
JP 5536623 B2 2014.7.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のクロノグラフ真に嵌着された複数のハートカムと、
　発停ボタンと、
　帰零ボタンと、
　時計本体の周方向に関して発停ボタン及び帰零ボタンのある位置の間の位置にある共通
回動中心のまわりで発停ボタンの押込みに応じて回動される発停レバーと、
　帰零ボタンの押込みに応じて前記共通回動中心のまわりで回動される帰零指示レバーと
、
　発停ボタンの押込みに応じた発停レバーの回動に応じて一端側において第一の方向に回
動され、帰零ボタンの押込みに応じた帰零指示レバーの回動に応じて前記一端側において
第二の方向に回動される復針伝えレバーと、
　該復針伝えレバーの第二の方向への回動に伴う該復針伝えレバーの他端側の帰零指示方
向への回動によって複数のハートカムを対応するハンマー部で帰零させる復針レバーであ
って、復針伝えレバーの第一の方向への回動に伴う該復針伝えレバーの他端側の発停方向
への回動によって複数のハンマー部を対応するハートカムから離間状態にするか又は該離
間状態に保つものと
を有するクロノグラフ時計。
【請求項２】
　発停レバー及び帰零指示レバーが時計の厚さ方向に関して重なる相対位置にあり、発停
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レバー及び帰零指示レバーのうちのいずれか一方のレバーが、その出力側端部で薄板状の
復針伝えレバーの前記一端に係合するように構成され、発停レバー及び帰零指示レバーの
うちの他方のレバーが、その出力側端部で薄板状の復針伝えレバーの前記一端から該復針
伝えレバーの薄板面に対して交差する方向に延びたピン状突出部に係合するように構成さ
れている請求項１に記載のクロノグラフ時計。
【請求項３】
　駆動エネルギ源として電池を備えると共に、該電池からの給電の基準電位を与えるバネ
性金属薄板を備え、該金属薄板が、発停ボタン及び帰零ボタンの押込みに対するクリック
感を与えるクリック感付与手段を備える請求項２に記載のクロノグラフ時計。
【請求項４】
　前記クリック感付与手段が肩部を備えた発停ボタン押圧感付与用ばね部を有し、発停ボ
タンの押込みに応じて発停レバーが回動される際、該発停レバーが発停ボタン押圧感付与
用ばね部の肩部から外れて押込まれるピン状係合部を備える請求項３に記載のクロノグラ
フ時計。
【請求項５】
　発停レバーの回動が支持基板の外周縁に位置する係止部により係止されるように構成さ
れた請求項４に記載のクロノグラフ時計。
【請求項６】
　前記クリック感付与手段が凸部を備えた復針伝えレバー位置決め用ばね部を有し、復針
伝えレバーは、復針レバーのハンマー部を対応するハートカムから離間した状態にする発
停制御位置にある際に復針伝えレバー位置決め用ばね部の凸部の一方の側に位置し、復針
レバーのハンマー部を対応するハートカムに当接状態にする帰零作動制御位置にある際に
復針伝えレバー位置決め用ばね部の凸部の他方の側に位置するピン状突起部を有し、該ピ
ン状突起部が復針伝えレバー位置決め用ばね部の凸部を乗り越える際に復針伝えレバー位
置決め用ばね部を弾性的に変形させるように構成された請求項３から５までのいずれか一
つの項に記載のクロノグラフ時計。
【請求項７】
　復針伝えレバーのピン状突起部が、復針レバーのハンマー部を対応するハートカムに当
接状態にする帰零作動制御位置に保つべく、復針伝えレバー位置決め用ばね部の前記凸部
の前記他方の側にある場合に、帰零ボタンを最大限押込んで帰零指示レバーを最大限回動
させた際、該帰零指示レバーの出力側端部と復針伝えレバーの対応する入力側端部との間
に間隙が残るように構成された請求項６に記載のクロノグラフ時計。
【請求項８】
　復針伝えレバーのピン状突起部が、復針レバーのハンマー部を対応するハートカムから
離間した状態にする発停制御位置に保つべく、復針伝えレバー位置決め用ばね部の凸部の
前記一方の側にある場合に、発停ボタンを最大限押込んで発停レバーを最大限回動させた
際、該発停レバーの出力側端部と復針伝えレバーの対応する入力側端部との間に間隙が残
るように構成された請求項６又は７に記載のクロノグラフ時計。
【請求項９】
　時計の厚さ方向にみて、クロノグラフ下板とスイッチばねとの間に、発停レバー、帰零
指示レバー、復針伝えレバー及び復針レバーが配置されている請求項１から８までのいず
れか一つの項に記載のクロノグラフ時計。
【請求項１０】
　帰零ボタンの押圧に伴う帰零指示レバーの回動に応じて回動されクロノグラフ輪列を規
正する停止レバーを備える請求項１から９までのいずれか一つの項に記載のクロノグラフ
時計。
【請求項１１】
　モータの回転を秒クロノグラフ車に伝える秒クロノグラフ車中間車を停止レバーが規正
するように構成され、秒クロノグラフ車がスリップ機構を備える請求項１０に記載のクロ
ノグラフ時計。
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【請求項１２】
　復針レバーは、該復針レバーに対して復針伝えレバーから加えられる力と、復針レバー
の複数のハンマー部に対して該ハンマー部に対応するハートカムから加わる力とが釣合う
ようにセルフアラインメント式に位置決めされて帰零動作を行うように構成されている請
求項１から１１までのいずれか一つの項に記載のクロノグラフ時計。
【請求項１３】
　復針レバーが復針伝えレバーからの力を受ける力入力部を備え、クロノグラフ時計は、
復針レバーが該力入力部において復針伝えレバーからの力を受けた際に復針レバーの変位
を案内する変位案内機構を有し、該変位案内機構が、二つの案内ピンと該案内ピンの夫々
が嵌った案内用長穴状部とを備え、
　二つの案内用長穴状部のうちの一方の案内用長穴状部は、復針レバーのハンマー部が対
応するハートカムの頂点に当接する際に該一方の案内用長穴状部内で対応する案内ピンが
位置する領域において該一方の案内用長穴状部の長手方向位置の側面に案内ピンが該一方
の案内用長穴状部の長手方向に対して交差する向きに変位するのを許容する凹部を備える
請求項１から１２までのいずれか一つの項に記載のクロノグラフ時計。
【請求項１４】
　各案内ピンが時計の支持基板に突設されており、各案内用長穴状部が復針レバーに形成
されている請求項１３に記載のクロノグラフ時計。
【請求項１５】
　前記凹部が前記一方の案内用長穴状部の一方の側面に形成されている請求項１３又は１
４に記載のクロノグラフ時計。
【請求項１６】
　復針レバーのハンマー部の接触面部が対応するハートカムの最小径接触部に当接する帰
零位置に復針レバーが近づく際に該復針レバーに制動力が働くように、前記変位案内機構
の案内用長穴状部が該案内用長穴状部に嵌合された案内ピンが案内用長穴状部の長手方向
に相対変位されるのを妨害すべく該案内用長穴状部の側面から該案内用長穴状部の中央に
向かって突出した制動用凸部が形成されている請求項１３から１５までのいずれか一つの
項に記載のクロノグラフ時計。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はクロノグラフ時計に係り、より詳しくは、電気的及び電子的に駆動制御され、
機械的に帰零されるに適したクロノグラフ時計に係る。なお、この明細書において、「ク
ロノグラフ時計」とは、クロノグラフ機能を備えた時計をいう。
【背景技術】
【０００２】
　機械的に駆動制御され且つ機械的に帰零されるタイプのクロノグラフ時計において、三
つのハンマーが対応するハートカムに対して整列される（セルフアラインメントが行われ
る）ように、復針レバー自体が案内ピンによって位置調整されつつ変位されて該復針レバ
ーの三つのハンマーが対応するハートカムを帰零させるようにした帰零機構を設けること
は、知られている（特許文献１）。
【０００３】
　しかしながら、この特許文献１に開示のクロノグラフ時計では、帰零機構がスタート、
ストップ及びリセット動作の各動作を行い得るように、ラチェット歯及び駆動歯の如き二
種類の歯を備えた作動カムを必要としているだけでなく、該作動カムを介して各動作が行
われ得るように夫々の動作に関連して複数のレバーやばね部材を必要としており、多くの
部品を要することからその構造が複雑で組立性も悪く、高コストになるのを避け難い。
【０００４】
　電気的及び電子的に駆動制御され、機械的に帰零されるタイプのクロノグラフ時計にお
いて、作動カムを利用することなく、複数のレバー及びばね部材によって複数のハンマー
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を備えた復針レバーの位置ないし変位を制御することは提案されている（例えば、特許文
献２や特許文献３）。
【０００５】
　特許文献２の帰零機構では、複数のハンマーを備えた復針レバー（特許文献２中の用語
は「復針伝えレバー」）と、基端側腕部の基端部においてリセットボタンと係合可能で回
動中心を挟んで先端側腕部を備えた第一のレバーと、先端側腕部の先端で復針レバーに係
合され回動中心の基端側に位置する基端側腕部の基端部で第一のレバーの先端側腕部の先
端部に係合され且つ該基端部の近傍においてスタート／ストップボタンに係合可能な第二
のレバーとを有することにより、レバーの数が最小限になっている。
【０００６】
　しかしながら、この特許文献２の帰零機構では、第一及び第二のレバーは単にシーソー
の如き動作を行い得るだけであるから、例えば、クロノグラフ計時動作中にスタート／ス
トップボタンが押圧されてストップ動作が行われる場合、スタート／ストップボタンが第
二のレバーに係合することなく単にスイッチ接点に対して電気的に接触してストップ動作
が行われる。従って、ユーザにはスタート／ストップボタンの押圧が確かに行われたとい
う感覚が確実には得られず、誤動作ないし誤指示が生じ易く、使用感も悪い。
【０００７】
　一方、特許文献３の帰零機構では、スタート／ストップボタンやリセットボタンによる
押圧動作が完了すると、該スタート／ストップボタンやリセットボタンによって変位され
た発停レバー（特許文献３中の用語は「作動レバー」）や復針指示レバー群（特許文献３
中の用語は「伝達レバー」及び「復針伝達レバー」）が元の位置に戻り得るようにし、該
発停レバーや復針指示レバーを元の位置から変位位置に移動させる際にスタート／ストッ
プボタンやリセットボタンの押下げ感が得られるようにしている。より詳しくは、特許文
献３の帰零機構では、スタート／ストップボタンやリセットボタンの押圧完了後には発停
レバーや復針指示レバーが元の位置に戻り得るように、スタート／ストップボタンの押圧
によって直接回動される発停レバーや、リセットボタンの押圧によって直接回動される復
針指示レバー群の先端側レバーを、複数のハンマーを備えた復針レバーに対して、遊嵌係
合させ、復針レバーの位置にかかわらず、発停レバーや復針指示レバーが元の位置に戻り
得るようにしている。
【０００８】
　しかしながら、この特許文献３の帰零機構の場合、復針レバーに対して発停レバーや復
針指示レバー（復針伝えレバー）が遊嵌係合することから、復針レバーに対して加わる力
の向きが複雑化するのを避け難く、復針レバー自体が位置調整されて変位されることによ
り該復針レバーの三つのハンマーが対応するハートカムを帰零させるような構造（セルフ
アラインメント構造）は採られ難い。
【０００９】
　また、この特許文献３の帰零構造の場合、復針指示レバー群として二つのレバー（特許
文献３中の用語は「伝達レバー」及び「復針伝達レバー」）が必要であって夫々が別々の
回動中心のまわりで回動されることから、レバーの回動を可能にするための占有面積が大
きくなるのを避け難い。
【００１０】
　なお、復針レバーのハンマーが概ね直線的に移動されてハートカムを叩いて帰零させる
タイプのクロノグラフ時計では、ハートカムの頂点に且つ該ハートカムの回転中心に向か
う向きにハンマーが帰零力を及ぼした場合には、ハートカムが帰零され難いという問題が
ある。
【００１１】
　また、ハンマーがハートカムを帰零させるクロノグラフ時計では、ハンマーがハートカ
ムに対して過度な急回転をさせると、該ハートカムのあるクロノグラフ真に取付けられた
クロノグラフ指針の表示指針本体部（羽状部）や取付け部（クロノグラフ真に嵌着される
袴状の管状部）が損傷される虞れがある。この虞れは、クロノグラフ指針が細長くなる程
