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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ムーブメントの基板を構成する地板（２０２）と、表示を修正するための巻真（２１０
）と、前記巻真（２１０）の位置を切り換えるための切換機構と、時刻情報を表示するた
めの文字板と、時刻情報又は暦情報を表示するための小針とを備えた多機能時計であって
、
　扇形運動する小針により暦情報を表示することができるように構成された暦情報表示機
構を備え、
　前記暦情報表示機構は、
　筒車（２６２）の回転に基づいて回転するように構成され、かつ、伝えカム部（４６２
ｃ）を有する伝え車（４６２）と、
　前記伝え車（４６２）の回転に基づいて回転するように構成され、かつ、暦情報を表示
するための表示車（４６４）と、
　前記伝え車（４６２）の伝えカム部（４６２ｃ）と接触して回転可能に設けられた第１
復針レバー（４９１）と、
　前記表示車（４６４）と連動して回転可能に設けられた第２復針レバー（４９２）とを
備え、
　前記第１復針レバー（４９１）は、カム接触部（４９１ｃ）と、作動歯車部（４９１ｆ
）とを含み、
　前記第２復針レバー（４９２）は、常に、一定方向に回転するような力を受けるように
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構成されており、
　前記第１復針レバー（４９１）のカム接触部（４９１ｃ）は、前記伝えカム部（４６２
ｃ）の伝えカム外周部分と接触するように構成され、
　前記第１復針レバー（４９１）の作動歯車部（４９１ｆ）は、前記表示車（４６４）の
歯車部（４６４ｂ）と噛み合うように構成され、
　前記第２復針レバー（４９２）のレバー歯車部（４９２ｃ）は、前記表示車（４６４）
の歯車部（４６４ｂ）と噛み合うように構成される、
ことを特徴とする多機能時計。
【請求項２】
　請求項１に記載の多機能時計において、前記第２復針レバー（４９２）を、常に、一定
方向に回転するような力は、前記第２復針レバー（４９２）に対して固定された第２復針
レバー戻しばね（４９４）のばね力によって与えられることを特徴とする多機能時計。
【請求項３】
　請求項１に記載の多機能時計において、前記第１復針レバー（４９１）の作動歯車部（
４９１ｆ）は、前記第１復針レバー（４９１）の回転中心を基準として、開角が３０度か
ら８０度の欠け歯歯車として構成されることを特徴とする多機能時計。
【請求項４】
　請求項１に記載の多機能時計において、前記第２復針レバー（４９２）のレバー歯車部
（４９２ｃ）は、前記第２復針レバー（４９２）の回転中心を基準として、開角が３０度
から８０度の欠け歯歯車として構成されることを特徴とする多機能時計。
【請求項５】
　扇形運動する小針により情報を表示することができるように構成された扇形運針輪列装
置であって、
　伝えカム部（４６２ｃ）を有する伝え車（４６２）と、
　前記伝え車（４６２）の回転に基づいて回転するように構成され、かつ、情報を表示す
るための表示車（４６４）と、
　前記伝え車（４６２）の伝えカム部（４６２ｃ）と接触して回転可能に設けられた第１
復針レバー（４９１）と、
　前記表示車（４６４）と連動して回転可能に設けられた第２復針レバー（４９２）とを
備え、
　前記第１復針レバー（４９１）は、カム接触部（４９１ｃ）と、作動歯車部（４９１ｆ
）とを含み、
　前記第２復針レバー（４９２）は、常に、一定方向に回転するような力を受けるように
構成されており、
　前記第１復針レバー（４９１）のカム接触部（４９１ｃ）は、前記伝えカム部（４６２
ｃ）の伝えカム外周部分と接触するように構成され、
　前記第１復針レバー（４９１）の作動歯車部（４９１ｆ）は、前記表示車（４６４）の
歯車部（４６４ｂ）と噛み合うように構成され、
　前記第２復針レバー（４９２）のレバー歯車部（４９２ｃ）は、前記表示車（４６４）
の歯車部（４６４ｂ）と噛み合うように構成される、
