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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３つの日車を含むカレンダ機構付き時計であって、
　日付のうちの一の位を表示することができる第一日車（５１２）と、
　前記第一日車（５１２）の回転方向の位置を規正するための第一日ジャンパ（５１４）
と、
　日付のうちの十の位を表示することができる第二日車（５２２、７２２）と、
　前記第二日車（５２２、７２２）の回転方向の位置を規正するための第二日ジャンパ（
５２４、７２４）と、
　特定の日付を単独で表示することができる第三日車（５３２、７３２）とを備え、
　前記第一日車（５１２）は、第一日文字表示面を有し、
　前記第一日文字表示面には、日付のうちの一の位を表示するための「０」、「１」、「
２」、「３」、「４」、「５」、「６」、「７」、「８」、「９」の数字が設けられてお
り、
　前記第二日車は、第二日文字表示面を有し、
　前記第二日文字表示面には、日付のうちの十の位だけを表示するための「０」、「１」
、「２」の数字が設けられており、
　前記第三日車は、第三日文字表示面を有し、
　前記第三日文字表示面には、「３０」および「３１」の数字が設けられており、
　前記第二日車には、前記第一日文字表示面に設けられた数字により、日付のうちの一の
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位を表示するための第一日文字表示部が形成されており、
　前記第三日車には、前記第一日文字表示面に設けられた数字により、日付のうちの一の
位を表示し、前記第二日文字表示面に設けられた数字により、日付のうちの十の位を表示
するための第二日文字表示部が形成されており、
　前記第二日文字表示面は、前記第一日文字表示面よりも文字板（１０４）に近い位置に
配置されており、
　前記第三日文字表示面は、前記第二日文字表示面よりも文字板（１０４）に近い位置に
配置されており、
　前記第一日車が回転することによって、前記第三日車は回転することができるように構
成され、
　前記第三日車が回転することによって、前記第二日車は回転することができるように構
成され、
　前記第三日車が特定の回転方向の位置にある状態において、前記第一日車が特定の回転
方向の位置にあるときだけ、前記第三日車は回転することができるように構成されており
、
　前記第一日車（５１２）は、
　前記第二日車の回転方向の位置を「０を表示する状態」から「１を表示する状態」に変
えるための第１のカレンダ送り歯（５１８ａ）と、
　前記第二日車の回転方向の位置を「１を表示する状態」から「２を表示する状態」に変
えるための第２のカレンダ送り歯（５１８ｂ）と、
　前記第二日車の回転方向の位置を「２を表示する状態」から「何も表示しない第１の状
態」に変えるための第３のカレンダ送り歯（５１８ｃ）と、
　前記第二日車の回転方向の位置を「何も表示しない第１の状態」から「何も表示しない
第２の状態」に変えるための第４のカレンダ送り歯（５１８ｄ）と、
　前記第二日車の回転方向の位置を「何も表示しない第２の状態」から「０を表示する状
態」に変えるための第５のカレンダ送り歯（５１８ｅ）とを有し、
　前記第三日車（５３２）は、
　前記第三日車の回転方向の位置を「３１を表示する状態」から「何も表示しない第１の
状態」に変えるための第１の第一日車噛合い歯（５３４ａ）と、
　前記第三日車の回転方向の位置を「何も表示しない第１の状態」から「何も表示しない
第２の状態」に変えるための第２の第一日車噛合い歯（５３４ｂ）と、
　前記第三日車の回転方向の位置を「何も表示しない第２の状態」から「何も表示しない
第３の状態」に変えるための第３の第一日車噛合い歯（５３４ｃ）と、
　前記第三日車の回転方向の位置を「何も表示しない第３の状態」から「３０を表示する
状態」に変えるための第４の第一日車噛合い歯（５３４ｄ）と、
　前記第三日車の回転方向の位置を「３０を表示する状態」から「３１を表示する状態」
に変えるための第５の第一日車噛合い歯（５３４ｅ）とを有し、
　前記第一日車（５１２）の第５のカレンダ送り歯（５１８ｅ）の歯丈は、前記第一日車
（５１２）の他の４個のカレンダ送り歯（５１８ａ～５１８ｄ）の歯丈よりも長く形成さ
れており、
　前記第三日車（５３２）の第１の第一日車噛合い歯（５３４ａ）は、その歯丈が、前記
第三日車（５３２）の他の４個の第一日車噛合い歯（５３４ｂ～５３４ｅ）の歯丈よりも
短くなるように形成されており、
　前記第三日車の第１の第一日車噛合い歯（５３４ａ）は、前記第一日車の第１のカレン
ダ送り歯（５３４ａ）と噛合うことができず、
　前記第三日車の第１の第一日車噛合い歯（５３４ａ）は、前記第一日車の第２のカレン
ダ送り歯（５３４ｂ）と噛合うことができず、
　前記第三日車の第１の第一日車噛合い歯（５３４ａ）は、前記第一日車の第３のカレン
ダ送り歯（５３４ｃ）と噛合うことができず、
　前記第三日車の第１の第一日車噛合い歯（５３４ａ）は、前記第一日車の第４のカレン
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ダ送り歯（５３４ｄ）と噛合うことができないように構成されており、
　前記第三日車（５３２）の第１の第一日車噛合い歯（５３４ａ）は、前記第一日車（５
１２）の第５のカレンダ送り歯（５１８ｅ）と噛合うことができるように構成される、
ことを特徴とするカレンダ機構付き時計。
【請求項２】
　請求項１に記載のカレンダ機構付き時計において、
　前記第一日文字表示面には、「１」、「２」、「３」、「４」、「５」、「６」、「７
」、「８」、「９」、「０」、「１」、「２」、「３」、「４」、「５」、「６」、「７
」、「８」、「９」、「０」、「１」、「２」、「３」、「４」、「５」、「６」、「７
」、「８」、「９」の数字が（３６０／３１）度の角度間隔で設けられており、
　前記第二日文字表示面には、３組の「０」、「１」、「２」の数字が（３６０／１５）
度の角度間隔で設けられており、
　前記３つの「０」の数字は、（３６０／３）度の角度間隔で設けられており、
　前記３つの「１」の数字は、（３６０／３）度の角度間隔で設けられており、
　前記３つの「２」の数字は、（３６０／３）度の角度間隔で設けられており、
　前記第三日文字表示面には、「３０」の数字と、「３１」の数字が（３６０／５）度の
角度間隔で設けられている、
ことを特徴とするカレンダ機構付き時計。
【請求項３】
　請求項２に記載のカレンダ機構付き時計において、
　前記第一日車（５１２）は、内歯として形成された３１個の第一日車歯部と、内歯とし
て形成された５個のカレンダ送り歯とを含み、前記第一日車歯部は、（３６０／３１）度
の角度間隔で形成されており、
　前記カレンダ送り歯は、
　基準となる第１カレンダ送り歯（５１８ａ）と、
　前記第１カレンダ送り歯（５１８ａ）を基準として、第１の方向に（３６０＊１０／３
１）度の角度間隔で形成された第２カレンダ送り歯（５１８ｂ）と、
　前記第２カレンダ送り歯（５１８ｂ）を基準として、前記第１の方向に（３６０＊１０
／３１）度の角度間隔で形成された第３カレンダ送り歯（５１８ｃ）と、
　前記第３カレンダ送り歯（５１８ｃ）を基準として、前記第１の方向に（３６０／３１
）度の角度間隔で形成された第４カレンダ送り歯（５１８ｄ）と、
　前記第４カレンダ送り歯（５１８ｄ）を基準として、前記第１の方向に（３６０／３１
）度の角度間隔で形成された第５カレンダ送り歯（５１８ｅ）とを含むように構成される
、
ことを特徴とするカレンダ機構付き時計。
【請求項４】
　請求項１に記載のカレンダ機構付き時計において、
　前記第一日車（５１２）の回転中心と、前記第二日車（５２２）の回転中心とは同じ位
置に配置され、
　前記第三日車（５３２）の回転に基づいて回転して、前記第二日車（５２２）を回転さ
せることができる日中間車（５３０）を備え、
　前記第一日車（５１２）の回転中心と、前記第三日車（５３２）の回転中心と、前記日
中間車（５３０）の回転中心とは、巻真（４１０）の回転中心軸線に対して直交する直線
上に配置される、
ことを特徴とするカレンダ機構付き時計。
【請求項５】
　請求項１に記載のカレンダ機構付き時計において、
　前記第二日車（７２２）は、内歯として形成された第三日車噛合い歯部（７２５）を含
み、
　前記第三日車（７３２）は、外歯として形成された第一日車噛合い歯（７３４ａ～７３
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４ｅ）を含み、
　前記第三日車噛合い歯部（７２５）と、前記第一日車噛合い歯（７３４ａ～７３４ｅ）
が噛合うことにより、前記第一日車（５１２）は、前記第二日車（７２２）を直接回転さ
せることができるように構成される、
ことを特徴とするカレンダ機構付き時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大きい日文字によって日付を表示することが可能なカレンダ機構付き時計に
関する。特に、本発明は、３つの日車により１日から３１日の日付を表示するように構成
し、大きい日文字により日付を表示することができるカレンダ機構付き時計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、時計の駆動部分を含む機械体を「ムーブメント」と称する。ムーブメントに文
字板、針を取り付けて、時計ケースの中に入れて完成品にした状態を時計の「コンプリー
ト」と称する。時計の基板を構成する地板の両側のうちで、時計ケースのガラスのある方
の側、すなわち、文字板のある方の側をムーブメントの「裏側」又は「ガラス側」又は「
文字板側」と称する。地板の両側のうちで、時計ケースの裏蓋のある方の側、すなわち、
文字板と反対の側をムーブメントの「表側」又は「裏蓋側」と称する。ムーブメントの「
表側」に組み込まれる輪列を「表輪列」と称する。ムーブメントの「裏側」に組み込まれ
る輪列を「裏輪列」と称する。
【０００３】
　一般に、「１２時側」とは、アナログ式時計において、文字板の１２時に対応する目盛
が配置されている方の側を示す。「１２時方向」とは、アナログ式時計において、指針の
回転中心から「１２時側」に向かう方向を示す。
　また、「３時側」とは、アナログ式時計において、文字板の３時に対応する目盛が配置
されている方の側を示す。「３時方向」とは、アナログ式時計において、指針の回転中心
から「３時側」に向かう方向を示す。
　また、「６時側」とは、アナログ式時計において、文字板の６時に対応する目盛が配置
されている方の側を示す。「６時方向」とは、アナログ式時計において、指針の回転中心
から「６時側」に向かう方向を示す。
　また、「９時側」とは、アナログ式時計において、文字板の９時に対応する目盛が配置
されている方の側を示す。「９時方向」とは、アナログ式時計において、指針の回転中心
から「９時側」に向かう方向を示す。
【０００４】
　以下に、日付のうちの一の位を表示する第一日車と、日付のうちの十の位を表示する第
二日車を含む従来のカレンダ機構付き時計の構成について説明する。
【０００５】
（１）従来の第一タイプのカレンダ機構
　従来の第一タイプのカレンダ機構においては、日付のうちの一の位を表示する第一日車
と、第一日車の回転方向の位置を規正するための第一日ジャンパと、日付のうちの十の位
を表示する第二日車と、第二日車の回転方向の位置を規正するための第二日ジャンパと、
第一日車の回転に基づいて回転して第二日車を回転させることができる日中間車とを備え
ている。第一日車は、内歯として形成された３１個の第一日車歯部と、内歯として形成さ
れた４個のカレンダ送り歯）とを含む。カレンダ送り歯は、基準となる第１カレンダ送り
歯と、第２カレンダ送り歯と、第３カレンダ送り歯と、第４カレンダ送り歯とからなり、
それぞれのカレンダ送り歯は、第一日車を第一方向に送るための正転送り部と、第一日車
を、前記第一方向と反対の第二方向に送るための逆転送り部とを備えている（下記特許文
献１および特許文献２参照）。
【０００６】
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（２）従来の第二タイプのカレンダ機構
　従来の第二タイプのカレンダ機構においては、「０」から「３」までの、または「１」
から「３」までに空白を加えた目盛りを記した４位置を有し、１０日毎に進んで１０の位
を表示する部材と、２４時間毎に進んで１の位を表示する部材とを含む。１の位を表示す
る部材は、３１位置を取ることができ、「０」から「９」まで連続して並ぶ目盛りが、３
つ連続して取付けられている。その目盛りの１つは、「０」と「１」の間に追加の「１」
が挿入されている（下記特許文献３参照）。
【０００７】
（３）従来の第三タイプのカレンダ機構
　従来の第三タイプのカレンダ機構においては、第一の動体が日付の一の位、ならびに完
全な１から９までの日付を表示し、第二の動体が日付の十の位、ならびに完全なままの３
０日および／または３１日を表示するように構成されている。一の位のリングの動体は、
駆動用突起部を備える。この駆動用突起部により、十の位のリングの動体を作動させるこ
とができる（下記特許文献４参照）。
【０００８】
（４）従来の第四タイプのカレンダ機構
　従来の第四タイプのカレンダ機構においては、十位日付表示孔にのみ十位の数字を表示
させる通常十位目盛と、十位日付表示孔に十位の数字を表示させるとともに、一位日付表
示孔に一位の数字を表示させる双表示目盛とを備えている。一位日板は、５つの十位駆動
歯を備える。十位日車は、十位駆動歯により回転駆動される（下記特許文献５参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００５－２１４８３６号公報
【特許文献２】特開２００５－２１４８３７号公報
【特許文献３】特開２０００－６５９５７号公報
【特許文献４】特表２００６－５２２３２３号公報
【特許文献５】特開２００９－２５０９１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来、複数の日車、例えば第一日車および第二日車により大きい日表示が可能なカレン
ダ機構付き時計において、第一日車と第二日車との間に表示の位相ずれを起こさないよう
に、第一日ジャンパを用いて第一日車の位置を規制し、かつ、第二日ジャンパを用いて第
