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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時間指示の歯車装置(RC, 1)と、３１歯付きホイール(7)と１０歯付きの１位のピニオン
(13)を駆動するための歯に相応する１つのスペースを３０歯に加えた１位のホイール(12)
と４歯付きの１０位のスターホイール(15)を駆動するための４歯付きホイール(14)とを有
する月日の回転体(7, 12, 14)と、１２歯付きホイール(21)に固着された年のカム(22)と
、１月に１回転することで前記月日の回転体(7, 12, 14)を駆動しまた１年に１回転する
ことで前記年のカム(22)を駆動するための前記時間指示の歯車装置(RC, 1)に接続された
駆動手段(2, 4, 9, 16, 20)とを備えた時計であって、
　前記月日の回転体(7, 12, 14)が補正部材(11)に固着され、前記駆動手段(2, 4, 9)が、
１月に１回転するために前記時間指示の歯車装置(RC, 1)に接続されたホイール(2)に固着
された瞬間的ジャンプカム(3)と、引込み式の駆動フィンガー(5a)が設けられた駆動ヨー
ク(4)と、前記瞬間的ジャンプカム(3)にこの駆動ヨーク(4)を押付ける弾性手段(6)と、前
記補正部材(11)に係合する引込み式の駆動フィンガー(10)を有する補正ヨーク(9)と、前
記年のカム(22)の位置を検出するように設けられたフィーラ(9b)と、前記ヨーク(4, 9)を
互いに接続するための弾性手段(9a)とを備え、前記フィーラ(9b)により検出される前記年
のカム(22)の位置に相応して、前記補正ヨーク(9)の引込み式の駆動フィンガー(10)を前
記補正部材(11)に選択的に係合するように構成されたことを特徴とする大型の暦表示と瞬
間的ジャンプ付きの時計。
【請求項２】
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　前記年のカム(22)が暦機構のフレームに固着された月の太陽ホイール(24)に係合する遊
星ピニオン(23)に固着され、この遊星ピニオン(23)が前記年のカム(22)の回転毎に４分の
１回転するように構成されるとともに４つのカムセグメント(22a)を備え、そのうちの３
つが２８日を有する２月の月末でなされる補正に相応し、４つ目がうるう年の２月の月末
でなされる補正に相応する請求項１記載の万年暦付き時計。
【請求項３】
　前記駆動ヨーク(4)が曜日を示すための７歯付き回転体(8)に係合する第２引込み式のフ
ィンガー(5b)を有する請求項１又は２記載の時計。
【請求項４】
　前記年のカム(22)を駆動するための前記駆動手段(16, 20)が第３ヨーク(18)を有し、第
３ヨーク(18)が前記３１歯付きホイール(7)に係合する中間ホイール(16)に固着された第
２瞬間的ジャンプカム(17)に第３ヨーク(18)を係合するためのスプリング(19)と関連し、
この第３ヨーク(18)が、前記年のカム(22)に固着した前記１２歯付きホイール(21)に係合
するフィンガー(20)を有する請求項１記載の時計。
【請求項５】
　曜日を示すための前記７歯付き回転体(8)が月相を示すための歯車列(39－44)に関連し
ている請求項３記載の時計。
【請求項６】
　月相を示すための歯車列(39－44)の表示回転体(44)の軸が、第２タイムゾーンにおける
時の表示を許容する第１表示歯車列に係合する付加的な時間指示の歯車装置の２つの表示
回転体と同軸である請求項５記載の時計。
【請求項７】
　前記１位及び１０位のスターホイール(13, 15)が同軸であり、１位のスターホイール(1
3)が１０位の円板(15a)を囲繞し０から９までの数字を有する年の円板(13a)に固着され、
１０位のスターホイール(15)が０から３までの数字を有する円板(15a)に固着された請求
項１記載の時計。
【請求項８】
　曜日の表示部(36)を有する回転体(8)の軸と、月の表示部(21a)を有する前記１２歯付き