ことを特徴とする扇形運針輪列装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の扇形運針輪列装置において、前記第２復針レバー（４９２）を、常に
、一定方向に回転するような力は、前記第２復針レバー（４９２）に対して固定された第
２復針レバー戻しばね（４９４）のばね力によって与えられることを特徴とする扇形運針
輪列装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の扇形運針輪列装置において、前記第１復針レバー（４９１）の作動歯
車部（４９１ｆ）は、前記第１復針レバー（４９１）の回転中心を基準として、開角が３
０度から８０度の欠け歯歯車として構成されることを特徴とする扇形運針輪列装置。
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【請求項８】
　請求項５に記載の扇形運針輪列装置において、前記第２復針レバー（４９２）のレバー
歯車部（４９２ｃ）は、前記第２復針レバー（４９２）の回転中心を基準として、開角が
３０度から８０度の欠け歯歯車として構成されることを特徴とする扇形運針輪列装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、戻しばねを含む扇形運針機構を有する多機能時計に関する。特に、本発明は
、種々の表示を行う小針を備えたアナログ多機能時計において、小型で部品の製造と組立
が容易な扇形運針機構を備えた多機能時計に関する。さらに、本発明は、小型で部品の製
造と組立が容易な扇形運針輪列装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
（１）用語の説明：
　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。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、地板の中心或いは時針などの指針の回転中心（以下、「地板中心」
という）から「１２時側」に向かう方向を示す。また、「２時側」とは、アナログ式時計
において、文字板の２時に対応する目盛が配置されている方の側を示す。「２時方向」と
は、アナログ式時計において、地板中心から「２時側」に向かう方向を示す。
【０００３】
　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、地板中心から「
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、地板中心から「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、地板中心から「９時側」に向かう方向を示す。
また、「１０時側」とは、アナログ式時計において、文字板の１０時に対応する目盛が配
置されている方の側を示す。「１０時方向」とは、アナログ式時計において、地板中心か
ら「１０時側」に向かう方向を示す。さらに、「４時方向」、「４時側」のように、その
他の文字板の目盛が配置されている方の側を示すことがある。
【０００４】
　さらに、本明細書においては、地板中心から「３時側」に向かう直線を、単に「３時方
向」ということがある。同様に、地板中心から「１２時側」に向かう直線を、単に「１２
時方向」といい、地板中心から「４時側」に向かう直線を、単に「４時方向」といい、地
板中心から「６時側」に向かう直線を、単に「６時方向」といい、地板中心から「９時側
」に向かう直線を、単に「９時方向」ということがある。また更に、本明細書においては
、「３時方向」と「４時方向」との間の領域を「３－４時領域」という。同様に、「１２
時方向」と「３時方向」との間の領域を「１２－３時領域」といい、「３時方向」と「６
時方向」との間の領域を「３－６時領域」といい、「６時方向」と「９時方向」との間の
領域を「６－９時領域」といい、「９時方向」と「１２時方向」との間の領域を「９－１
２時領域」ということがある。
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【０００５】
