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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クロノグラフ時間を表示するためのクロノグラフ針を保持し、かつ、ハートカムを有す
るクロノグラフ車と、
　駆動源からの駆動力を前記クロノグラフ車に伝達するためのクロノグラフ輪列と、
　前記ハートカムを圧接する帰零位置およびハートカムから離れた位置に移動可能な復針
レバーと、
　第1の外部操作部材と、
　前記復針レバーが前記ハートカムに圧接している場合に、前記第１の外部操作部材の押
し操作に連動して前記復針レバーを前記ハートカムから離れた位置に移動させるとともに
、前記第１の外部操作部材の操作時以外は定位置に位置決めされる作動レバーと、
　第２の外部操作部材と、
　前記第２の外部操作部材の押し操作に連動し前記復針レバーを前記ハートカムに圧接す
る位置に規制する復針伝達レバーと、
　前記作動レバーに係合する作動レバー用位置決め部材と、
　前記復針伝達レバーに係合する復針伝達レバー用位置決め部材とを備え、
　前記作動レバー用位置決め部材は、
　前記第１の外部操作部材操作時の押圧力によって弾性変形可能な弾性部と、
　前記第１の外部操作部材の操作時以外は前記弾性部の弾性力を利用して前記作動レバー
を定位置に位置決めする規制部とを備え、
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　前記復針伝達レバー用位置決め部材は、
　前記第１の外部操作部材の操作時の押圧力および前記第２の外部操作部材操作時の押圧
力のいずれの押圧力によっても弾性変形可能な弾性部と、
　前記弾性部の弾性力を利用して、前記復針レバーが、前記ハートカムから離れたときの
位置とハートカムを圧接したときの位置に前記復針伝達レバーを位置決めする規制部と、
　を備えていることを特徴とするクロノグラフ付時計。
【請求項２】
　請求項１に記載のクロノグラフ付時計において、
　前記復針伝達レバーは、第１の復針伝達レバーおよび第２の復針伝達レバーで構成され
、
　各復針伝達レバーは、中間部に回動軸を備えて各端部が回動可能に配置されるとともに
、一方の端部同士が互いに回動可能かつスライド移動可能に連結され、
　前記第１の復針伝達レバーの他方の端部は、第２の外部操作部材に当接可能に配置され
、
　第２の復針伝達レバーの他方の他端は、復針レバーに当接可能に設けられていることを
特徴とするクロノグラフ付時計。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のクロノグラフ付時計において、
　前記作動レバー用位置決め部材と、前記復針伝達レバー用位置決め部材とは、同じ部材
の異なる位置に形成されていることを特徴とするクロノグラフ付時計。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれかに記載のクロノグラフ付時計において、
　前記復針レバーが前記ハートカムに圧接している場合に、前記作動レバーと連動する前
記第１の外部操作部材を押して前記復針レバーを前記ハートカムから離すとクロノグラフ
針がスタートし、
　前記復針レバーが前記ハートカムから離れ、かつクロノグラフ針が作動している場合に
、前記第１の外部操作部材を押すとクロノグラフ針がストップし、
　前記復針レバーが前記ハートカムから離れ、かつクロノグラフ針がストップしている場
合に、前記第１の外部操作部材を押すとクロノグラフ針がスタートし、
　前記復針レバーが前記ハートカムから離れている場合に、前記第２の外部操作部材を押
すとクロノグラフ針が帰零することを特徴とするクロノグラフ付時計。
【請求項５】
　請求項４に記載のクロノグラフ付時計において、
　前記作動レバーは、前記第１の外部操作部材の押し操作により入力されるスイッチ入力
ばねを備え、
　前記スイッチ入力ばねの入力によって前記クロノグラフ針のスタートおよびストップ動
作が制御されていることを特徴とするクロノグラフ付時計。
【請求項６】
　請求項１～請求項５のいずれかに記載のクロノグラフ付時計において、
　前記クロノグラフ車はハートカムを有する軸部と、他のクロノグラフ輪列と噛合すると
ともに前記軸部に対してスリップ係合した歯車部とから構成されることを特徴とするクロ
ノグラフ付時計。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれかに記載のクロノグラフ付時計において、
　クロノグラフ車の帰零時に、クロノグラフ輪列の駆動源からクロノグラフ車までの間の
いずれか一つの歯車を規正するクロノグラフ規正レバーを備えることを特徴とするクロノ
グラフ付時計。
【請求項８】
　請求項７記載のクロノグラフ付時計において、
　前記クロノグラフ規正レバーは、前記復針伝達レバーと係合し、前記第２の外部操作部
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材の押し操作に連動して、前記クロノグラフ輪列の歯車の一つを押圧規正することを特徴
とするクロノグラフ付時計。
【請求項９】
　請求項７および請求項８に記載のクロノグラフ付時計において、
　前記クロノグラフ規正レバーは、前記作動レバーと係合し、前記第１の外部操作部材の
押し操作と連動して、前記クロノグラフ輪列の規正を解除することを特徴とするクロノグ
ラフ付時計。
【請求項１０】
　請求項１～請求項９のいずれかに記載のクロノグラフ付時計において、
　前記復針レバーは、前記ハートカムに圧接可能な圧接部と、第１および第２の孔と、回
動軸とを備え、
　前記作動レバーは、前記第１の外部操作部材と当接する一端部と、前記復針レバーの第
１の孔に係合する作動軸を有する他端部と、各端部間に設けられた回動軸と備え、
　前記復針伝達レバーは、前記第２の外部操作部材と当接する一端部と、前記復針レバー
の第２の孔に係合する軸部材と、各端部間に設けられた回動軸とを備え、
　前記復針レバーの前記第１の孔は、前記復針レバーが前記ハートカムを押圧している場
合には、前記作動レバーが第１の外部操作部材の押し操作に連動して回動した際に、前記
作動軸が孔内面壁に当接して前記復針レバーを移動可能とし、かつ前記復針レバーが前記
ハートカムから離れている場合には、前記作動レバーが第１の外部操作部材の押し操作に
連動して回動した際に、前記作動軸が孔内面壁に当接せずに復針レバーに対して自由に移
動可能な形状に形成され、
　前記復針レバーの前記第２の孔は、前記復針レバーが前記ハートカムを圧接している場
合には、前記復針レバーの回動に伴い、その孔の内面壁で前記復針伝達レバーの軸部材を
押動し、かつ前記復針レバーが前記ハートカムから離れている場合には、前記復針伝達レ
バーの軸部材がその孔の内面壁に当接し、前記復針レバーの前記ハートカムに圧接する方
向への移動を規制可能な形状に形成されていることを特徴とするクロノグラフ付時計。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、クロノグラフ付時計に関する。
【０００２】
【背景技術】
従来、指針を備えたアナログ表示式クロノグラフ付時計は、秒クロノグラフ針、分クロノ
グラフ針などのクロノグラフ針を備え、時計に設けられているスタートボタンを操作して
時間の計測を開始し、クロノグラフ針を備えたクロノグラフ車が駆動源からの駆動力を伝
達され駆動を始める。ストップボタンを操作すると時間の計測を停止し、クロノグラフ針
が停止し、クロノグラフ針によって計測時間を表示する。ここで、スタートボタンとスト
ップボタンは共通にし、スタート、ストップを交互に繰り返すことができるようにするこ
とが多い。クロノグラフ針が停止した状態から、スタート、ストップボタンとは別に設け
られたリセットボタンの操作を行うと、各クロノグラフ針はゼロ位置に復帰する（以下、
帰零という）。帰零すると同時にクロノグラフの駆動を制御している電子回路がリセット
され、次のスタートが可能な状態となる。
【０００３】
クロノグラフ付電子時計の場合、秒クロノグラフ車、分クロノグラフ車のそれぞれに対応
する独立したモーターを有し、そのモーターを電子回路で制御してスタート、ストップ、
帰零させるものもある。しかし、この構成では複数のクロノグラフ車に対応するモーター
が必要になり部品点数が多く、構造も複雑であった。また、モーターによる帰零は、定め
られたステップ速度でモーターを駆動し帰零させるため、帰零に要する時間がクロノグラ
フ針の停止位置によっては長くなることがある。
一方、従来からの機械式時計に用いられている機械式帰零構造はクロノグラフ針の停止位