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高くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００４－２９４２７７号公報
【特許文献２】実用新案登録第２６０５６９６号公報
【特許文献３】特開２００４－２６４０３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、前記諸点に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、一方では
占有面積を最小限にしながら、他方ではクロノグラフ動作の指示ボタンの非押圧時には関
連するレバーが元の位置に復帰され得るようにしたクロノグラフ時計を提供することにあ
る。
【００１４】
　本発明の別の目的は、復針レバーのセルフアラインメント動作を可能にするクロノグラ
フ時計を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明のクロノグラフ時計は、前記目的を達成すべく、複数のクロノグラフ真に嵌着さ
れた複数のハートカムと、発停ボタンと、帰零ボタンと、時計本体の周方向に関して発停
ボタン及び帰零ボタンのある位置の間の位置にある共通回動中心のまわりで発停ボタンの
押込みに応じて回動される発停レバーと、前記共通回動中心のまわりで帰零ボタンの押込
みに応じて回動される帰零指示レバーと、発停ボタンの押込みに応じた発停レバーの回動
に応じて一端側において第一の方向に回動され、帰零ボタンの押込みに応じた帰零指示レ
バーの回動に応じて前記一端側において第二の方向に回動される復針伝えレバーと、該復
針伝えレバーの第二の方向への回動に伴う該復針伝えレバーの他端側の帰零指示方向への
回動によって複数のハートカムを対応するハンマー部で帰零させる復針レバーであって、
復針伝えレバーの第一の方向への回動に伴う該復針伝えレバーの他端側の発停方向への回
動によって複数のハンマー部を対応するハートカムから離間状態にするか又は該離間状態
に保つものとを有する。
【００１６】
　この明細書において、「発停」は、「スタート／ストップ」の意で、「発停ボタン」は
「スタート／ストップボタン」ともいう。同様に、「帰零ボタン」は「リセットボタン」
ともいう。また、発停ボタンの押圧に応じて作動されるレバーを「発停レバー」といい、
帰零ボタンの押圧に応じて直接作動されるレバーを「帰零指示レバー」という。なお、こ
の帰零指示レバーは、従来は、「復針伝えレバーＡ」等と称されたものに対応する。ハー
トカムを機械的に帰零させるハンマーを備えたレバーを「復針レバー」と呼び、復針レバ
ーを作動させるレバーを「復針伝えレバー」（従来は、「復針伝えレバーＢ」等と称され
たものに概ね対応する）と呼ぶ。
【００１７】
　本発明のクロノグラフ時計では、「時計本体の周方向に関して発停ボタン及び帰零ボタ
ンのある位置の間の位置にある共通回動中心のまわりで発停ボタンの押込みに応じて回動
される発停レバーと、時計本体の周方向に関して前記共通回動中心のまわりで帰零ボタン
の押込みに応じて回動される帰零指示レバーと」が設けられているので、発停ボタン及び
帰零ボタンの押圧に応じて回動されるレバー類の数及び占有面積を最低限に抑え得る。
【００１８】
　また、本発明のクロノグラフ時計では、「発停ボタンの押込みに応じた発停レバーの回
動に応じて一端側において第一の方向に回動され、帰零ボタンの押込みに応じた帰零指示
レバーの回動に応じて前記一端側において第二の方向に回動される復針伝えレバー」が設
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けられているので、発停ボタンの押込みによる発停指示及び帰零ボタンの押込みによる帰
零指示の両方が復針伝えレバーの回動動作ないし回動位置に集約され得るから復針レバー
の制御が容易になる。しかも、本発明のクロノグラフ時計では、「該復針伝えレバーの第
二の方向への回動に伴う該復針伝えレバーの他端側の帰零指示方向への回動によって複数
のハートカムを対応するハンマー部で帰零させる復針レバーであって、復針伝えレバーの
第一の方向への回動に伴う該復針伝えレバーの他端側の発停方向への回動によって複数の
ハンマー部を対応するハートカムから離間状態にするか又は該離間状態に保つもの」が設
けられているので、復針伝えレバーによって所望の形態で復針レバーの制御、即ち帰零制
御が行われ得、クロノグラフ動作の指示ボタン（発停ボタンや帰零ボタン）の非押圧時に
は関連するレバーが元の位置に復帰され得るようにしたり、セルフアラインメント式の帰
零制御を行うことも可能になる。
【００１９】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、発停レバー及び帰零指示レバーが時計の
厚さ方向に関して重なる相対位置にあり、発停レバー及び帰零指示レバーのうちのいずれ
か一方のレバーが、その出力側端部で薄板状の復針伝えレバーの前記一端に係合するよう
に構成され、発停レバー及び帰零指示レバーのうちの他方のレバーが、その出力側端部で
薄板状の復針伝えレバーの前記一端から該復針伝えレバーの薄板面に対して交差する方向
に延びたピン状突出部に係合するように構成される。
【００２０】
　その場合、各レバーの本体を板状体で形成し、厚さや占有面積を最小限に抑えると共に
コストを最低限に抑え得る。
【００２１】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、駆動エネルギ源として電池を備えると共
に、該電池からの給電の基準電位を与えるバネ性金属薄板を備え、該金属薄板が、発停ボ
タン及び帰零ボタンの押込みに対するクリック感を与えるクリック感付与手段を備える。
【００２２】
　その場合、電気・電子的駆動、機械的帰零のクロノグラフ時計であって、発停ボタン及
び帰零ボタンの押込みに際してクリック感（節度感）があるものが得られる。なお、クリ
ック感付与手段を別途設け得るのは、発停ボタン及び帰零ボタンの押込みに応じて作動さ
れる発停レバー及び帰零指示レバーに対して復針伝えレバーが係合されていて、発停ボタ
ン及び帰零ボタンの押込み動作が完了して該ボタンが元の位置に戻った際には、発停レバ
ー及び帰零指示レバーも元の位置に復帰し得ることによる。
【００２３】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、前記クリック感付与手段が肩部を備えた
発停ボタン押圧感付与用ばね部を有し、発停ボタンの押込みに応じて発停レバーが回動さ
れる際、該発停レバーが発停ボタン押圧感付与用ばね部の肩部から外れて押込まれるピン
状係合部を備える。
【００２４】
　その場合、発停ボタンの押圧の際に操作者にクリック感（節度感）を確実に与え得る。
これは、特に、発停ボタンによる停止動作や再開動作の際に有益である。
【００２５】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、発停レバーの回動が支持基板の外周縁に
位置するストッパにより係止されるように構成される。
【００２６】
　その場合、発停ボタン押圧感付与用ばね部の肩部によって初期位置に偏倚される発停ボ
タンを当該初期位置で確実に係止し得る。なお、支持基板は、例えば、地板からなるけれ
ども、クロノグラフ下板その他の任意の静置支持体でもよい。
【００２７】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、前記クリック感付与手段が凸部を備えた
復針伝えレバー位置決め用ばね部を有し、復針伝えレバーは、復針レバーのハンマー部を
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対応するハートカムから離間した状態にする発停制御位置にある際に復針伝えレバー位置
決め用ばね部の凸部の一方の側に位置し、復針レバーのハンマー部を対応するハートカム
に当接状態にする帰零作動制御位置にある際に復針伝えレバー位置決め用ばね部の凸部の
他方の側に位置するピン状突起部を有し、該ピン状突起部が復針伝えレバー位置決め用ば
ね部の凸部を乗り越える際に復針伝えレバー位置決め用ばね部を弾性的に変形させるよう
に構成される。
【００２８】
　その場合、位置決めとクリック感（節度感）との両方が得られる。即ち、復針伝えレバ
ーのピン状突起部が復針伝えレバー位置決め用ばね部の凸部の一方の側に位置するか他方
の側に位置するかによって、復針伝えレバーが発停制御位置又は帰零作動制御位置に選択
的に位置決めされて復針レバーによるハートカムの開放と帰零とが制御されるだけでなく
、復針伝えレバー位置決め用ばね部の凸部の一方の側から他方の側に該凸部を乗り越える
ことにより復針伝えレバーが発停制御位置から帰零作動制御位置に変位される際に帰零ボ
タンの押圧によるクリック感が操作者に対して与えられ、復針伝えレバー位置決め用ばね
部の凸部の他方の側から一方の側に該凸部を乗り越えることにより復針伝えレバーが帰零
作動制御位置から発停制御位置に変位される際にクロノグラフ計測開始指示のための発停
ボタンの押圧によるクリック感も操作者に対して与えられ得る。
【００２９】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、復針伝えレバーのピン状突起部が、復針
レバーのハンマー部を対応するハートカムに当接状態にする帰零作動制御位置に保つべく
、復針伝えレバー位置決め用ばね部の凸部の前記他方の側にある場合に、帰零ボタンを最
大限押込んで帰零指示レバーを最大限回動させた際、該帰零指示レバーの出力側端部と復
針伝えレバーの対応する入力側端部との間に間隙が残るように構成される。
【００３０】
　その場合、落下や異物が当たる等により帰零ボタンに対して誤って衝撃が加わり帰零ボ
タンが急激に押込まれても、大きな衝撃が帰零レバーを介して復針伝えレバー等に伝わる
虞れがなく、関連レバー等が衝撃による損傷を受ける虞れを最低限に抑え得る。
【００３１】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、復針伝えレバーのピン状突起部が、復針
レバーのハンマー部を対応するハートカムから離間した状態にする発停制御位置に保つべ
く、復針伝えレバー位置決め用ばね部の凸部の前記一方の側にある場合に、発停ボタンを
最大限押込んで発停レバーを最大限回動させた際、該発停レバーの出力側端部と復針伝え
レバーの対応する入力側端部との間に間隙が残るように構成される。
【００３２】
　その場合、落下や異物が当たる等により発停ボタンに対して誤って衝撃が加わり発停ボ
タンが急激に押込まれても、大きな衝撃が発停レバーを介して復針伝えレバー等に伝わる
虞れがなく、関連レバー等が衝撃による損傷を受ける虞れを最低限に抑え得る。
【００３３】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、時計の厚さ方向にみて、クロノグラフ下
板とスイッチばねとの間に、発停レバー、帰零指示レバー、復針伝えレバー及び復針レバ
ーが配置される。
【００３４】
　その場合、通常の電子時計にクロノグラフ機構がコンパクトに組込まれ得る。
【００３５】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、帰零ボタンの押圧に伴う帰零指示レバー
の回動に応じて回動されクロノグラフ輪列を規正する停止レバーを備える。
【００３６】
　その場合、帰零指示に際して、クロノグラフ運針用モータに影響を与えることなく帰零
動作が行われ得る。なお、停止レバーによるクロノグラフ輪列の規正は、帰零指示ボタン
の回動に応じ、帰零指示レバーを介して行われるのに対して、ハートカムに対する機械的
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帰零は、帰零指示レバーから復針伝えレバー及び復針レバーを介して行われるから、停止
レバーによるクロノグラフ輪列の規正がハンマーによるハートカムの機械的帰零よりも確
実に早く行われ得る。
【００３７】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、モータの回転を秒クロノグラフ車に伝え