二日車の位置を規制していた。しかし、時計を落下させて衝撃等の外乱を受けたときなど
は、第一日車と第二日車との間に表示の位相ずれが発生するおそれがあった。従来の第一
日車と第二日車とを含むカレンダ機構付き時計において、第一日車と第二日車との間に表
示の位相ずれが発生したときには、時計を分解して第一日車と第二日車との間の表示の位
相ずれを調整しなければならないという課題があった。
【００１１】
　本発明の目的は、複数の日車を用いて大きい数字によって日付の表示が可能なカレンダ
機構付き時計において、日表示の位相ずれが発生したときでも、時計を分解することなく
、日表示の位相を正規の状態に調整することができるように構成したカレンダ機構付き時
計を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明のカレンダ機構付き時計は、日付のうちの一の位を表示することができる第一日
車と、前記第一日車の回転方向の位置を規正するための第一日ジャンパと、日付のうちの
十の位を表示することができる第二日車と、前記第二日車の回転方向の位置を規正するた
めの第二日ジャンパと、特定の日付を単独で表示することができる第三日車とを備える。
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前記第一日車は、第一日文字表示面を有する。前記第一日文字表示面には、日付のうちの
一の位を表示するための「０」、「１」、「２」、「３」、「４」、「５」、「６」、「
７」、「８」、「９」の数字が設けられる。前記第二日車は、第二日文字表示面を有する
。前記第二日文字表示面には、日付のうちの十の位の「０」、「１」、「２」を表示する
ための数字が設けられる。前記第三日車は、第三日文字表示面を有する。
【００１３】
　前記第三日文字表示面には、「３０」および「３１」の数字が設けられる。前記第二日
車には、前記第一日文字表示面に設けられた数字により、日付のうちの一の位を表示する
ための第一日文字表示部が形成されている。前記第三日車には、前記第一日文字表示面に
設けられた数字により、日付のうちの一の位を表示し、前記第二日文字表示面に設けられ
た数字により、日付のうちの十の位を表示するための第二日文字表示部が形成されている
。前記第二日文字表示面は、前記第一日文字表示面よりも文字板に近い位置に配置される
。前記第三日文字表示面は、前記第二日文字表示面よりも文字板に近い位置に配置される
。前記第一日車が回転することによって、前記第三日車は回転することができるように構
成される。前記第三日車が回転することによって、前記第二日車は回転することができる
ように構成される。前記第三日車が特定の回転方向の位置にある状態において、前記第一
日車が特定の回転方向の位置にあるときだけ、前記第三日車は回転することができるよう
に構成される。この構成により、大きい日文字により日付を表示するとともに、日表示の
位相ずれが発生したときでも、時計を分解することなく、日表示の位相を調整することが
可能となる。
【００１４】
　本発明のカレンダ機構付き時計において、前記第一日車は、前記第二日車の回転方向の
位置を「０を表示する状態」から「１を表示する状態」に変えるための第１のカレンダ送
り歯と、前記第二日車の回転方向の位置を「１を表示する状態」から「２を表示する状態
」に変えるための第２のカレンダ送り歯と、前記第二日車の回転方向の位置を「２を表示
する状態」から「何も表示しない第１の状態」に変えるための第３のカレンダ送り歯と、
前記第二日車の回転方向の位置を「何も表示しない第１の状態」から「何も表示しない第
２の状態」に変えるための第４のカレンダ送り歯と、前記第二日車の回転方向の位置を「
何も表示しない第２の状態」から「０を表示する状態」に変えるための第５のカレンダ送
り歯とを有する。
【００１５】
　前記第三日車は、前記第三日車の回転方向の位置を「３１を表示する状態」から「何も
表示しない第１の状態」に変えるための第１の第一日車噛合い歯と、前記第三日車の回転
方向の位置を「何も表示しない第１の状態」から「何も表示しない第２の状態」に変える
ための第２の第一日車噛合い歯と、前記第三日車の回転方向の位置を「何も表示しない第
２の状態」から「何も表示しない第３の状態」に変えるための第３の第一日車噛合い歯と
、前記第三日車の回転方向の位置を「何も表示しない第３の状態」から「３０を表示する
状態」に変えるための第４の第一日車噛合い歯と、前記第三日車の回転方向の位置を「３
０を表示する状態」から「３１を表示する状態」に変えるための第５の第一日車噛合い歯
とを有する。
【００１６】
　前記第三日車の第１の第一日車噛合い歯は、前記第一日車の第１のカレンダ送り歯と噛
合うことができず、前記第三日車の第１の第一日車噛合い歯は、前記第一日車の第２のカ
レンダ送り歯と噛合うことができず、前記第三日車の第１の第一日車噛合い歯は、前記第
一日車の第３のカレンダ送り歯と噛合うことができず、前記第三日車の第１の第一日車噛
合い歯は、前記第一日車の前記第４のカレンダ送り歯と噛合うことができないように構成
されるのがよい。前記第１の第一日車噛合い歯は、前記第５のカレンダ送り歯と噛合うこ
とができるように構成されるのがよい。
【００１７】
　本発明のカレンダ機構付き時計において、前記第一日文字表示面には、「１」、「２」
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、「３」、「４」、「５」、「６」、「７」、「８」、「９」、「０」、「１」、「２」
、「３」、「４」、「５」、「６」、「７」、「８」、「９」、「０」、「１」、「２」
、「３」、「４」、「５」、「６」、「７」、「８」、「９」の数字が（３６０／３１）
度の角度間隔で設けられるのがよい。前記第二日文字表示面には、３組の「０」、「１」
、「２」の数字が（３６０／１５）度の角度間隔で設けられるのがよい。前記３つの「０
」の数字は、（３６０／３）度の角度間隔で設けられるのがよい。前記３つの「１」の数
字は、（３６０／３）度の角度間隔で設けられるのがよい。前記３つの「２」の数字は、
（３６０／３）度の角度間隔で設けられるのがよい。前記第三日文字表示面には、「３０
」の数字と、「３１」の数字が（３６０／５）度の角度間隔で設けられるのがよい。この
構成により、大きい日文字に日付を表示することができるカレンダ時計を実現することが
できる。
【００１８】
　本発明のカレンダ機構付き時計において、前記第一日車は、内歯として形成された３１
個の第一日車歯部と、内歯として形成された５個のカレンダ送り歯とを含むのが好ましい
。この構成では、前記第一日車歯部は、（３６０／３１）度の角度間隔で形成される。こ
の構成では、前記カレンダ送り歯は、基準となる第１カレンダ送り歯と、前記第１カレン
ダ送り歯を基準として、第１の方向に（３６０＊１０／３１）度の角度間隔で形成された
第２カレンダ送り歯と、前記第２カレンダ送り歯を基準として、前記第１の方向に（３６
０＊１０／３１）度の角度間隔で形成された第３カレンダ送り歯と、前記第３カレンダ送
り歯を基準として、前記第１の方向に（３６０／３１）度の角度間隔で形成された第４カ
レンダ送り歯と、前記第４カレンダ送り歯を基準として、前記第１の方向に（３６０／３
１）度の角度間隔で形成された第５カレンダ送り歯とを含むように構成されるのがよい。
【００１９】
　本発明のカレンダ機構付き時計において、前記第一日車の回転中心と、前記第二日車の
回転中心とは同じ位置に配置されるのが好ましい。本発明のカレンダ機構付き時計は、前
記第三日車の回転に基づいて回転して、前記第二日車を回転させることができる日中間車
を備え、前記第一日車の回転中心と、前記第三日車の回転中心と、前記日中間車の回転中
心とは、巻真の回転中心軸線に対して直交する直線上に配置されるのが好ましい。この構
成により、文字板の１２時方向に日窓を配置して、小型のカレンダ機構付き時計を、少な
い部品数により実現することができる。
【００２０】
　本発明のカレンダ機構付き時計において、前記第二日車は、内歯として形成された第三
日車噛合い歯部を含み、前記第三日車は、外歯として形成された第一日車噛合い歯を含み
、前記第三日車噛合い歯部と、前記第一日車噛合い歯が噛合うことにより、前記第一日車
は、前記第二日車を直接回転させることができるように構成してもよい。この構成により
、日表示の位相ずれが発生したときでも、時計を分解することなく、日表示の位相を調整
することができる小型のカレンダ機構付き時計を、少ない部品数により実現することがで
きる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明により、少ない部品数によって、日付の表示が大きくて見やすい小型のカレンダ
機構付き時計を実現することができる。さらに、本発明により、複数の日車により大きい
日表示が可能なカレンダ機構付き時計において、日表示の位相ずれが発生したときでも、
時計を分解することなく、日表示の位相を調整することができるという効果を発揮するこ
とができる。例えば、第三日車により「３１」を表示している状態で、時計が衝撃を受け
、第一日車だけが１ピッチ回転された不適当な状態において、巻真をカレンダ修正状態に
設定して回転させると、第一日車の特定のカレンダ送り歯により第三日車の特定の第一日
車噛合い歯を回転させることができ、正規のカレンダ表示状態になるように修正すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２２】
【図１】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、ムーブメントを文字
板側から見たときの構造を示す概略平面図である。
【図２】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、表輪列と、カレンダ
機構の一部分を示す部分断面図である。
【図３】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、文字板の１２時方向
に日窓を配置した構成における第一日車を示す平面図である。
【図４】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、文字板の１２時方向
に日窓を配置した構成における第二日車を示す平面図である。
【図５】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、文字板の１２時方向
に日窓を配置した構成における第三日車を示す平面図である。
【図６】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、文字板の１２時方向
に日窓を配置した構成における第二日車を示す平面図である。
【図７】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、文字板の１２時方向
に日窓を配置した構成における第三日車を示す平面図である。
【図８】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第二日車により「２
」を表示し、第一日車により「９」を表示している状態から、第一日車を回転させる前の
状態における、文字板側から見たムーブメントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図９】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、図８に示す状態から
、第一日車が正方向に回転を開始している状態における、文字板側から見たムーブメント
の裏側の構造を示す部分平面図である。
【図１０】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、図９に示す状態か
ら、第一日車が正方向に回転し、第一日車により第三日車が反時計回り方向に回転し、第
三日車により第二日車が時計回り方向に回転しつつある状態における、文字板側から見た
ムーブメントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図１１】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、図８に示す状態か
ら、第一日車が正方向に１ピッチ回転し、第二日車が正方向に１ピッチ回転し、第三日車
が正方向に１ピッチ回転して、第三日車により「３０」を表示している状態における、文
字板側から見たムーブメントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図１２】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、図１１に示す状態
から、第一日車により第三日車が正方向に回転を開始している状態における、文字板側か
ら見たムーブメントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図１３】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、図１２に示す状態
から、第一日車が正方向に１ピッチ回転し、第三日車が正方向に１ピッチ回転し、第二日
車が正方向に１ピッチ回転して、第三日車により「３１」を表示している状態における、
文字板側から見たムーブメントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図１４】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、図１３に示す状態
から、第一日車が正方向に回転し、第一日車により第三日車が反時計回り方向に回転し、
第三日車により第二日車が時計回り方向に回転しつつある状態における、文字板側から見
たムーブメントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図１５】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、図１４に示す状態
から、第一日車が正方向に１ピッチ回転し、第二日車が正方向に１ピッチ回転し、第三日
車が正方向に１ピッチ回転して、第二日車により「０」を表示し、第一日車により「１」
