクラスプ１と異なるところはな
い。
【００４５】
　また、図８に示すクラスプ１の他の例におけるように、図２～図４及び図５～図７にそ
れぞれ示すクラスプ１における受け皿５９を省略したものとすることができる。図８に示
すクラスプ１においては、他方のピース１５の本体２５に装飾体７３が直接に取り付けら
れている。装飾体７３には、本体２５から伸びる複数のだぼ６１を受け入れる複数のだぼ
穴６３が設けられている。さらに、図８に示すクラスプ１においては、一方のピース１３
の本体２３が装飾体の機能を兼ね備えるものとされている。図示の例では、本体２３の外
形が球面の一部で構成されている。本体２３、２５及び装飾体７３は、例えば金属材料で
形成することができる。図８に示すクラスプ１は、その構成上、前記したところを除き、
図２～図４に示すクラスプ１と異なるところはない。
【００４６】
　図９～図１２にさらに他の例のクラスプ１を示す。このクラスプ１は、その構成上、次
に述べる２点において、図２～図４に示すクラスプ１と相違する。
【００４７】
　第１に、図２～図４に示す手掛り部５７が設けられた受け皿５９を有しない。この受け
皿５９に代えて、図９～図１２の例では、他方のピース１５の本体２５が装飾体の機能を
兼ね備えるようにその外形が整えられており、また、一対の手掛り部５７，７９が他方の
ピース１５の本体２５と、一方のピース１３の本体２３とに設けられている。これらの手
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掛り部５７，７９はそれぞれ球状のレバーからなり、手掛り部５７は本体２５の周縁部に
連なり、手掛り部７９は本体２３の周縁部に連なっている。両手掛り部５７，７９は、図
９で見て互いに相対する位置に配置されている。さらに、他方のピース１５のカン６７が
、他方のピース１５の本体２５にこれと一体をなすように取り付けられている。２つの手
掛り部５７，７９を指で挟みこれらが相寄る方向へ外力を加えることにより、両ピース１
３，１５の一方を他の一方に対して共通軸線Lの周りに相対的に回転させることができる
。なお、２つの手掛部５７，７９のいずれか一方、例えば他方のピース１５の側の手掛り
部５７の配置を省略してもよい。これによれば、他方のピース１５を押さえかつ一方のピ
ース１３の側の手掛り部７９に力を加えることにより、一方のピース１３を共通軸線Lの
周りに回転させることができる。
【００４８】
　第２に、図２～図４に示す軸４７及びその受入孔４９を有しない。このため、図９～図
１２に示す例では、一方のピース１３の本体２３の穴２７内に配置された永久磁石１７が
貫通孔を有せず、また、２つのバックヨーク３９，４１も貫通孔を有しない。さらに、他
方のピース１５の本体２５の穴２９内に配置された永久磁石１９も貫通孔を有しない。
【００４９】
　図２～図４に示す軸４７及びその受入孔４９の代わりに、図９～図１２に示す例では、
一方のピース１３の本体２３と他方のピース１５の本体２５とに突起８１と該突起を受け
入れる溝８３とが設けられている。また、他方のピース１５の本体２５と一方のピース１
３の本体２３とに突起８５と溝８７とが設けられている。突起８１と突起８５とは同一の
形状を有し、また、溝８３と溝８７とは同一の形状を有する。
【００５０】
　一組の突起８１及び溝８３と他の一組の突起８５及び溝８７とは、両ピース１３，１５
が組み合わされるときに相対しかつ当接する両本体２３，２５の当接面８９，９１に設け
られている。突起８１及び溝８７は、一方のピース１３の本体２３の穴２７の周りに互い
に相対して配置され、軸線Lの周りにその周方向へ伸びている。また、突起８５及び溝８
３は、他方のピース１５の本体２５の穴２９の周りに互いに相対して配置され、軸線Lの
周りにその周方向へ伸びている。さらに、各突起８１，８５は、軸線Lの前記周方向に関