る秒クロノグラフ車中間車を停止レバーが規正するように構成され、秒クロノグラフ車が
スリップ機構を備える。
【００３８】
　その場合、クロノグラフ輪列の駆動用モータのロータが帰零動作の際に強制的にまわさ
れる虞れ（ロータの位相がずれる虞れ）がなく、この点で誤差が生じる虞れがない。なお
、所望ならば、秒クロノグラフ車の歯車自体を直接規正してもよく、場合によっては、他
のクロノグラフ車を規正してもよい。
【００３９】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、復針レバーは、該復針レバーに対して復
針伝えレバーから加えられる力と、復針レバーの複数のハンマー部に対して該ハンマー部
に対応するハートカムから加わる力とが釣合うようにセルフアラインメント式に位置決め
されて帰零動作を行うように構成される。
【００４０】
　その場合、機械的帰零が確実に行われ得る。なお、このようなセルフアラインメント式
の位置決め機構の組込みが可能になるのは、発停レバー及び帰零指示レバーが復針伝えレ
バーを逆向きに回動させるように該復針伝えレバーに係合し、該復針伝えレバーがハート
カムと協働して復針レバーにセルフアラインメント動作を行わせることによる。
【００４１】
　ここで、セルフアラインメント動作は、典型的には、復針伝えレバーから復針レバーに
加えられる外力に対して丁度反作用となる力が複数のハートカムから復針レバーの対応す
るハンマー部に与えられるように復針レバーの位置や向きがずれるように復針レバーの係
合部（典型的には長穴）が被係合部（典型的にはピン状突起部）に係合することにより実
現される。なお、ハンマーの数は典型的には三つ（クロノグラフ時ハンマー，クロノグラ
フ分ハンマー及びクロノグラフ秒ハンマー）であるけれども、場合によっては、二つであ
ってもよい。
【００４２】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、復針レバーが復針伝えレバーからの力を
受ける力入力部を備え、復針レバーが該力入力部において復針伝えレバーからの力を受け
た際に復針レバーの変位を案内する変位案内機構を有し、該変位案内機構が、二つの案内
ピンと該案内ピンの夫々が嵌った案内用長穴状部とを備え、二つの案内用長穴状部のうち
の一方の案内用長穴状部は、復針レバーのハンマー部が対応するハートカムの頂点に当接
する際に該一方の案内用長穴状部内で対応する案内ピンが位置する領域において該一方の
案内用長穴状部の長手方向位置の側面に案内ピンが該一方の案内用長穴状部の長手方向に
対して交差する向きに変位するのを許容する凹部を備える。
【００４３】
　この場合、「二つの案内用長穴状部のうちの一方の案内用長穴状部は、復針レバーのハ
ンマー部が対応するハートカムの頂点に当接する際に該一方の案内用長穴状部内で対応す
る案内ピンが位置する領域において該一方の案内用長穴状部の長手方向位置の側面に案内
ピンが該一方の案内用長穴状部の長手方向に対して交差する向きに変位するのを許容する
凹部を備える」ので、『復針レバーのハンマー部が対応するハートカムの頂点に当接した
』状態で該ハートカムの丁度回転中心に向かう向きの力がハンマー部からハートカムにか
かることによりハートカムがどちらの方向に回転できない突っ張り状態になった場合でも
、復針レバーの当該ハンマー部に対してハートカムの頂点からかかる力（反力すなわち反
作用）及び復針レバーの力入力部に復針伝えレバーからかかる力に応じて復針レバーに対
して一方の案内ピンのまわりでトルクが働き、案内用長穴状部の側面の凹部内への案内ピ
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ンの変位が許容される故、該トルクによって復針レバーが揺動されこの揺動に伴い案内ピ
ンが案内用長穴状部の側面の凹部に嵌り込む。その結果、ハンマー部のハートカム接触面
の形状、ハンマー部の変位方向（案内用長穴状部の長手方向）及びハートカムに対するハ
ンマー部のハートカム接触面の相対的な向き等に応じて、更なる押込みに伴って、ハンマ
ー部のハートカム接触面がハートカムの頂点からずれたところ（頂点のいずれか一方の側
）で、ハンマー部のハートカムの頂点近傍の表面部に接触するようになって突っ張り状態
を脱してハートカムを回す通常の帰零動作が確実に行われ得るようになる。
【００４４】
　なお、複数のハートカムのうちの一つのハートカムの頂点に対応するハンマー部が当接
した場合には、通常、複数のハートカムのうちの他のハートカムには対応するハンマー部
が未だ接触していない状態であるので、復針レバーの回動ないし揺動については復針レバ
ーが力入力部で受ける力とハートカムの頂点に当たったハンマー部がハートカムから受け
る力とを考慮すれば足りる。すなわち、ハートカムが複数合っても、二つ以上のハートカ
ムの頂点と対応するハンマー部とが丁度当たる状態になる確率は極めて低い。但し、二つ
以上のハートカムの頂点と対応するハンマー部の頂点とが丁度当たる場合にも、復針レバ
ーに働くトルクの総和に応じて復針レバーが揺動し案内ピンが凹部に嵌り込むことにより
、突っ張り状態を一気に脱し得ることは同様である。ハートカムの大きさが異なる場合に
は、凹部を異なる箇所に形成するか一つながりの長い（幅広の）凹部にしてもよい。
【００４５】
　ハートカムは、典型的には、頂点と回転中心とを結ぶ仮想線に関して鏡映対称な形状を
有する。但し、所望ならば、非対称な形状にして、ハートカムの頂点近傍にハンマーが当
たった際にハートカムに加える帰零トルクがより大きくなるようにしてもよい。
【００４６】
　複数のハンマー部は、案内用長穴状部に対して典型的には異なる側に位置し、突っ張り
状態になった際に、復針レバーに働くトルクの向きが変わり得るから、凹部は、典型的に
は、案内用長穴状部の両方の側面に設けられる。但し、突っ張り状態が発生する頻度に大
きな差異があるような場合には、片側でもよい。
【００４７】
　なお、本発明のクロノグラフ時計は、典型的には、上述のようなセルフアラインメント
式の動作をするように構成されるけれども、突っ張り状態はセルフアラインメント式以外
の場合にも生じ得るので、クロノグラフ時計はセルフアラインメント式でなくてもよい。
【００４８】
　セルフアラインメント式のような場合、典型的には、クロノグラフ時計のハートカムは
同一のサイズ及び形状に形成され且つハートカムの夫々と対応するハンマー部との間で突
っ張り状態が生じる際に復針レバーが採る位置は、いずれの全てのハートカム及びハンマ
ー部について同一になるように各ハートカムが配置され且つ各ハンマー部の接触面の向き
が規定される。その場合、案内用長穴状部の各側面の凹部は、実際上ひとつでよい。但し
、複数のハートカムの大きさや相対位置やハンマー部の接触面の向き次第では、案内用長
穴状部の少なくとも一方の側面の凹部が複数箇所にあってもよい。なお、所望ならば、複
数箇所の凹部が一つながりになっていてもよい。
【００４９】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、各案内ピンが時計の支持基板に突設され
ており、各案内用長穴状部が復針レバーに形成されている。
【００５０】
　その場合、復針レバーの案内及び揺動が確実に行われ易い。但し、所望ならば、二本の
案内ピンが復針レバーに突設され、対応する案内用長穴状部が該ピンの突出端に対面する
支持基板の表面に形成されていてもよい。
【００５１】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、前記凹部が各案内用長穴状部の一方の側
面に形成されている。但し、所望ならば、前記凹部が各案内用長穴状部の両方の側面に形



(10) JP 5536623 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

成されていてもよいことは、前述の通りである。
【００５２】
　本発明のクロノグラフ時計では、典型的には、復針レバーのハンマー部の接触面部が対
応するハートカムの最小径接触部に当接する帰零位置に復針レバーが近づく際に該復針レ
バーに制動力が働くように、前記変位案内機構の案内用長穴状部が該案内用長穴状部に嵌
合された案内ピンが案内用長穴状部の長手方向に相対変位されるのを妨害すべく該案内用
長穴状部の側面から該案内用長穴状部の中央に向かって突出した制動用凸部が形成されて
いる。
【００５３】
　その場合、帰零動作において復針レバーが移動されるときに案内ピンが案内用長孔状部
内において案内用長孔状部に対して相対移動される際に、案内ピンが案内用長孔状部の側
面から突出した制動用凸部に衝突して減速されるので、案内ピンの復針レバーのハンマー
部がハートカムに対して過度な衝撃を及ぼして秒クロノグラフ針の如きクロノグラフ針の
表示指針本体や該指針本体のクロノグラフ真への取付用の袴状管状部等に損傷等を与える
虞れを最低限に抑え得る。
【００５４】
　なお、案内ピンが制動用凸部に当たった際に案内用長孔状部内において案内ピンが多少
なりとも横向き（案内用長孔状部の長手方向に対し交差する方向）に変位され得るよう、
案内用長孔状部は制動用凸部のある側面とは逆側の側面のうち制動用凸部に概ね対面する
部位に案内ピンの方向転換を許容する凹部を有する。
【００５５】
　また、典型的には、最初の制動用凸部に当たって方向転換した案内ピンが衝突する別の
制動用凸部が設けられている。この場合、制動用凸部による制動を確実に行わせ得る。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】図９に示した本発明の好ましい一実施例のクロノグラフ時計のうちその本体部に
ついて、裏蓋側から見た平面説明図。
【図２】図１のクロノグラフ時計の本体部について、クロノグラフ機構が初期状態にある
場合に、電池プラス端子（板）及びクロノグラフ受を省いた状態で、裏蓋側からみた平面
説明図。
【図３】図１のクロノグラフ時計の中心近傍部分についての縦断面説明図。
【図４】図１のクロノグラフ時計について、発停ボタン（スタート／ストップボタン）を
押圧してクロノグラフのスタートを指示した状態についての、図２と同様な平面説明図。
【図５】図１のクロノグラフ時計について、発停ボタン（スタート／ストップボタン）を
押圧した後クロノグラフ計測動作が行われている状態についての、図２と同様な平面説明
図。
【図６】図１のクロノグラフ時計について、帰零ボタン（リセットボタン）を押圧してク
ロノグラフの機械的な帰零を指示した状態についての、図２と同様な平面説明図。
【図７】図１のクロノグラフ時計の機械的クロノグラフ機構の斜視説明図。
【図８】図１のクロノグラフ時計の機械的クロノグラフ機構に係る部分の一部についての
断面説明図。
【図９】本発明の好ましい一実施例のクロノグラフ時計の外観を示した平面説明図。
【図１０】図１のクロノグラフ時計の通常運針輪列及びクロノグラフ輪列を示した斜視説
明図。
【図１１】本発明の好ましい一実施例のクロノグラフ時計の動作の概要を示したブロック
図であって、（ａ）はクロノグラフ動作のスタートの際の流れの概要を示したブロック図
、（ｂ）はクロノグラフ動作のストップの際の流れの概要を示したブロック図、クロノグ
ラフ動作のリセットの際の流れの概要を示したブロック図。
【図１２】図１のクロノグラフ時計であって復針レバーが図２に示したような案内用長穴
を有する場合において稀ではあるけれども生じる可能性のあるハートカムの帰零が行われ
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難くなる状態を示した図２と同様な平面説明図。
【図１３】図１２に示したようなことが生じるのを避け得るようにした本発明の好ましい
別の一実施例のクロノグラフ時計について、図１２と同様な帰零動作の途中の状態（但し
、この場合は過渡的に一時的に生じる状態）を示した平面説明図。
【図１４】図１３のクロノグラフ時計に図１３に示した状態を脱した状態を示した図１３
と同様な平面説明図。
【図１５】図１３の状態において復針レバー及びハートカムの部分を取り出して拡大して
示した平面説明図。
【図１６】図１４の状態において復針レバー及びハートカムの部分を取り出して拡大して
示した図１５と同様な平面説明図。
【図１７】帰零処理が完了する前に復針レバーを減速し得るようにした本発明の好ましい