ホイール(21)の軸とが、時計の文字盤(C)の１２時－６時の直径に関して対称である位置
を占め、この文字盤(C)の９時－３時の直径近傍に位置し、これらの２つの日(36)と月(21
a)の表示部の半径がそれらの間にスペースを残し、前記１位及び１０位のスターホイール
(13, 15)の軸が１２時－６時の直径の左側に位置する表示部回転体(36)の周縁近傍に位置
し、前記１位の表示円板(13a)の半径がこの同じ直径の右側に位置する表示部回転体(21a)
の半径の近くにある請求項３又は７記載の時計。
【請求項９】
　日(36)と１０位(15a)と１位(13a)と月(21a)をそれぞれ示す４つの表示円板により与え
られる表示が一直線に並べられる請求項８記載の時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時間指示の歯車装置と、３１歯付きホイールと１０歯付きの１位のピニオン
を駆動するための歯に相応する１つのスペースを３０歯に加えた１位のホイールと４歯付
きの１０位のスターホイールを駆動するための４歯付きホイールとを有する月日の回転体
と、１２歯付きホイールに固着された年のカムと、１月に１回転することで前記月日の回
転体を駆動しまた１年に１回転することで前記年のカムを駆動するための前記時間指示の
歯車装置に接続された駆動手段とを備えた、大型の暦表示と瞬間的ジャンプ付きの時計に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　時間に由来する日付（日、月日、月）、月相のような種々の表示、及び特にいくつかの
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タイムゾーンの表示を有する数多くの腕時計が存在する。これらの表示の蔓延は通常これ
らを読取りにくくする。読取りの困難さは表示の大きさと同程度のレイアウトの結果によ
るかもしれない。多くの場合、表示の変化は、特に年暦やましてや万年暦の場合、瞬間的
でなく長引いている。月日は、文字盤に形成された窓に出現する数字を用いるよりもむし
ろ月日の文字盤を過ぎて動く針によってしばしば表示される。更に、１から３１までの月
の日を有する円板を用いて月日を表示することは、これらの数字の可能な大きさを制限し
、このことは、１０位の数字と１位の数字のサイズを大きくするためにこれらを２つの別
々の円板に表示するという提案は既に提案されていることを意味するが、これによりその
機構をより複雑化している。
【０００３】
　特に懐中時計よりも腕時計の場合、表示が多くなればなる程、そして時計が小さくなれ
ばなる程、これらの問題を解決することがより難しくなる。数多くの解決が存在するとし
ても、しかしながら、それらのいずれもが、可能性の限界を更に押し戻すことを主張する
要求の厳しい収集家を何よりも先ず狙った複雑な時計学に関する全てのますます広い要求
を満たさないことは分かっている。新技術への挑戦に合致可能なばかりでなく、面積と厚
さの観点で、またこうした機構の寸法が腕に付けなければならない時計に受入れられ、か
つ必須の規準として残っている信頼性を損なうことなくそうすることが必要である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、時計の暦機構が瞬間的ジャンプ付きの暦に大型の表示を可能にするこ
とを特に創出することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的のために、本発明の主題は請求項１で明記したように大型の暦表示と瞬間的ジ
ャンプ付きの時計である。
【０００６】
　有利には、この時計の暦は万年暦であって、日と月の表示を含む。
【０００７】
　好ましくは、この暦は月相の表示をも含み、これは、時計中心に位置する主たる表示歯
車列により駆動される、第２タイムゾーンを示すための付加的な歯車列に同軸である。
【０００８】
　この暦付き時計のデザインは、その有する十分に大きな文字によって、示される情報の
レイアウトと判読性の点で読みやすい明瞭な表示を提供することを意図する。全ての表示