（２）従来の小針付き多機能時計：
（２・１）第１タイプの多機能時計：
　従来の第１タイプの小針を備えた多機能時計では、日星車と小曜車を時計中心に対して
概略対称な位置に配置している。小針の一種である小日針が日星車に取り付けられる。ま
た、小針の一種である小曜針が小曜車に取り付けられる。（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
（２・２）第２タイプの多機能時計：
　従来の第２タイプの小針を備えた多機能時計では、日星車と小曜車を時計中心に対して
概略対称な位置に配置し、日回し車、曜回し車が、それぞれ日送り爪、曜日送り爪の両方
を有している（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
（２・３）第３タイプの多機能時計：
　従来の第３タイプの多機能時計では、地板は、「センタークロノグラフ時計」を製造す
るときに用いられるロータおよび輪列の輪列回転中心と、「サイドクロノグラフ時計」を
製造するときに用いられるロータおよび輪列の輪列回転中心とを備えており、受部材は、
「センタークロノグラフ時計」を製造するときに用いられるロータおよび輪列の輪列回転
中心と、「サイドクロノグラフ時計」を製造するときに用いられるロータおよび輪列の輪
列回転中心とを備えており、小針の一種であるクロノグラフ針を備えた「サイドクロノグ
ラフ時計」を製造するときに用いられるロータおよび輪列は、前記地板の前記輪列回転中
心と、前記受部材の前記輪列回転中心とに対して回転可能なように組み込まれる（例えば
、特許文献３参照）。
【０００８】
（２・４）第４タイプの多機能時計：
　従来の第４タイプの小針を備えた多機能時計では、「１２時側」に３６０度回転する小
針が配置され、「３時側」と「９時側」に扇形運針する小針がそれぞれ配置され、「６時
側」に月齢を表示する円盤が配置されている。扇形運針する小針は、ひげぜんまいを設け
た表示車に取り付けられている（例えば、特許文献４参照）。
【０００９】
【特許文献１】実開昭６３－１８７０８９号公報（第１図）
【特許文献２】実開昭６３－１８７０９０号公報（第１図）
【特許文献３】特開２００４－２０４２１号公報（第９～２０頁、図１～図８）
【特許文献４】スイス国特許第ＣＨ６６６５９１Ｇ　Ａ３号（第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、従来の扇形運針する小針を備えた多機能時計は、ひげぜんまいを用いているの
で、時計の製造において、部品加工と組立作業に多くの時間を必要とする課題があった。
また、従来の扇形運針する小針を備えた多機能時計は、小針を９時方向に配置したムーブ
メント、或いは、小針を１０時方向に配置したムーブメント等の複数のムーブメントレイ
アウトを実現することができなかった。
【００１１】
　本発明の目的は、ひげぜんまいを用いない扇形運針機構を採用して、小型で部品の製造
と組立作業に多くの時間を必要としないように構成したアナログ多機能時計を実現するこ
とにある。
　また、本発明の他の目的は、小型でスペースをとらず、しかも確実に作動する扇形運針
機構を備えたアナログ多機能時計を実現することにある。
　さらに、本発明の他の目的は、扇形運動する小針により情報を見やすく表示することが
でき、しかも、小型で部品の製造と組立作業に多くの時間を必要としないように構成した
扇形運針輪列装置を実現することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、ムーブメントの基板を構成する地板と、表示を修正するための巻真と、前記
巻真の位置を切り換えるための切換機構と、時刻情報を表示するための文字板と、時刻情
報又は暦情報を表示するための小針とを備えた多機能時計であって、扇形運動する小針に
より暦情報を表示することができるように構成された暦情報表示機構を備える。前記暦情
報表示機構は、筒車の回転に基づいて回転するように構成され、かつ、伝えカム部を有す
る伝え車と、前記伝え車の回転に基づいて回転するように構成され、かつ、暦情報を表示