を表示している状態における、文字板側から見たムーブメントの裏側の構造を示す部分平
面図である。
【図１６】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、ムーブメントを文
字板側から見たときの構造を示す概略平面図である。
【図１７】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、表輪列と、カレン
ダ機構の一部分を示す部分断面図である。
【図１８】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第二日車により「
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２」を表示し、第一日車により「９」を表示している状態から、第一日車を回転させる前
の状態における、文字板側から見たムーブメントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図１９】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、図１８に示す状態
から、第一日車が正方向に回転を開始している状態における、文字板側から見たムーブメ
ントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図２０】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、図１９に示す状態
から、第一日車が正方向に回転し、第一日車により第三日車が反時計回り方向に回転し、
第三日車により第二日車が時計回り方向に回転しつつある状態における、文字板側から見
たムーブメントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図２１】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、図１８に示す状態
から、第一日車が正方向に１ピッチ回転し、第二日車が正方向に１ピッチ回転し、第三日
車が正方向に１ピッチ回転して、第三日車により「３０」を表示している状態における、
文字板側から見たムーブメントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図２２】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、図２１に示す状態
から、第一日車により第三日車が正方向に回転を開始している状態における、文字板側か
ら見たムーブメントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図２３】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、図２２に示す状態
から、第一日車が正方向に１ピッチ回転し、第三日車が正方向に１ピッチ回転し、第二日
車が正方向に１ピッチ回転して、第三日車により「３１」を表示している状態における、
文字板側から見たムーブメントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図２４】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、図２３に示す状態
から、第一日車が正方向に回転し、第一日車により第三日車が反時計回り方向に回転し、
第三日車により第二日車が時計回り方向に回転しつつある状態における、文字板側から見
たムーブメントの裏側の構造を示す部分平面図である。
【図２５】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、図２４に示す状態
から、第一日車が正方向に１ピッチ回転し、第二日車が正方向に１ピッチ回転し、第三日
車が正方向に１ピッチ回転して、第二日車により「０」を表示し、第一日車により「１」
を表示している状態における、文字板側から見たムーブメントの裏側の構造を示す部分平
面図である。
【図２６】本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、駆動回路、表輪列
、カレンダ機構などを示すブロック図である。
【図２７】本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、駆動回路、表輪列
、カレンダ機構などを示すブロック図である。
【図２８】本発明のカレンダ機構付き時計の実施形態において、ムーブメントを裏蓋側か
ら見たときの構造を示す概略平面図である。
【図２９】本発明のカレンダ機構付き時計の実施形態において、巻真、小鉄車、二番車の
部分を示す部分断面図である。
【図３０】本発明のカレンダ機構付き時計の実施形態において、正常な状態における第一
日車、第二日車および第三日車の作動を説明するための作動図である。
【図３１】本発明のカレンダ機構付き時計の実施形態において、第１タイプの位相ずれに
おける第一日車、第二日車および第三日車の作動を説明するための作動図である。
【図３２】本発明のカレンダ機構付き時計の実施形態において、第２タイプの位相ずれに
おける第一日車、第二日車および第三日車の作動を説明するための作動図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
（１）本発明のカレンダ機構付き時計の構造
　以下に、本発明のカレンダ機構付き時計の本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施
形態を図面に基づいて説明する。
【００２４】
（１・１）ムーブメントの全体構成
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　図１、図２、図２８および図２９を参照すると、本発明のカレンダ機構付き時計の第１
の実施形態において、ムーブメント１００はアナログ電子時計で構成される。ムーブメン
ト１００は、ムーブメント１００の基板を構成する地板１０２と、日車押え５０２とを含
む。文字板１０４がムーブメント１００に取付けられる。文字板１０４はムーブメント１
００のガラス側に取付けられる。ムーブメント１００において、「表側」とは、地板１０
２の両面のうちで、文字板１０４から遠い方の側、すなわち、「裏蓋側」を示す。ムーブ
メント１００において、「裏側」とは、地板１０２の両面のうちで、文字板１０４に近い
方の側、すなわち、「文字板側」を示す。
【００２５】
　日車押え５０２は、ムーブメント１００において、「裏側」に配置される。巻真４１０
が、地板１０２に回転可能に組み込まれる。つづみ車４７２が巻真４１０の回転軸線と同
一の回転軸線を有するように配置される。小鉄車４７４が巻真４１０の回転軸線上に回転
中心を有するように配置される。切換装置・規正装置は、巻真４１０と、規正レバー４６
８と、電池プラス端子６６２の巻真位置決め部６６２ｆとを含む。切換装置は、ムーブメ
ント１００において、「表側」に配置される。切換装置は、ムーブメント１００において
、「裏側」に配置することもできる。
【００２６】
（１・２）ムーブメントの表側の構成
　以下に、ムーブメントの表側の構成について説明する。図２および図２８を参照すると
、ムーブメント１００において、時計の動力源を構成する電池４４０が、地板１０２の裏
蓋側（表側）に配置される。時計の源振を構成する水晶ユニット６５０が地板１０２の裏
蓋側に配置される。例えば、３２，７６８ヘルツで発振する水晶振動子が、水晶ユニット
６５０に収容されている。水晶振動子の振動に基づいて基準信号を出力する発振部（オシ
レータ）６０２と、発振部６０２の出力信号を分周して、ステップモータの動作の制御を
行う分周制御部６０４と、分周制御部６０４の出力信号に基づいてステップモータを駆動
するモータ駆動信号を出力するモータ駆動部（ドライバ）６０６とが、集積回路（ＩＣ）
６５４に内蔵されている。集積回路６５４は、例えば、Ｃ－ＭＯＳ又はＰＬＡで構成され
る。集積回路６５４をＣ－ＭＯＳで構成した場合には、発振部６０２と、分周制御部６０
４と、モータ駆動部６０６とは、集積回路６５４に内蔵される。集積回路（ＩＣ）６５４
をＰＬＡで構成した場合には、発振部６０２と、分周制御部６０４と、モータ駆動部６０
６とは、ＰＬＡに記憶されているプログラムにより動作するように構成される。
【００２７】
　水晶ユニット６５０と集積回路６５４とは回路基板６１０に固定される。回路基板６１
０と、水晶ユニット６５０と、集積回路６５４とが回路ブロック６１２を構成する。回路
ブロック６１２は、地板１０２の裏蓋側に配置される。さらに、本発明のカレンダ付き時
計では、必要に応じて、抵抗、コンデンサ、コイル、ダイオードなどの外付け素子を用い
ることができる。電池マイナス端子６６０は、電池４４０の陰極と、回路基板６１０のマ
イナスパターンを導通させるために設けられる。電池プラス端子６６２は、電池４４０の
陽極と、回路基板６１０のプラスパターンを導通させるために設けられる。磁心に巻いた
コイルワイヤを含むコイルブロック６３０と、コイルブロック６３０の磁心の両端部分と
接触するように配置されたステータ６３２と、ステータ６３２のロータ穴６３２ｃに配置
されたロータ磁石６３４ｂを含むロータ６３４とが、地板１０２の裏蓋側に配置される。
【００２８】
　コイルブロック６３０と、ステータ６３２と、ロータ６３４とは、ステップモータを構
成する。ロータ６３４の回転により、五番車４４１が回転するように構成される。五番車
４４１の回転により、四番車４４２が回転するように構成される。四番車４４２の回転に
より、三番車４４４が回転するように構成される。三番車４４４の回転により、二番車４
４６が回転するように構成される。二番車４４６の回転により、日の裏車４４８が回転す
るように構成される。日の裏車４４８の回転により、筒車４８０が回転するように構成さ
れる。
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【００２９】
　四番車４４２は１分間に１回転するように構成されている。秒針４６０が四番車４４２
に取付けられる。二番車４４６は１時間に１回転するように構成される。分針４６２が二
番車４４６に取付けられる。スリップ機構が二番車４４６に設けられる。スリップ機構に
より、針合わせをするときに、秒針４６０を停止させた状態で、巻真４１０を回転させる
ことにより、分針４６２及び時針４６４を回転させることができる。巻真４１０を２段目
に引き出して針合わせをするときに、五番車４４１の歯車部を規正して秒針４６０の回転
を停止させるために、規正レバー４６８が設けられる。
【００３０】
　中心パイプ１０２ｃが地板１０２に固定される。中心パイプ１０２ｃは地板１０２の裏
蓋側から地板１０２の文字板側に延びる。二番車４４６は、中心パイプ１０２ｃの穴部の
中に回転可能に支持される。四番車４４２のそろばん玉は、二番車４４６の穴部の中に回
転可能に支持される。輪列受４５８が、地板１０２の裏蓋側に配置される。ロータ６３４
の上軸部、五番車４４１の上軸部、四番車４４２の上軸部、三番車４４４の上軸部、日の
裏車４４８の上軸部は、輪列受４５８に回転可能に支持される。ロータ６３４の下軸部、
五番車４４１の下軸部、三番車４４４の下軸部、日の裏車４４８の下軸部は、地板１０２
に回転可能に支持される。
【００３１】
（１・３）時表示輪列の構成
　以下に、時表示輪列の構成について説明する。図２、図２８および図２９を参照すると
、ムーブメント１００において、筒車４８０は筒歯車４８０ａと、日送り歯車４８０ｂと
を含む。筒車４８０は１２時間に１回転するように構成される。時針４６４が筒車４８０
に取付けられる。筒車４８０に取り付けた時針４６４により、１周が１２時間となる「１
２時制」で「時」を表示する。
【００３２】
（１・４）切換機構、針合わせ機構の構成
　以下に、切換機構、針合わせ機構の構成について説明する。図２および図２９を参照す
ると、ムーブメント１００において、巻真４１０が、地板１０２に回転可能に組み込まれ
る。巻真４１０は、先端側から順に形成された先端軸部４１０ａと、第１角部４１０ｂと
、第１軸部４１０ｃと、規正作動軸部４１０ｄと、第２軸部４１０ｅと、第２角部４１０
ｆと、第３軸部４１０ｇと、第１そろばん玉部４１０ｈと、第２そろばん玉部４１０ｊと
、元軸部４１０ｋとを含む。巻真４１０の先端軸部４１０ａは、地板４０２の巻真先端穴
に対して回転可能なように組み込まれる。巻真４１０の元軸部４１０ｋは、地板４０２の
巻真元穴に対して回転可能なように組み込まれる。第１そろばん玉部４１０ｈの外径は、
第２そろばん玉部４１０ｊの外径より大きいように構成するのがよい。
【００３３】
　つづみ車４７２が巻真４１０の回転軸線と同一の回転軸線を有するように配置される。
巻真４１０が０段目および１段目にあるとき、つづみ車４７２の連動角穴が巻真４１０の
第１軸部４１０ｃに対して回転可能であり、巻真４１０を回転させてもつづみ車４７２が
回転しないように構成される。巻真４１０が２段目にあるとき、つづみ車４７２の連動角
穴が巻真４１０の第１角部４１０ｂと嵌め合い、巻真４１０の回転に基づいてつづみ車４
７２が回転するように構成される。巻真４１０が０段目にあるとき、電池プラス端子６６
２の巻真位置決め部６６２ｆは、元軸部４１０ｋと、第２そろばん玉部４１０ｊとの間に
位置するように構成される。
【００３４】
　巻真４１０が１段目にあるとき、電池プラス端子６６２の巻真位置決め部６６２ｆは、
第１そろばん玉部４１０ｈと、第２そろばん玉部４１０ｊとの間に位置するように構成さ
れる。巻真４１０が２段目にあるとき、電池プラス端子６６２の巻真位置決め部６６２ｆ
は、第１そろばん玉部４１０ｈと、第３軸部４１０ｇとの間に位置するように構成される
。したがって、上記構成の切換装置では、電池プラス端子６６２の巻真位置決め部６６２
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ｆにより、巻真４１０を３つの軸線方向の位置（０段目、１段目、２段目）に位置決めす
ることができる。
【００３５】
　巻真４１０が０段目にあるとき、および、巻真４１０が１段目にあるとき、規正レバー
４６８は、巻真４１０の規正作動軸部４１０ｄが規正レバー４６８と接触しないで、五番