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置にかかわらず瞬時に帰零できるという利点がある。そのため、機械式時計に用いられて
いる機械式帰零構造と電子制御を組み合わせたクロノグラフ付時計が提案されている。
【０００４】
クロノグラフ針を機械的に帰零する機構は、クロノグラフ針を保持して経過時間を表示す
るクロノグラフ車に備わったハートカムを圧接し帰零するという構造を有している。ここ
で、スタート、ストップ、帰零の３状態を安定的にしかも操作に節度感ある制御とするた
めに、作動カムを備えた構造とすることがある。作動カムは歯車部と柱部を備え、作動カ
ムジャンパで作動カムの回転位置を制御している。スタート・ストップボタンの押し操作
によって作動カムを１ピッチずつ送り、作動レバー先端が作動カムの柱部の壁に当たる位
置と、隣り合う柱部の間に入る位置との２位置に規制して、スタート、ストップの２状態
をつくっている。また、帰零時には、リセットボタンの押し操作によって復針伝達レバー
を連動させて帰零を行うが、スタート状態では第２復針伝達レバー先端が作動カムの柱部
に当たっており、帰零はできない。ストップ状態では、第２復針伝達レバーの先端は作動
カムの柱部の間にはいっており帰零可能な位置関係になっている。このような構造では、
操作ボタンに連動して回転する作動カムの規制位置でスタート、ストップ、帰零の３状態
がつくりだされている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
また、帰零機構を簡素化するための構造も提案されている（特許文献２参照）。特許文献
２では、リセットボタンを押し操作すると、電池押エ板の戻しバネ部を介して常時係合し
ている復針レバー、発停レバー、復針伝エレバーを連動し、復針伝エレバーの押圧部をク
ロノグラフ車に備えたハートカムを押圧し復針している。ここで、復針伝エレバーは電池
押エ板に形成されたバネ部で常にハートカムを押圧する状態を保持し続ける。
スタート／ストップボタンを押し操作すると、ムーブメント外周部に設けられた電池押エ
板の戻しバネ部を介して発停レバー、復針伝エレバーを連動して復針伝エレバー押圧部に
よるハートカムの押圧状態を解除する。復針伝エレバーは、電池押エ板に備えられたバネ
部の切り欠き部に係合して位置が規制される。
従って、発停レバーも復針伝えレバーによってスタート／ストップボタンから離れた状態
に位置規制されている。再度、スタート／ストップボタンを押し操作すると、発停レバー
と復針伝エレバーはボタン操作には連動せず、スタート／ストップボタン側にあってムー
ブメント外周部に設けられた電池押エ板の戻しバネ部が回路基板の接点部に接続しスイッ
チ入力され、ボタンを離すと戻しバネ部でボタンだけが戻され、スイッチ入力がＯＦＦと
なる。このようにしてスタート、ストップ操作が繰り返される構造となっている。
【０００６】
【特許文献１】
Ｗ０９９／５４７９２号公報（3頁～8頁）
【特許文献２】
実用新案登録第２６０５６９６号公報（［００１０～００２２］）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
このような特許文献１では、作動カムの柱部の位置を規制することで、スタート・ストッ
プボタン、リセットボタンの操作に連動する作動レバー及び、復針伝達レバーの位置を規
制し、スタート、ストップ、帰零の３状態を安定して備えており、誤操作を防ぐことがで
きる。しかし、部品点数が多く、構造も複雑となり組み立て性にも課題があった。
特許文献２では、スタート操作のときは、スタート／ストップボタンを押すと発停レバー
と復針伝エレバーは連動しスイッチ入力されるが、ストップ操作のときは、スタート／ス
トップボタンを押しても、発停レバーと復針伝エレバーは連動せず、スイッチ入力だけが
なされる。
このような構造では、部品点数を減じ、構成も簡素化できるが、ストップ操作のときには
、電気的にＯＮ，ＯＦＦを繰り返すだけのために、操作の節度感はなく、簡単にボタンが
押されてしまい、誤操作しやすい構造となっている。



(5) JP 4244643 B2 2009.3.25

10

20

30

40

50

【０００８】
本発明の目的は、従来例の課題を解決し、クロノグラフ針の機械式帰零構造を少ない部品
点数で実現できて、構造を簡易にでき、組み立て性も向上できるとともに、節度感があっ
て、確実に操作できるクロノグラフ付時計を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明のクロノグラフ付時計は、クロノグラフ時間を表示するためのクロノグラフ針を
保持し、かつ、ハートカムを有するクロノグラフ車と、駆動源からの駆動力を前記クロノ
グラフ車に伝達するためのクロノグラフ輪列と、前記ハートカムを圧接する帰零位置およ
びハートカムから離れた位置に移動可能な復針レバーと、第1の外部操作部材と、前記復
針レバーが前記ハートカムに圧接している場合に、前記第１の外部操作部材の押し操作に
連動して前記復針レバーを前記ハートカムから離れた位置に移動させるとともに、前記第
１の外部操作部材の操作時以外は定位置に位置決めされる作動レバーと、第２の外部操作
部材と、前記第２の外部操作部材の押し操作に連動し前記復針レバーを前記ハートカムに
圧接する位置に規制する復針伝達レバーと、前記作動レバーに係合する作動レバー用位置
決め部材と、前記復針伝達レバーに係合する復針伝達レバー用位置決め部材とを備え、前
記作動レバー用位置決め部材は、前記第１の外部操作部材操作時の押圧力によって弾性変
形可能な弾性部と、前記第１の外部操作部材の操作時以外は前記弾性部の弾性力を利用し
て前記作動レバーを定位置に位置決めする規制部とを備え、前記復針伝達レバー用位置決
め部材は、前記第１の外部操作部材の操作時の押圧力および前記第２の外部操作部材操作
時の押圧力のいずれの押圧力によっても弾性変形可能な弾性部と、前記弾性部の弾性力を
利用して、前記復針レバーが、前記ハートカムから離れたときの位置とハートカムを圧接
したときの位置に前記復針伝達レバーを位置決めする規制部を備えていることを特徴とす
る。
【００１０】
　ここで、各位置決め部材としては、例えば、板材を加工し、基部側から延出されて弾性
変形可能な弾性部と、その弾性部の先端側に凹部状に形成されて作動レバーや復針伝達レ
バーに突設された軸が係合可能な規制部とを備えるクリックばね等が利用できる。
　この発明によれば、作動レバーは、ハートカムに圧接している復針レバーを、第１の外
部操作部材の押し操作に連動してハートカムから離れた位置に移動させ、第１の外部操作
部材の操作時以外は、位置決め部材によって定位置に位置決めされている。すなわち、作
動レバーは、第１の外部操作部材の押し操作に連動して動作し、その動作時に復針レバー
がハートカムに圧接している場合には復針レバーを移動させるが、既に復針レバーがハー
トカムから離れている場合には復針レバーを動かすことはない。このため、復針レバーを
ハートカムから離れた位置に移動させた後、第１の外部操作部材の押し操作を解除すると
、作動レバーは定位置つまり第１の外部操作部材で押される前の位置に戻って位置決めさ
れる。従って、再度、第１の外部操作部材を押し操作した際には、定位置に位置決めされ
ていた作動レバーも押動されるため、操作時の節度感が得られ、節度感がないために軽く
押してもスイッチが入ってしまうような誤操作も防止できる。
　また、本発明では、作動レバー用位置決め部材の弾性部によって作動レバーを定位置に
戻すよう弾性力が働いている。このため、第１の外部操作部材の押し操作を解除し、作動
レバーに第１の外部操作部材の押動力が働かなくなると、作動レバーは弾性部の弾性力で
自動的に定位置に戻され、第１の外部操作部材を操作する前の位置に前記規制部で位置決
めされる。
　復針伝達レバー用位置決め部材は、第２の外部操作部材を押し操作したときは、復針レ
バーがハートカムを圧接する位置に復針伝達レバーを規制部にて押圧、規制し、第１の外
部操作部材を押し操作したときには、復針レバーがハートカムから離れた位置に保持され
るよう復針伝達レバーの位置を規制部にて規制する。復針伝達レバー用位置決め部材は、
その弾性力で、復針伝達レバーを前記２つの規制位置状態に維持するように付勢しており
、復針伝達レバーは前記弾性力を越える力が加わると規正位置から移動する。
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　位置決め部材は弾性部の弾性力と規制部で安定的に作動レバー、復針伝達レバーの位置