更に別の一実施例のクロノグラフ時計について、図５と同様な状態（クロノグラフ計測状
態または計測停止状態）を示した平面説明図。
【図１８】図１７のクロノグラフ時計において、復針レバーが減速されつつある帰零動作
の途中の状態を示した平面説明図。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　本発明の好ましい一実施の形態を添付図面に示した好ましい一実施例に基づいて説明す
る。
【実施例１】
【００５８】
　本発明の好ましい一実施例のクロノグラフ時計１は、例えば、図１～図３並びに図９～
図１０からわかるように、電池１１を電源として通常運針用モータ１２及びクロノグラフ
運針用モータ１３を備え、該モータ１２及び１３によって夫々の関連輪列すなわち通常運
針用輪列１４及びクロノグラフ輪列１５を介して電気的・電子的に駆動される。１９はり
ゅうず、１８は巻真である。なお、この明細書において、クロノグラフ時計１とは、クロ
ノグラフ機能を備えた時計をいう。
【００５９】
　クロノグラフ時計１の本体ないしムーブメント８は、図３、図９及び図１０からわかる
ように、通常運針用モータ１２のロータ１２ａから、五番車９０を介して回転される秒車
９１、該五番車９０から四番車９２、三番車９３を介して回転される分車９４、該分車９
４から日の裏車９５を介して回転される時車９６を有する。秒車９１、分車９４及び時車
９６には、秒針９７、分針９８及び時針９９が取付けられている。図３の断面説明図及び
図９の外観図からわかるように、分針９８及び時針９９はクロノグラフ時計１の中心軸線
Ｃのまわりで回転され、秒針９７は、該中心軸線Ｃから離れたところで回転される小秒針
の形態である。通常運針用輪列１４のうち大半の車１２ａ,９０,９１,９２，９３等は、
地板２と輪列受３との間で支持され、時車９６等は地板２の文字板４側で支持されている
。
【００６０】
　クロノグラフ時計１は、また、図３の断面説明図、図９の外観図及び図１０の斜視説明
図等からわかるように、中心軸線Ｃのまわりで回転される秒クロノグラフ真８１ｄに取付
けられたクロノグラフ秒針８１ａ、１２時の位置にある回転中心Ｃ１のまわりで回転され
る分クロノグラフ真８２ｄに取付けられたクロノグラフ分針８２ａ、及び９時の位置にあ
る回転中心Ｃ２のまわりで回転される時クロノグラフ真８３ｄに取付けられたクロノグラ
フ時針８３ａを有する。また、図１０等からわかるように、各クロノグラフ真８１ｄ，８
２ｄ，８３ｄには、夫々のハートカム８１ｂ，８２ｂ，８３ｂが嵌着されている。
【００６１】
　図３からわかるように、秒クロノグラフ真８１ｄには、秒クロノグラフ歯車８１ｃが押
えばね８１ｅを介してすべり回転可能に嵌合されている。同様に、図１０に示したように
、分クロノグラフ真８２ｄには、分クロノグラフ歯車８２ｃが押えばね（図示せず）を介
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してすべり回転可能に嵌合され、時クロノグラフ真８３ｄには、時クロノグラフ歯車８３
ｃが押えばね（図示せず）を介してすべり回転可能に嵌合されている。ここで、秒クロノ
グラフ真８１ｄ、秒ハートカム８１ｂ、秒クロノグラフ歯車８１ｃ及び押さえばね８１ｅ
等によって秒クロノグラフ車８１が構成され、分クロノグラフ真８２ｄ、分ハートカム８
２ｂ及び分クロノグラフ歯車８２ｃ、押えばね（図示せず）等によって分クロノグラフ車
８２が構成され、時クロノグラフ真８３ｄ、時ハートカム８３ｂ及び時クロノグラフ歯車
８３ｃ、押えばね（図示せず）等によって時クロノグラフ車８３が構成される。
【００６２】
　クロノグラフ輪列１５は、概ね、地板２と輪列受３の間に配置されており、秒クロノグ
ラフ車８１,分クロノグラフ車８２,時クロノグラフ車８３や、この後で詳述するクロノグ
ラフ関連レバーは、クロノグラフ時計１の厚さ方向Ｔにみて、主として、クロノグラフ下
板５とクロノグラフ受６との間に、配置されている。なお、クロノグラフ受６の裏蓋側に
は、基準電位を与えるばね性金属薄板としての電池プラス端子６０が配置されている。
【００６３】
　クロノグラフ輪列１５は、クロノグラフ運針用モータ１３のロータ１３ａから秒クロノ
グラフ中間車８４（この例では秒クロノグラフ第一及び第二中間車８４ａ，８４ｂからな
る）を介して秒クロノグラフ歯車８１ｃで回転される秒クロノグラフ車８１、秒クロノグ
ラフ第二中間車８４ｂから分クロノグラフ中間車８５（この例では分クロノグラフ第一及
び第二中間車８５ａ，８５ｂからなる）を介して分クロノグラフ歯車８２ｃで回転される
分クロノグラフ車８２、及び分クロノグラフ第一中間車８５ａから時クロノグラフ中間車
８６（この例では、時クロノグラフ第一、第二及び第三中間車８６ａ，８６ｂ，８６ｃか
らなる）を介して時クロノグラフ歯車８３ｃで回転される時クロノグラフ車８３を含む。
【００６４】
　機械的クロノグラフ機構７は、スタート／ストップ（発停）ボタン１６及びリセット（
帰零）ボタン１７に加えて、帰零指示レバー２０、発停レバー３０、復針伝えレバー４０
、復針レバー５０及び停止レバー７０を有する。
【００６５】
　電池プラス端子６０は、ムーブメント８の電気的な回路ブロック等に対して基準電位を
与える導電体であって且つ機械的なばね性のあるもの、即ち、ばね性のある金属薄板から
なり、発停スイッチレバー部６１及び帰零スイッチレバー部６２や発停スイッチばね部６
３及び復針伝えレバー用スイッチばね部６４を含む。
【００６６】
　発停ボタン１６は、Ａ１，Ａ２方向に進退可能であり、図４に示したように、Ａ１方向
に押込まれた際、発停スイッチレバー部６１をＢ１方向に揺動させて、該発停スイッチレ
バー部６１の先端部６１ａを回路基板（図示せず）の側面の接点に押付け、電気的な発停
信号Ｓ１を発生させる。同様に、帰零ボタン１７は、Ｄ１，Ｄ２方向に進退可能であり、
図６に示したように、Ｄ１方向に押込まれた際、帰零スイッチレバー部６２をＥ１方向に
揺動させて、該帰零スイッチレバー部６２の先端部６２ａを回路基板（図示せず）の側面
の接点に押付け、電気的な帰零信号Ｓ２を発生させる。
【００６７】
　地板２は、クロノグラフ時計１の周方向に関して発停ボタン１６及び帰零ボタン１７が
位置する部位の間の部位に穴部２ａ（図８）を備え、該穴２ａには回動中心ピン２ｂが螺
着されている。この回動中心ピン２ｂは、図８に示したように、穴部２ａに整列した位置
にあるクロノグラフ下板５の貫通孔５ａを貫通して突出し、長手方向（クロノグラフ時計
１の厚さ方向Ｔ）に沿って帰零指示レバー嵌合部２ｃ及び発停レバー嵌合部２ｄを備える
。回動中心ピン２ｂの帰零指示レバー嵌合部２ｃは、環状軸受部２ｅを介して帰零指示レ
バー２０を中心軸線Ｃ４のまわりでＦ１，Ｆ２方向に回動可能に支持している。同様に、
回動中心ピン２ｂの発停レバー嵌合部２ｄは、環状軸受部２ｆを介して発停レバー３０を
共通の中心軸線Ｃ４のまわりでＦ１，Ｆ２方向に回動可能に支持している。
【００６８】
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　図８、図７及び図２等に示したように、クロノグラフ下板５は、復針伝えレバー回動中
心ピン５ｂ(図８）、復針レバー５０のセルフアラインメント案内ピン５ｃ，５ｄ、帰零
指示レバーばね受ピン５ｅ、帰零指示レバー係止ピン５ｆ、停止レバー回動中心ピン５ｇ
、停止レバーばね受ピン５ｈを備える。
【００６９】
　なお、回動中心ピン２ｂが、地板２に突設される代わりに、クロノグラフ下板５に突設
されていてもよい。その場合、機械的クロノグラフ機構７を構成する全てのレバー類２０
，３０，４０，５０，７０がクロノグラフ下板５によって該クロノグラフ下板５のクロノ
グラフ受６側で支持されることになる。
【００７０】
　帰零指示レバー２０は、図８、図７及び図２等からわかるように、孔部２１（図８）と
、該孔部２１の一端側にある入力側腕部２２と、該孔部２１の他端側にある出力側腕部２
３とを有し、入力側腕部２２の端部には、Ｕ字状に湾曲したばね部２４が形成されている
。帰零指示レバー２０は、中央の孔部２１で回動中心ピン２ｂの帰零指示レバー嵌合部２
ｃによってＦ１，Ｆ２方向に回転自在に支持され、ばね部２４の先端部２５で帰零指示レ
バーばね受ピン５ｅに係合されている。すなわち、帰零指示レバー２０は、初期位置Ｐ２
ｉ（図２等）と作動位置Ｐ２ａ（図６等）との間で、Ｆ１，Ｆ２方向に回動可能である。
【００７１】
　帰零指示レバー２０は、更に、入力側腕部２２の外側部に指示受突出部２６を備える。
帰零指示レバー２０は、また、出力側腕部２３の内側縁に停止レバー係止突起部２７を備
え、先端部近傍の内側縁に係止縁部２８を備えると共に先端部２３ａに、係合縁部２９を
備える。
【００７２】
　従って、帰零指示レバー２０は、図２等に示したように、外力がかかっていない状態で
は、ばね部２４によってＦ２方向に回動偏倚力を受け、係止縁部２８が帰零指示レバー係
止ピン５ｆで係止された係止位置を初期位置Ｐ２ｉとして採る。一方、帰零ボタン１７が
Ｄ１方向に押込まれると、該帰零ボタン１７のＤ１方向押圧力が帰零指示レバー２０の入
力側腕部２２の突出部２６に加えられて、帰零指示レバー２０は、回動中心軸２ｂのまわ
りでＦ１方向に回動され、（既にリセットがかかって復針伝えレバー４０が後述する帰零
作動制御位置としての作動位置（帰零動作位置）Ｐ４ａに達しているような状態でない限
り）出力側腕部２３の先端の係合縁部２９で復針伝えレバー４０に係合される。
【００７３】
　発停レバー３０は、図８、図７及び図２等からわかるように、基端部となる一端部３１
の近傍にある孔部３２（図８）と、該孔部３２から一方向に延在した腕部３３とを有する
と共に、該腕部３３の延在端部３４の一側に復針伝えレバー押圧用突出部３５を有する。
発停レバー３０は、基端部３１の孔部３２で共通回動中心ピン２ｂの発停レバー嵌合部２
ｄによって共通の中心軸線Ｃ４のまわりでＦ１，Ｆ２方向に回転自在に支持されている。
すなわち、発停レバー３０は、初期位置Ｐ３ｉ（図２等）と作動位置Ｐ３ａ（図４等）と
の間で、Ｆ２，Ｆ１方向に回動可能である。
【００７４】
　発停レバー３０が帰零指示レバー２０と共通ないし同一の回動中心ピン２ｂに回転自在
に支持されて共通の回転中心軸線Ｃ４のまわりで回動されるように構成されているので、
二つのレバー２０，３０の回動領域が実際上共用できるから、占有面積が最低限に抑えら
れ得る。また、共通の回転中心軸線Ｃ４が発停ボタン１６と帰零ボタン１７との間に位置
するので、発停ボタン１６のＡ１方向押込みによって回動される発停レバー３０と帰零ボ
タン１７のＤ１方向押込みによって回動される帰零指示レバー２０とが復針伝えレバー４
０を逆方向に回動させるように該復針伝えレバー４０に逆方向から係合され得る。
【００７５】
　発停レバー３０は、また、腕部３３の外縁部に突出部３６を備えると共に、腕部３３の
うち孔部３２と突出部３６との間の部位で電池プラス端子６０に対面する主面（裏蓋側主
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面）３７に電池プラス端子６０の発停スイッチばね部６３に係合されるピン状突起部３８
を備える。発停レバー３０は、更に、先端外縁部に、地板２の係止突起部２ｇに係止され
る係合縁部３９を備える。
【００７６】
　図１及び図４等からわかるように、発停スイッチばね部６３は、細長いばね本体部６３
ａと該ばね本体部６３ａの先端部近傍に形成された先端係合部６３ｂとを有する。先端係
合部６３ｂは、ばね本体部６３ａにつながる基端側長側面６３ｃと先端側短側面６３ｄと
両側面をつなぐ段部の形態の肩部６３ｅとを備える。発停レバー部３０の突起部３８は、
先端側短側面６３ｄ及び肩部６３ｅに当接する位置とばね本体部６３ａをＧ１方向に湾曲
させた状態で基端側長側面６３ｃに当接する位置（図４）との間で変位可能である。
【００７７】
　従って、発停レバー３０は、外力がかかっていない状態では、発停スイッチばね部６３
の肩部６３ｅによってＦ１方向に回動偏倚力を受け，係合縁部３９が係止突起部２ｇに係
止される初期位置Ｐ３ｉを採る。一方、発停ボタン１６がＡ１方向に押込まれると、図４
に示したように、該発停ボタン１６のＡ１方向押圧力が発停レバー３０の突出部３６に加
えられて、発停レバー３０は、回動中心軸２ｂのまわりでＦ２方向に回動され、（復針伝