車４４１の歯車部を規正しないように構成される。巻真４１０が２段目にあるとき、巻真
４１０の規正作動軸部４１０ｄが規正レバー４６８と接触して、五番車４４１の歯車部を
規正するように構成される。
【００３６】
　第一カレンダ修正車５９０が巻真４１０の回転軸線と同一の回転軸線を有するように配
置される。巻真４１０が０段目にあるとき、第一カレンダ修正車５９０の連動丸穴が巻真
４１０の第３軸部４１０ｇに対して回転可能であり、巻真４１０を回転させても第一カレ
ンダ修正車５９０が回転しないように構成される。巻真４１０が１段目にあるとき、第一
カレンダ修正車５９０の連動丸穴が巻真４１０の第２角部４１０ｆと嵌め合い、巻真４１
０の回転に基づいて第一カレンダ修正車５９０が回転するように構成される。巻真４１０
が２段目にあるとき、第一カレンダ修正車５９０の連動丸穴が巻真４１０の第２軸部４１
０ｅに対して回転可能であり、巻真４１０を回転させても第一カレンダ修正車５９０が回
転しないように構成される。
【００３７】
　日の裏車４４８の日の裏歯車４４８ａは、小鉄車４４９と噛み合うように配置される。
小鉄車４４９は、地板４０２と輪列受４５８との間に配置される。日の裏車４４８の日の
裏かな（図示せず）は、地板４０２の文字板側に位置し、筒車４８０の筒歯車４８０ａと
噛み合うように構成される。筒車４８０の穴部は、中心パイプ４０２ｃの軸部分の外周部
に回転可能に支持される。
【００３８】
（１・７）カレンダ機構の構成
　以下に、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、カレンダ機構の構
成について説明する。図１および図２を参照すると、ムーブメント１００において、日送
り機構は、日回し車５１０と、第一日ジャンパ５１４とを含む。日回し車５１０は、日回
し歯車５１０ｃと、日回し爪５１０ｄとを含む。筒車４８０の日送り歯車４８０ｂは、日
回し歯車５１０ｃと噛み合う。筒車４８０が回転することにより、日回し車５１０が２４
時間で１回転するように構成される。日中間車５３０の回転中心は、「６時側」に配置さ
れ、或いは、「５時側」と「６時側」との間の位置に配置され、或いは、「６時側」と「
８時側」との間の位置に配置されるのが好ましい。
【００３９】
　第一日車５１２が地板１０２に回転可能に組み込まれる。第一日ジャンパ５１４は地板
１０２に組み込まれる。第一日ジャンパ５１４は、ばね部と、ばね部の先端に設けられた
規正部とを含む。第一日ジャンパ５１４の規正部は第一日車５１２の歯部を規正する。日
回し車５１０が回転することにより、第一日車５１２が、１日に１度、１ピッチ（１歯）
分だけ回転するように構成される。
【００４０】
（１・７・１）第一日車の構成
　以下に、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、文字板１０４の１
２時位置に日窓１０４ｆが形成される場合の構成について説明する。しかしながら、本発
明のカレンダ機構付き時計のカレンダ機構は、文字板１０４の１２時以外の位置に日窓が
形成される場合に適用することも可能である。
【００４１】
　図１および図２を参照すると、ムーブメント１００は、筒車４８０の回転により回転す
る日回し車５１０と、日付のうちの一の位を表示することができる第一日車５１２と、第
一日車５１２の回転方向の位置を規正するための第一日ジャンパ５１４と、日付のうちの
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十の位を表示することができる第二日車５２２と、第二日車５２２の回転方向の位置を規
正するための第二日ジャンパ５２４と、特定の日付を単独で表示することができる第三日
車５３２と、第三日車５３２の回転に基づいて回転して第二日車５２２を回転させること
ができる日中間車５３０とを備える。本発明のカレンダ機構付き時計のカレンダ機構の実
施形態において、第三日車５３２が表示することができる特定の日付は、例えば「３０」
と「３１」である。
【００４２】
　第一日車５１２は地板１０２に対して回転可能に設けられる。第二日車５２２は筒車４
８０に対して回転可能に設けられる。第一日車５１２の回転中心と、第二日車５２２の回
転中心は同一の位置にある。すなわち、第一日車５１２の回転中心と、第二日車５２２の
回転中心は、時針４６４の回転中心（すなわち、筒車４８０の回転中心）と同じ位置に配
置される。日中間車５３０は、日車押え５０２に固定された日中間車ピン（図示せず）に
対して回転可能に設けられる。第一日ジャンパ５１４の規正部が第一日車５１２の歯部を
規正することができる。第三日車５３２の中心軸５３２ｐは、地板１０２に対して回転可
能なように組み込まれるのがよい。
【００４３】
　第一日車５１２は、第一日文字表示面５１２ｆを有する。第二日車５２２は、第二日文
字表示面５２２ｆをする。第三日車５３２は、第三日文字表示面５３２ｆを有する。第二
日文字表示面５２２ｆは、第一日文字表示面５１２ｆよりも文字板１０４に近い位置に配
置される。第三日文字表示面５３２ｆは、第二日文字表示面５２２ｆよりも文字板１０４
に近い位置に配置される。第一日車５１２が回転することによって、第三日車５３２は回
転することができるように構成される。第三日車５３２が回転することによって、第二日
車５２２は回転することができるように構成される。第三日車５３２が特定の回転方向の
位置にある状態において、第一日車５１２が特定の回転方向の位置にあるときだけ、第三
日車５３２は回転することができるように構成される。
【００４４】
　図３を参照すると、第一日車５１２はリング形状の第一日文字表示面５１２ｆを備える
。第一日車５１２は、内歯として形成された３１個の第一日車歯部５１６と、内歯として
形成された５個のカレンダ送り歯５１８ａ～５１８ｅとを含む。第一日車歯部５１６の歯
先円の直径は、カレンダ送り歯５１８ａ～５１８ｅの歯先円の直径より小さい。第一日車
歯部５１６は、等しい角度の間隔、すなわち（３６０／３１）度の角度間隔で形成される
。
【００４５】
　カレンダ送り歯は、基準となる第１カレンダ送り歯５１８ａと、第１カレンダ送り歯５
１８ａを基準として、第１の方向（すなわち、時計回り方向）に（３６０＊１０／３１）
度の角度間隔で形成された第２カレンダ送り歯５１８ｂと、第２カレンダ送り歯５１８ｂ
を基準として、前記第１の方向（すなわち、時計回り方向）に（３６０＊１０／３１）度
の角度間隔で形成された第３カレンダ送り歯５１８ｃと、第３カレンダ送り歯５１８ｃを
基準として、前記第１の方向（すなわち、時計回り方向）に（３６０／３１）度の角度間
隔で形成された第４カレンダ送り歯５１８ｄと、第４カレンダ送り歯５１８ｄを基準とし
て、前記第１の方向（すなわち、時計回り方向）に（３６０／３１）度の角度間隔で形成
された第５カレンダ送り歯５１８ｅとを含むように構成される。後述するように、第一日
車５１２の第５のカレンダ送り歯５１８ｅだけが、第三日車５３２の第１の第一日車噛合
い歯５３４ａと噛合うことができるように構成されている。すなわち、第一日車５１２の
第５のカレンダ送り歯５１８ｅの歯丈は、他の４個のカレンダ送り歯５１８ａ～５１８ｄ
の歯丈よりも長く形成されている。４個のカレンダ送り歯５１８ａ～５１８ｄの歯丈は、
同じ寸法に形成されるのが好ましい。
【００４６】
　２９個の数字からなる第一日文字５１２ｈが第一日文字表示面５１２ｆに設けられる。
すなわち、第一日文字５１２ｈは、「１」、「２」、「３」、「４」、「５」、「６」、
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「７」、「８」、「９」、「０」、「１」、「２」、「３」、「４」、「５」、「６」、
「７」、「８」、「９」、「０」、「１」、「２」、「３」、「４」、「５」、「６」、
「７」、「８」、「９」の２９個の数字を含む。第一日文字５１２ｈを構成する２９個の
数字は、等しい角度の間隔、すなわち（３６０／３１）度の角度間隔で第一日文字表示面
５１２ｆに配置される。最初の「１」の数字と、最後の「９」の数字の間には何も記載さ
れていない部分が存在する。前記何も記載されていない部分は、（３６０＊２／３１）度
の円周方向の角度範囲を含むように第一日文字表示面５１２ｆに配置される。
【００４７】
（１・７・２）第二日車の構成
　図４を参照すると、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第二日
車５２２は、９個の窓部を設けた円盤形状の第二日文字表示面５２２ｆを備える。第二日
車５２２は、さらに、外歯として形成された１５個の位置決め歯部５２６を含む。位置決
め歯部５２６は、等しい角度の間隔、例えば（３６０／１５）度の角度間隔で形成される
。第二日車５２２の中心貫通穴５２２ｈは、日車押さえ５０２に設けた第二日車案内パイ
プの外周筒部に対して回転可能なように組み込まれるのがよい。第二日ジャンパ５２４の
規正部が第二日車５２２の位置決め歯部５２６を規正することができる。
【００４８】
　第二日車５２２は、第二日文字表示面５２２ｆを有する。第二日文字表示面５２２ｆに
は、日付のうちの十の位を表示するための「０」、「１」、「２」の数字が、等しい角度
の間隔、すなわち（３６０／１５）度の角度間隔で設けられる。図示した実施形態におい
て、「０」、「１」、「２」の数字は３組設けられる。前記３つの「０」の数字は、（３
６０／３）度の角度間隔で設けられる。前記３つの「１」の数字は、（３６０／３）度の
角度間隔で設けられる。前記３つの「２」の数字は、（３６０／３）度の角度間隔で設け
られている。それぞれの「０」、「１」、「２」の数字は、（３６０／３０）度の角度の
範囲内に配置される。或いは、「０」の数字を設ける代わりに、その位置を「白紙」の部
分（すなわち、何の数字も設けられていない無地の部分）とする構成を適用することもで
きる。
【００４９】
　第二日車５２２の第二日文字表示面５２２ｆにおいて、十の位を表示するための一番目
の「０」の数字と、十の位を表示するための一番目の「１」の数字との間には窓部５２２
ｋ１が形成される。十の位を表示するための一番目の「１」の数字と、十の位を表示する
ための一番目の「２」の数字との間には窓部５２２ｋ２が形成される。十の位を表示する
ための一番目の「２」の数字と、十の位を表示するための二番目の「０」の数字との間に
は窓部５２２ｋ３が形成される。十の位を表示するための二番目の「０」の数字と、十の
位を表示するための二番目の「１」の数字との間には窓部５２２ｋ４が形成される。十の
位を表示するための二番目の「１」の数字と、十の位を表示するための二番目の「２」の
数字との間には窓部５２２ｋ６が形成される。十の位を表示するための二番目の「２」の
数字と、十の位を表示するための三番目の「０」の数字との間には窓部５２２ｋ６が形成
される。十の位を表示するための三番目の「０」の数字と、十の位を表示するための三番
目の「１」の数字との間には窓部５２２ｋ７が形成される。十の位を表示するための三番
目の「１」の数字と、十の位を表示するための三番目の「２」の数字との間には窓部５２
２ｋ８が形成される。十の位を表示するための三番目の「２」の数字と、十の位を表示す
るための前記一番目の「０」の数字との間には窓部５２２ｋ９が形成される。
【００５０】
　すなわち、第二日車５２２において、窓部５２２ｋ１、窓部５２２ｋ２、窓部５２２ｋ
３の組と、窓部５２２ｋ４、窓部５２２ｋ５、窓部５２２ｋ６の組と、窓部５２２ｋ７、
窓部５２２ｋ８、窓部５２２ｋ９の組とが設けられる。窓部５２２ｋ１の中心と、窓部５
２２ｋ２の中心とは、例えば（３６０／１５）度の角度間隔で形成される。窓部５２２ｋ
１を形成する円周方向の角度範囲は、例えば（３６０／３０）度の角度範囲を含むように
形成される。窓部５２２ｋ２を形成する円周方向の角度範囲は、例えば（３６０／３０）
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度の角度範囲を含むように形成される。窓部５２２ｋ３を形成する円周方向の角度範囲は
、例えば（３６０＊２．５／１５）度の角度範囲を含むように形成される。窓部５２２ｋ
４、窓部５２２ｋ５、窓部５２２ｋ６の組についても、上記窓部５２２ｋ１、窓部５２２
ｋ２、窓部５２２ｋ３の組と同様な形状および配置となるように構成される。また、窓部
５２２ｋ７、窓部５２２ｋ８、窓部５２２ｋ９の組についても、上記窓部５２２ｋ１、窓
部５２２ｋ２、窓部５２２ｋ３の組と同様な形状および配置となるように構成される。
【００５１】
　或いは、窓部を形成する代わりに、同様の形状を含む切り欠き部を第二日文字表示面５
２２ｆに形成することもできる。或いは、窓部を形成する代わりに、第二日文字表示面５
２２ｆを透明な材料（例えば、アクリルなどの透明なプラスチック）で形成し、窓部と同
様の形状を透明なまま維持し、数字を印刷することもできる。この構成では、数字は窓部
を除く第二日文字表示面５２２ｆを白地に印刷し、数字は黒文字となるように印刷するこ
とができる。ムーブメント１００において、第二日車５２２の窓部の下には、第一日車５
１２の第一日文字表示面５１２ｆの数字のうちの１つを配置することができるようになっ
ている。第二日文字表示面５２２ｆは、第一日文字表示面５１２ｆよりも文字板１０４に
近い位置に配置される。図４に示す状態では、文字板１０４の日窓１０４ｆには、第二日
文字表示面５２２における日付のうちの十の位を表示するための「２」の数字が配置され
る。
【００５２】
（１・７・３）第三日車の構成
　図５を参照すると、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第三日
車５３２は、第三日板５３３と、第一日車噛合い歯車５３４と、日中間車駆動歯車５３５
とを含む。第三日車５３２の中心軸５３２ｐは、地板１０２に対して回転可能なように組
み込まれるのがよい。或いは、第三日車５３２に中心穴を設け、その中心穴が、地板１０
２に固定された軸に対して回転可能なように組み込むこともできる。第三日車５３２の回
転中心は、「１２時側」に配置されるのが好ましい。
【００５３】
　第三日板５３３は、円盤形状の第三日文字表示面５３２ｆを備える。第三日文字表示面
５３２ｆは、中心に対する開角度が（３６０＊２／５）度となるように形成された第三日