を規制することができ、外部操作部材の操作時には、位置決め部材の例えば凹形状とされ
た規制部から出るときに所定の操作力が必要となるため、節度感が得られ、誤操作を防ぐ
こともできる。従って、位置決め部材の規制部の形状や弾性部の弾性力を適宜調整するこ
とで、操作時の節度感も制御でき、操作性がよくかつ適度な節度感のある操作感を得るこ
とができる。
【００１１】
また、ハートカムから離れている復針レバーは、第２の外部操作部材の押し操作に連動し
て、ハートカムに圧接する位置に戻されて規制される。このため、第２の外部操作部材の
押し操作で帰零操作を実現できる。
更に、復針レバーは、第１の外部操作部材の押し操作に連動してハートカムを圧接する帰
零位置から離れて圧接を解除した位置に規制されるため、例えば、クロノグラフ針をモー
ターで駆動する際に、モーターを駆動すればクロノグラフ針を駆動でき、モーターをスト
ップすればクロノグラフ針を停止できる。
従って、第１の外部操作部材や作動レバーの動作に連動するスイッチ等を設け、第１の外
部操作部材を押し操作する度に、前記モーター駆動のスタートおよびストップを交互に繰
り返すようにすれば、クロノグラフのスタート、ストップ操作が実現できる。
このため、クロノグラフの一般的な操作仕様であるスタート、ストップ、帰零の３操作を
実現する際に、本発明では、主要構成部品は復針レバー、復針伝達レバー、作動レバーの
３部品で構成することが可能であり簡素な構造が提供でき、組み立て性も向上できる。
【００１２】
本発明のクロノグラフ付時計では、前記復針伝達レバーは、第１の復針伝達レバーおよび
第２の復針伝達レバーで構成され、各復針伝達レバーは、中間部に回動軸を備えて各端部
が回動可能に配置されるとともに、一方の端部同士が互いに回動可能かつスライド移動可
能に連結され、前記第１の復針伝達レバーの他方の端部は、第２の外部操作部材に当接可
能に配置され、第２の復針伝達レバーの他方の他端は、復針レバーに当接可能に設けられ
ていることが好ましい。
【００１３】
クロノグラフ付時計においては、クロノグラフ時間を表示するためのクロノグラフ車のレ
イアウト、外部操作部材のレイアウトは様々に考えられる。
このため、例えば、復針伝達レバーを第２の外部操作部材に直接当接させ、第２の外部操
作部材の押し操作で復針伝達レバーが直接動作するように構成してもよい。
一方、本発明のように、第２の外部操作部材と復針レバーとの間に、第２の外部操作部材
に押される第１の復針伝達レバーと、復針レバーと係合する第２の復針伝達レバーを配置
し、第２の外部操作部材の押し操作で第１および第２の復針伝達レバーを介して復針レバ
ーをハートカムに圧接する位置に移動させていれば、第２の外部操作部材のレイアウトが
変わっても、容易に本発明の機能を得ることができる。また、構成する他のレバー類、ク
ロノグラフ針を保持しているクロノグラフ車の位置が変わってもレイアウト構成が可能に
なる。
【００１６】
本発明のクロノグラフ付時計では、前記作動レバー用位置決め部材と、前記復針伝達レバ
ー用位置決め部材とは、異なる部材に形成してもよいが、同じ部材の異なる位置に形成さ
れていることが好ましい。
【００１７】
各位置決め部材を同じ部材に形成すれば、異なる部材に形成した場合に比べて、部品点数
の減少、構造の簡略化、組み立て性の向上などの効果がある。また、同一部材で構成され
ているため相対的な位置のばらつきを押さえることもでき、作動レバー、復針伝達レバー
の相互の位置精度がよく、安定した操作を可能にする。なお、各位置決め部材において、
規制部の形状、弾性部の形状、位置は作動レバーや復針伝達レバーの構成等に応じて適宜
設定すればよい。
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【００１８】
本発明のクロノグラフ付時計において、前記復針レバーが前記ハートカムに圧接している
場合に、前記作動レバーと連動する前記第１の外部操作部材を押して前記復針レバーを前
記ハートカムから離すとクロノグラフ針がスタートし、
前記復針レバーが前記ハートカムから離れている場合に、前記第１の外部操作部材を押す
とクロノグラフ針がストップし、クロノグラフ針がストップしている場合に、前記第１の
外部操作部材を押すとクロノグラフ針がスタートし、前記復針レバーが前記ハートカムか
ら離れている場合に、前記第２の外部操作部材を押すとクロノグラフ針が帰零することが
好ましい。
【００１９】
復針レバーが、ハートカムに圧接している（帰零している）場合に、第１の外部操作部材
を押すと、作動レバーが押動され、復針レバーはハートカムから離れる位置に移動しクロ
ノグラフ針がスタートする。続いて第１の外部操作部材を押すと、作動レバーが押動され
、クロノグラフ針はストップする。クロノグラフ針がストップしている状態で、第１の外
部操作部材を押すとクロノグラフ針はスタートする。
従って、第１の外部操作部材の連続した押し操作でスタート、ストップが繰り返され、ク
ロノグラフの積算計測ができ、操作も簡単となり、操作を間違えることもなくなる。また
、スタート用およびストップ用の操作部材を兼用できるので、部品点数を少なくできる。
【００２０】
本発明のクロノグラフ付時計では、前記作動レバーは、前記第１の外部操作部材の押し操
作により入力されるスイッチ入力ばねを備え、前記スイッチ入力ばねの入力によって前記
クロノグラフ針のスタートおよびストップ動作が制御されていることが好ましい。
【００２１】
電子回路と駆動源であるクロノグラフモーターによってクロノグラフ輪列を駆動するクロ
ノグラフ付時計においては、クロノグラフを動作させるために電子回路にスイッチ入力を
伝達する必要がある。従って、作動レバーと一体に形成されたスイッチ入力ばねを設けれ
ば、スイッチ入力ばねは、作動レバーと同じ動作をし、第１の外部操作部材の押し操作で
スイッチ入力され、操作を解除するとスイッチ入力はＯＦＦされるので、電子回路にスイ
ッチ入力を伝達できる。
このような構成によれば、スイッチ入力ばねは、作動レバーと一体で同じ動作をするため
に作動レバーの動きと、復針レバーのハートカムから離れるタイミングとスイッチ入力の
タイミングがとりやすくなる。
また、スイッチ入力ばねは、作動レバーに構成する位置も電子回路や他のレバーのレイア
ウトに対応して選択できるため、ムーブメントの内側方向に設けることができ、ムーブメ
ントの外形サイズを小さくすることができるという利点もある。
【００２２】
本発明のクロノグラフ付時計において、前記クロノグラフ車はハートカムを有する軸部と
、他のクロノグラフ輪列と噛合するとともに前記軸部に対してスリップ係合した歯車部と
から構成されることを特徴とする。
【００２３】
このような構成によれば、クロノグラフ車がスリップ機構を備えているので、帰零時には
、クロノグラフ車のハートカムと軸部が強制回動するだけであり、クロノグラフ輪列の他
の歯車は回動されないために測定誤差を生じることがない。
すなわち、ハートカムの強制回転によってクロノグラフモーターのローターまで回転され
てしまうとローターの電磁気的な位相がずれてしまうことがあり、次のクロノグラフをス
タートさせるとき、最初のパルスではモーターが駆動しない場合があり、計測誤差が生じ
てしまうことになる。
これに対し、本発明では、スリップ機構を備えているので、帰零時にローターまで回転が
伝達されないので測定誤差を生じることがない。
さらに、ハートカムは、帰零時には瞬間的に回動するため、他のクロノグラフ輪列に回動
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負荷をかけることになる。従って、スリップ機構を備えることで、強制回動の際、クロノ
グラフ輪列に負荷がかからないため、帰零途中で回動が止まるなどがなく安定した帰零が
できる。また、クロノグラフ輪列の中で強度的に弱い部分への強制回動時の負荷をかけ破
壊されないようにすることもできる。
【００２４】
本発明のクロノグラフ付時計は、クロノグラフ車の帰零時に、クロノグラフ輪列の駆動源
からクロノグラフ車までの間のいずれか一つの歯車を規正するクロノグラフ規正レバーを
備えることが好ましい。
【００２５】
前述したように、クロノグラフ車に、軸部に対してスリップ係合した歯車が備えられてい
れば、帰零時には、この歯車がスリップして軸部すなわちクロノグラフ指針のみが回動し
帰零される。しかし、スリップ機構のスリップトルクがクロノグラフ輪列の負荷より大き
くなることも考えられ、その場合には帰零時にスリップせずにクロノグラフ輪列まで回動
させてしまい、クロノグラフのスタート誤差を生じてしまうことがある。