えレバー４０が後述する発停制御位置としての初期位置（非帰零位置）Ｐ４ｉに戻ってい
ない場合には）腕部３３の延在端部３４の一側にある復針伝えレバー押圧用突出部３５で
復針伝えレバー４０に係合される。発停レバー３０のＦ２方向回動に伴い発停レバー３０
のピン状突起部３８が、発停スイッチばね部６３をＧ１方向に湾曲させる。ピン状突起部
３８が肩部６３ｅを越えて基端側長側面６３ｃに沿って変位するようになると、発停ボタ
ン１６のＡ１方向押込みに対する抵抗が急激に落ち、操作者にクリック感を与える。発停
ボタン１６のＡ１方向押圧力が解除されると、発停スイッチばね部６３の本体部６３ａの
Ｇ２方向復帰力の作用下で、発停レバー３０の突起部３８が発停スイッチばね部６３の先
端係合部６３ｂの基端側長側面６３ｃに係合する位置から先端側短側面６３ｄに係合する
位置に戻され、発停レバー３０がＦ１方向に戻され（例えば、図５参照）、発停ボタン１
６もＡ２方向に戻される。
【００７８】
　復針伝えレバー４０は、図８及び図７や図６及び図４等からわかるように、孔部４１（
図８）と、該孔部４１の一端側にある入力側腕部４２と、該孔部４１の他端側にある出力
側腕部４３とを有する。復針伝えレバー４０は、中央の孔部４１で回動中心ピン５ｂの復
針伝えレバー嵌合部５ｊによって中心軸線Ｃ５のまわりでＨ１，Ｈ２方向に回転自在に支
持されている。入力側腕部４２は、先端の一側縁部に発停レバー係合部４４を備え、且つ
クロノグラフ下板５に対面する側の主面から突出した帰零指示レバー係合用ピン状突起部
４５を備える。
【００７９】
　すなわち、復針伝えレバー４０は、発停制御位置たる初期位置（非帰零動作位置）Ｐ４
ｉ（図４や図５等）と帰零作動制御位置たる作動位置（帰零動作位置）Ｐ４ａ（図６や図
２等）との間で、Ｈ１，Ｈ２方向に回動可能である。図２のように復針伝えレバー４０が
作動位置（帰零動作位置）Ｐ４ａにある際に、発停レバー３０が初期位置Ｐ３ｉから作動
位置Ｐ３ａへとＦ２方向に回動されると、発停レバー３０の復針伝えレバー押圧用突出部
３５が復針伝えレバー４０の入力側腕部４２の発停レバー係合部４４に当って復針伝えレ
バー４０を非帰零動作位置Ｐ４ｉに向かってＨ２方向に回動させる（図４）。一方、図４
や図５のように復針伝えレバー４０が初期位置（非帰零動作位置）Ｐ４ｉにある際に、帰
零指示レバー２０が位置Ｐ２ｉから位置Ｐ２ａへとＦ１方向に回動されると、帰零指示レ
バー２０の係合縁部２９が復針伝えレバー４０の入力側腕部４２の帰零指示レバー係合用
ピン状突起部４５に当って復針伝えレバー４０を帰零動作位置Ｐ４ａに向かってＨ１方向
に回動させる（図６）。
【００８０】
　復針伝えレバー４０は、更に、出力側腕部４３のうち電池プラス端子６０に対面する側
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の主面（裏蓋側主面）４６に復針伝えレバー用スイッチばね部６４と係合するピン状突起
部４７を備えると共に、先端部に復針レバー５０の復針レバー作動ピン５１が遊嵌係合さ
れたＵ字状凹部の形態の係合溝部４８を具備した復針レバー作動部４９を備える。
【００８１】
　ピン状突起部４７が係合する復針伝えレバー用スイッチばね部６４は、細長いばね形態
の本体部６４ａと、先端の係合部６４ｂとを備える。先端係合部６４ｂは、傾斜部６４ｃ
，６４ｄを備えた凸部６４ｅと、先端側傾斜部６４ｄと協働して凹部６４ｆを形成する傾
斜部６４ｇを与える突起部６４ｈとを備える。基端側傾斜部６４ｃは本体部６４ａの側縁
に連続的につながっている。
【００８２】
　従って、復針伝えレバー４０のピン状突起部４７は、凸部６４ｅの先端側傾斜部６４ｄ
側で凹部６４ｆ内に位置する状態（図４や図５のような復針伝えレバー４０の初期位置（
非帰零動作位置）Ｐ４ｉに対応する）と、凸部６４ｅの基端側傾斜部６４ｃ側に位置する
状態（図６や図２のような復針伝えレバー４０の作動位置（帰零動作位置）Ｐ４ａに対応
する）との間で可動である。復針伝えレバー４０の作動位置（帰零動作位置）Ｐ４ａは、
厳密には、復針レバー５０が後述する作動位置（帰零動作位置）Ｐ５ａを採るような復針
伝えレバー４０の位置である。なお、復針伝えレバー４０のピン状突起部４７が凸部６４
ｅの頂点６４ｊに位置する場合、復針レバー５０による帰零動作が未だ行われていない（
少なくとも完了しない）状態にある。
【００８３】
　すなわち、復針伝えレバー４０が、発停レバー３０によってＨ２方向に回動されて、ピ
ン状突起部４７が復針伝えレバー用スイッチばね部６４の凸部６４ｅの頂点６４ｊを越え
ると復針伝えレバー用スイッチばね部６４のばね力の作用下で先端側傾斜部６４ｄに沿っ
て変位されるので、復針伝えレバー４０が更にＨ２方向に回動されて、最終的に、初期位
置（非帰零動作位置）Ｐ４ｉを採り、Ｕ字状係合溝部４８に遊嵌係合した復針レバー作動
ピン５１を介して復針レバー５０を非帰零位置（開放位置）Ｐ５ｉに変位させる（例えば
、図４）。
【００８４】
　ピン状突起部４７が復針伝えレバー用スイッチバネ６４の凹部６４ｆ内に位置し復針伝
えレバー４０が初期位置（非帰零動作位置）Ｐ４ｉにある場合、復針伝えレバー４０がＨ
２方向に最大限回動され、復針伝えレバー４０の発停レバー係合部４４が最大限Ｈ２方向
に回動した位置を採るので、この状態Ｐ４ｉにおいてスタート／ストップボタン（発停ボ
タン）１６がＡ１方向に最大限押し込まれ発停レバー３０がＦ２方向に最大限回動されて
も、発停レバー３０の復針伝えレバー押圧用突出部３５は復針伝えレバー４０の発停レバ
ー係合部４４に当たらず、発停レバー３０の復針伝えレバー押圧用突出部３５と復針伝え
レバー４０の発停レバー係合部４４との間に、間隙Ｑ１（図４参照）が残る。従って、こ
の状態Ｐ４ｉにおいてスタート／ストップボタン（発停ボタン）１６が衝撃等で急激にＡ
１方向に最大限押し込まれ発停レバー３０がＦ２方向に最大限回動されても、発停レバー
３０の復針伝えレバー押圧用突出部３５が復針伝えレバー４０の発停レバー係合部４４に
衝突する虞れがなく、衝撃の伝達が避けられ得る。
【００８５】
　一方、ピン状突起部４７が復針伝えレバー用スイッチバネ６４の凸部６４ｅを越えて基
端側傾斜部６４ｃの側に位置し復針伝えレバー４０が作動位置（帰零動作位置）Ｐ４ａに
ある場合、復針伝えレバー４０がＨ１方向に最大限回動され、復針伝えレバー４０の帰零
指示レバー係合用ピン状突起部４５が最大限Ｈ１方向に回動した位置を採るので、この状
態Ｐ４ａにおいてリセットボタン（帰零ボタン）１７がＤ１方向に最大限押し込まれ帰零
指示レバー２０がＦ１方向に最大限回動されても、帰零指示レバー２０の係合縁部２９は
復針伝えレバー４０の帰零指示レバー係合用ピン状突起部４５に当たらず、帰零指示レバ
ー２０の係合縁部２９と復針伝えレバー４０の帰零指示レバー係合用ピン状突起部４５と
の間に、間隙Ｑ２（図６参照）が残る。従って、この状態Ｐ４ａにおいてリセットボタン
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（帰零ボタン）１７が衝撃等で急激にＤ１方向に最大限押し込まれ帰零指示レバー２０が
Ｆ１方向に最大限回動されても、帰零指示レバー２０の係合縁部２９が復針伝えレバー４
０の帰零指示レバー係合用ピン状突起部４５に衝突する虞れがなく、衝撃の伝達が避けら
れ得る。
【００８６】
　一方、復針伝えレバー４０が、帰零指示レバー２０によってＨ１方向に回動されて、ピ
ン状突起部４７が復針伝えレバー用スイッチばね部６４の凸部６４ｅの頂点６４ｊを越え
ると復針伝えレバー用スイッチばね部６４のばね力の作用下で基端側傾斜部６４ｃに沿っ
て変位されるので、復針伝えレバー４０が更にＨ１方向に回動されて、最終的に、作動位
置（帰零動作位置）Ｐ４ａを採り、Ｕ字状凹部の形態の係合溝部４８に係合した復針レバ
ー作動ピン５１を介して復針レバー５０を帰零位置Ｐ５ａに変位させる（例えば、図６）
。
【００８７】
　停止レバー７０は、図３、図７及び図６，図５等からわかるように、孔部７１（図３）
と、該孔部７１の一端側にある第一腕部７２と、該孔部７１の他端側にある第二腕部７３
とを有し、第二腕部７３の端部には、Ｕ字状に湾曲したばね部７４が形成されている。停
止レバー７０は、中央の孔部７１で回動中心ピン５ｇによってＭ１，Ｍ２方向に回転自在
に支持され、ばね部７４の先端部７５で停止レバーばね受ピン５ｈに係合されている。
【００８８】
　停止レバー７０は、また、第一腕部７２の外側部に被係止部７６を備える。停止レバー
７０は、更に、第二腕部７３の分岐腕部７７にクロノグラフ時計１の厚さ方向Ｔに折曲げ
られ該厚さ方向Ｔに延在すると共に横向きに突出したクロノグラフ中間車規正縁部７８を
備える。
【００８９】
　停止レバー７０は、初期位置（非停止位置）Ｐ７ｉ（図２等）と作動位置（停止位置）
Ｐ７ａ（図６等）との間で、Ｍ１，Ｍ２方向に回動可能である。
【００９０】
　停止レバー７０は、図２や図４等に示したように、第一腕部７２の被係止部７６が非作
動位置Ｐ２ｉにある帰零指示レバー２０の停止レバー係止突起部２７によって係止されて
いる状態では、ばね部７４のばね力に抗してＭ２方向に回動された非停止位置Ｐ７ｉを採
る。停止レバー７０がこの非停止位置Ｐ７ｉにある場合、停止レバー７０の分岐腕部７７
のクロノグラフ中間車規正縁部７８は、秒クロノグラフ第二中間車８４ｂから離れた位置
を採り、秒クロノグラフ第二中間車８４ｂの回転を許容する。
【００９１】
　一方、帰零指示レバー２０がＦ１方向に回動されると帰零指示レバー２０の停止レバー
係止突起部２７による第一腕部７２の被係止部７６の係止が解除される。従って、停止レ
バー７０は、ばね部７４の力によってＭ１方向に回動され、停止レバー７０の分岐腕部７
７のクロノグラフ中間車規正縁部７８が秒クロノグラフ第二中間車８４ｂに係合される作
動位置（停止位置）Ｐ７ａを採り、秒クロノグラフ第二中間車８４ｂを規正し、秒クロノ
グラフ第二中間車８４ｂに噛合した秒クロノグラフ歯車８１ｃの回転を禁止する。
【００９２】
　停止レバー７０が停止位置Ｐ７ａを採るタイミングは、後述のように、復針レバー５０
のハンマー５６，５７，５８によるハートカム８１ｂ，８２ｂ，８３ｂの機械的帰零が行
われるタイミングよりも僅かに早く、ハートカム８１ｂ，８２ｂ，８３ｂの機械的帰零時
には、秒クロノグラフ歯車、秒クロノグラフ第二中間車８４ｂ、秒クロノグラフ第－中間
車８４ａ、クロノグラフ運針用ロータ１３が回されることはない。
【００９３】
　復針レバー５０は、全体として鳥が飛んでいるような形状で、頭部側腕部５０ａ，胴尾
部側腕部５０ｂ，両羽根側腕部５０ｃ，５０ｄを有する。
【００９４】
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　復針レバー５０の頭部側腕部５０ａには、細長い開口の形態の復針レバー案内部ないし
案内用長穴状部を構成する案内溝部５２が形成され、復針レバーの胴尾部腕部５０ｂには
案内溝部５２と協働して細長い開口の形態の復針レバー案内部ないし案内用長穴状部を構
成する案内穴部ないし案内用長穴部５３が形成されている。この案内溝部５２及び案内穴
部５３は、クロノグラフ下板５のうちクロノグラフ受６に対面する表面に突設された第一
及び第二の復針レバーガイドピン５ｄ，５ｃに嵌合している。ここで、第一及び第二の復
針レバーガイドピン５ｄ，５ｃの外周と案内溝部５２及び案内穴部５３の内面との間には
僅かながら隙間がある。従って、復針レバー５０は、概ね、案内溝部５２及び案内穴部５
３の延在方向に沿って、Ｊ１，Ｊ２方向に移動可能である。なお、案内溝部５２及び案内
穴部５３の夫々の一端には、該溝部５２及び穴部５３の他の部分よりも若干大きい溝部分
５４及び穴部分５５が形成されている。従って、第一及び第二の復針レバーガイドピン５
ｄ，５ｃが、溝部分５４及び穴部分５５内に位置する場合には、復針レバー５０の向きも
多少変動可能である。ここで、復針レバー５０の変位案内機構は、第一及び第二の復針レ
バーガイドピン５ｄ，５ｃと、案内溝部５２及び案内穴部５３とからなる。
【００９５】
　復針レバー５０の右羽根側腕部５０ｄには、力入力部としての復針レバー作動ピン５１
が突設され、該復針レバー作動ピン５１は、復針伝えレバー４０の出力側腕部４３の復針
レバー作動部４９のＵ字状溝部４８に嵌合され、復針伝えレバー４０のＨ１方向回動に応