文字印刷面５３２ｍと、中心に対する開角度が（３６０＊３／５）度となるように形成さ
れた非印刷面５３２ｎとを含む。第三日文字印刷面５３２ｇにおいて、背景を白地として
「３０」および「３１」の第三日文字が印刷される。非印刷面５３２ｎは、アクリルなど
のプラスチックを用いて透明な材料で形成される。この構成では、数字は窓部を除く第二
日文字表示面５２２ｆを白地に印刷し、数字は黒文字となるように印刷することができる
。非印刷面５３２ｎを設けるかわりに、中心に対する開角度が２４０度となるように形成
された切欠き部を形成することもできる。
【００５４】
　第一日車噛合い歯車５３４は、外歯として形成された５個の第一日車噛合い歯５３４ａ
～５３４ｅを含む。第一日車噛合い歯５３４ａ～５３４ｅは、等しい角度の間隔、例えば
（３６０／５）度の角度間隔で形成される。第１の第一日車噛合い歯５３４ａは、その歯
丈が、他の４個の第一日車噛合い歯５３４ｂ～５３４ｅの歯丈よりも短くなるように形成
されている。前記４個の第一日車噛合い歯５３４ｂ～５３４ｅの歯丈は、同じ寸法に形成
されるのが好ましい。
【００５５】
　第１の第一日車噛合い歯５３４ａは、第一日車５１２の第１のカレンダ送り歯５１８ａ
と噛合うことができないように構成される。第１の第一日車噛合い歯５３４ａは、第一日
車５１２の第２のカレンダ送り歯５１８ｂと噛合うことができないように構成される。第
１の第一日車噛合い歯５３４ａは、第一日車５１２の第３のカレンダ送り歯５１８ｃと噛
合うことができないように構成される。第１の第一日車噛合い歯５３４ａは、第一日車５
１２の第４のカレンダ送り歯５１８ｄと噛合うことができないように構成される。これに
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対して。第１の第一日車噛合い歯５３４ａは、第一日車５１２の第５のカレンダ送り歯５
１８ｅと噛合うことができるように構成される。
【００５６】
　第２の第一日車噛合い歯５３４ｂは、第一日車５１２において、第１のカレンダ送り歯
５１８ａ以外の４個のカレンダ送り歯と噛合うことができるように構成される。第３の第
一日車噛合い歯５３４ｃは、第一日車５１２において、第１のカレンダ送り歯５１８ａ以
外の４個のカレンダ送り歯と噛合うことができるように構成される。第４の第一日車噛合
い歯５３４ｄは、第一日車５１２において、第１のカレンダ送り歯５１８ａ以外の４個の
カレンダ送り歯と噛合うことができるように構成される。第５の第一日車噛合い歯５３４
ｅは、第一日車５１２において、第１のカレンダ送り歯５１８ａ以外の４個のカレンダ送
り歯と噛合うことができるように構成される。
【００５７】
　第三日文字表示面５３２ｆには、特定の日付を単独で表示するための「３０」、「３１
」の数字が、等しい角度の間隔、すなわち（３６０／５）度の角度間隔で設けられる。前
記２つの「３０」、「３１」の数字は、それぞれ（３６０／５）度の角度の範囲内に配置
される。第１の第一日車噛合い歯５３４ａは、「３１」の数字を表示した状態において、
第一日車５１２のカレンダ送り歯によって回転されるように配置される。
【００５８】
　ムーブメント１００において、第三日車５３２の非印刷面５３２ｎの下には、第二日車
５２２の第二日文字表示面５２２ｆの数字のうちの１つと、第一日車５１２の第一日文字
表示面５１２ｆの数字のうちの１つとを配置することができるようになっている。第二日
文字表示面５２２ｆは、第一日文字表示面５１２ｆよりも文字板１０４に近い位置に配置
される。第三日文字表示面５３２ｆは、第二日文字表示面５２２ｆよりも文字板１０４に
近い位置に配置される。
【００５９】
　日中間車駆動歯車５３５は、外歯として形成された１０個の日中間車噛合い歯を含む。
日中間車駆動歯車５３５の日中間車噛合い歯は、日中間車５３０の第三日車噛合い歯と噛
み合って回転を伝達すことができるように構成される。日中間車噛合い歯は、等しい角度
の間隔、例えば（３６０／１０）度の角度間隔で形成される。日中間車駆動歯車５３５は
、第一日車噛合い歯車５３４よりも文字板１０４に近い位置に設けられる。
【００６０】
（１・７・４）日中間車の構成
　図１および図２を参照すると、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態におい
て、日中間車５３０は、外歯として形成された１０個の第三日車噛合い歯を含む。第三日
車噛合い歯は、等しい角度の間隔、例えば（３６０／１０）度の角度間隔で形成される。
日中間車駆動歯車５３５は、第一日車噛合い歯車５３４よりも文字板１０４に近い位置に
設けられる。日中間車５３０の第三日車噛合い歯は、第三日車５３２の日中間車噛合い歯
と噛み合って回転を伝達すことができるように構成される。また、日中間車５３０の第三
日車噛合い歯は、第二日車５２２の位置決め歯部５２６と噛み合って回転を伝達すことが
できるように構成される。
【００６１】
　日中間車５３０の中心軸（図示せず）は、地板１０２および日車押さえに対して回転可
能なように組み込むことができる。或いは、日中間車５３０に中心穴を設け、その中心穴
が、地板１０２又は日車押さえに固定された軸に対して回転可能なように組み込むことも
できる。或いは、日中間車５３０に中心穴を設け、その中心穴が、日車押さえに固定され
た軸に対して回転可能なように、日中間車５３０を日車押さえに固定することもできる。
日中間車５３０の回転中心は、「１２時側」に配置されるのが好ましい。第一日車５１２
の回転中心と、第三日車５３２の回転中心と、日中間車５３０の回転中心とは、巻真４１
０の回転中心軸線に対して直交する直線上に配置されるのが好ましい。
【００６２】
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（１・８）カレンダ送りの作用
（１・８・１）第一日車を正方向に回転させる前の状態
　次に、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、カレンダ送りの作用
について説明する。図８は、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、
第一日車５１２を回転させる前の状態（すなわち、日送り前の状態）における、文字板側
から見たムーブメント１００の裏側の構造を示す平面図である。
【００６３】
　図２、図８、図２６および図２９を参照すると、電池４４０が時計の動力源を構成する
。水晶ユニット６５０に収容された水晶振動子が、例えば、３２，７６８ヘルツで発振す
る。この水晶振動子の振動に基づいて、集積回路６５４に内蔵されている発振部６０２が
基準信号を出力し、分周制御部６０４が発振部６０２の出力信号を分周する。モータ駆動
部６０６が分周制御部６０４の出力信号に基づいて、ステップモータを駆動するモータ駆
動信号をコイルブロック６３０に出力する。コイルブロック６３０がモータ駆動信号を入
力すると、ステータ６３２が磁化して、ロータ６３４を回転させる。ロータ６３４は、例
えば、１秒ごとに１８０度回転する。ロータ６３４の回転に基づいて、五番車４４１の回
転を介して四番車４４２が回転する。四番車４４２は１分間に１回転する。四番車４４２
に取付けられた秒針４６０により、時刻情報のうちの「秒」を表示する。
【００６４】
　三番車４４４が四番車４４２の回転に基づいて回転する。二番車４４６が三番車４４４
の回転に基づいて回転する。二番車４４６の代わりに分車を用いてもよい。二番車４４６
は１時間に１回転する。二番車４４６に取付けられた分針４６２により、時刻情報のうち
の「分」を表示する。スリップ機構が二番車４４６に設けられる。スリップ機構により、
針合わせをするときに、規正レバー４６８により五番車４４２の歯車部を規正して秒針４
６０を停止させた状態で、巻真４１０を回転させることにより、分針４６２及び時針４６
４を回転させることができる。日の裏車４４８が二番車４４６の回転に基づいて回転する
。筒車４８０が日の裏車４４８の回転に基づいて回転する。筒車４８０は１２時間に１回
転する。筒車４８０に取付けられた時針４６４により、時刻情報のうちの「時」を表示す
る。
【００６５】
　図８および図２６を参照すると、日回し車５１０は、筒車４８０の回転に基づいて回転
する。日回し車５１０が回転することにより、日回し車５１０の日回し爪５１０ｄは第一
日車５１２を回転させる。図８を参照すると、日回し車５１０が矢印で示す方向（反時計
回り方向）に回転することにより、日回し爪５１０ｄは第一日車歯部５１６を送り、１日
に１度、第一日車５１２を時計回り方向に回転させることができる。
【００６６】
　第二日ジャンパ５２４の規正部５２４ｃ、５２４ｄが、第二日車５２２の位置決め歯部
５２６を規正している。日回し車５１０は１個の日回し爪５１０ｄを含む。日回し車５１
０は矢印で示す方向（反時計回り方向）に回転することができる。日中間車５３０は外歯
として形成された１０個の日中間歯５３０ａを含む。第二日車５２２により文字板１０４
の日窓１０４ｆから表示されている日文字は「２」であり、第二日車５２２の窓部を通し
て見ることができる第一日車５１２の日文字は「９」である。第三日車５３２の非印刷面
５３２ｎにおいて、数字「３０」から反時計回り方向に隣接する部分が文字板１０４の日
窓１０４ｆの下に配置される。すなわち、第二日車５２２と第一日車５１２により、文字
板１０４の日窓１０４ｆから第三日車５３２の非印刷面５３２ｎを通して、現在の日付、
「２９」日を表示している。
【００６７】
（１・８・２）第一日車を正方向に回転させようとしている状態
　図９は、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２を
正方向（反時計回り方向）に回転させようとしている状態（すなわち、日送りを開始した
状態）における、文字板側から見たムーブメント１００の裏側の構造を示す部分平面図で
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ある。図９を参照すると、第二日ジャンパ５２４の規正部５２４ｃ、５２４ｄが、第二日
車５２２の位置決め歯部５２６を規正している。日回し車５１０が矢印で示す方向（反時
計回り方向）に回転することにより、日回し爪５１０ｄは第一日車歯部５１６を送り始め
、第一日車５１２を反時計回り方向に回転させる。第一日車５１２が反時計回り方向に回
転することにより、第３カレンダ送り歯５１８ｃは、第三日車５３２の第４の第一日車噛
合い歯５３４ｄを回転させる動作を開始する。第三日車５３２の第２の第一日車噛合い歯
５３４ｂは、日中間車駆動歯車５３５を回転させる動作を開始する。日中間車駆動歯車５
３５は、日中間車５３０を回転させる動作をする。日中間車５３０の第三日車噛合い歯部
５３０ａは、第二日車５２２の位置決め歯部５２６を回転させる動作を開始する。
【００６８】
（１・８・３）第一日車を正方向に回転させている状態
　図１０は、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２
を正方向（反時計回り方向）に回転させている途中の状態で、第一日車５１２が正方向に
回転して、第一日車５１２の歯部５１６の先端部と、第一日ジャンパ５１４の規正部５１
４ｃと５１４ｄが交差する先端部とが接触しようとしている状態における、文字板側から
見たムーブメント１００の裏側の構造を示す部分平面図である。図１０を参照すると、日
回し車５１０は矢印で示す方向に回転することにより、第一日車５１２が反時計回り方向
に回転する。第一日車５１２が回転することにより、第３カレンダ送り歯５１８ｃは、第
三日車５３２の第４の第一日車噛合い歯５３４ｄを回転させる。第三日車５３２の第２の
第一日車噛合い歯５３４ｂは、日中間車駆動歯車５３５を回転させる。日中間車駆動歯車
５３５は、日中間車５３０を回転させる動作をする。日中間車５３０の第三日車噛合い歯
部５３０ａは、第二日車５２２の位置決め歯部５２６を回転させる。
【００６９】
　このような第一日車５１２の送り状態の途中で、第一日車５１２の歯部５１６の先端部
と、第一日ジャンパ５１４の規正部５１４ｃと５１４ｄが交差する先端部とが接触する状
態になる。また、第二日車５２２の送り状態の途中で、第二日車５２２の位置決め歯部５
２６の先端部と、第二日ジャンパ５２４の規正部５２４ｃと５２４ｄが交差する先端部と
が接触する状態になる。
【００７０】
（１・８・４）第一日車が正方向に１ピッチ回転した状態
　図１１は、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２
が正方向（反時計回り方向）に１ピッチ（第一日車の１歯分、すなわち、（３６０／３１
）度だけ）回転した状態における、文字板側から見たムーブメント１００の裏側の構造を
示す部分平面図である。図１１を参照すると、図１０に示す状態からさらに日回し車５１
０が矢印で示す方向に回転して、日回し爪５１０ｄが第一日車５１２を矢印で示す方向に
回転させると、第一日ジャンパ５１４の弾性力により、第一日車５１２は、図８に示す状
態から反時計回り方向に（３６０／３１）度回転した位置に位置決めされる。また、第二
日ジャンパ５２４の弾性力により、第二日車５２２は、図８に示す状態から時計回り方向
に（３６０／１５）度回転した位置に位置決めされる。第三日車５３２は、図８に示す状
態から反時計回り方向に（３６０／５）度回転した位置に位置決めされる。その結果、第
三日車５３２の印刷面５３２ｍに設けられている数字「３０」が文字板１０４の日窓１０
４ｆの下に配置される。第二日車５２２と第一日車５１２は、第三日車５３２の下に位置
するので、文字板１０４の日窓１０４ｆから見ることはできない。すなわち、図１１に示
すように、第三日車５３２が単独で、現在の日付「３０」日を表示する状態になる。
【００７１】
（１・８・５）第一日車を更に正方向に回転させている状態
　図１２は、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２
を更に正方向（反時計回り方向）に回転させている途中の状態で、第一日車５１２が、更
に正方向に回転して、第一日車５１２の歯部５１６の先端部と、第一日ジャンパ５１４の
規正部５１４ｃと５１４ｄが交差する先端部とが接触しようとしている状態における、文