された情報は瞬間的に変化し、かつ好ましくはいかなる補正も要求しない。この補正は年
のカムによってなされる。
【０００９】
　本発明の他の詳細及び利点は、次に続く明細書の中で明らかになろう。明細書は概略的
にかつ例でもって、本発明の主題である暦付き時計の実施形態を示す添付の図に言及する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１及び図２は、本発明の時計の暦機構を基本的に示す。この機構は、図５の断面図に
示す時間(hour)ホイールＲＣに固着された駆動ホイール１を備える。駆動ホイール１はホ
イール２に係合し１２時間で１回転する。このピニオン２と駆動ホイール１の間の比は２
：１であり、このことはホイール２が１日に１回転することを意味する。
【００１１】
　このホイール２は、支軸４ｂの回りに枢支されたヨーク４に固着されたピン４ａを操作
するカム３に固着される。このヨーク４は２つのアームに分割され、各アームは、それぞ
れ月日の回転体７の段階的駆動及び曜日のスターホイール８（図１）の段階的駆動のため
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の歯止め５ａ、５ｂで終端する。このヨーク４は枢支軸４ｂを中心に置く円弧状の開口部
４ｃを有し、その開口部内に止め具４ｄが係合する。このヨーク４は、ヨーク４のピン４
ｅに係合するリターンスプリング６によりこの開口部４ｃの一端に押付けられる。
【００１２】
　第２ヨーク９は、補正ヨークを構成するが、ヨーク４と同一の支軸４ｂの回りに枢支さ
れる。ヨーク９は、ヨーク４のピン４ａに寄りかかりかつヨーク４の両側から突出する弾
性アーム９ａでヨーク４に接続される。ヨーク９は、月日の回転体７に固着された補正カ
ム１１の切れ込み１１ａに選択的に係合するようにした歯止め１０で終端する。
【００１３】
　月日の回転体７は、また２つのホイールに固着され、１位の駆動ホイール１２は、３０
歯と３１番目の歯に相応する空のスペースを有し、月日の１位の数字を示すための１０歯
付きスターホイール１３に係合する。月日の回転体７に固着した２つ目のホイールは、４
歯付きの１０位の駆動ホイール１４であって、月日の１０位の数字を示すためのスターホ
イール１５に係合する。これらのスターホイール１３，１５は、年の円板１３ａとこれに
同心の円板１５ａ（図１及び図５）にそれぞれ係合する。年の円板１３ａは０から９まで
の１位の数字を有し、円板１５ａは０から３までの１０位の数字を有する。０が空のスペ
ースに置き換わることは可能である。これらの数字は時計の文字盤Ｃを通して形成される
窓Ｇを通して出現する（図５）。
【００１４】
　月日の回転体７は、瞬間的ジャンプカム１７に固着されたホイール１６に１：１の比で
係合する。支軸１８ａの回りに枢支するヨーク１８はスプリング１９により瞬間的ジャン
プカム１７に押付けられる。このヨーク１８は駆動歯止め２０を有し、駆動歯止め２０は
年のカム２２に固着された１２歯付きの年の回転体２１に係合し、年のカム２２は年の月
における日数を表した、変化する半径付きのセクターを有する。この年のカム２２の部分
２２ａは、暦機構のフレームに固着された月の太陽ホイール２４に係合する遊星ピニオン
２３（図１）に固着される。遊星ピニオン２３と月の太陽ホイール２４との間のギヤ比は
、月の太陽ホイール２４の４回転につきこの遊星ピニオン２３が１回転するように選ばれ
る。カム部分２２ａは４つの側面を有し、そのうちの３つの側面はピニオン２３の軸から
同じ距離離れ、４つ目の側面は他の３つよりも更なる距離離れる。
【００１５】
　第２ヨーク９は、ヨーク４及び９が動く毎に、即ち１日に一度、年のカムの周縁に接触
するようにしたフィーラアーム９ｂを備える。年のカム２２の種々の部分が月の長さに応
じて異なる半径を有すると仮定すると、ヨーク９の動きの大きさ及び歯止め１０の動きの
大きさは変化し、種々の大きさ間の差異はヨーク９の弾性アーム９ａで吸収される。
【００１６】
　図１に示すように、年の回転体２１は年の１２ヶ月の表示を有する円板２１ａに固着さ