じて、作動力Ｋを受けて、Ｊ１方向に変位される。
【００９６】
　復針レバー５０は、また、胴尾側腕部５０ｂの先端部に秒ハンマーとしての秒ハートカ
ム接触部５６を備えると共に、左羽根側腕部５０ｃの先端部に分ハンマーとしての分ハー
トカム接触部５７を備え、更に、右羽根側腕部５０ｄの先端部に時ハンマーとしての時ハ
ートカム接触部５８を備える。
【００９７】
　従って、リセットボタン１７のＤ１方向の押圧に応じて、復針伝えレバー４０がＨ１方
向に回動されると、復針レバー５０は、復針レバー作動ピン５１で復針伝えレバー４０の
出力側腕部４３の復針レバー作動部４９による力Ｋを受けて、案内溝５２及び案内穴５３
でガイドピン５ｄ及び５ｃに案内されてＪ１方向に変位され、秒ハートカム接触部５６で
秒ハートカム８１ｂに当接ないし圧接すると共に分ハートカム接触部５７で分ハートカム
８２ｂに当接ないし圧接し、時ハートカム接触部５８で時ハートカム８３ｂに当接ないし
圧接する。ここで、ハートカム接触部５６，５７，５８が秒、分及び時ハートカム８１ｂ
，８２ｂ，８３ｂに接触する領域に達すると、作動力Ｋは、その作用線が、実際上、中心
軸線Ｃを通る向きに向く。当接状態ないし圧接状態が達成される際には、ガイドピン５ｄ
及び５ｃが、丁度、案内溝５２及び案内穴５３の大きめの溝部分５４及び穴部分５５内に
位置するので、復針レバー５０の接触部（ハンマー）５６，５７，５８が対応するハート
カム８１ｂ，８２ｂ，８３ｂの最小径部に丁度当接ないし圧接する状態が実現される。こ
のとき、復針伝えレバー４０の出力側腕部４３の復針レバー作動部４９が復針レバー作動
ピン５１を介して復針レバー５０を押す力Ｋは、丁度、秒ハートカム８１ｂが秒ハートカ
ム接触部（秒ハンマー）５６で復針レバー５０を押す力Ｋ１と、分ハートカム８２ｂが分
ハートカム接触部（分ハンマー）５７で復針レバー５０を押す力Ｋ２と、時ハートカム８
３ｂが時ハートカム接触部（時ハンマー）５８で復針レバー５０を押す力Ｋ３との合力と
丁度釣り合い、且つ四つの力Ｋ，Ｋ１，Ｋ２，Ｋ３が復針レバー５０に与えるトルクも、
実際上釣合い、溝部分５４及び穴部分５５の周壁がガイドピン５ｄ及び５ｃを支える力が
実際上働かなくても、復針レバー５０は静止状態に保たれ得る。この状態では、復針レバ
ー５０は、秒ハートカム接触部５６、分ハートカム接触部５７及び時ハートカム接触部５
８で秒ハートカム８１ｂ、分ハートカム８２ｂ及び時ハートカム８３ｂに圧接されて、秒
クロノグラフ車８１、分クロノグラフ車８２及び時クロノグラフ車８３を帰零させる。こ
れにより、セルフアラインメントが達成される。
【００９８】
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　次に、以上の如く構成されたクロノグラフ時計１の操作及び動作について、図１～図１
０のうち主として図２及び図４～図６に加えて、図１１の流れ図に基づいて説明する。
【００９９】
　クロノグラフ時計１の本体（ムーブメント）８の機械的クロノグラフ機構７は、初期状
態Ｖ１では、図２に示したような状態を採る。ここで、機械的クロノグラフ機構７の初期
状態Ｖ１とは、帰零が完了した後であって且つ帰零（リセット）ボタン１７がＤ２方向に
後退ないし突出した元の位置に戻っている状態をいう。
【０１００】
　より詳しくは、機械的クロノグラフ機構７の初期状態Ｖ１では、帰零指示レバー２０は
ばね２４の作用下でＦ２方向に回動偏倚され係止縁部２８で係止ピン５ｆに係止された初
期位置Ｐ２ｉを採る。この初期位置Ｐ２ｉでは、帰零指示レバー２０の停止レバー係止突
起部２７が停止レバー７０の被係止部７６を押して停止レバー７０をばね７４のばね力に
抗してＭ２方向に回動した位置Ｐ７ｉに設定する。また、機械的クロノグラフ機構７の初
期状態Ｖ１では、発停レバー３０は、ピン状突起部３８が発停スイッチばね部６３の肩部
６３ｅでＦ１方向に偏倚されて端部３４の外縁の被係止部３９で地板２の係止突起部２ｇ
に係止された初期位置Ｐ３ｉを採る。更に、機械的クロノグラフ機構７の初期状態Ｖ１で
は、復針伝えレバー４０は、Ｈ１方向に最大限回動した作動位置Ｐ４ａを採る。この作動
位置Ｐ４ａでは、復針伝えレバー用スイッチばね部６４の凸部６４ｅの基端側傾斜部６４
ｃにピン状突起部４７が係合して、復針レバー作動部４９が復針レバー５０を最大限Ｊ１
方向に変位した帰零位置Ｐ５ａに設定している。すなわち、復針レバー５０は、帰零位置
Ｐ５ａにあって、そのハンマー５６、５７，５８が対応するハートカム８１ｂ，８２ｂ，
８３ｂに圧接されて該ハートカム８１ｂ，８２ｂ，８３ｂを帰零位置に設定している。
【０１０１】
　この初期状態Ｖ１において、発停（スタート／ストップ）ボタン１６をＡ１方向に押し
下げると、図４に示したクロノグラフ計測開始指示状態Ｖ２を採る。
【０１０２】
　発停ボタン１６が押下げられると、発停スイッチレバー部６１が押されて先端部６１ａ
が回路基板（図示せず）の側面にある接点に接触してスイッチ（接点）がＯＮになり、図
１１の（ａ）に示したように、クロノグラフ計測開始信号Ｓ１が出されて、クロノグラフ
運針用モータ１３の駆動が開始され、カウンタ（図示せず）がある場合には該カウンタに
よる計測が開始される。一方、発停ボタン１６のＡ１方向押下げ力を突出部３６で受ける
発停レバー３０がＦ２方向に回動される。このＦ２方向回動に伴い発停レバー３０のピン
状突起部３８が発停スイッチばね部６３の肩部６３ｅから外れて基端側長側面６３ｃに沿
って変位される際に、操作者には、発停ボタン１６のＡ１方向押下げ力に対するクリック
感が得られる。発停レバー３０のＦ２方向回動に伴い発停レバー３０が作動位置Ｐ３ａに
達する。この作動位置Ｐ３ａは、（ハートカムの係止が解除されるように）発停ボタン１
６が所定範囲を越えてＡ１方向に押込まれた場合の位置であって、例えば最大押込み位置
又はその近傍の位置であり得る。なお、発停レバー３０のＦ２方向回動に伴い、初期位置
Ｐ４ｉにあった復針伝えレバー４０は、発停レバー係合部４４で発停レバー３０の突出部
３５によるＦ２方向の押圧を受けて、Ｈ２方向に回動され、復針伝えレバー４０のピン状
突起部４７が復針伝えレバー用スイッチばね部６４の凸部６４ｅの頂点６４ｊを越えて傾
斜面６４ｃから傾斜面６４ｄに移動する。（ピン状突起部４７が頂点６４ｊを越えた際、
操作者には、第二のクリック感が与えられる。例えば、最初の計測開始が計測停止や計測
再開よりも強く感じられるようにするためには、この第二のクリック感の方が強くなるよ
うに設定され、最初の計測開始と計測停止や計測再開とが同程度に感じられるようにする
ためには、この第二のクリック感の方が弱くなるように設定されるか、概ね同時にクリッ
ク感が生じるように設定される。）その後は、復針伝えレバー４０は復針伝えレバー用ス
イッチばね部６４によってＨ２方向回動力を受ける。その結果、復針伝えレバー４０の発
停レバー係合部４４が発停レバー３０の突出部３５から離れても、ピン状突起部４７は更
にＨ２方向に回動され、ピン状突起部４７が凹部６４ｆの底に達した際に、復針伝えレバ
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ー４０のＨ２方向回動が終了して、復針伝えレバー４０が初期位置Ｐ４ｉを採る。また、
復針伝えレバー４０が作動位置Ｐ４ａから初期位置Ｐ４ｉにＨ２方向に回動されるのに伴
い、復針伝えレバー４０の復針レバー作動部４９に作動ピン５１で係合した復針レバー５
０も、作動位置（帰零位置）Ｐ５ａから初期位置（開放位置）Ｐ５ｉに戻り、ハンマー５
６，５７，５８がハートカム８１ｂ，８２ｂ，８３ｂの規正を完全に解除する。従って、
クロノグラフ計測に伴うクロノグラフ指針８１ａ，８２ａ，８３ａの運針が開始される。
【０１０３】
　なお、この状態Ｖ２では、復針伝えレバー４０の発停レバー係合部４４と発停レバー３
０の突出部３５との間に間隙Ｑ１（図４）があるので、例えば、発停ボタン１６にＡ１方
向の衝撃が加わっても、該衝撃が他のレバー等に伝わる虞れがなく、機械的クロノグラフ
機構７が損傷を受ける虞れが少ない。
【０１０４】
　次に、発停ボタン１６のＡ１方向押下げが解除されると、図５に示したクロノグラフ計
測状態Ｖ３に入る。このクロノグラフ計測状態Ｖ３では、スイッチレバー部６１のＢ２方
向復元力によってスイッチレバー部６１がＢ２方向に戻り、発停ボタン１６がＡ２方向に
戻される。スイッチばね部６３のＧ２方向復元力の故に、発停レバー３０も押戻されて、
Ｆ１方向に回動され、被係止部３９で係止突起部２ｇに係止される初期位置Ｐ３ｉに戻る
。この計測状態Ｖ３は、その他の点では、図４の状態Ｖ２と同一である。
【０１０５】
　クロノグラフ計測中に発停ボタン１６が押されると、図１１の（ｂ）に示したような動
作が行われると共に、再び図４の状態Ｖ２を採った後で図５の状態Ｖ３に戻る。
【０１０６】
　すなわち、発停ボタン１６のＡ１方向押下げに伴ってスイッチレバー部６１がＢ１方向
に揺動されてスイッチ接点がＯＮになって発停信号として停止信号Ｓ１が出され、クロノ
グラフ運針用モータ１３が停止される。一方、発停ボタン１６のＡ１方向押下げに伴う発
停レバー３０のＦ２方向回動に応じて、スイッチばね部６３をＧ１方向に揺動させて肩部
６３ｅを越える際にクリック感が付与され（図４の状態Ｖ２）、スイッチばね部６３がＧ
２方向に戻る際に、発停レバー３０がＦ１方向に戻される（図５の状態Ｖ３）。
【０１０７】
　クロノグラフ計測の停止中に発停ボタン１６が再度押されると、図１１の（ｂ）と同様
な動作が行われると共に（但し、クロノグラフ計測や運針の停止の代わりにクロノグラフ
計測や運針の再開）、再び図４の状態Ｖ２を採った後で図５の状態Ｖ３に戻る。
【０１０８】
　すなわち、発停ボタン１６のＡ１方向押下げに伴ってスイッチレバー部６１がＢ１方向
に揺動されてスイッチ接点がＯＮになって発停信号として再開信号Ｓ１が出され、クロノ
グラフ運針用モータ１３の駆動が（再度）開始される。一方、発停ボタン１６のＡ１方向
押下げに伴う発停レバー３０のＦ２方向回動に応じて、スイッチばね部６３をＧ１方向に
揺動させて肩部６３ｅを越える際にクリック感が付与され（図４の状態Ｖ２）、スイッチ
ばね部６３がＧ２方向に戻る際に、発停レバー３０がＦ１方向に戻される（図５の状態Ｖ
３）。
【０１０９】
　以上のような機械的クロノグラフ機構７の停止や再開は、発停ボタン１６の押下げ及び
その解除に応じて繰返される。
【０１１０】
　図５の状態Ｖ３（典型的には、クロノグラフ計測停止状態、但し、クロノグラフ計測状
態であってもよい）において、リセットボタン１７がＤ１方向に押されてクロノグラフ帰
零指示が出されると、図６に示したようなクロノグラフ帰零指示状態Ｖ４になる。
【０１１１】
　すなわち、リセット（帰零）ボタン１７のＤ１方向押圧により、帰零スイッチレバー部
６２がＥ１方向に曲げられて先端部６２ａが回路基板（図示せず）の側面にある接点に接
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触して、図１１の（ｃ）に示したように、帰零指示信号Ｓ２が出される（タイマーカウン
タ等でもクロノグラフ計測をしていた場合には該タイマーカウンタがリセットされる）。
【０１１２】
　一方、帰零ボタン１７のＤ１方向押圧に伴って指示受突出部２６で押圧力を受ける帰零
指示レバー２０がＦ１方向に回動される。帰零指示レバー２０のＦ１方向回動が始まると
、該帰零指示レバー２０の係止突起部２７が停止レバー７０の被係止部７６から速やかに
離れて停止レバー７０の係止が解除されるので、停止レバー７０のばね部７４の作用下で
Ｍ１方向に回動されて作動位置Ｐ７ａに達し、規正縁部７８が秒クロノグラフ第二中間車
８４ｂに押付けられて該秒クロノグラフ第二中間車８４ｂを規正し、秒クロノグラフ第二
中間車８４ｂに噛合した秒クロノグラフ歯車８１ｃの回転を停止させる。帰零指示レバー
２０が更に、Ｆ１方向に回動されると、帰零指示レバー２０の係合縁部２９が復針伝えレ
バー４０のピン状突起部４５に係合して、初期位置Ｐ４ｉにあった復針伝えレバー４０を
該ピン状突起部４５を介してＨ１方向に回動させる。復針伝えレバー４０のＨ１方向回動
に伴いピン状突起部４７が復針伝えレバー用スイッチばね部６４の凹部６４ｆから凸部６
４ｅの頂点６４ｊを越えて基端側傾斜部６４ｃに移る。ピン状突起部４７が頂点６４ｊを
越えると、復針伝えレバー４０のピン状突起部４５が帰零指示レバー２０の係合縁部２９