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字板側から見たムーブメント１００の裏側の構造を示す部分平面図である。図１２を参照
すると、日回し車５１０は矢印で示す方向に回転することにより、第一日車５１２が反時
計回り方向に回転する。第一日車５１２が回転することにより、第４カレンダ送り歯５１
８ｄは、第三日車５３２の第５の第一日車噛合い歯５３４ｅを回転させる。第三日車５３
２の第３の第一日車噛合い歯５３４ｃは、日中間車駆動歯車５３５を回転させる。日中間
車駆動歯車５３５は、日中間車５３０を回転させる動作をする。日中間車５３０の第三日
車噛合い歯部５３０ａは、第二日車５２２の位置決め歯部５２６を回転させる。
【００７２】
（１・８・６）第一日車が正方向に更に１ピッチ回転した状態
　図１３は、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２
が正方向（反時計回り方向）に更に１ピッチ（第一日車の１歯分、すなわち、（３６０／
３１）度だけ）回転した状態における、文字板側から見たムーブメント１００の裏側の構
造を示す部分平面図である。図１３を参照すると、図１２に示す状態からさらに日回し車
５１０が矢印で示す方向に回転して、日回し爪５１０ｄが第一日車５１２を矢印で示す方
向に回転させると、第一日ジャンパ５１４の弾性力により、第一日車５１２は、図１１に
示す状態から反時計回り方向に（３６０／３１）度回転した位置に位置決めされる。また
、第二日ジャンパ５２４の弾性力により、第二日車５２２は、図１１に示す状態から時計
回り方向に（３６０／１５）度回転した位置に位置決めされる。第三日車５３２は、図１
１に示す状態から反時計回り方向に（３６０／５）度回転した位置に位置決めされる。そ
の結果、第三日車５３２の印刷面５３２ｍに設けられている数字「３１」が文字板１０４
の日窓１０４ｆの下に配置される。第二日車５２２と第一日車５１２は、第三日車５３２
の下に位置するので、文字板１０４の日窓１０４ｆから見ることはできない。すなわち、
図１３に示すように、第三日車５３２が単独で、現在の日付、「３１」日を表示する状態
になる。
【００７３】
（１・８・７）第一日車をなお更に正方向に回転させている状態
　図１４は、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２
をなお更に正方向（反時計回り方向）に回転させている途中の状態で、第一日車５１２が
、なお更に正方向に回転して、第一日車５１２の歯部５１６の先端部と、第一日ジャンパ
５１４の規正部５１４ｃと５１４ｄが交差する先端部とが接触しようとしている状態にお
ける、文字板側から見たムーブメント１００の裏側の構造を示す部分平面図である。図１
４を参照すると、日回し車５１０は矢印で示す方向に回転することにより、第一日車５１
２が反時計回り方向に回転する。第一日車５１２が回転することにより、第５カレンダ送
り歯５１８ｅは、第三日車５３２の第１の第一日車噛合い歯５３４ａを回転させる。第三
日車５３２の第４の第一日車噛合い歯５３４ｄは、日中間車駆動歯車５３５を回転させる
。日中間車駆動歯車５３５は、日中間車５３０を回転させる動作をする。日中間車５３０
の第三日車噛合い歯部５３０ａは、第二日車５２２の位置決め歯部５２６を回転させる。
【００７４】
（１・８・８）第一日車が正方向になお更に１ピッチ回転した状態
　図１５は、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２
が正方向（反時計回り方向）に更に１ピッチ（第一日車の１歯分、すなわち、（３６０／
３１）度だけ）回転した状態における、文字板側から見たムーブメント１００の裏側の構
造を示す部分平面図である。図１５を参照すると、図１４に示す状態からさらに日回し車
５１０が矢印で示す方向に回転して、日回し爪５１０ｄが第一日車５１２を矢印で示す方
向に回転させると、第一日ジャンパ５１４の弾性力により、第一日車５１２は、図１３に
示す状態から反時計回り方向に（３６０／３１）度回転した位置に位置決めされる。また
、第二日ジャンパ５２４の弾性力により、第二日車５２２は、図１３に示す状態から時計
回り方向に（３６０／１５）度回転した位置に位置決めされる。第三日車５３２は、図１
３に示す状態から反時計回り方向に（３６０／５）度回転した位置に位置決めされる。そ
の結果、第二日車５２２により文字板１０４の日窓１０４ｆから表示されている日文字は
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「０」であり、第二日車５２２の窓部を通して見ることができる第一日車５１２の日文字
は「１」である。第三日車５３２の非印刷面５３２ｎにおいて、数字「３１」から時計回
り方向に隣接する部分が文字板１０４の日窓１０４ｆの下に配置される。すなわち、第二
日車５２２と第一日車５１２により、文字板１０４の日窓１０４ｆから第三日車５３２の
非印刷面５３２ｎを通して、現在の日付、「０１」日を表示している。
【００７５】
（１・８・９）「０１日」から「０２日」に変わる作動
　本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２と第二日車
５２２による日付の表示が「０１日」から「０２日」に変わるとき、日回し車５１０が回
転することにより、第一日車５１２が反時計回り方向に回転する。このとき、第三日車５
３２は回転しない。その結果、第二日車５２２により文字板１０４の日窓１０４ｆから表
示されている日文字は「０」のままであり、第二日車５２２の窓部を通して見ることがで
きる第一日車５１２の日文字は「１」から「２」に変わる。すなわち、第二日車５２２と
第一日車５１２により、文字板１０４の日窓１０４ｆから第三日車５３２の非印刷面５３
２ｎを通して、現在の日付、「０２」日を表示することができる。
【００７６】
（１・８・１０）「０９日」から「１０日」に変わる作動
　本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２と第二日車
５２２による日付の表示が「９日」から「１０日」になるとき、日回し車５１０が回転す
ることにより、第一日車５１２が反時計回り方向に回転する。第一日車５１２が回転する
ことにより、カレンダ送り歯は、第三日車５３２の第一日車噛合い歯を回転させる。第三
日車５３２の日中間車駆動歯車５３５は、日中間車５３０を回転させる。日中間車５３０
の第三日車噛合い歯部５３０ａは、第二日車５２２の位置決め歯部５２６を回転させる。
その結果、第二日車５２２により文字板１０４の日窓１０４ｆから表示されている日文字
は「０」から「１」に変わり、第二日車５２２の窓部を通して見ることができる第一日車
５１２の日文字は「９」から「０」に変わる。すなわち、第二日車５２２と第一日車５１
２により、文字板１０４の日窓１０４ｆから第三日車５３２の非印刷面５３２ｎを通して
、現在の日付、「１０」日を表示することができる。「１９」日から「２０」日に変わる
作動についても同様である。
【００７７】
（１・９）カレンダ修正機構
　以下に、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、カレンダ修正機構
の構成と、カレンダを修正するときの作動について説明する。
【００７８】
（１・９・１）カレンダ修正機構の構成
　以下に、本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、カレンダ修正機構
の構成と、カレンダを修正するときの作動について説明する。　図１、図２、図２８、図
２９を参照すると、ムーブメント１００において、カレンダ修正機構は、第一カレンダ修
正車５９０と、第二カレンダ修正車５９１と、日修正レバー５９３とを含む。第二カレン
ダ修正車５９１は、地板１０２に設けられた第二カレンダ修正車ピンを回転中心として回
転できるように構成される。日修正レバーピン５９３ｂが、第二カレンダ修正車５９１に
固定される。日修正レバーピン５９３ｂの回転中心軸線は、第二カレンダ修正車５９１の
回転中心軸線から偏心した位置に配置される。日修正レバー５９３は、前記日修正レバー
ピン５９３ｂの軸部に対して回転できるように構成される。
【００７９】
　日修正レバー５９３は、第二カレンダ修正車５９１が回転することにより偏心運動して
、日修正レバー５９３の修正用先端部が第一日車歯部５１６に接触することができるよう
に構成される。日修正レバー５９３の修正用先端部の移動により、第一日車５１２を１ピ
ッチずつ回転させることができるように構成される。巻真４１０が１段目にある状態にお
いて、第一カレンダ修正車５９０の連動穴が巻真４１０の第２角部４１０ｆと嵌め合い、
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巻真４１０の回転に基づいて第一カレンダ修正車５９０が回転するように構成される。
【００８０】
　この状態で、巻真４１０を第１の方向に、例えば、左回転させる方向に回転させると、
第一カレンダ修正車５９０の回転に基づいて、第二カレンダ修正車５９１が回転するよう
に構成される。第二カレンダ修正車５９１の回転に基づいて日修正レバー５９３が移動し
て、日修正レバー５９３の修正用先端部が第一日車５１２を反時計回り方向に１ピッチず
つ回転させることができるように構成される。巻真４１０を１段目に引き出した状態で、
巻真４１０を第１の方向（左回転させる方向）に回転させると、日修正レバー５９３の修
正用先端部が第一日車５１２を反時計回り方向に１ピッチずつ回転させ、第一日車５１２
が反時計回り方向に回転することにより、第３カレンダ送り歯５１８ｃは、第三日車５３
２の第４の第一日車噛合い歯５３４ｄを回転させ、第三日車５３２の日中間車駆動歯車５
３５は日中間車５３０を回転させ、日中間車５３０の第三日車噛合い歯部５３０ａは、第
二日車５２２の位置決め歯部５２６を回転させることができるように構成される。
【００８１】
　本発明のカレンダ修正機構において、巻真４１０が１段目にあるときに、巻真４１０を
第１の方向（左回転させる方向）に回転させることにより「日修正」を行うことができ、
前記第１の方向と反対の方向（右回転させる方向）に巻真４１０を回転させても「日修正
」を行うことはできないようになっている。
【００８２】
（１・９・２）「０１日」から「０２日」に修正するときの作動
　本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２と第二日車
５２２による日付の表示を「０１日」から「０２日」に修正するとき、巻真４１０を１段
目に引き出した状態で、巻真４１０を第１の方向（左回転させる方向）に回転させると、
日修正レバー５９３の修正用先端部が第一日車５１２を反時計回り方向に１ピッチずつ回
転させる。このとき、第一日車５１２が反時計回り方向に回転する。その結果、第二日車
５２２により文字板１０４の日窓１０４ｆから表示されている日文字は「０」のままであ
り、第二日車５２２の窓部を通して見ることができる第一日車５１２の日文字は「１」か
ら「２」に変わる。
【００８３】
（１・９・３）「０９日」から「１０日」に修正するときの作動
　本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２と第二日車
５２２による日付の表示を「９日」から「１０日」に修正するとき、巻真４１０を１段目
に引き出した状態で、巻真４１０を第１の方向（左回転させる方向）に回転させると、日
修正レバー５９３の修正用先端部が第一日車５１２を反時計回り方向に１ピッチずつ回転
させる。このとき、第一日車５１２が回転することにより、カレンダ送り歯は、第三日車
５３２の第一日車噛合い歯を回転させる。第三日車５３２の日中間車駆動歯５３５は、日
中間車５３０を回転させる。日中間車５３０の第三日車噛合い歯部５３０ａは、第二日車
５２２の位置決め歯部５２６を回転させる。その結果、第二日車５２２により文字板１０
４の日窓１０４ｆから表示されている日文字は「０」から「１」に変わり、第二日車５２
２の窓部を通して見ることができる第一日車５１２の日文字は「９」から「０」に変わる
。「１９」日から「２０」に変わる作動についても同様である。
【００８４】
（１・９・４）「２９日」から「３０日」に修正するときの作動
　本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２と第二日車
５２２による日付の表示が「２９日」であるときに、その日付の表示を「３０日」に修正
するとき、巻真４１０を１段目に引き出した状態で、巻真４１０を第１の方向（左回転さ
せる方向）に回転させると、日修正レバー５９３の修正用先端部が第一日車５１２を反時
計回り方向に１ピッチずつ回転させる。このとき、第一日車５１２が反時計回り方向に回
転する。第一日車５１２が回転することにより、カレンダ送り歯は、第三日車５３２の第
一日車噛合い歯を回転させる。第三日車５３２の第一日車噛合い歯は、日中間車駆動歯車
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５３５を回転させる。日中間車駆動歯車５３５は、第二日車５２２の位置決め歯部５２６
を回転させる。その結果、第三日車５３２が単独で、現在の日付、「３０」日を表示する
ことができる。
【００８５】
（１・９・５）「３０日」から「３１日」に修正するときの作動
　本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２と第二日車
５２２による日付の表示を「３０日」から「３１日」に修正するとき、巻真４１０を１段
目に引き出した状態で、巻真４１０を第１の方向（左回転させる方向）に回転させると、
日修正レバー５９３の修正用先端部が第一日車５１２を反時計回り方向に１ピッチずつ回
転させる。このとき、第一日車５１２が反時計回り方向に回転する。第一日車５１２が回
転することにより、カレンダ送り歯は、第三日車５３２の第一日車噛合い歯を回転させる
。第三日車５３２の日中間車駆動歯５３５は、日中間車５３０を回転させる。日中間車５
３０の第三日車噛合い歯部５３０ａは、第二日車５２２の位置決め歯部５２６を回転させ
る。その結果、第三日車５３２により文字板１０４の日窓１０４ｆから表示されている日
文字は「３０」から「３１」に変わる。