これに対し、本発明では、クロノグラフ規正レバーを設けてクロノグラフ輪列の歯車を規
正しているので、クロノグラフ規正レバーの押圧力で確実にスリップ機能を働かせ、帰零
時に、駆動源まで回動させてしまうことを防ぎ、クロノグラフをスタートしたときの測定
誤差が生じることがない。
【００２６】
本発明のクロノグラフ付時計は、前記復針伝達レバーと係合し、前記第２の外部操作部材
の押し操作に連動して、前記クロノグラフ輪列の歯車の一つを押圧規正するクロノグラフ
規正レバーを備えていることが好ましい。
【００２７】
クロノグラフ規正レバーを復針伝達レバーと係合させ、第２の外部操作部材の押し操作に
連動してクロノグラフ輪列の歯車の一つを押圧して規正するように構成すれば、クロノグ
ラフ車を帰零する動作に合わせてクロノグラフ輪列を規正することができる。詳しくは、
帰零直前に規正が効いていることがタイミングとしては好ましく、復針伝達レバーによっ
て、復針レバーとクロノグラフ規正レバーを作動させるため、そのタイミングがとりやす
い構造である。
【００２８】
本発明のクロノグラフ付時計において、前記クロノグラフ規正レバーは、前記作動レバー
と係合し、前記第１の外部操作部材の押し操作と連動し、前記クロノグラフ輪列の規正を
解除することが好ましい。
【００２９】
クロノグラフのスタート時には、クロノグラフ規正レバーはスタートスイッチ入力の前に
クロノグラフ輪列の歯車から解除されていることが好ましい。
従って、本発明のように、スタートスイッチ入力と規正解除を行う作動レバーとクロノグ
ラフ規正レバーがダイレクトに連動することは、そのタイミングを取りやすいという効果
がある。
【００３０】
本発明のクロノグラフ付時計は、前記復針レバーは、前記ハートカムに圧接可能な圧接部
と、第１および第２の孔と、回動軸とを備え、前記作動レバーは、前記第１の外部操作部
材と当接する一端部と、前記復針レバーの第１の孔に係合する作動軸を有する他端部と、
各端部間に設けられた回動軸と備え、前記復針伝達レバーは、前記第２の外部操作部材と
当接する一端部と、前記復針レバーの第２の孔に係合する軸部材と、各端部間に設けられ
た回動軸とを備え、前記復針レバーの前記第１の孔は、前記復針レバーが前記ハートカム
を押圧している場合には、前記作動レバーが第１の外部操作部材の押し操作に連動して回
動した際に、前記作動軸が孔内面壁に当接して前記復針レバーを移動可能とし、かつ前記
復針レバーが前記ハートカムから離れている場合には、前記作動レバーが第１の外部操作
部材の押し操作に連動して回動した際に、前記作動軸が孔内面壁に当接せずに復針レバー
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に対して自由に移動可能な形状に形成され、前記復針レバーの前記第２の孔は、前記復針
レバーが前記ハートカムを圧接している場合には、前記復針レバーの回動に伴い、その孔
の内面壁で前記復針伝達レバーの軸部材を押動し、かつ前記復針レバーが前記ハートカム
から離れている場合には、前記復針伝達レバーの軸部材がその孔の内面壁に当接し、前記
復針レバーの前記ハートカムに圧接する方向への移動を規制可能な形状に形成されている
ことが好ましい。
【００３１】
このような構成によれば、復針レバーの第１および第２の孔形状を適宜工夫し、これらの
各孔に作動レバーの作動軸および復針伝達レバーの軸部材を係合させることで、所定の動
作を実現できる。例えば、第１の孔は略三角形とし、復針レバーがハートカムから離れて
いる際には、作動レバーが回動してもその作動軸が前記三角形の孔内を自由に移動できる
ようにすればよい。
このように孔形状等を適宜工夫するだけで前記動作が可能となるため、構成が比較的簡易
になり、かつ確実に作動させることができる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
図１は本実施例の表外観図を示す。
このクロノグラフ付時計は、同軸上に配置された通常時刻表示用の時針１と分針２は時計
体１００のケース６の中心に対して６時方向に配置され、通常時刻表示用の基本時計秒針
３は略１０時方向に配置されている。秒クロノグラフ時間を示すクロノグラフ秒針４は時
計体１００のケース６の中心から１２時方向にわずかに偏心した位置に配置される。また
、分クロノグラフ時間を表示するクロノグラフ分針５は略２時方向に配置され扇形の目盛
り上を扇形に運針する。このクロノグラフは４５分計となっている。
時計体１００の中央面は文字板７で通常時刻を示す目盛りとクロノグラフ時間を示す目盛
りが備えられる。時計体１００の３時方向には通常時刻を修正するためのりゅうず８が配
され、２時方向には、スタート、ストップ操作をするためのスタート・ストップボタン９
が配され、４時方向にはクロノグラフ針を帰零するためのリセットボタン１０が配されて
いる。
【００３３】
図２は、時計のムーブメント全体の要部斜視図である。図２は、ムーブメント上面の輪列
受、回路押さえ、帰零押さえなどを取り除いた状態であり、通常時刻を表示するための基
本時計輪列、クロノグラフ時間表示をするためのクロノグラフ輪列の要部を示している。
まず、通常時刻を示すための基本時計輪列の概構造を説明する。
地板４００の上面には合成樹脂製の回路受け座７００が配置される。基本時計用の駆動源
である基本時計用モーター１０１は、基本時計用コイル１０２、基本時計用ステーター１
０３、基本時計用ローター１０４から構成され、電子回路からの駆動信号により１秒に１
ステップのタイミングで基本時計用ローター１０４が回動し、五番車１０５を経て小秒車
１０６に駆動が減速伝達されて前記小秒車１０６に保持された基本時計秒針３（図１に示
す）によって通常時刻の秒表示がされる。また、五番車１０５、四番第三中間車１０７、
四番第二中間車１０８、四番第一中間車１０９、三番車１１０を経て二番車１１１に減速
伝達されて前記二番車１１１に保持された基本時計分針２（図１に示す）によって通常時
刻の分表示がなされる。二番車１１１からは日の裏車を経て筒車に駆動が伝達されて通常
時刻の時表示がされる（図は省略）。これらは、一般の電子時計と同じなので詳しくは説
明しないが、通常時刻の時・分・秒は、図１のようにレイアウト、表示がなされている。
【００３４】
りゅうず８（図１に示す）に固着された巻真１３０は地板４００と回路受座７００との間
に支持され、巻真１３０を引き出すことにより、おしどり１３１とかんぬき１３２が連動
し、つづみ車１３３が小鉄車１３４と噛み合う。小鉄車１３４は順次、日の裏第三中間車
１３５、日の裏第二中間車１３６、日の裏第一中間車１３７、日の裏車１３８に巻真１３
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０の回動を伝達し、通常の時刻修正が行われる。おしどり１３１には規正レバー１３９が
係合しており巻真１３０の引き出しに連動して四番第一中間車１０９を規正する。これら
上述した基本時計輪列を構成する車、レバー類は回路受け座７００と、輪列受４０１（図
４に示すが、基本時計輪列の図は省略している）の間に支持されている。
【００３５】
次に図３にてクロノグラフ輪列について説明する。図３は、図２のクロノグラフ輪列の要
部を拡大した斜視図である。
クロノグラフ輪列の駆動源であるクロノグラフモーター２０１は、クロノグラフコイル２
０２、クロノグラフステーター２０３、クロノグラフローター２０４から構成される。電
子回路からの駆動信号により、クロノグラフローター２０４が回転駆動し、秒ＣＧ第三中
間車２０５、秒ＣＧ第二中間車２０６、秒ＣＧ第一中間車２０７を経て秒ＣＧ車２０８に
伝達され、秒ＣＧ車２０８に保持されたクロノグラフ秒針４（図１に示す）にてクロノグ
ラフ秒が表示される。秒ＣＧ車２０８には、帰零のためのハートカム２１０が備えられて
いる。
一方、分のクロノグラフ車である分ＣＧ車２２０は、秒ＣＧ第一中間車２０７から分ＣＧ
第二中間車２２２、分ＣＧ第一中間車２２１を経てクロノグラフモーター２０１からのス
テップ駆動が伝達され、分ＣＧ車２２０に保持されたクロノグラフ分針５（図１）にてク
ロノグラフ分が表示される。分ＣＧ車２２０には、帰零のためのハートカム２２４が備え
られている。秒ＣＧ第一中間車２０７には、分ＣＧ車２２０に噛み合うかなと、分ＣＧ第
二中間車２２２と噛み合うかなが備えられている（図は省略）。
クロノグラフ輪列は、図４にも示すように地板４００の上面に載置した回路受け座７００
と、回路押さえ６００、回転錘受４６０(図は省略）の間に支持されている。
【００３６】
図４は、秒ＣＧ車２０８と分ＣＧ車２２０の構成を示す断面図である。-