するための表示車とを備える。
【００１３】
　この多機能時計は、さらに、前記伝えカム部と接触して回転可能に設けられた第１復針
レバーと、前記表示車と連動して回転可能に設けられた第２復針レバーとを備える。前記
第１復針レバーは、カム接触部と、作動歯車部とを含む。前記第２復針レバーは、常に、
一定方向に回転するような力を受けるように構成されることを特徴とする。この構成は、
ひげぜんまいを用いないので、部品の製造と組立作業に多くの時間を必要としない。
【００１４】
　また、本発明の多機能時計において、前記第１復針レバーは、カム接触部と、作動歯車
部とを含み、前記第１復針レバーのカム接触部は、前記伝えカム部の伝えカム外周部分と
接触するように構成され、前記第１復針レバーの作動歯車部は、前記表示車の歯車部と噛
み合うように構成されるのがよい。前記第２復針レバーのレバー歯車部は、前記表示車の
歯車部と噛み合うように構成されるのがよい。この構成により、確実に作動する扇形運針
機構を備えた小型のアナログ多機能時計を得ることができる。
【００１５】
　また、本発明の多機能時計において、前記第２復針レバーを、常に、一定方向に回転す
るような力は、前記第２復針レバーに対して固定された第２復針レバー戻しばねのばね力
によって与えられるのがよい。この構成により、確実に作動する扇形運針機構を備えた小
型のアナログ多機能時計を得ることができる。
【００１６】
　また、本発明の多機能時計において、前記第１復針レバーの作動歯車部は、前記第１復
針レバーの回転中心を基準として、開角が３０度から８０度の欠け歯歯車として構成する
ことができる。この構成により、確実に作動し、しかも、小型の扇形運針機構を製造する
ことができる。
【００１７】
　また、本発明の多機能時計において、前記第２復針レバーのレバー歯車部は、前記第２
復針レバーの回転中心を基準として、開角が３０度から８０度の欠け歯歯車として構成す
ることができる。この構成により、小型で製造および組立が容易なアナログ多機能時計を
得ることができる。
【００１８】
　さらに、本発明は、扇形運動する小針により情報を表示することができるように構成さ
れた扇形運針輪列装置であって、伝えカム部を有する伝え車と、前記伝え車の回転に基づ
いて回転するように構成され、かつ、情報を表示するための表示車と、前記伝えカム部と
接触して回転可能に設けられた第１復針レバーと、前記表示車と連動して回転可能に設け
られた第２復針レバーとを備えるように構成した。この扇形運針輪列装置では、前記第１
復針レバーは、カム接触部と、作動歯車部とを含み、前記第２復針レバーは、常に、一定
方向に回転するような力を受けるように構成されることを特徴とする。この構成により、
小型で製造が容易な扇形運針輪列装置を得ることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明により、ムーブメントの部品の寸法形状を変更することなしに、部品の組み込み
位置を変えるだけで、扇形運針機構を含む複数のムーブメントレイアウトを実現すること
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ができる。また、本発明により、暦の表示が見やすいように構成された、小型で製造が容
易な小針付きアナログ多機能時計を実現することができる。さらに、本発明により、扇形
運動する小針により情報を見やすく表示することができ、しかも、小型で部品の製造と組
立作業に多くの時間を必要としないように構成した扇形運針輪列装置を実現することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
（１）第１の実施形態：
　最初に、本発明の多機能時計に関連する第１の実施形態を説明する。
（１・１）ムーブメントの全体の構造：
　図１～図６を参照すると、第１の実施形態は、ムーブメントがアナログ電子時計で構成
される。さらに詳細には、本発明の多機能時計の第１の実施の形態は、「３時方向」、「
６時方向」、「１２時方向」のうちの少なくとも１箇所に回転運針することができる小針