から離れても、復針伝えレバー４０が、スイッチばね部６４のばね力によって、Ｈ１方向
に回動される。従って、帰零ボタン１７の押圧に対する抵抗が急激に落ち、操作者がクリ
ック感を感じ得る。復針伝えレバー４０のＨ１方向回動に伴い、該復針伝えレバー４０の
復針レバー作動部４９が作動ピン５１を介して復針レバー５０をＫ方向に押す。復針レバ
ー５０のＪ１方向移動は、ガイドピン５ｄ，５ｃが係合した溝部５２及び穴部５３で案内
され、特に、拡径部５４，５５で向きや位置の調整が行われて（セルフアラインメントが
行われて）、ハンマー５６，５７，５８によるハートカム８１ｂ，８２ｂ，８３ｂの強制
的帰零が行われる。その結果、復針伝えレバー４０は作動位置Ｐ４ａに達し、復針レバー
５０も作動位置Ｐ５ａに達する。
【０１１３】
　この状態Ｖ４では、帰零ボタン１７を最大限Ｄ１方向に押込み、帰零指示レバー２０を
最大限Ｆ１方向に回動させても、帰零指示レバー２０の係合縁部２９と復針伝えレバー４
０のピン状突起部４５との間には間隙Ｑ２（図６）が残るので、帰零ボタン１７にＤ１方
向の不測の衝撃が加わっても、該衝撃が他の輪列その他に直接伝わる虞れが少ない。
【０１１４】
　次に、リセットボタン１７の押圧を解除すると、帰零スイッチレバー部６２がＥ２方向
に戻ると共に、ばね２４の作用下で帰零指示レバー２０は係止縁部２８が係止ピン５ｆに
係止される初期位置Ｐ２ｉに戻る。その結果、図２に示したように、帰零指示レバー２０
の係止突起部２７が再び停止レバー７０の被係止部７６に当って停止レバー７０を初期位
置Ｐ７ｉに戻し、秒クロノグラフ第二中間車８４ｂの規正を解除する。但し、ハートカム
８１ｂ，８２ｂ，８３ｂはハンマー５６，５７，５８で矯正帰零されたままの状態であり
、クロノグラフ運針用モータ１３は停止されたままの状態である。
【０１１５】
　以上の如く構成されたクロノグラフ時計１では、通常は、所望の帰零動作が確実に行わ
れ得るけれども、ハートカムを利用した機械的帰零機構に固有の問題、すなわち、ハンマ
ー部がハートカムの丁度頂点に当たって該ハートカムに対してその回転中心に向かう向き
に力がかかるという稀な状態になった場合にはハートカムがいずれの方向にも回転されず
帰零が行われ難くなることがあり得るという問題は残る。
【０１１６】
　より詳しくは、図５のクロノグラフ計測状態Ｖ３で秒クロノグラフ車８１が更に回転さ
れた後で発停ボタン１６の押下げによりクロノグラフ計測停止状態Ｖ３に設定された際に
、秒クロノグラフ車８１、分クロノグラフ車８２及び時クロノグラフ車８３が、図１２に
示した回転位置に達しているとし、このとき、帰零指示ボタン１７のＤ１方向押込みによ
り帰零指示がなされると、図１２に示したように、帰零指示レバー２０がＦ１方向に回動
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して復針伝えレバー４０に初期位置Ｐ４ｉからＨ１方向に回動した帰零指示中間位置Ｐ４
ｍを採らせる。このとき、図１２に示したように、復針伝えレバー４０のピン状突起部４
７が復針伝えレバー用スイッチばね部６４の傾斜部６４ｄを頂点６４ｊに向かって上る途
中の位置にある。このように、復針伝えレバー４０がＨ１方向に途中まで回動すると、そ
れに伴って、復針レバー５０も初期位置Ｐ５ｉから帰零位置Ｐ５ａに向かってＪ１方向に
ある程度進んだ中間位置Ｐ５ｍを採る。復針伝えレバー５０がこのような中間位置Ｐ５ｍ
にある際に、復針レバー５０のハンマー部、図示の例では、秒ハンマー部５６が対応する
秒ハートカム８１ｂの頂点８１ｂｔに当たり、しかも、該秒ハンマー部５６に対してその
回転中心Ｃに向かう向きの力Ｋ１ｃを及ぼすことが稀ではあっても生じることがある。
【０１１７】
　図示したクロノグラフ時計１の例では、秒ハンマー部５６は、相互に交差した第一及び
第二接触面部５６ａ，５６ｂと該接触面部５６ａ，５６ｂの間に位置する頂点部５６ｃと
を有し、秒ハンマー部５６の接触面部５６ａ，５６ｂ，５６ｃの一部をなす頂点部５６ｃ
で秒ハートカム８１ｂの丁度頂点８１ｂｔに当接している。但し、ハートカムに対するハ
ンマー部の相対配置や相対的な変位方向次第では、ハンマーが複数の接触面部を備える代
わりに例えば単一の平面状の接触面部のみを備えている場合でも同様である。
【０１１８】
　いずれにしても、秒ハンマー部５６が（図示の例では頂点部５６ｃで）秒ハートカム８
１ｂの頂点８１ｂｔに対してその回転中心Ｃに向かう向きの力Ｋ１ｃを及ぼした場合、秒
ハートカム８１ｂはいずれの方向にも回れず、復針レバー５０の秒ハンマー部５６を含む
胴尾部側腕部５０ｂが（従って復針レバー５０自体が）、秒ハートカム８１ｂに突っ張っ
て動けなくなるような状態すなわち一種の突っ張り状態Ｖ４ｄが生じる虞れがある。
【０１１９】
　このような場合、例えば、帰零ボタン１７の押圧（及びばねによる復帰）を繰り返した
りして秒ハートカム８１ｂの向きを多少なりとも変えて帰零動作を行わせる必要がある。
【０１２０】
　そのような不都合をなくすためには、復針レバー５０のＪ１方向変位位置Ｐ５ｄにおい
て、ハートカムを叩くべきハンマー部のハートカムに対する相対位置を変えるべく、復針
レバー５０を揺動させ得るようにすればよい。
【０１２１】
　上記の突っ張り状態（突っ張り状態）Ｖ４ｄから脱し得る（抜け出せなくなるのを避け
得る）ようにした機械的クロノグラフ機構７Ａを備えたクロノグラフ時計本体８Ａを有す
るクロノグラフ時計１Ａを図１３に示す。図１３のクロノグラフ時計１Ａにおいて、図１
から図１２に示した要素と同一の要素には同一の符号が付され、異なるところがあるけれ
ども対応する要素には同一の符号の最後に添字Ａが付されている。
【０１２２】
　クロノグラフ時計１Ａでは、図１３及びその一部を拡大して示した図１５からわかるよ
うに、復針レバー５０Ａの胴尾部側腕部５０ｂＡの案内用長穴部としての案内用穴部５３
Ａが、側面５３ａＡ，５３ｂＡのうち一方の側面５３ｂＡの特定の部位Ｕｂに凹部１０１
を備える。ここで、図１３は、クロノグラフ機構の帰零指示処理が途中まで進行した段階
にある場合において図２や図１２等と同様にクロノグラフ時計の本体部について電池プラ
ス端子（板）及びクロノグラフ受を省いた状態で裏蓋側からみた平面説明図であり、図１
５は、図１３のうち復針レバー及びハートカムの部分を拡大して示した平面説明図である
。
【０１２３】
　凹部１０１のある部位Ｕｂは、図１３及び図１５からわかるように、秒ハンマー５６の
頂点５６ｃが丁度秒ハートカム８１ｂの頂点８１ｂｔと係合する際に、復針レバーガイド
ピン５ｃが長案内用長穴５３Ａ内で採る位置Ｕに相当する側面５３ｂＡの部位である。
【０１２４】
　ここで、図１３のクロノグラフ時計１Ａの構造及び状態は、復針レバー５０の案内用長
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穴５３Ａが側面５３ｂＡの部位Ｕｂに凹部１０１を備える点を除いて、図１２のクロノグ
ラフ時計１の構造及び状態と実際上同一である。
【０１２５】
　図１３及び図１５に示した状態では、クロノグラフ車８１，８２，８３がある程度回転
した状態であって秒クロノグラフ車８１が特異な回転位置にある際にクロノグラフ計測が
停止された状態において、帰零指示ボタン１７のＤ１方向押込みにより帰零指示がなされ
、帰零指示レバー２０がＦ１方向に回動して復針伝えレバー４０に初期位置Ｐ４ｉからＨ
１方向に回動した帰零指示中間位置Ｐ４ｍを採り、復針伝えレバー４０がＨ１方向に途中
まで回動して復針伝えレバー４０のピン状突起部４７が復針伝えレバー用スイッチばね部
６４の傾斜部６４ｄを頂点６４ｊに向かって上る途中の位置にある中間位置Ｐ４ａを採り
、復針レバー５０も初期位置Ｐ５ｉから帰零位置Ｐ５ａに向かってＪ１方向にある程度進
んだ中間位置Ｐ５ｍを採った際に、復針伝えレバー５０の秒ハンマー部５６が偶々特異な
回転位置にある秒ハートカム８１ｂの頂点８１ｂｔに丁度当たり、該秒ハンマー部５６に
対してその回転中心Ｃに向かう向きの力Ｋ１ｃを及ぼす突っ張り状態ないし突っ張り状態
Ｖ４ｄにある。この突っ張り状態にある際に、復針レバー５０Ａの初期位置Ｐ５ｉから作
動位置Ｐ５ａに向かうＪ１方向変位に応じて、前側の復針レバーガイドピン５ｃが、案内
用長穴５３Ａに対して相対的にＪ２方向に変位して丁度位置Ｕに達し、丁度、該位置Ｙに
対応する部位Ｕｂにある凹部１０１に対面する。
【０１２６】
　この突っ張り状態Ｖ４ｄでは、図１５の拡大説明図からわかるように、復針レバー５０
Ａは、一方では、力入力部としての復針レバー作動ピン５１において復針伝えレバー４０
の復針レバー作動部４９からの帰零駆動力Ｋｃを中心軸線Ｃ５のまわりでの復針レバー作
動部４９の回動方向Ｈ１に受け、他方では、秒ハンマー５６の頂点５６ｃが秒ハートカム
８１ｂの頂点８１ｂｔを中心Ｃに向かって押す力Ｋ１ｃの反作用－Ｋ１ｃを秒ハンマー５
６の頂点５６ｃで秒ハートカム８１ｂから受ける。なお、帰零指示が途中まで進行したこ
の状態では、図１５からわかるように、分ハンマー５７及び時ハンマー５８は対応する分
ハートカム８２ｂ及び時ハートカム８３ｂに対して未だ当接していないので、復針レバー
５０Ａは、分ハートカム８２ｂや時ハートカム８３ｂからは力を受けない。
【０１２７】
　また、この突っ張り状態Ｖ４ｄでは、図１５からわかるように、二つの力Ｋ，－Ｋ１ｃ
は、力Ｋ１ｃの働く方向や長穴部５３Ａの延在方向への並進を禁止するけれども、全体と
して、復針レバー５０Ａに対するトルクを与え、該復針レバー５０Ａを後側の復針レバー
ガイドピン５ｄのまわりで、Ｗ１方向に揺動させる。ここで、復針レバー５０Ａは、丁度
部位Ｕｂに凹部１０１を備えるので、該凹部１０１が復針レバー５０ＡのＷ１方向の揺動
を許容し、復針レバー５０ＡのこのＷ１方向の揺動に際して前側の復針レバーガイドピン
５ｃが凹部１０１に入る。すなわち、復針レバー５０Ａが、図１６において破線で示した
突っ張り状態Ｐ５ｄ（図１５において実線で示した状態）から実線で示した揺動状態ない
し揺動位置Ｐ５ｗに移る。また、復針レバー５０ＡのＷ１方向揺動に伴い秒ハンマー５６
の前側の接触面５６ａと秒ハートカム８１ｂとの間に隙間ができるのでその隙間を埋める
ように復針レバー５０Ａが僅かながらＪ１方向に変位される。
【０１２８】
　復針レバー５０Ａが揺動位置Ｐ５ｗに達すると、図１６からわかるように、復針レバー
５０Ａの秒ハンマー５６の前側の接触面５６ａが該接触面５６ａに対して左回り（反時計
回り）に傾いた秒ハートカム８１ｂの頂点８１ｂｔの左側の面８１ｂｈに当接する。従っ
て、図１６及び全体を示した図１４からわかるように、突っ張り状態を脱した復針レバー
５０Ａの秒ハンマー５６は、前側の接触面５６ａで秒ハートカム８１ｂの左側の面８１ｂ
ｈを中心Ｃからずれた方向に力Ｋ１ａで押して、秒ハートカム８１ｂを中心軸線Ｃのまわ
りでＣｈ方向に回転させる帰零指示処理が再開され進行して、その後、セルフアラインメ
ントが行われて図６と同様な帰零指示完了状態ないし帰零完了状態Ｖ４に達する。
【０１２９】
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　以上においては、秒ハートカム８１ｂの頂点８１ｂｔに秒ハンマー５６（の頂点５６ｃ
）が丁度当たって中心Ｃに向かって押す突っ張り状態Ｖ４ｄになる例について説明したけ
れども、時ハートカム８３ｂの頂点８３ｂｔに時ハンマー５８（の頂点５８ｃ）が丁度当
たって時ハートカム８３ｂの中心Ｃ２に向かって押す突っ張り状態になる場合でも、この
クロノグラフ時計１Ａでは、該突っ張り状態の際に復針レバー５０Ａが受ける力がピン５
ｄのまわりにＷ１方向トルクを及ぼすので、前方の復針レバーガイドピン５ｃが凹部１０
１内に嵌り込み得るから、図１５及び図１６に示した場合と同様に、復針レバー５０Ａが
Ｗ１方向に揺動されて、突っ張り状態が解除されて、帰零指示処理が再開され進行し得る
ことは同様である。
【０１３０】
　一方、分ハートカム８２ｂの頂点８２ｂｔに分ハンマー５７（の頂点５７ｃ）が丁度当
たって分ハートカム８２ｂの中心Ｃ１に向かって押す突っ張り状態になる場合には、案内
ピン５ｃ，５ｄと分ハートカム８２ｂ及び分ハンマー５８の相対位置からして、復針レバ
ー５０Ａが復針レバーガイドピン５ｄのまわりでＷ１方向とは反対方向Ｗ２のトルクを受
けるから、該方向Ｗ２の揺動を許容するためには、図１５において想像線１０２で示した