秒ＣＧ車２０８と分ＣＧ車２２０とは、構成は同じなので秒ＣＧ車２０８を例に詳しく説
明する。
秒ＣＧ車２０８は、秒ＣＧ車軸２１１と、ハートカム２１０、秒ＣＧ歯車２０９とによっ
て構成されている。
秒ＣＧ車軸２１１に形成されたハートカム２１０の下部２１１ａには、秒ＣＧ歯車２０９
が回動可能に遊嵌され、スリップばね２１２の弾性力によってハートカム２１０の下面段
部２１１ｂに押圧されている。スリップばね２１２は、スリップばね押さえ座２１３を秒
ＣＧ車軸２１１に押し込み固定することで、一定量の撓みをもって秒ＣＧ歯車２０９を押
し付けている。ハートカム２１０と秒ＣＧ歯車２０９の接触部は、スリップばね２１２の
押圧による摩擦力でクロノグラフ計測中は連動する。一方、帰零時には、ハートカム２１
０は、復針レバー３３０で側面を押圧され強制回動されて秒ＣＧ歯車２０９とハートカム
２１０とはスリップし、ハートカム２１０と一体の秒ＣＧ車軸２１１が回動しクロノグラ
フ秒針４を０秒位置まで帰零する。秒ＣＧ歯車２０９と他のクロノグラフ輪列は回動せず
通常の噛み合いを保持する。帰零操作については、図５以降で詳しく説明する。ここで、
秒ＣＧ車２０８は、回路受座７００と回路押さえ６００の間で軸受によって支持されてい
る。
なお、分ＣＧ車２２０は、秒ＣＧ車２０８と同じ構造であり詳しい説明は省略するが、分
ＣＧ車軸２２５、分ＣＧ歯車２２３、ハートカム２２４で構成される。分ＣＧ歯車２２３
は、スリップばね２２６の弾性力でハートカム下面段部２２５ｂに押圧される構造である
。分ＣＧ車２２０は、回路受け座７００と回転錘受４６０の間で軸受によって支持されて
いる。
帰零時には、ハートカム２２４は、復針レバー３３０で強制回動され、分ＣＧ歯車２２３
とはスリップし、ハートカム２２４と一体の分ＣＧ車軸２２５が回動しクロノグラフ分針
５を帰零する。分ＣＧ歯車２２３と他のクロノグラフ輪列は回転せず通常の噛み合いを保
持する。
本発明では、スリップばね２１２，２２６は、秒ＣＧ歯車２０９、分ＣＧ歯車２２３とは
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別に構成されたが、両ＣＧ歯車内にスリップ部を設けてもその機能は変わらない。また、
ハートカムは、CG車軸に一体で形成しているが、別体にして固着してもよい。
【００３７】
図５、図６を用いてクロノグラフの構成を説明する。図５は、リセットボタンを押し操作
したときのクロノグラフ帰零状態を示す要部平面図、図６は、図５の帰零機構の主要構成
部品を取り出して示した要部斜視図である。
図５と図６において、第１の外部操作部材であるスタート・ストップボタン９はボタン押
し操作前の初期位置にある。第２の外部操作部材であるリセットボタン１０は押し操作し
たときの状態を示している。帰零押さえ３６０は、一部を地板方向に折り曲げた帰零押さ
えばね部３６０ａを形成し、伝達レバー３１０の先端部３１０ａと当接している。伝達レ
バー３１０には、樹脂成形された回路押さえ６００に植立した伝達レバー軸６００ａに対
応する位置に穴３１０ｂが設けられ伝達レバー軸６００ａと遊嵌している。伝達レバー３
１０のもう一方の先端部には作動軸３１０ｃが伝達レバー３１０と一体に形成されており
、復針伝達レバー３２０のトラック状の穴３２０ｂと係合している。
【００３８】
復針伝達レバー３２０には、ほぼ中央に穴３２０ａが設けられ、回路押さえ６００に一体
に形成された回動軸６００ｂに遊嵌している。伝達レバー３１０とは逆側方向先端には、
２つの異なる径の段部を有する作動軸３２１が植立されている。作動軸３２１の径大側段
部３２１ａ部は、復針レバー３３０の略長方形の穴３３２に係合している。作動軸３２１
の径小側段部３２１ｂ（図６参照）は、クリックばね３６１に係合している。このクリッ
クばね３６１は、復針伝達レバー３２０を位置決めする位置決め部材であり、帰零押さえ
３６０に一体に形成されている。
【００３９】
復針伝達レバー３２０に連動する復針レバー３３０は、回路押さえ６００に形成された回
動軸６００ｃに対応する穴３３０ａが明けられ、回動軸６００ｃとは遊嵌している。復針
レバー３３０の時計中心方向には、分ＣＧ車２２０のハートカム２２４と当接する面３３
０ｂと、秒ＣＧ車２０８のハートカム２１０と当接する面３３０ｃとが設けられている。
復針レバー３３０の当接する面３３０ｃ側は、当接面３３０ｂ側に対してスリット３３０
ｄで切断されており、ばね部３３０ｅを有している。作動レバー３４０側には、略三角形
の穴３３１が明けられ、作動レバー３４０に形成された作動軸３４０ａと係合している。
【００４０】
作動レバー３４０は、回路押さえ６００に形成された回動軸６００ｄに対応する位置に穴
３４０ｂが明けられ回動軸６００ｄとは遊嵌している。また、第１の外部操作部材である
スタート・ストップボタン９近傍にはボタン押し操作時にボタンが当接する面３４０ｃが
断面的に折り曲げられ形成されている。ボタン当接面３４０ｃと穴３４０ｂの間には、ス
イッチ入力端子３４０ｄが一体で形成されており、スタート・ストップボタン９の押し操
作時には、回路基板５０１（図１０参照）の側面に設けられたスタート・ストップ入力パ
ターン５０２に電気的に接続している。さらに、作動レバー３４０には、同じ面状に軸３
４０ｅと作動軸３４０ａが形成されており、軸３４０ｅは、帰零押さえ３６０に形成され
、作動レバー３４０を位置決めする位置決め部材であるクリック部３６２と係合し、作動
軸３４０ａは復針レバー３３０の略三角形穴３３１と係合している。
【００４１】
クロノグラフ規正レバー３５０は、輪列受４０１に形成された回動軸４０１ａに対応する
位置に穴３５０ａを設けてあり回動可能に遊嵌している。
クロノグラフ規正レバー３５０は、輪列受４０１にトラック状に形成された突起部４０１
ｂの側面に当接するばね部３５０ｃと、秒ＣＧ第二中間車２０６の近傍にあって、秒ＣＧ
第二中間車２０６に断面的に係合する位置まで折り曲げた規正部３５０ｂと、作動レバー
３４０の先端部３４０ｆと係合するくちばし状の先端部３５０ｄとが形成されている。ま
た、復針伝達レバー３２０の半島状の突出部３２０ｄと係合している。
【００４２】
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次に、クロノグラフの操作について図５～図１１を用いて説明する。
図５および図６で帰零操作について説明する。
リセットボタン１０を押すと、リセットボタン１０は、帰零押さえ３６０のばね部３６０
ａを介し、伝達レバー３１０の先端部３１０ａ部を反時計方向に押動する。伝達レバー３
１０は伝達レバー軸６００ａを中心に回動し、他方の先端にある作動軸３１０ｃも反時計
方向に回動する。
【００４３】
復針伝達レバー３２０は、回動軸６００ｂを中心に伝達レバー３１０の作動軸３１０ｃに
より時計方向に回動され、他端にある作動軸３２１も時計方向に回動する。すると、作動
軸３２１の径大側段部３２１ａによって復針レバー３３０に設けられた略長方形の穴３３
２の内面壁３３２ａが押され、復針レバー３３０は回動軸６００ｃを中心に反時計方向に
回動させられる。復針レバー３３０の回動により、分ＣＧ車２２０のハートカム２２４の
端面と対向する面３３０ｂと、秒ＣＧ車２０８のハートカム２１０の端面と対向する面３
３０ｃとがそれぞれハートカム２１０，２２４を圧接し、各ハートカム２１０，２２４、
つまりは秒ＣＧ車軸２１１、分ＣＧ車軸２２５に軸止されたクロノグラフ秒針４、クロノ
グラフ分針５を、設定された位置、一般にはゼロ位置に復針、つまり帰零させる。
この際、復針レバー３３０の秒ＣＧ車２０８側は、スリット３３０ｄによって切断されて
おり、ばね部３３０ｅの弾性力でハートカム２１０を圧接しているので、二つのハートカ
ム２１０，２２４との圧接を構成部品の寸法のばらつきをばね部３３０ｅで吸収し確実に
帰零させることができる。
【００４４】
秒ＣＧ車２０８、分ＣＧ車２２０が帰零されるとき、秒ＣＧ歯車２０９および分ＣＧ歯車
２２３は、秒ＣＧ車軸２１１と分ＣＧ車軸２２５に対してスリップ構造となっているため
、ハートカムが帰零されても他のクロノグラフ輪列は回動されない。
したがって、クロノグラフ輪列、クロノグラフローター２０４は回動せず、相互の位相が
ずれることもなく、クロノグラフを正確にスタートさせることができる。
【００４５】
帰零操作完了時に、復針伝達レバー３２０の作動軸３２１は、帰零押さえ３６０に一体で
形成されたクリックばね３６１の先端の斜面部３６１ａに位置し、クリックばね３６１の
弾性力で付勢され、復針レバー３３０の略長方形穴３３２の内面壁３３２ａに当接する。
このため、復針伝達レバー３２０は、安定した位置を保持することができる。