を備え、さらに、「９時方向」に扇形運針することができる小針を備えアナログ式時計（
電気時計、電子時計、機械式時計）で構成される。すなわち、本発明の多機能時計の第１
の実施の形態においては、回転中心が地板の中心である時針によって、１２時間制の「時
」に関する時刻情報を表示し、回転中心が地板の中心である分針によって「分」に関する
時刻情報を表示し、回転中心が「１２時方向」に配置された２４時針によって、２４時間
制の「時」に関する時刻情報を表示し、回転中心が「３時方向」に配置された日針によっ
て、「日」に関する暦情報を表示し、回転中心が「６時方向」に配置された小秒針によっ
て、「秒」に関する時刻情報を表示し、回転中心が「９時方向」に配置され、扇形運針す
ることができる曜針によって、いわゆる「レトログラードタイプ」によって「曜」に関す
る暦情報を表示するように構成することができる。
【００２１】
　第１の実施形態において、ムーブメント２０１Ｃは、地板２０２を備える。電源部、回
路部、転換機（ステップモータ）、表輪列、切換機構などが、地板２０２の裏蓋側（表側
）に配置される。裏輪列、カレンダ輪列、日修正機構などが、地板２０２の裏側に配置さ
れる。文字板４５４が、地板２０２のガラス側に配置される。巻真２１０が地板２０２の
３時側に回転可能なように配置される。
【００２２】
（１・２）電源部、回路部の構造：
　図３を参照すると、多機能時計の動力源を構成する電池２２０が、地板２０２の裏蓋側
に配置される。時計の源振を構成する水晶ユニット２２２が地板２０２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２２２に収容
されている。水晶ユニット２２２のリード部は、回路基板２２４に固定される。電池プラ
ス端子２２６が、電池２２０の陽極と、回路基板２２４のプラスパターンとを導通させる
ように配置される。電池マイナス端子２２８が、電池２２０の陽極と、回路基板２２４の
マイナスパターンとを導通させるように配置される。本発明の多機能時計は、水晶ユニッ
ト以外の基準信号発生源（源振）を有する時計で構成することもできる。
【００２３】
　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）と、発振部の出
力信号を分周する分周部（デバイダ）と、分周部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駆動部（ドライバ）とが、集積回路（ＩＣ）２３０に
内蔵される。集積回路（ＩＣ）２３０は、例えば、Ｃ－ＭＯＳ又はＰＬＡで構成される。
集積回路（ＩＣ）２３０をＣ－ＭＯＳで構成した場合には、発振部と、分周部と、駆動部
とは、集積回路２３０に内蔵される。集積回路（ＩＣ）２３０をＰＬＡで構成した場合に
は、発振部と、分周部と、駆動部とは、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。集積回路２３０は回路基板２２４に固定される。回路基板２２４と
、水晶ユニット２２２と、集積回路２３０とが回路ブロックを構成する。
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【００２４】
（１・３）ステップモータの構造：
　図３および図４を参照すると、磁心に巻いたコイルワイヤを含むコイルブロック２３２
と、コイルブロック２３２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２３４
と、ステータ２３４のロータ穴に配置されたロータ磁石を含むロータ２３６とが、地板２
０２の裏蓋側に配置される。コイルブロック２３２と、ステータ２３４と、ロータ２３６
とが、ステップモータを構成する。
【００２５】
（１・４）表輪列の構造：
　ロータ２３６の回転に基づいて回転する五番車２３８が、地板２０２の裏蓋側に配置さ
れる。五番車２３８は、五番歯車２３８ｂと、五番上かな２３８ｃと、五番下かな２３８
ｄとを含む。ロータかなは五番歯車２３８ｂと噛み合うように構成される。五番車２３８