ように、側面５３ｂＡとは反対側の側面５３ａＡの部位Ｕａ（部位Ｕｂに対面する部位）
に、凹部を形成しておけばよい。従って、胴尾部側腕部５０ｂＡの案内用長穴部５３Ａは
、凹部１０１と凹部１０２との両方を備えていてもよく、また、場合によっては、凹部１
０１の代わりに凹部１０２のみを備えていてもよい。
【０１３１】
　なお、帰零動作の際にクロノグラフ車がハンマーによって急速回転された後帰零動作の
完了時点で急停止せしめられると（又はこのような急停止が繰り返されると）細長い指針
部を備える秒クロノグラフ針等が急激なトルク変化によって曲がったり秒クロノグラフ針
の取付用袴状部ないし管状部と秒クロノグラフ真との結合に変化が生じたりする虞れがあ
る場合もある。このような不具合が生じる虞れを最低限に抑えて秒クロノグラフ針の指針
部等として細いものを用いるためには、クロノグラフ時計１Ｂを、図１７に示したように
、帰零指示の際のハンマーの移動速度を低減させ得るようにしてもよい。
【０１３２】
　図１７のクロノグラフ時計１Ｂにおいて、図１から図１２に示した要素と同一の要素に
は同一の符号が付され、異なるところがあるけれども対応する要素には同一の符号の最後
に添字Ｂが付されている。但し、図１７のクロノグラフ時計１Ｂにおいて、図１から図１
２には示されていないけれども図１３から図１６に示した要素と同一の要素には図１３か
ら図１６と同一の符号が付されている。
【０１３３】
　クロノグラフ時計１Ｂでは、復針レバー５０Ｂの胴尾部側腕部５０ｂＢにある案内用長
穴部５３Ｂの側面５３ａＢ，５３ｂＢに制動用凸部ないし突起部１１１，１２１が形成さ
れており、該凸部１１１，１２１は、復針レバー５０ＢのＪ１方向の帰零動作に際して、
案内用長穴５３Ｂ内で該長穴５３Ｂの長手方向に移動される復針レバーガイドピン５ｃの
直線的な移動を妨げ多少なりとも進路を変えさせることにより、復針レバー５０Ｂの移動
速度を減速させるべく働く。クロノグラフ時計１Ｂは凹部１０１及び逆側の凹部１０２を
有する。
【０１３４】
　なお、案内用長穴５３Ｂの幅は概ね復針レバーガイドピン５ｃの太さ（径）と同程度で
あるから、凸部１１１，１２１の突出に応じて復針レバーガイドピン５ｃの太さ（径）に
相当する幅を与えるべく案内用長穴５３Ｂのうち凸部１１１，１２１に対面する側面には
、凹部１１２，１２２が形成されている。すなわち、側面５３ｂＢのうち側面５３ａＢの
凸部１１１に対面する部位には凹部１１２が形成され、側面５３ａＢのうち側面５３ｂＢ
の凸部１２１に対面する部位には凹部１２２が形成されて、凸部１１１と凹部１１２とが
協働してガイドピン５ｃの移動を許容する幅を与え、凸部１２１と凹部１１２とが協働し
てガイドピン５ｃの移動を許容する幅を与えている。但し、案内用長穴５３Ｂとガイドピ
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ン５ｃとの間の隙間が比較的大きくて、凸部１１１，１２１が形成されてもガイドピン５
ｃが案内用長穴５３Ｂ内で移動可能である場合には、凹部１１２，１２２はなくてもよい
。
【０１３５】
　以上の如く構成された機械的クロノグラフ機構７Ｂを備えたクロノグラフ時計本体８Ｂ
を有するクロノグラフ時計１Ｂでは、クロノグラフ計測状態からクロノグラフ計測停止状
態Ｖ３においては、クロノグラフ時計１に関する図５の場合と同様に、図１７に示した通
り、帰零指示レバー２０が初期位置Ｐ２ｉを採り、発停レバー３０が初期位置Ｐ３ｉを採
り、復針伝えレバー４０が初期位置Ｐ４ｉを採り、復針レバー５０が初期位置Ｐ５ｉを採
る。このとき、復針レバーガイドピン５ｃは、復針レバー案内用長穴５３ＢのＪ１方向端
部の近傍に位置する。
【０１３６】
　ここで、図１８に示したように、帰零指示ボタン１７をＤ１方向に押込むと、帰零指示
レバー２０がＦ１方向に回動して作動位置Ｐ２ａに向かって途中まで変位された中間位置
Ｐ２ｍを採り、復針伝えレバー４０が作動位置Ｐ４ａに向かって途中まで変位された中間
位置Ｐ４ｍを採り、復針レバー５０が作動位置Ｐ５ａに向かって途中まで変位された中間
位置Ｐ５ｍを採る。このとき、例えば、復針伝えレバー４０のピン状突起部４７が復針伝
えレバー用スイッチばね部６４の凸部６４ｅの傾斜側面６４ｄを上って頂点６４ｊの近傍
に達している。復針伝えレバー４０のピン状突起部４７が頂部６４ｊを越えると復針伝え
レバー用スイッチばね部６４ｄ自体のばね力によって、復針伝えレバー４０が更にＨ１方
向に回動される。復針伝えレバー４０のＨ１方向回動のこの段階では、復針伝えレバー４
０は、通常、復針伝えレバー用スイッチばね部６４ｄ自体のばね力と、帰零指示ボタン１
７のＤ１方向に押込みに応じてＦ１方向に回動される帰零指示レバー２０からのトルクと
の両方を受けて、Ｈ１方向回動速度が大きくなり易い。
【０１３７】
　ところが、このクロノグラフ時計１Ｂでは、この段階では、図１８からわかるように、
復針レバーガイドピン５ｃがＪ１方向に移動して中間状態Ｐ５ｍにある復針レバー５０Ｂ
の案内用長穴５３Ｂの凸部１１１に当たって、その直線的な運動が妨げられて凹部１１２
の方へ振られて減速され、次には、振られた側（逆側）の凸部１２１に当たって再度その
直線的な運動が妨げられて凹部１２２の方へ振られて減速される。
【０１３８】
　従って、帰零動作が更に進行して秒ハンマー部５６が秒クロノグラフ車８１の秒ハート
カム８１ｂを叩いて図６に示したような帰零完了状態に達する際に秒ハートカム８１ｂを
介して秒クロノグラフ真８１ｄに与える衝撃が低減され得、クロノグラフ秒針８１ａが非
常に細く且つ非常に長いような場合でも、該クロノグラフ秒針８１ａの表示指針部が曲が
ったり表示指針部の秒クロノグラフ真８１ｄへの取付用の袴状管状部の嵌着状態が不完全
になったりする虞れが低減され得る。
【符号の説明】
【０１３９】
１，１Ａ，１Ｂ　クロノグラフ時計
　２　地板
２ａ　穴部
２ｂ　回動中心ピン
２ｃ　帰零指示レバー嵌合部
２ｄ　発停レバー嵌合部
２ｅ　環状軸受部
２ｆ　環状軸受部
２ｇ　係止突起部
　３　輪列受
　４　文字板
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　５　クロノグラフ下板
５ａ　貫通孔
５ｂ　復針伝えレバー回動中心ピン
５ｃ，５ｄ　復針レバーガイドピン（セルフアラインメント案内ピン）
５ｅ　帰零指示レバーばね受ピン
５ｆ　帰零指示レバー係止ピン
５ｇ　停止レバー回動中心ピン
５ｈ　停止レバーばね受ピン
５ｊ　復針伝えレバー嵌合部
　６　クロノグラフ受
７，７Ａ，７Ｂ　機械的クロノグラフ機構
８，８Ａ，８Ｂ　クロノグラフ時計本体（ムーブメント）
１１　電池
１２　通常運針用モータ
１２ａ　ロータ
１３　クロノグラフ運針用モータ
１３ａ　ロータ
１４　通常運針用輪列
１５　クロノグラフ輪列
１６　スタート／ストップ（発停）ボタン
１７　リセット（帰零）ボタン
１８　巻真
１９　りゅうず
２０　帰零指示レバー
２１　孔部
２２　入力側腕部
２３　出力側腕部
２３ａ　先端部
２４　ばね部
２５　先端部
２６　指示受突出部
２７　停止レバー係止突起部
２８　係止縁部
２９　係合縁部
３０　発停レバー
３１　一端部（基端部）
３２　孔部
３３　腕部
３４　延在端部
３５　復針伝えレバー押圧用突出部
３６　突出部
３７　主面（裏蓋側主面）
３８　ピン状突起部
３９　被係止部
４０　復針伝えレバー
４１　孔部
４２　入力側腕部
４３　出力側腕部
４４　発停レバー係合部
４５　帰零指示レバー係合用ピン状突起部
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４６　主面（裏蓋側主面）
４７　ピン状突起部
４８　（Ｕ字状）係合溝部
４９　復針レバー作動部
５０，５０Ａ，５０Ｂ　復針レバー
５０ａ　頭部側腕部
５０ｂ，５０ｂＡ，５０ｂＢ　胴尾部側腕部
５０ｃ　左羽根側腕部
５０ｄ　右羽根側腕部
５１　復針レバー作動ピン（力入力部）
５２　案内溝部
５３，５３Ａ，５３Ｂ　案内穴部（案内用長穴部）
５３ａ，５３ｂ，５３ａＡ，５３ｂＡ，５３ａＢ，５３ｂＢ　側面
５４　（大径の）溝部分
５５　（大径の）穴部分
５６　秒ハンマー（秒ハートカム接触部）
５６ａ，５６ｂ　秒ハンマーの接触面
５６ｃ　秒ハンマーの頂点
５７　分ハンマー（分ハートカム接触部）
５７ｃ　分ハンマーの頂点
５８　時ハンマー（時ハートカム接触部）
５８ｃ　時ハンマーの頂点
６０　電池プラス端子
６１　発停スイッチレバー部
６１ａ　先端部
６２　帰零スイッチレバー部
６２ａ　先端部
６３　発停スイッチばね部
６３ａ　ばね本体部
６３ｂ　先端係合部
６３ｃ　基端側長側面
６３ｄ　先端側端側面
６３ｅ　肩部
６４　復針伝えレバー用スイッチばね部
６４ａ　本体部
６４ｂ　先端係合部
６４ｃ　基端側傾斜部
６４ｄ　先端側傾斜部
６４ｅ　凸部
６４ｆ　凹部
６４ｇ　傾斜部
６４ｈ　突起部
６４ｊ　頂点
７０　停止レバー
７１　孔部
７２　第一腕部
７３　第二腕部
７４　ばね部
７５　先端部
７６　被係止部
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７７　分岐腕部
７８　クロノグラフ中間車規正縁部
８１　秒クロノグラフ車
８１ａ　クロノグラフ秒針
８１ｂ　秒ハートカム
８１ｂｈ　左側の接触面
８１ｂｍ　右側の接触面
８１ｂｔ　秒ハートカムの頂点
８１ｃ　秒クロノグラフ歯車
８１ｄ　秒クロノグラフ真
８１ｅ　押さえばね
８２　分クロノグラフ車
８２ａ　クロノグラフ分針
８２ｂ　分ハートカム
８２ｂｔ　分ハートカムの頂点
８２ｃ　分クロノグラフ歯車
８２ｄ　分クロノグラフ真
８３　時クロノグラフ車
８３ａ　クロノグラフ時針
８３ｂ　時ハートカム
８３ｂｔ　時ハートカムの頂点
８３ｃ　時クロノグラフ歯車
８３ｄ　時クロノグラフ真
８４　秒クロノグラフ中間車
８４ａ　秒クロノグラフ第一中間車
８４ｂ　秒クロノグラフ第二中間車
８５　分クロノグラフ中間車
８５ａ　分クロノグラフ第一中間車
８５ｂ　分クロノグラフ第二中間車
８６　時クロノグラフ中間車
８６ａ　時クロノグラフ第一中間車
８６ｂ　時クロノグラフ第二中間車
８６ｃ　時クロノグラフ第三中間車
９０　五番車
９１　秒車
９２　四番車
９３　三番車
９４　分車
９５　日の裏車
９６　時車
９７　秒針
９８　分針
９９　時針
１０１，１０２　凹部
１１１，１２１　制動用凸部
１１２，１２２　凹部
Ａ１，Ａ２　進退方向
Ｂ１　揺動方向
　Ｃ　中心軸線
Ｃ１，Ｃ２　回転中心
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Ｃ４，Ｃ５　中心軸線
Ｄ１，Ｄ２　進退方向
Ｅ１　揺動方向
Ｆ１，Ｆ２　回動方向
Ｇ１　湾曲方向
Ｇ２　戻り方向
Ｈ１，Ｈ２　回転方向
Ｊ１，Ｊ２　復針レバーの概略の変位方向
Ｋ，Ｋ１，Ｋ２，Ｋ３，Ｋｃ，Ｋ１ｃ　力
Ｍ１，Ｍ２　回転方向
Ｐ２ａ　帰零指示レバーの作動位置
Ｐ２ｉ　帰零指示レバーの初期位置
Ｐ２ｍ　帰零指示レバーの中間位置
Ｐ３ａ　発停レバーの作動位置
Ｐ３ｉ　発停レバーの初期位置
Ｐ４ａ　復針伝えレバーの作動位置（帰零作動制御位置ないし帰零動作位置）
Ｐ４ｉ　復針伝えレバーの初期位置（発停制御位置ないし非帰零動作位置）
Ｐ４ｍ　復針伝えレバーの中間位置（帰零処理（帰零動作）が途中まで進行している位置
）
Ｐ５ａ　復針レバーの作動位置（帰零位置）
Ｐ５ｄ　突っ張り状態のとき復針レバーが採る長手方向位置
Ｐ５ｉ　復針レバーの非帰零位置（開放位置ないし初期位置）
Ｐ５ｍ　復針レバーの中間位置（帰零処理（帰零動作）が途中まで進行している位置）
Ｐ５ｗ　復針レバーが突っ張り状態から脱したとき採る揺動位置
Ｐ７ａ　作動位置（停止位置）
Ｐ７ｉ　初期位置（非停止位置）
Ｑ１，Ｑ２　間隙
Ｓ１　電気的発停信号
Ｓ２　電気的帰零信号
　Ｔ　時計の厚さ方向
　Ｕ　位置（突っ張りが生じる際に案内ピンが長穴内で採る位置）
Ｕａ，Ｕｂ　部位
Ｖ１　クロノグラフ機構の初期状態（クロノグラフ帰零状態）
Ｖ２　クロノグラフ計測開始指示状態（又はクロノグラフ計測停止指示状態）
Ｖ３　クロノグラフ計測状態（又はクロノグラフ計測停止状態）
Ｖ４　クロノグラフ帰零指示状態
Ｖ４ｄ　突っ張り状態
Ｗ１，Ｗ２　揺動方向
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