れる。
【００１７】
　月日の回転体７及び年の回転体２１は１位のスターホイール１３と１０位のスターホイ
ール１５とともにそれぞれのジャンパー２５、２６、２７、２８で角度で測ったように位
置決めされる。
【００１８】
　年の回転体２１の歯の１つは、他の１１の歯より際だって厚い。このより厚い歯のおか
げで、年の回転体２１は１年に１ステップ、４枝のスターホイール２９を駆動する。この
スターホイールは、１組の中間ホイール３１、３２、３３を駆動する中間ホイール３０に
固着され、中間ホイール３３はジャンパー３５に係合する４枝のスターホイール３４に固
着される。このスターホイール３４は、４年周期を示す数字１、２、３及び文字Ｂを有す
る円板３４ａ（図１）にまた固着される。４年周期における１年はうるう年Ｂである。
【００１９】
　曜日のスターホイール８（図１）はジャンパー４１により位置決めされ、曜日を示す円
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板３６を有する。この７枝のスターホイール８は第２スターホイール３７に係合するとと
もにまた７枝を有し、ジャンパー３８により位置決めされる。この第２スターホイール３
７は中間ホイール４０に係合するピニオン３９（図１）に固着され、中間ホイール４０は
、ホイール４３に固着されかつホイール４３と同軸のホイール４２に係合し、ホイール４
３は月相を示すホイール４４に係合する。曜日のスターホイール８と月相を示すためのホ
イール４４の間のこのギヤセットのギヤ比は、太陰の３ヶ月に１回転するように、またホ
イール４４がこの月を表す３つの円４５を有するように選ばれる。３つの円４５はホイー
ル４４上に１２０度離れて分布され、文字盤Ｃを通して形成された適当な形の開口部（図
示せず）に連係して月の周期を示しかつ開口部に視認可能な月の満ち欠けの位相を模擬す
るために使用される。
【００２０】
　第３ホイール４６は、月相のギヤセットホイール４２、４３と同一の支軸に枢支される
。この第３ホイール４６（図１）は１８０度毎の２つのセクターに分かれた円板４６ａを
有する。時計の文字盤Ｃに作られた開口部（図示せず）を通して夜間の時間と昼間の時間
を示すためにその一方は黒色であり、他方は白色である。図１に見られるように、ホイー
ル４６は、暦のホイール２に係合しかつ月相のホイール４４と同軸のホイール４８に係合
する中間ホイール４７に係合する。これらのホイール４６、４８及び２は互いに１：１の
比を有し、これはホイール２と同様にホイール４６が２４時間で１回転することを意味す
る。この結果、１２時間の間、文字盤の開口部を通して黒色が示され、次の１２時間の間
、この開口部を通して白色が示される。
【００２１】
　上述した暦機構の動作の仕方は次の通りである。
【００２２】
　２４時間毎に、暦のホイール２に固着されたカム３は、リターンスプリング６によりヨ
ーク４に作用する圧力に抗してヨーク４及び９を徐々に上昇する。これらのヨークが回る
と、ヨーク４、９の支軸４ｂに関して歯止め５ａ、５ｂは右回りに動かされ、これにより
歯７及び８から外れ、ヨーク９のフィンガー９ｂはこのフィンガー９ｂの軌跡に存する年
のカム２２の部分に応じてまたこのフィンガー９ｂが接する部分に抗してこのヨーク９の
旋回の大きさを多かれ少かれ制限する。その旋回の残りの間、ヨーク４は補正ヨーク９に
関して回り、ヨーク９に関するこのヨーク４の相対的な旋回はヨーク９の弾性アーム９ａ
の変形で吸収される。
【００２３】
　月の１から２９までの期間、ヨーク９とその歯止め１０はいかなる機能も有せず、歯止
め１０は、ヨーク９及び４の各往復運動で補正カム１１の滑らかな表面上を摺動する。３
０日の月の場合、月の日が３０日と次の月の１日の間で変わるとき、年のカム２２におけ
る小径部分の１つに対して、ヨーク９のフィンガー９ｂがもたれかかるとき、歯止め１０
は補正カム１１における切れ込み１１ａに係合し、その結果カム３がスプリング６の復帰
力に対してヨーク４と９を解放するとき、歯止め１０は、補正カム１１に固着された月日
のホイール７の２ステップの大きさで補正カム１１を駆動し、月の日付を３０から０１に