の回転に基づいて回転する四番車２４０が、地板２０２の裏蓋側に配置される。五番かな
は四番歯車と噛み合うように構成される。四番車２４０の回転に基づいて回転する三番車
２４２が、地板２０２の裏蓋側に配置される。四番かなは三番歯車と噛み合うように構成
される。三番車２４２の回転に基づいて回転する二番車２４４が、地板２０２の裏蓋側に
配置される。二番車２４４は二番歯車２４４ｂと、二番かな２４４ｃとを含む。三番かな
は二番歯車２４４ｂと噛み合うように構成される。スリップ機構が、二番歯車２４４ｂと
、二番かな２４４ｃとの間に設けられる。スリップ機構を設けることより、針合わせをす
るときに、表輪列の回転を停止させた状態で、巻真２１０を回転させて、分針及び時針を
回転させることができる。分針２４４ｈが二番車２４４に取り付けられている。
【００２６】
　巻真２１０を２段目に引き出して針合わせをするときに、四番車２４０を規正するため
に、規正レバー２５０が地板２０２の裏蓋側に配置される。巻真２１０を２段目に引き出
して針合わせをするときに、集積回路２３０の動作をリセットするために、リセットレバ
ー２５２が地板２０２の裏蓋側に配置される。輪列受２５６が、ロータ２３６の上軸部、
五番車２３８の上軸部、四番車２４０の上軸部、三番車２４２の上軸部、二番車２４４の
上軸部を、それぞれ回転可能なように支持する。地板２０２は、ロータ２３６の下軸部、
五番車２３８の下軸部、四番車２４０の下軸部、三番車２４２の下軸部を、それぞれ回転
可能なように支持する。中心パイプ２０２ｂが、地板２０２の地板中心２０２ｃに配置さ
れる。二番車２４４のそろばん玉部は、中心パイプ２０２ｂの中心穴の内径部に回転可能
なように支持される。二番車２４４の回転中心は地板中心２０２ｃに配置される。
【００２７】
　二番車２４４は１時間に１回転するように構成される。二番車２４４の回転に基づいて
回転する日の裏車２６０が、地板２０２の裏蓋側に配置される。二番かな２４４ｃは日の
裏歯車と噛み合うように構成される。筒車２６２が、日の裏車２６０の回転に基づいて回
転するように構成される。筒車２６２は、地板２０２の文字板側に配置される。筒車２６
２は、筒歯車２６２ｂと、日回しかな２６２ｃとを含む。筒車２６２の中心穴は、中心パ
イプ２０２ｂの筒部の外周部に対して回転可能なように配置される。日の裏かなは筒車２
６２の筒歯車２６２ｂと噛み合うように構成される。筒車２６２は１２時間に１回転する
ように構成される。時針２６２ｈが筒車２６２に取り付けられる。筒車２６２の回転中心
は地板中心２０２ｃに配置される。時針２６２ｈによって、１周が１２時間となるような
形式（「１２時制」という）で「時」に関する時刻情報を表示することができ、分針２４
４ｈによって「分」に関する時刻情報を表示することができるように構成される。変形例
として、公知の中三針輪列機構を用いることによって、地板中心２０２ｃに回転中心を有
する中三針用秒車（図示せず）を設けることもできる。中三針輪列機構を用いた変形例の
場合、中三針用秒車は１分間に１回転するように構成される。中三針用秒車に取り付けら
れる秒針（図示せず）によって、「秒」に関する時刻情報を表示することができる。
【００２８】
（１・５）切換機構の構造：
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　次に、切換機構の構造について説明する。第１の実施形態では、切換機構は、地板２０
２の裏蓋側に配置される。切換機構は、「３－６時領域」に配置される。変形例として、
切換機構は、地板２０２の文字板側に配置することもできる。切換機構、時刻合わせ機構
、カレンダ修正機構は、巻真２１０を引き出した状態で巻真２１０を回転させることによ
って、時計の時刻を合わせ、カレンダ表示を修正するために設けられる。図３、図４およ
び図６を参照すると、切換機構は、おしどり２７０、かんぬき２７２を含むように構成さ
れる。おしどり２７０、かんぬき２７２は、地板２０２に対して作動可能なように支持さ
れる。この構成では、かんぬき２７２は、一方の尾部に、かんぬきばね部を含むように構