リセットボタン１０の操作を解除すると、リセットボタン１０と帰零押さえ３６０のばね
部３６０ａが操作前の位置に復帰する。リセットボタン１０、復針伝達レバー３２０、復
針レバー３３０は、帰零操作完了時の状態で保持されるため、リセットボタン１０を繰り
返し押し操作しても伝達レバー３１０に係合する他のレバーの状態は変わらない。
【００４６】
リセットボタン１０を押して帰零操作を行ったとき、クロノグラフ規正レバー３５０は、
復針伝達レバー３２０の半島状の突出部３２０ｄとの係合が解除されるため、ばね部３５
０ｃの弾性力で反時計方向に回動され、規正部３５０ｂが、秒ＣＧ第二中間車を圧接して
クロノグラフ輪列を規正する。
ハートカム２１０，２２４を回動させ帰零させるとき、秒ＣＧ歯車２０９、分ＣＧ歯車２
２３は、スリップ構造を備え、他のクロノグラフ輪列は回動させない構成としているが、
スリップトルクがクロノグラフ輪列の負荷より大きくなると帰零時に他のクロノグラフ輪
列を回動させてしまうことがある。クロノグラフ規正レバー３５０を設けることにより、
スリップ構造を完全に機能させることができるため、帰零操作時にクロノグラフ輪列を回
動させクロノグラフローター２０４の磁極の位相をずらせることがなく正確なクロノグラ
フスタートが可能になる。
なお、クロノグラフ規正レバー３５０は、秒ＣＧ第二中間車２０６を規正しているが、他
のクロノグラフ輪列を規正してもよい。また、リセットボタン１０の操作を解除しても復
針伝達レバー３２０の位置が変わらないため、クロノグラフ規正レバー３５０もその位置
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を保持し続ける。
【００４７】
帰零操作時には、スタート・ストップボタン９は押し操作前の位置にあり、作動レバー３
４０は軸３４０ｅと帰零押さえ３６０のクリックばね３６２とで位置決めされており、ス
イッチ入力端子３４０ｄもスタート・ストップ入力パターン５０２とは離れた位置に保持
される。
ここで、帰零操作時のタイミングとしては、リセットスイッチ入力、クロノグラフ規正、
帰零の順が誤動作をさせないための順序であり、本実施例の構成では、クロノグラフ規正
レバー３５０が復針伝達レバー３２０と連動する構造のため最適なタイミングをとること
ができる。
【００４８】
リセットボタン１０の押し操作時のスイッチ入力について、図７および図８を参照して説
明する。なお、図７は、帰零操作時のリセットボタン部の断面図、図８は、リセットボタ
ン方向からの側面図である。
リセットボタン１０を押し操作すると（矢印方向）、リセットボタン１０の動きは帰零押
さえ３６０のばね部３６０ａを介して伝達され、伝達レバー３１０を(イ)から(ロ)の位置
まで押動する。このため、前述したように、復針伝達レバー３２０と復針レバー３３０が
連動してハートカム２１０、２２４を圧接しクロノグラフ秒針４、クロノグラフ分針５を
帰零する。
図８において、回路受け座７００には、リセット端子７０１が植立されており、リセット
端子７０１の一方の端面は回路基板５０１に設けられたリセット入力パターン５０１ａに
接続している。
回路基板５０１のリセット入力パターン５０１ａとは逆側の面を帰零押さえ３６０の一部
からなるリセット端子押さえばね３６０ｂでしっかり押さえ、リセット端子７０１とリセ
ット入力パターン５０１ａとの接続の信頼性を高めている。
リセットボタン１０の押し操作で帰零押さえばね部３６０ａの先端部は時計中心側に移動
し、その移動に連動して帰零押さえ３６０に一体で形成された入力端子３６０ｃがリセッ
ト端子７０１に接触し、リセット入力ＯＮとなる。リセット入力がＯＮされると、電子回
路はリセットされ、クロノグラフは初期状態に設定され、最初のスタートが可能な状態と
なる。リセットボタン１０の操作を解除すると、リセットボタン１０はケースに設けられ
たボタン戻しばね（図示しない）により元の位置に戻り、帰零押さえばね部３６０ａ、入
力端子３６０ｃは、自身の弾性力で元の位置に戻り、リセット端子７０１との接続はＯＦ
Ｆとなるが、クロノグラフの状態は変わらない。
再度、リセットボタン１０を押し操作しても、スタート、ストップの信号が入力されなけ
ればリセット入力は受け付けない電子回路の構成となっている。
【００４９】
次に、図９，１０を参照して、クロノグラフ計測スタート操作を説明する。なお、図９は
スタート・ストップボタンを押し操作したときの状態を示す要部平面図、図１０は、スタ
ートスイッチ入力時の断面図である。
スタート・ストップボタン９を押し操作すると、作動レバー３４０は、スタート・ストッ
プボタン９と当接する面３４０ｃを押動され、回動軸６００ｅを中心に反時計方向に回動
する。作動レバーに形成された作動軸３４０ａが反時計方向に回動すると、復針レバー３
３０の略三角形穴３３１の内面壁３３１ａが押され、復針レバー３３０は回動軸６００ｃ
を中心に時計方向に回動する。
復針レバー３３０のハートカム２２４，２１０との当接面３３０ｂ、３３０ｃは、ハート
カム２２４、２１０の回動軌跡範囲から離れた位置まで移動する。同時に、作動レバー３
４０の半島状の先端部３４０ｆがクロノグラフ規正レバー３５０のくちばし状先端部３５
０ｄを押動するため、クロノグラフ規正レバー３５０は回動軸４０１ａを中心に回動し、
規正部３５０ｂが秒ＣＧ第二中間車２０６と離れる位置まで移動する。このため、クロノ
グラフ輪列は、すべての規正が解除された状態となる。
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作動レバー３４０に形成されたスイッチ入力端子３４０ｄは、先端が曲げられ、回路基板
５０１の側面に配置されており、スタート・ストップボタン９の押し操作に伴い、回路基
板５０１の端面に設けられたスタート・ストップ入力パターン５０２に電気的に接続する
。これにより、スタート入力がＯＮし、クロノグラフ計測がスタートする。
ここで、スタートの最適なタイミングとしては、帰零解除または規正解除、スタートスイ
ッチ入力の順とするのがスタート誤差をなくす順序であり、復針レバー３３０の帰零状態
の解除とクロノグラフ輪列の規正解除を作動レバーひとつで行うため最適なタイミングを
得ることができる。
【００５０】
作動レバー３４０に連動した復針レバー３３０は、略長方形穴３３２の内面壁３３２ａで
復針伝達レバー３２０の作動軸３２１を押動し、クリックばね３６１先端の斜面部３６１
ａから凹部３６１ｂまで移動させる。この状態で復針伝達レバー３２０の位置が決められ
保持される。伝達レバー３１０は、リセットボタン１０が押動できる位置まで戻される。
【００５１】
スタート・ストップボタン９を押したとき、クリックばね３６２と係合する作動レバー３
４０の軸３４０ｅは、クリックばね先端の凹部３６２ａの斜面を乗り越えるが、スタート
・ストップボタン９の押し操作を解除するとクリックばね３６２の弾性力と凹部３６２ａ
の外側の長手方向の壁の斜面で元の位置まで戻され（矢印方向）、凹部３６２ａに収まり
位置決めされる。従って、作動レバー３４０は、操作時以外はクリックばね３６２により
定位置に位置決めされている。また、作動レバー３４０が定位置に復帰するとき、作動軸
３４０ａは復針レバー３３０の略三角形穴３３１内を移動し、穴内の壁に係合しないので
、復針レバー３３０は動かずにその位置を保持されている。
スイッチ入力端子３４０ｄは、スタート・ストップ入力パターン５０２から離れスイッチ
入力はＯＦＦとなるが、電子回路の状態は変わらず、クロノグラフ計測を継続する。
【００５２】
次に、ストップ操作について説明する。クロノグラフ計測をスタートした後、スタート・
ストップボタン９を押し操作する。作動レバー３４０は、スタート・ストップボタン９に
よって押動され反時計方向に回動する。作動軸３４０ａは復針レバー３３０の略三角形穴
３３１内を移動するが、穴内の壁に係合することなく移動する。
クリックばね３６２と係合する軸３４０ｅは、クリックばね先端の凹部３６２ａから凹部
斜面を乗り越えて停止する。このとき、スイッチ入力端子３４０ｄは、スタート・ストッ
プ入力パターン５０２に接続し、ストップ入力ＯＮとなり、クロノグラフモーター２０１
への信号が停止し、クロノグラフ計測はストップとなる。作動レバー３４０は、スタート
・ストップボタン９の押し操作を解除するとクリックばね３６２の弾性力と斜面部の復元
力で、クリックばね先端の凹部３６２ａ（矢印方向）に戻されボタン操作前の位置に停止
、保持される。
上述したように、クロノグラフのスタートとストップはスタート・ストップボタンの押し
操作で繰り返し行うことができ、積算計測が可能となっている。
【００５３】