する中央部９３と両端部９５とを有し、中央部９３から各端部９５に向けて漸減する厚さ
寸法を有する。また、各溝８３，８７は、軸線Lの前記周方向に関する中央部９７と両端
部９９とを有し、中央部９７から各端部９９に向けて漸減する深さ寸法を有する。
【００５１】
　これらのことから、互いに組み合わされ結合状態にある両ピース１３，１５の一方に回
転外力が加えられるとき、前記溝に受け入れられている前記突起が前記溝の案内作用を受
けて前記溝内を該溝の両端部の一方から他方に向けて移動する。その結果、両ピース１３
，１５の一方がその他方に対して共通軸線Lの周りに回転する。このとき、前記突起が前
記溝の浅い端部に乗り上がり、両ピース１３，１５の相互間隔が漸増する。また、前記溝
とこれに受け入れられた前記突起とは、互いに結合された両ピース１３，１５に対して作
用する、軸線Lに直交する外力に抵抗し、両ピース１３，１５の結合状態を維持する働き
をなす。
【００５２】
　最後に、図１３～図１８にさらに他の例のクラスプ１を示す。このクラスプ１は、その
構成上、次に述べる２点において、図２～図４に示すクラスプ１と相違する。
【００５３】
　第１に、図２～図４に示す手掛り部５７及び該手掛り部が設けられた受け皿５９を有し
ない。手掛り部５７を設けることに代えて、図１３～図１８に示す例では、両ピース１３
，１５のカン６５，６７が共に両ピースの本体２３，２５に固定されており、両カン６５
，６７を介して、両ピース１３，１５の一方に対してその他方を共通軸線Ｌの周りに相対
的に回転させることができる。また、受け皿５９を設けることに代えて、図１３～図１８
に示す例では、他方のピース１５の本体２５が装飾体の機能を兼ね備えるようにその外形
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兼ね備えるようにその外形が整えられている。
【００５４】
　第２に、図２～図４に示す軸４７及びその受入孔４９を有しない。このため、図１３～
図１８に示す例では、一方のピース１３の本体２３の穴２７内に配置された永久磁石１７
が貫通孔を有せず、また、２つのバックヨーク３９，４１も貫通孔を有しない。さらに、
他方のピース１５の本体２５の穴２９内に配置された永久磁石１９も貫通孔を有しない。
【００５５】
　図１３～図１８に示す例では、図２～図４に示す軸４７及びその受入孔４９の代わりに
、一方のピース１３の本体２３と他方のピース１５の本体２５とが、これらが組み合わさ
れた状態で見て、互いに相対する凸部１０１と該凸部を受け入れる凹部１０３とを備える
。凸部１０１及び凹部１０３は、両ピース１３，１５の共通軸線Ｌの周りに滑動可能に接
する円筒面からなる周面１０５，１０７を有し、また本体２３，２５同士の当接面８９，
９１を規定する端面を有する。
【００５６】
　これらのことから、互いに組み合わされ結合状態にある両ピース１３，１５の一方に回
転外力が加えられるとき、凹部１０３とこれに受け入れられている凸部１０１とがこれら
の周面１０５，１０７において滑動する。その結果、両ピース１３，１５の一方がその他
方に対して共通軸線Lの周りに回転する。また、凹部１０３とこれに受け入れられた凸部
１０１とは、互いに結合された両ピース１３，１５に対して作用する、軸線Lに直交する
外力に抵抗し、両ピース１３，１５の結合状態を維持する働きをなす。
【符号の説明】
【００５７】
１　クラスプ
１３，１５　ピース
１７，１９　永久磁石
３１，３３，３５，３７　永久磁石の表裏面
３９，４１，４３，４５　バックヨーク
４７　軸
４９　孔
５１，５５　永久磁石の貫通孔
５３　バックヨークの貫通孔
５７，７９　手掛り部
８１，８５　突起
８３，８７　溝
１０１　凸部
１０３　凹部
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