成される。おしどり２７０と、かんぬき２７２の接触によって、おしどりの回転方向の位
置を決めることができる。
【００２９】
　時刻合わせ機構は、巻真２１０と、つづみ車２７４とを含む。巻真２１０は、先端部か
ら外方部に向かって順番に形成された、先端軸部、角軸部、第１日修正伝え車案内部、お
しどり内壁部、おしどり受け入れ部、おしどり外壁部、外側軸部などを含む。巻真２１０
の先端軸部は、地板２０２の巻真先端案内穴に対して回転可能に支持される。巻真２１０
のおしどり外壁部の外側部分は地板２０２の巻真外側軸案内穴に対して回転可能に支持さ
れる。或いは、切換機構は、おしどり、かんぬき、かんぬき押さえ（図示せず）を含むよ
うに構成してもよい。この構成では、切換ばね部をかんぬき押さえに設け、切換ピン部を
おしどりに設け、切換ばね部の先端に山形部を設け、弾性力を有する山形部を切換ピン部
に接触させて、おしどりの回転方向の位置を決めることができる。
【００３０】
　つづみ車２７４の角穴部は巻真２１０の角軸部に組み込まれる。おしどり２７０の巻真
接触部は、巻真２１０のおしどり内壁部と、おしどり外壁部との間に位置する。巻真２１
０の中心軸線にそう方向における巻真２１０の位置は、おしどり２７０と、かんぬき２７
２により定められる。巻真２１０の中心軸線にそう方向におけるつづみ車２７４の位置は
、かんぬき２７２により定められる。つづみ車２７４は、ムーブメント２０１の中心部に
近い方に位置する甲歯２７４ａを備える。第１日修正伝え車３５１の中心穴部は、巻真の
第１日修正伝え車案内部に対して回転可能なように組み込まれる。第１日修正伝え車３５
１は、第２日修正伝え車３５２と噛合うことが出来るように構成される。小鉄車２７８が
、地板２０２の裏蓋側に配置される。小鉄車２７８は、地板２０２の小鉄車ピンに対して
回転可能に支持される。小鉄車２７８が回転することによって、日の裏車２６０が回転す
るように構成される。
【００３１】
　巻真２１０が０段目にある状態では、巻真２１０を回転させても、第１日修正伝え車３
２０は回転することが出来ず、小鉄車２７８も回転することが出来ないように構成される
。巻真２１０を１段目に引き出した状態で、第１日修正伝え車３５１の中心穴部は、巻真
２１０の角軸部に嵌り合うように構成される。巻真２１０を１段目に引き出した状態で、
巻真２１０を回転させることによって、第１日修正伝え車３５１は回転することが出来る
ように構成される。巻真２１０を２段目に引き出した状態で、つづみ車２７４の甲歯２７
４ａは小鉄車２７８と噛合うことが出来るように構成される。巻真２１０を２段目に引き
出した状態で、巻真２１０を回転させることによって、つづみ車２７４の回転を介して、
小鉄車２７８は回転することが出来るように構成される。小鉄車２７８が回転することに
よって、日の裏車２６０の回転を介して、二番車２４４の二番かなと、筒車２６２が回転
するように構成される。巻真２１０を２段目に引き出した状態で針合わせを行うとき、二
番車２４４の二番かなは、二番車２４４の二番歯車に対してスリップすることができるよ
うに構成される。
【００３２】
（１・６）日表示機構の構造：
　次に、日表示機構の構造について説明する。図１、図２、図４および図６を参照すると
、筒車２６２の回転に基づいて日車送り機構が作動するように構成される。日表示機構は
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、日回し車３１０と、日星車３１２とを含む。筒車２６２の回転により、日回し車３１０
が回転するように構成される。日回し車３１０は、地板２０２に設けられた日回し車ピン
に対して回転可能に支持される。日回し車３１０の回転中心は、「５時方向」と「６時方
向」との間の領域（すなわち、「５－６時領域」）に配置されるのが好ましい。
【００３３】
　日回し車３１０は、日回し歯３１０ｂと、日送りつめ３１０ｆとを含む。筒車２６２の
日回しかな２６２ｃは、日回し車３１０の日回し歯３１０ｂと噛合うように構成される。
日回し車３１０に設けられた日送りつめ３１０ｆにより、日星車３１２を１日に１度、（