スタート・ストップボタン９を押し操作するとき、作動レバー３４０のクリックばね３６
２と係合する軸３４０ｅが、クリックばね先端の凹部３６２ａの斜面を乗り越える瞬間の
抵抗力がスタート・ストップボタン９に伝達するため、押し操作の節度感が得られる。
リセットボタン１０の押し操作のときも、復針伝達レバー３２０の作動軸３２１がクリッ
クばね先端の凹部３６１ｂから斜面部３６１ａに移動する際の、二つの凹部間の山を乗り
越える瞬間の抵抗力がボタン１０に伝達するため、押し操作の節度感が得られる。
【００５４】
図１０において、スイッチ入力端子３４０ｄのスイッチ入力の状態を説明する。スタート
・ストップボタン９を押し操作すると(矢印方向)、作動レバー３４０との当接面３４０ｃ
が押動され、先述したように、帰零状態にあった復針レバー３３０を帰零解除の状態まで
移動させる。このとき、作動レバー３４０に一体に形成されたスイッチ入力端子３４０ｄ
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が（イ）から（ロ）まで移動し、回路基板５０１に設けられたスタート・ストップ入力パ
ターン５０２に接触しスタート入力ＯＮとなり、クロノグラフモーター２０１に駆動信号
を出し、クロノグラフ計測がスタートする。スタート・ストップボタン９の押し操作を解
除すると、スタート・ストップボタン９は時計のケース６内に設けられたボタン戻しばね
（図示しない）で元の位置まで戻される。このとき、作動レバー入力端子３４０ｄも（ロ
）から（イ）の位置に戻り、スイッチ入力はＯＦＦされる。しかし、駆動信号は継続して
出ており、クロノグラフ計測は継続する。
【００５５】
クロノグラフ計測をしているときに、再度、スタート・ストップボタン９を押し操作する
と、前述したように、作動レバー３４０がボタンと連動し、スイッチ入力端子３４０ｄが
スタート・ストップ入力パターン５０２に接触し入力ＯＮ状態になる。このときは、電子
回路からのクロノグラフモーター２０１への駆動信号はＯＦＦとなり、クロノグラフ計測
はストップとなる。その後、スタート・ストップボタン９の押し操作を解除すると、スタ
ート・ストップボタン９、作動レバー３４０、スイッチ入力端子３４０ｄは元の位置に戻
るが、クロノグラフの状態は変わらない。このように、スタート・ストップボタン９の押
し操作の繰り返しでクロノグラフのスタート、ストップが繰り返される。
【００５６】
図１１は、リセットボタン１０、スタート・ストップボタン９の両方が押し操作されてい
ないときの状態を示す。
リセットボタン１０、伝達レバー３１０、復針伝達レバー３２０、復針レバー３３０の相
対位置関係は図９と変わらない。
作動レバー３４０は、スタート・ストップボタン９の押し操作位置からクリックばね３６
２の先端の凹部３６２ａに復帰し安定状態になる。スイッチ入力端子３４０ｄは、スター
ト・ストップ入力パターン５０２から離れた位置にあり、作動軸３４０ａは、復針レバー
３３０の略三角形穴３３１の一方の内面壁部３３１ａから逆側の壁側に移動している。ク
ロノグラフ規正レバー３５０の規正解除の際、係合していた作動レバー３４０の半島状の
先端部３４０ｆはクロノグラフ規正レバー３５０とは離れた位置に停止する。クロノグラ
フ規正レバー３５０は、復針伝達レバー３２０の半島状の突出部３２０ｄで秒ＣＧ第二中
間車２０６に接触しない位置に規制されている。
したがって、ボタン押し操作でスイッチ入力しているとき以外は、スタート、ストップ、
リセットの各状態でスイッチＯＦＦとなっているため、スイッチＯＮ／ＯＦＦに係わる消
費電流を低減することができる。
【００５７】
以上の動作をまとめると、スタート操作のときは、スタート・ストップボタン９の押し操
作によって、作動レバー３４０を押動させ、ハートカム２１０および２２４から離れた位
置に復針レバー３３０を移動させる。同時に、クロノグラフ規正レバー３５０の秒ＣＧ第
二中間車２０６の規正を解除し、スイッチ入力端子３４０ｄをスタート・ストップ入力パ
ターン５０２に接続させスタートスイッチ入力をＯＮし、クロノグラフ計測をスタートさ
せる。復針伝達レバー３２０は、クリックばね先端の凹部３６１ｂのスタート時の位置に
移動させその位置を保持する。復針伝達レバー３２０は、伝達レバー３１０をリセットボ
タン１０の操作可能な位置まで移動させている。スタート・ストップボタン９の操作を解
除すると、作動レバー３４０は、クリックばね３６２によって位置を定位置に戻され保持
され、他のレバーはそのままの位置を保持している。
【００５８】
また、ストップ操作のときは、スタート・ストップボタン９の押し操作によって、作動レ
バー３４０をクリックばね先端の凹部３６２ａ斜面を乗り越える位置まで押動させ、スイ
ッチ入力端子３４０ｄをスタート・ストップ入力パターン５０２に接続させストップ入力
をＯＮし、クロノグラフ計測をストップさせクロノグラフ時間を読み取ることを可能にし
ている。このとき、他のレバーは作動しない。作動レバー３４０は、スタート・ストップ
ボタン９の操作を解除すると、クリックばね３６２によってスタート操作のときと同じ定



(16) JP 4244643 B2 2009.3.25

10

20

30

40

50

位置まで戻され保持される。
【００５９】
帰零操作のときは、クロノグラフストップ状態のときに、リセットボタン１０の押し操作
によって、伝達レバー３１０を押動し、復針伝達レバーをクリックばね３６１のストップ
操作時の定位置から次の帰零時定位置の斜面部３６１ａまで移動させ、復針レバー３３０
を連動し、秒ＣＧ車２０８および分ＣＧ車２２０のハートカム２１０，２２４を圧接して
帰零させる。同時にクロノグラフ規正レバー３５０を押動させて、秒ＣＧ第二中間車２０
６を圧接して規正する。このとき、リセットスイッチがＯＮし、電子回路をリセットする
。
【００６０】
このような本実施形態によれば、次のような効果が得られる。
一般にクロノグラフの操作仕様はスタート、ストップ、帰零操作の３操作を備えている。
本実施形態では、この操作に対応して主要構成部品としては復針レバー３３０、復針伝達
レバー３２０、作動レバー３４０の３部品で構成しており、部品点数を少なくでき簡素な
構造のクロノグラフ付時計を提供できる。
また、スタート、ストップ、帰零それぞれの状態で作動レバー３４０、復針伝達レバー３
２０、復針レバー３３０の位置が規制保持されているため、クロノグラフ操作が確実に行
える。
【００６１】
また、本実施形態では、復針伝達レバー３２０とリセットボタン１０の間に伝達レバー３
１０を配置し、リセットボタン１０を押し操作した際に、伝達レバー３１０、復針伝達レ
バー３２０、復針レバー３３０を連動して帰零を行っている。リセットボタン１０の位置
が本実施形態では略４時方向にあるが、その位置をデザイン面などから別の位置に移動さ
せても復針伝達レバー３２０以降の構成を変えずに、伝達レバー３１０の位置や形状を変
えることで対応できる利点も有している。すなわち、復針伝達レバーを、リセットボタン
１０に当接する部品（伝達レバー３１０）と、復針レバー３３０に係合する部品（復針伝
達レバー３２０）とに分けることで、様々なレイアウトに対応し易くなり、レイアウトに
関する対応範囲を広くできる。
【００６２】
本実施形態では、スタート・ストップボタン９の操作時以外は、作動レバー３４０をボタ
ン操作前の定位置に位置決めするクリックばね３６２と、リセットボタン１０を押し操作
したとき、復針伝達レバー３２０を帰零の状態に位置を規制するとともに、スタート・ス
トップボタン９操作のときに、復針伝達レバー３２０を帰零解除の状態に位置を規制する
クリックばね３６１を有している。
このようなクリックばね３６２，３６１を設けたので、先端の凹部で安定的に作動レバー
３４０、復針伝達レバー３２０の位置を規制することができる。また、ボタン操作によっ
てクリックばねの先端部の山を越えるときには、その周辺斜面を乗り越えるために操作力
が増し、乗り越えた瞬間には次の規制位置まで瞬時に移動するため、ボタン操作の節度感
が得られ、ボタンに触れた程度ではボタンは作動されないので、誤操作を防ぐこともでき
る。
【００６３】
また、各クリックばね３６１，３６２は、先端の凹部形状、ばね部の形状は異なるが、帰
零押さえ３６０に一体で形成されているので、部品点数の減少、構造の簡略化、組立性の
向上などの効果がある。また、各クリックばね３６１，３６２が帰零押さえ３６０と一体
で形成されているため、相対的な位置のばらつきを抑え、直接位置規制する作動レバー３
４０や復針伝達レバー３２０だけでなく、作動レバー３４０、復針伝達レバー３２０に連
動する復針レバー３３０、クロノグラフ規正レバー３５０の位置も正確に保持でき、クロ