する。
【００２４】
　１ヶ月の間に月日が変わるときには、１位における変化だけが起こり、ホイール１２は
１ステップでスターホイール１３を駆動するか、又は１位における変化と１０位における
変化が同時に起こり、ホイール１２と１４がスターホイール１３と１５を同時に１ステッ
プずつそれぞれ駆動する。
【００２５】
　３１日の月の終わりでは、その月の次の日の１位、０１は変化せず、１０位のみが変化
する。これは、月日のホイール１２は３０歯と欠けた歯に相応するスペースを有するから
である。こうして、３１から０１に切換わる間、月日のホイールの欠けた歯は１位のスタ
ーホイール１３に面するようになり、その結果スターホイール１３は駆動されず、数字１
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は２日間続いて表示される。１０位のスターホイール１５だけが４歯付きの１０位のホイ
ール１４により１ステップずつ駆動され、１０位の円板１５ａを３から０に動かす。
【００２６】
　永久的であるべき暦に対して、年のカム２２は、通常の年では２８日を有しうるう年で
は２９日を有する２月の月末でなされる補正に相応する遊星ピニオン２３（図１）に固着
された部分２２ａを有する。このカム部分２２ａは毎年４分の１回転し、４つの側面を有
し、そのうちの１つの側面は他の３つの側面よりも遊星ピニオン２３の中心からより大き
く離れる。補正ヨーク９のフィンガー９ｂが２月の２８日の月の間このカム部分２２ａに
面すると、フィンガー９ｂは他の月において面するよりも大きな角度で補正ヨーク９が揺
れ動くことを許容し、その結果、２月２８日に、図３に示すように、ヨーク９の歯止め１
０が補正カム１１の切れ込みに到来する。これは補正ヨーク９の最大の振幅である。瞬間
的ジャンプカム３がスプリング６の圧力に対して駆動ヨーク４を解放するや否や、補正ヨ
ーク９の歯止め１０は４ステップで月日のホイールを駆動し、円板１３ａと１５ａ上の表
示を２８から０１に瞬間的に動かす。
【００２７】
　うるう年では、補正ヨーク９のフィンガー９ｂに面する遊星ピニオン２３の中心から最
も離れるのが、カム２２の部分２２ａの表面である。この表面からカムの旋回中心までの
距離は、３０日の月に関係するカム２２表面の距離と、２月の２８日の月に相応するカム
部分２２ａの表面の距離との間にある。これは、歯止め１０が２月２９日に補正カム１１
の切れ込み１１ａに係合し、かつ３ステップで同時かつ瞬間的に月日のホイール７を前進
させるであろうことを意味する。月日の回転体に対するこれらの補正は、年の回転体２１
と年の回転体２１に固着された月の表示円板２１ａにおける同時変化を引き起こす。
【００２８】
　対照的に、これらの補正は、曜日の円板に固着されたスターホイール８を駆動する歯止
め５ｂに何らの影響を有せず、この円板の曜日は不変の方法で互いに明らかに続く。この
スターホイール８は、太陽日に相応する月のサイクルの一部により、月相を示すためにホ
イール４４を毎日前進させる。
【００２９】
　時間のホイールＲＣに固着された駆動ホイール１に係合するホイール２の連続的な動き
は、白／黒のセクターを有する、昼の時間と夜の時間を１：１の比で示すホイール４６に
与えられる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は本発明実施形態の平面図であって、機構を露出するために種々の表示円板
を透明にして示した。
【図２】図２は表示円板のない図１の機構の平面図であって、うるう年でない年の２月２
８日正午頃における種々の構成部品の位置を示す。
【図３】図３は図２に近似した図であって、夜の１２時直前であって日付が変わる直前の
種々の構成部品の位置を示す。図３において一点鎖線はＶ－Ｖ線を意味する。
【図４】図４は図３に近似した図であって、日付が変わった後の３月１日における種々の
構成部品の位置を示す。
【図５】図５は図３のＶ－Ｖ線断面図である。
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