【００８６】
（１・９・６）「３１日」から「０１日」に修正するときの作動
　本発明のカレンダ機構付き時計の第１の実施形態において、第一日車５１２と第二日車
５２２による日付の表示を「３１日」から「０１日」に修正するとき、巻真４１０を１段
目に引き出した状態で、巻真４１０を第１の方向（左回転させる方向）に回転させると、
日修正レバー５９３の修正用先端部が第一日車５１２を反時計回り方向に１ピッチずつ回
転させる。このとき、第一日車５１２が反時計回り方向に回転する。第一日車５１２が回
転することにより、カレンダ送り歯は、第三日車５３２の第一日車噛合い歯を回転させる
。第三日車５３２の日中間車駆動歯５３５は、日中間車５３０を回転させる。日中間車５
３０の第三日車噛合い歯部５３０ａは、第二日車５２２の位置決め歯部５２６を回転させ
る。その結果、第二日車５２２により文字板１０４の日窓１０４ｆから日文字「０」を表
示し、第二日車５２２の窓部を通して第一日車５１２により日文字は「１」を表示するこ
とができる。すなわち、第二日車５２２と第一日車５１２により、文字板１０４の日窓１
０４ｆから第三日車５３２の非印刷面５３２ｎを通して、現在の日付、「０１」日を表示
することができる。
【００８７】
（１・１０）カレンダ修正による日車の位相ずれを補正する作動
（１・１０・１）正規のカレンダ表示状態
　図３０を参照すると、正規のカレンダ表示状態において、第一日車５１２、第二日車５
２２、第三日車５３２がそれぞれ表示する数字の組み合わせが示されている。例えば、第
三日車５３２により「３１」を表示している状態では、文字板１０４の日窓１０４ｆの下
において、第三日車５３２の「３１」の数字の下には、第二日車５２２の数字はなく、ま
た、第一日車５１２の数字もない。
【００８８】
（１・１０・２）第１の位相がずれた状態
　図３１を参照すると、第三日車５３２により「３１」を表示している状態で時計に衝撃
が加わって、第一日車５１２だけが時計回り方向に１ピッチ回転されたとき、文字板１０
４の日窓１０４ｆの下において、第三日車５３２の「３１」の数字の下には、第二日車５
２２の数字はないが、第一日車５１２の「１」の数字が配置される。このような場合、実
際の日付が「１」日になるように時計が進んでも、第三日車５３２により表示される「３
１」は変わらず、それ以後、不適当なカレンダ表示状態が継続される。従来の時計では、
時計を分解して、第一日車５１２、第二日車５２２、第三日車５３２がそれぞれ表示する
数字の組み合わせを、図３０に示す正規のカレンダ表示状態になるように修正しなければ
ならなかった。
【００８９】
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　本発明の実施の形態によると、図３１に示すように、第三日車５３２により「３１」を
表示している状態で時計に衝撃が加わって、第一日車５１２だけが時計回り方向に１ピッ
チ回転されたとき、巻真４１０を１段目に引き出した状態で、巻真４１０を第１の方向（
左回転させる方向）に回転させると、日修正レバー５９３の作動により、第一日車５１２
が反時計回り方向に回転させることができる。
【００９０】
　図１３に示す位置に第三日車５３２が配置されているとき（ただし、第一日車５１２だ
けが時計回り方向に１ピッチ回転されている状態を想定するとき）、巻真４１０の回転に
より第一日車５１２を回転させても、第三日車５３２の第２の日車噛合い歯５３４ｂから
第５の日車噛合い歯５３４ｅは、第三日車５３２の第一日車噛合い歯を回転させることが
できない。前述したように、第三日車５３２の第１の第一日車噛合い歯５３４ａだけが、
第一日車５１２の第５のカレンダ送り歯５１８ｅと噛合うことができる。したがって、巻
真４１０を第１の方向（左回転させる方向）に回転させ続けて、第一日車５１２の第５の
カレンダ送り歯５１８ｅにより第三日車５３２の第１の第一日車噛合い歯５３４ａを回転
させることによって、図３０に示す正規のカレンダ表示状態になるように修正することが
できる。
【００９１】
（１・１０・３）第２の位相がずれた状態
　図３２を参照すると、第三日車５３２により「３１」を表示している状態で時計に衝撃
が加わって、第一日車５１２だけが反時計回り方向に１ピッチ回転された状態において、
文字板１０４の日窓１０４ｆの下において、第三日車５３２の「３１」の数字の下には、
第二日車５２２の数字はなく、第一日車５１２の数字はないが、第一日車５１２は反時計
回り方向に１ピッチ回転されている。このような場合、実際の日付が「１」日になるよう
に時計が進んでも、第一日車５１２により「１」を表示することはできない。このような
場合、次の「０２」を表示すべき時には「１１」が表示され、それ以後、不適当なカレン
ダ表示状態が継続される。従来の時計では、時計を分解して、第一日車５１２、第二日車
５２２、第三日車５３２がそれぞれ表示する数字の組み合わせを、図３０に示す正規の状
態になるように修正しなければならなかった。
【００９２】
　本発明の実施の形態によると、図３２に示すように、第三日車５３２により「３１」を
表示している状態で、第一日車５１２だけが反時計回り方向に１ピッチ回転された状態に
おいて、巻真４１０を１段目に引き出した状態で、巻真４１０を第１の方向（左回転させ
る方向）に回転させると、日修正レバー５９３の作動により、第一日車５１２が反時計回
り方向に回転させることができる。
【００９３】
　図１３に示す位置に第三日車５３２が配置されているとき（ただし、第一日車５１２だ
けが反時計回り方向に１ピッチ回転されている状態を想定するとき）、巻真４１０の回転
により第一日車５１２を回転させても、第三日車５３２の第２の日車噛合い歯５３４ｂか
ら第５の日車噛合い歯５３４ｅは、第三日車５３２の第一日車噛合い歯を回転させること
ができない。前述したように、第三日車５３２の第１の第一日車噛合い歯５３４ａだけが
、第一日車５１２の第５のカレンダ送り歯５１８ｅと噛合うことができる。したがって、
巻真４１０を第１の方向（左回転させる方向）に回転させ続けて、第一日車５１２の第５
のカレンダ送り歯５１８ｅにより第三日車５３２の第１の第一日車噛合い歯５３４ａを回
転させることによって、図３０に示す正規のカレンダ表示状態になるように修正すること
ができる。
【００９４】
（２）第２の実施の形態：
　次に、本発明の第２の実施の形態を説明する。以下の説明は、本発明の第２の実施形態
が本発明の第１の実施形態と異なる点を主に述べる。したがって、以下に記載がない個所
は、前述した本発明の第１の実施形態についての説明をここに準用する。
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【００９５】
（２・１）カレンダ機構の構成
　以下に、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、カレンダ機構の構
成について説明する。図１６および図１７を参照すると、ムーブメント７００において、
日送り機構は、日回し車５１０と、第一日ジャンパ５１４とを含む。筒車４８０が回転す
ることにより、日回し車５１０が２４時間で１回転するように構成される。第一日車５１
２が地板１０２に回転可能に組み込まれる。本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施
形態において、日回し車５１０、第一日ジャンパ５１４、第一日車５１２は、上述した第
１の実施形態と同様に構成することができる。
【００９６】
（２・２）第二日車の構成
　図６を参照すると、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第二日
車７２２は、９個の窓部を設けた円盤形状の第二日文字表示面７２２ｆを備える。本発明
のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第二日文字表示面７２２ｆは、上述
した第１の実施形態における第二日文字表示面５２２ｆと同様に構成することができる。
すなわち、第二日車７２２の第二日文字表示面５２２ｆにおいて、窓部７２２ｋ１から窓
部７２２ｋ９が形成される。第二日文字表示面７２２ｆは、第一日文字表示面５１２ｆよ
りも文字板１０４に近い位置に配置される。
【００９７】
　第二日車７２２は、さらに、内歯として形成された１５個の第三日車噛合い歯部７２５
を含む。第三日車噛合い歯部７２５は、等しい角度の間隔、例えば（３６０／１５）度の
角度間隔で形成される。第三日車噛合い歯部７２５の歯先部は、日車押さえ７６２に設け
た第二日車案内部に対して回転可能なように組み込まれるのがよい。
【００９８】
　第二日車７２２は、さらに、内歯として形成された１５個の位置決め歯部７２６を含む
。位置決め歯部７２６は、等しい角度の間隔、例えば（３６０／１５）度の角度間隔で形
成される。第三日車噛合い歯部７２５の歯先部の内径は、位置決め歯部７２６の歯先部の
内径より大きくなるように形成される。第二日ジャンパ５７４の規正部が第二日車７２２
の位置決め歯部７２６を規正することができる。第二日車７２２の位置決め歯部７２６は
、第三日車噛合い歯部７２５よりも文字板１０４に近い位置に配置される。位置決め歯部
７２６を設ける個数は、第三日車噛合い歯部７２５を設ける個数と等しくなるように構成
されるのがよい。
【００９９】
（２・３）第三日車の構成
　図７を参照すると、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第三日
車７３２は、第三日板７３３と、第一日車噛合い歯車７３４と、第二日車駆動歯車７３５
とを含む。第三日車７３２の中心軸７３２ｐは、地板７０２に対して回転可能なように組
み込まれるのがよい。第三日板７３３は、円盤形状の第三日文字表示面７３２ｆを備える
。第三日文字表示面７３２ｆは、中心に対する開角度が（３６０＊２／５）度となるよう
に形成された第三日文字印刷面７３２ｍと、中心に対する開角度が（３６０＊３／５）度
となるように形成された非印刷面７３２ｎとを含む。本発明のカレンダ機構付き時計の第
２の実施形態において、第三日文字表示面７３２ｆは、上述した第１の実施形態における
第三日文字表示面５３２ｆと同様に構成することができる。
【０１００】
　第一日車噛合い歯車７３４は、外歯として形成された５個の第一日車噛合い歯７３４ａ
～７３４ｅを含む。本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第一日車
噛合い歯７３４ａ～７３４ｅは、上述した第１の実施形態における第一日車噛合い歯５３
４ａ～５３４ｅと同様に構成することができる。
【０１０１】
　駆動歯車７３５は、外歯として形成された５個の第二日車噛合い歯７３５ａ～７３５ｅ
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を含む。第二日車噛合い歯は、等しい角度の間隔、例えば（３６０／５）度の角度間隔で
形成される。日中間車駆動歯車７３５は、第一日車噛合い歯車７３４よりも文字板１０４
に近い位置に設けられる。この構成では、第三日車７３２は、第二日車７２２を直接回転
させることができるように構成されている。
【０１０２】
（２・４）カレンダ送りの作用
（２・４・１）第一日車を正方向に回転させる前の状態
　次に、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、カレンダ送りの作用
について説明する。図１８は、第一日車５１２を回転させる前の状態（すなわち、日送り
前の状態）における、文字板側から見たムーブメント７００の裏側の構造を示す平面図で
ある。
【０１０３】
　図１８、図２７および図２９を参照すると、日回し車５１０は、筒車４８０の回転に基
づいて回転する。日回し車５１０が回転することにより、日回し車５１０の日回し爪５１
０ｄは第一日車５１２を回転させる。図１８を参照すると、第二日車７２２と第一日車５
１２により、文字板１０４の日窓１０４ｆから第三日車７３２の非印刷面７３２ｎを通し
て、現在の日付、「２９」日を表示している。
【０１０４】
（２・４・２）第一日車を正方向に回転させようとしている状態
　図１９は、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第一日車５１２
を正方向（反時計回り方向）に回転させようとしている状態（すなわち、日送りを開始し
た状態）における、文字板側から見たムーブメント７００の裏側の構造を示す部分平面図
である。図１９を参照すると、第二日ジャンパ７２４の規正部は、第二日車７２２の位置
決め歯部７２６を規正している。日回し車５１０が矢印で示す方向（反時計回り方向）に
回転することにより、日回し爪５１０ｄは第一日車歯部５１６を送り始め、第一日車５１
２を反時計回り方向に回転させる。第一日車５１２が反時計回り方向に回転することによ
り、第３カレンダ送り歯５１８ｃは、第三日車７３２の第４の第一日車噛合い歯７３４ｄ
を回転させる動作を開始する。第三日車７３２の第二日車噛合い歯７３５は、第二日車７
２２の第三日車噛合い歯部７２５を回転させる動作を開始する。
【０１０５】
（２・４・３）第一日車を正方向に回転させている状態
　図２０は、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第一日車５１２
を正方向（反時計回り方向）に回転させている途中の状態で、第一日車５１２が正方向に
回転して、第一日車５１２の歯部５１６の先端部と、第一日ジャンパ５１４の規正部の先
端部とが接触しようとしている状態における、文字板側から見たムーブメント７００の裏
側の構造を示す部分平面図である。図２０を参照すると、日回し車５１０は矢印で示す方
向に回転することにより、第一日車５１２が反時計回り方向に回転する。第一日車５１２
が回転することにより、第３カレンダ送り歯５１８ｃは、第三日車７３２の第４の第一日
車噛合い歯７３４ｄを回転させる。第三日車７３２の第二日車噛合い歯７３５は、第二日
車７２２の第三日車噛合い歯部７２５を回転させる。
【０１０６】
　このような第一日車５１２の送り状態の途中で、第一日車５１２の歯部５１６の先端部
と、第一日ジャンパ５１４の規正部の先端部とが接触する状態になる。また、第二日車５
２２の送り状態の途中で、第二日車７２２の位置決め歯部５２６の先端部と、第二日ジャ