ノグラフ操作の誤動作を防ぐ効果もある。
【００６４】
本実施形態では、秒ＣＧ車２０８、分ＣＧ車２２０にスリップ構造を組み込んでいるので
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、復針レバー３３０をハートカムに圧接して帰零を行うときには、ハートカム即ち秒ＣＧ
車２０８、分ＣＧ車２２０に軸止されたクロノグラフ秒針４、クロノグラフ分針５が帰零
され、他のクロノグラフ輪列は回転しない。したがって、クロノグラフモーター２０１の
クロノグラフローター２０４の磁気的な位相がずれることなく、スタート時にスタート遅
れによるクロノグラフ計測誤差を押さえることができる。
【００６５】
また、本実施形態では、スタート、ストップの順に動作される作動レバー３４０に一体に
構成されるスイッチ入力端子３４０ｄを設けて電子回路のスイッチ入力としているので、
作動レバー３４０の動きとスイッチ入力のタイミングを容易に取ることができる。
また、作動レバー３４０はスタート、ストップ操作後に位置決め部材によって定位置に戻
るため、スイッチ入力端子３４０ｄは、電子回路にスイッチ入力を伝達した後、電子回路
のスタート・ストップ入力パターン５０２から離れた位置で保持される。そのため、スイ
ッチ入力による常時電流は発生せず、消費電力を削減することも可能である。また、スイ
ッチ入力端子３４０ｄは、作動レバー３４０のどの位置に形成するかは選択の自由度があ
り、ムーブメント内に収めることが可能で、コンパクトな時計の構成にも寄与する。
【００６６】
本実施形態では、クロノグラフ規正レバー３５０を備えているので、秒ＣＧ車２０８、分
ＣＧ車２２０のスリップトルクがクロノグラフ輪列の負荷より大きくなった場合でも、確
実にスリップ機能を働かせることができ、帰零時にクロノグラフ輪列まで回動させること
を防ぎ、クロノグラフをスタートしたときの計測誤差をなくすことができる。また、帰零
時のタイミングとしては、リセットスイッチ入力、規正、帰零の順でなされるのがよいが
、復針伝達レバー３２０でクロノグラフ規正レバー３５０および復針レバー３３０を作動
させて規正、帰零操作を連動させているため、最適なタイミングの設定がしやすい効果も
ある。
【００６７】
また、本実施形態では、スタート・ストップボタン９の押し操作で、クロノグラフ規正レ
バー３５０が、作動レバー３４０と係合し、スタート・ストップボタン９の操作で、クロ
ノグラフ輪列の規正を解除している。
クロノグラフのスタート時には、スタートスイッチ入力の前にクロノグラフ輪列の歯車か
らクロノグラフ規正レバー３５０が解除されていることが必要である。クロノグラフスタ
ートの最適タイミングは、帰零解除または規正解除、スタートスイッチ入力の順である。
スタートスイッチ入力と規正解除を行う作動レバー３４０とクロノグラフ規正レバー３５
０がダイレクトに連動することは、そのタイミングを取りやすい構造である。
【００６８】
なお、本発明は前述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
例えば、前記実施形態では、リセットボタン１０と復針伝達レバー３２０との間に伝達レ
バー３１０を設けたが、リセットボタン１０のレイアウトによっては、復針伝達レバー３
２０をダイレクトにリセットボタン１０で押動してもよい。また、ひとつの伝達レバー３
１０ではなく、リセットボタン１０に当接するレバーと、復針レバー３３０に係合するレ
バーとの間に他のレバーを介在さるような複数のレバーを組み合わせてもよい。
【００６９】
本実施形態では、秒ＣＧ車２０８、分ＣＧ車２２０のスリップ構造は、歯車をスリップば
ねで押圧してスリップトルクを得ていたが、歯車自体に弾性部を設けても同じ効果が得ら
れる。また、スリップ機構は、秒および分ＣＧ車に設けたが、他のクロノグラフ輪列の一
部に設けてもよい。
また、前記スリップ機構は必ずしも設けなくてもよい。スリップ構造を設けない場合、操
作によってクロノグラフローター２０４が回動し、磁気的位相がずれたときは、電子回路
の負荷が大きくなるが、電子回路で最初の駆動信号で磁気的位相を検出して、最適な駆動
信号を出力するという手段もある。
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【００７０】
また、本実施形態では、クロノグラフ計測の表示を行うために、秒ＣＧ車２０８と分ＣＧ
車２２０の二つのＣＧ車を搭載しているが、時ＣＧ車などクロノグラフ時間を表示する他
のＣＧ車を追加してもよく、秒ＣＧ車ひとつにしても同じ効果を得られる。
【００７１】
本実施形態の作動レバー用位置決め部材および復針伝達レバー用位置決め部材は、弾性部
と規制部を有するクリックばねであるが、複数のレバーなどの部材やばねを組み合わせて
も同じ効果を得られる。
また、本実施形態では、二つの位置決め部材は、帰零押さえ３６０に一体で形成されてい
るが、位置決め用の単独の部材、または、帰零押さえ以外の他の部材に形成することも可
能である。
【００７２】
本実施形態では、スタート・ストップボタンを兼用していたが、スタートボタンとストッ
プボタンとを別々に設けてもよい。
また、スイッチ入力ばね３４０ｄは、作動レバー３４０に一体に形成されたものに限らな
い。例えば、スタート・ストップボタンの操作に連動するように設定すれば、スイッチ入
力ばねを、作動レバーと別体に設けることも可能である。
【００７３】
本実施形態のクロノグラフ規正レバーは、秒ＣＧ第二中間車２０６を規正しているが、ク
ロノグラフ輪列のうちの他の歯車でもよい。ただし、クロノグラフ輪列は、クロノグラフ
モーターからの減速輪列であるため、規正トルクを小さくするためには、クロノグラフ車
ローター２０４に近い歯車が好ましい。
また、クロノグラフ規正レバーは、復針伝達レバーと係合して規正し、作動レバーと係合
して規正解除したが、スタート・ストップボタンの操作に連動する他の部材で規正解除し
、リセットボタンの操作に連動する他の部材で規正することも可能である。
【００７４】
また、本実施形態では、電子時計を例としてあげていたが、本発明では、ぜんまい駆動の
機械式時計のクロノグラフ機構に採用してもよい。
【００７５】
【発明の効果】
このような本発明によれば、クロノグラフ針の機械式帰零構造を少ない部品点数で実現で
きて、構造を簡易にでき、組み立て性も向上できるとともに、節度感があって、確実に操
作できるとともに、誤動作を防止するという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態にかかるクロノグラフ付時計の表外観図。
【図２】　本発明のムーブメントの全体要部斜視図。
【図３】　図２のクロノグラフ輪列の要部拡大斜視図。
【図４】　秒ＣＧ車、分ＣＧ車部断面図。
【図５】　帰零時の要部平面図。
【図６】　図５の主要構成部の斜視図。
【図７】　リセットボタン操作時の断面図。
【図８】　図７のボタン側からみた側面図。
【図９】　スタート・ストップ時の要部平面図。
【図１０】　スタート・ストップボタン操作時の断面図。
【図１１】　ボタン操作前の要部平面図。
【符号の説明】
１…基本時計時針、２…基本時計分針、３…基本時計秒針、４…ロノグラフ秒針、５…ク
ロノグラフ分針、６…ケース、７…文字板、８…りゅうず、９…スタート・ストップボタ
ン、１０…リセットボタン、２０１…クロノグラフモーター、２０２…クロノグラフコイ
ル、２０３…クロノグラフステーター、２０４…クロノグラフローター、２０５…秒ＣＧ
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第三中間車、２０６…秒ＣＧ第二中間車、２０７…秒ＣＧ第一中間車、２０８…秒ＣＧ車
、２０９…秒ＣＧ歯車、２１０…秒ハートカム、２１１…秒ＣＧ車軸、２１２…スリップ
ばね、２１３…スリップばね押さえ座、２２０…分ＣＧ車、２２１…分ＣＧ第一中間車、
２２２…分ＣＧ第二中間車、２２３…分ＣＧ歯車、２２４…分ハートカム、２２５…分Ｃ
Ｇ車軸、３１０…伝達レバー、３２０…復針伝達レバー、復針レバー…３３０、３５０…
作動レバー、３６０…帰零押さえ、３６１…クリックばね（復針伝達レバー側）、３６２
…クリックばね（作動レバー側）、４００…地板、５０１…回路基板、５０２…スタート
・ストップ入力パターン、６００…回路押さえ、７００…回路受け座、７０１…リセット
端子。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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