ンパ７２４の規正部の先端部とが接触する状態になる。
【０１０７】
（２・４・４）第一日車が正方向に１ピッチ回転した状態
　図２１は、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第一日車５１２
が正方向（反時計回り方向）に１ピッチ（第一日車の１歯分、すなわち、（３６０／３１
）度だけ）回転した状態における、文字板側から見たムーブメント７００の裏側の構造を
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示す部分平面図である。図２１を参照すると、図２０に示す状態からさらに日回し車５１
０が矢印で示す方向に回転して、日回し爪５１０ｄが第一日車５１２を矢印で示す方向に
回転させると、第一日ジャンパ５１４の弾性力により、第一日車５１２は、図１８に示す
状態から反時計回り方向に（３６０／３１）度回転した位置に位置決めされる。また、第
二日ジャンパ７２４の弾性力により、第二日車７２２は、図１８に示す状態から時計回り
方向に（３６０／１５）度回転した位置に位置決めされる。第三日車７３２は、図１８に
示す状態から反時計回り方向に（３６０／５）度回転した位置に位置決めされる。その結
果、第三日車７３２の印刷面７３２ｍに設けられている数字「３０」が文字板１０４の日
窓１０４ｆの下に配置される。また、第二日車７２２については、第一日車及び第三日車
表示窓７２２ｋ３または７２２ｋ６または７２２ｋ９が、文字板１０４の日窓１０４ｆの
下に配置されている。第一日車５１２は、第三日車７３２の下に位置するので、文字板１
０４の日窓１０４ｆから見ることはできない。すなわち、図２１に示すように、第三日車
７３２が単独で、現在の日付、「３０」日を表示する状態になる。本発明のカレンダ機構
付き時計の第２の実施形態において、文字板１０４に近い側から、第二日車７２２、第三
日車７３２、第一日車５１２の順に配置されている。
【０１０８】
（２・４・５）第一日車を更に正方向に回転させている状態
　図２２は、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第一日車５１２
を更に正方向（反時計回り方向）に回転させている途中の状態で、第一日車５１２が、更
に正方向に回転して、第一日車５１２の歯部５１６の先端部と、第一日ジャンパ５１４の
規正部の先端部とが接触しようとしている状態における、文字板側から見たムーブメント
７００の裏側の構造を示す部分平面図である。図２２を参照すると、日回し車５１０は矢
印で示す方向に回転することにより、第一日車５１２が反時計回り方向に回転する。第一
日車５１２が回転することにより、第４カレンダ送り歯５１８ｄは、第三日車７３２の第
５の第一日車噛合い歯７３４ｅを回転させる。第三日車７３２の第二日車噛合い歯７３５
は、第二日車７２２の第三日車噛合い歯部７２５を回転させる。
【０１０９】
（２・４・６）第一日車が正方向に更に１ピッチ回転した状態
　図２３は、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第一日車５１２
が正方向（反時計回り方向）に更に１ピッチ（第一日車の１歯分、すなわち、（３６０／
３１）度だけ）回転した状態における、文字板側から見たムーブメント７００の裏側の構
造を示す部分平面図である。図２３を参照すると、図２２に示す状態からさらに日回し車
５１０が矢印で示す方向に回転して、日回し爪５１０ｄが第一日車５１２を矢印で示す方
向に回転させると、第一日ジャンパ５１４の弾性力により、第一日車５１２は、図２１に
示す状態から反時計回り方向に（３６０／３１）度回転した位置に位置決めされる。また
、第二日ジャンパ７２４の弾性力により、第二日車７２２は、図２１に示す状態から時計
回り方向に（３６０／１５）度回転した位置に位置決めされる。第三日車７３２は、図２
１に示す状態から反時計回り方向に（３６０／５）度回転した位置に位置決めされる。そ
の結果、第三日車７３２の印刷面７３２ｍに設けられている数字「３１」が文字板１０４
の日窓１０４ｆの下に配置される。第一日車５１２は、第三日車７３２の下に位置するの
で、文字板１０４の日窓１０４ｆから見ることはできない。また、第二日車７２２につい
ては、第一日車及び第三日車表示窓７２２ｋ３または７２２ｋ６または７２２ｋ９が、文
字板１０４の日窓１０４ｆの下に配置されている。すなわち、図２３に示すように、第三
日車７３２が単独で、現在の日付、「３１」日を表示する状態になる。
【０１１０】
（２・４・７）第一日車をなお更に正方向に回転させている状態
　図２４は、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第一日車５１２
をなお更に正方向（反時計回り方向）に回転させている途中の状態で、第一日車５１２が
、なお更に正方向に回転して、第一日車５１２の歯部５１６の先端部と、第一日ジャンパ
５１４の規正部の先端部とが接触しようとしている状態における、文字板側から見たムー
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ブメント７００の裏側の構造を示す部分平面図である。図２４を参照すると、日回し車５
１０は矢印で示す方向に回転することにより、第一日車５１２が反時計回り方向に回転す
る。第一日車５１２が回転することにより、第５カレンダ送り歯５１８ｅは、第三日車７
３２の第１の第一日車噛合い歯７３４ａを回転させる。第三日車７３２の第二日車噛合い
歯７３５は、第二日車７２２の第三日車噛合い歯部７２５を回転させる。
【０１１１】
（２・４・８）第一日車が正方向になお更に１ピッチ回転した状態
　図２５は、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第一日車５１２
が正方向（反時計回り方向）に更に１ピッチ（第一日車の１歯分、すなわち、（３６０／
３１）度だけ）回転した状態における、文字板側から見たムーブメント７００の裏側の構
造を示す部分平面図である。図２５を参照すると、図２４に示す状態からさらに日回し車
５１０が矢印で示す方向に回転して、日回し爪５１０ｄが第一日車５１２を矢印で示す方
向に回転させると、第一日ジャンパ５１４の弾性力により、第一日車５１２は、図２３に
示す状態から反時計回り方向に（３６０／３１）度回転した位置に位置決めされる。また
、第二日ジャンパ７２４の弾性力により、第二日車７２２は、図２３に示す状態から時計
回り方向に（３６０／１５）度回転した位置に位置決めされる。第三日車７３２は、図２
３に示す状態から反時計回り方向に（３６０／５）度回転した位置に位置決めされる。そ
の結果、第二日車７２２により文字板１０４の日窓１０４ｆから表示されている日文字は
「０」であり、第二日車７２２の窓部を通して見ることができる第一日車５１２の日文字
は「１」である。第三日車７３２の非印刷面７３２ｎにおいて、数字「３１」から時計回
り方向に隣接する部分が文字板１０４の日窓１０４ｆの下に配置される。すなわち、図２
５に示す状態において、第二日車７２２と第一日車５１２により、文字板１０４の日窓１
０４ｆから第三日車７３２の非印刷面７３２ｎを通して、現在の日付、「０１」日を表示
している。
【０１１２】
（２・５）カレンダを修正するときの作動
　以下に、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、カレンダを修正す
るときの作動について説明する。
【０１１３】
（２・５・１）「０１日」から「０２日」に修正するときの作動
　図１６、図２８、図２９を参照すると、ムーブメント７００において、巻真４１０を第
１の方向に、例えば、左回転させる方向に回転させると、第一カレンダ修正車５９０の回
転に基づいて、第二カレンダ修正車５９１が回転するように構成される。第二カレンダ修
正車５９１の回転に基づいて日修正レバー５９３が移動して、日修正レバー５９３の修正
用先端部が第一日車５１２を反時計回り方向に１ピッチずつ回転させることができるよう
に構成される。
【０１１４】
　例えば、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第一日車５１２と
第二日車５２２による日付の表示を「０１日」から「０２日」に修正するとき、巻真４１
０を１段目に引き出した状態で、巻真４１０を第１の方向（左回転させる方向）に回転さ
せると、日修正レバー５９３の修正用先端部が第一日車５１２を反時計回り方向に１ピッ
チずつ回転させる。このとき、第一日車５１２が反時計回り方向に回転する。その結果、
第二日車５２２により文字板１０４の日窓１０４ｆから表示されている日文字は「０」の
ままであり、第二日車５２２の窓部を通して見ることができる第一日車５１２の日文字は
「１」から「２」に変わる。
【０１１５】
（２・５・２）「０９日」から「１０日」に修正するときの作動
　また、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第一日車５１２と第
二日車５２２による日付の表示を「０９日」から「１０日」に修正するとき、巻真４１０
を１段目に引き出した状態で、巻真４１０を第１の方向（左回転させる方向）に回転させ



(28) JP 5467596 B2 2014.4.9

10

20

30

40

50

ると、日修正レバー５９３の修正用先端部が第一日車５１２を反時計回り方向に１ピッチ
ずつ回転させる。このとき、第一日車５１２が回転することにより、カレンダ送り歯は、
第三日車７３２の第一日車噛合い歯を回転させる。第三日車７３２の第二日車噛合い歯７
３５は、第二日車７２２の第三日車噛合い歯部７２５を回転させる。その結果、第二日車
７２２により文字板１０４の日窓１０４ｆから表示されている日文字は「０」から「１」
に変わり、第二日車７２２の窓部を通して見ることができる第一日車５１２の日文字は「
９」から「０」に変わる。「１９」日から「２０」日に変わるときの作動についても同様
である。
【０１１６】
（２・５・３）「２９日」から「３０日」に修正するときの作動
　また、本発明のカレンダ機構付き時計の第２の実施形態において、第一日車５１２と第
二日車７２２による日付の表示が「２９日」であるときに、その日付の表示を「３０日」
に修正するとき、巻真４１０を１段目に引き出した状態で、巻真４１０を第１の方向（左
回転させる方向）に回転させると、日修正レバー５９３の修正用先端部が第一日車５１２
を反時計回り方向に１ピッチずつ回転させる。このとき、第一日車５１２が反時計回り方
向に回転する。第一日車５１２が回転することにより、カレンダ送り歯は、第三日車７３
２の第一日車噛合い歯を回転させる。第三日車７３２の第二日車噛合い歯７３５は、第二
日車７２２の第三日車噛合い歯部７２５を回転させる。その結果、第三日車７３２が単独
で、現在の日付、「３０」日を表示することができる。
【０１１７】
（２・６）カレンダ修正による日車の位相ずれを補正する作動
　本発明の第２の実施の形態において、日車の位相ずれを補正する作動は、前述した本発
明の第１の実施形態についての作動と同様である。図３１に示すように、第三日車５３２
により「３１」を表示している状態で、第一日車５１２だけが時計回り方向に１ピッチ回
転された状態において、巻真４１０を１段目に引き出した状態で、巻真４１０を第１の方
向（左回転させる方向）に回転させると、日修正レバー５９３の作動により、第一日車５
１２が反時計回り方向に回転する。本発明の第１の実施形態について上述したように、巻
真４１０を第１の方向（左回転させる方向）に回転させ続けて、第一日車５１２の第５の
カレンダ送り歯５１８ｅにより第三日車７３２の第１の第一日車噛合い歯７３４ａを回転
させることによって、図３０に示す正規のカレンダ表示状態になるように修正することが
できる。
【０１１８】
（３）本発明のカレンダ機構の他の実施形態
　上述した本発明の第１の実施形態および第２の実施形態は、カレンダ機構付き時計をア
ナログ電子時計で構成したときの実施形態であるが、本発明は、アナログ電子時計だけで
なく、機械式時計にも適用することができる。すなわち、本明細書における「カレンダ機
構付き時計」という概念は、「機械式時計」も含み、「アナログ電子時計」も含み、かつ
、他のすべての作動原理のアナログ時計も含む概念である。
【０１１９】
　機械式時計の実施形態において、ぜんまいの動力により回転する香箱歯車の回転は、調
速装置及び脱進装置によって制御される。香箱歯車の回転により、二番車、三番車の回転
を介して四番車が１分間に１回転する。また、香箱車の回転により、分車が１時間に１回
転する。分車の回転により、日の裏車の回転を介して筒車は１２時間に１回転する。筒車
の回転により、日回し車が回転し、日回し車の回転により回転する日送り爪により、第一
日車が回転することができる。機械式時計の実施形態において、カレンダ機構の構造と作
動は、上述したカレンダ機構付き時計をアナログ電子時計で構成したときの実施形態の構
造と作動と同様である。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明においては、３つの日車を用いて、１日から３１日の日付を大きい数字によって
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表示することができるように構成している。本発明により、日付の表示が大きくて見やす
いカレンダ機構付き時計を製造することができる。また、本発明により、日表示の位相ず
れが発生したときでも、時計を分解することなく、日表示の位相を調整することができる
ように構成した小型のカレンダ機構付き時計を、少ない部品数で製造することができる。
【符号の説明】
【０１２１】
　１００　ムーブメント
　１０２　地板
　１０４　文字板
　４１０　巻真
　４４２　四番車
　４４４　三番車
　４４６　二番車
　４８０　筒車
　５１０　日回し車
　５１２　第一日車
　５１４　第一日ジャンパ
　５２２　第二日車
　５２４　第二日ジャンパ
　５３０　日中間車
　５３２　第三日車

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】
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