１／３１）回転させるように構成される。日星車３１２は３１日間で１回転するように構
成される。日星車３１２の歯車部は、３１個の歯を備える。日星車３１２の回転方向の位
置は、裏物押さえ３１６に設けられた日ジャンパ３１６ｂにより規正される。日ジャンパ
３１６ｂのばね部の先端に設けられた規正部は、「２時方向」と「３時方向」との間の領
域（すなわち、「２－３時領域」）に配置されるのが好ましい。
【００３４】
　日星車３１２の回転中心は、「３時方向」に配置される。したがって、日星車３１２の
回転中心は、巻真２１０の中心軸線上に配置される。日星車３１２の下軸部は、地板２０
２に対して回転可能に支持される。日星車３１２の下方に位置した日修正伝え車押さえ３
１４の一部は、地板２０２の裏面に向かって円形に絞られる。日修正伝え車押さえ３１４
の円形絞り部の中心に設けられた穴が、日星車案内穴の周囲に設けられた日修正伝え車押
さえ案内軸部に嵌め込まれるのが好ましい。日針３１２ｈが日星車３１２の上軸部に取り
付けられる。日星車３１２の歯車部は、地板２０２の文字板側に位置した日修正伝え車押
さえ３１４と、裏物押さえ３１６との間に配置される。日を表示するための文字、数字、
略字などが文字板４５４に設けられる。日針３１２ｈと文字、数字、略字などによって、
暦情報の１つである「日」に関する情報を表示することができるように構成される。
【００３５】
（１・７）曜表示機構の構造：
　次に、曜表示機構の構造について説明する。図１、図５および図１９を参照すると、筒
車２６２の回転に基づいて曜車送り機構が作動するように構成される。曜表示機構は、曜
回し車３２０と、曜伝え車４６２と、小曜車４６４と、曜ジャンパ４６８と、第１復針レ
バー４９１と、第２復針レバー４９２と、第２復針レバー戻しばね４９４とを含む。筒車
２６２の回転により、曜回し車３２０が回転するように構成される。曜回し車３２０は、
地板２０２に設けられた曜回し車ピン３２０ｐに対して回転可能に支持される。曜回し車
３２０の回転中心は、「１０時方向」と「１１時方向」との間の領域（すなわち、「１０
－１１時領域」）に配置されるのが好ましい。小曜車４６４の回転中心は、「９時方向」
に配置される。
【００３６】
　曜回し車３２０は、曜回し歯３２０ｂと、曜送りつめ３２０ｆとを含む。筒車２６２の
日回しかな２６２ｃは、曜回し車３２０の曜回し歯３２０ｂと噛合うように構成される。
曜伝え車４６２は、地板２０２に設けられた曜伝え車ピン４６２ｐに対して回転可能に支
持される。曜伝え車４６２は、曜伝え歯車部と、伝えカム部４６２ｃとを備える。伝えカ
ム部４６２ｃは、曜伝え車４６２の中心軸線からの距離（すなわち、カム半径）が徐々に
増加してゆくように形成された伝えカム外形部を含む。カム外形部の半径は、その最小値
ＲＭＩＮからその最大値ＲＭＡＸまで、伝えカム外周部分の円周方向に沿って、滑らかに
増大するように形成する。そして、伝えカム外周部分の半径が急激に変化する段差部分が
、伝えカム外周部分の半径が最大値ＲＭＡＸをとる箇所と最小値ＲＭＩＮをとる箇所との
間に配置される。すなわち、伝えカム外周部分は、伝えカム外形部の回転中心に一番近い
最小半径部分から、伝えカム外形部の最大半径部分まで、一様にうずまき状に広がり、伝
えカム外周部分の最大値ＲＭＡＸをとる箇所が最小値ＲＭＩＮをとる箇所につながってい
る輪郭形状を有する。その結果、伝えカム外周部分は、いわゆる「揺動カム」のカム面に
近い形状をとる。すなわち、このような伝えカム外周部分の形状は、例えば、「アルキメ
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デスのうずまき線（Ｒ＝ｒ＋ａθ）」で構成することができる。伝えカム外周部分をこの
ように形成することにより、伝えカム外周部分に接触する部材をなめらかに作動させるこ
とができる。
【００３７】
　曜伝え歯車部４６２ｂは、伝えカム部４６２ｃよりも文字板４５４に近いほうの側に配
置される。曜伝え車４６２の曜伝え歯車部４６２ｂは、７個の歯を備える。曜回し車３２
０に設けられた曜送りつめ３２０ｆが曜伝え車４６２の曜伝え歯車部４６２ｂを回転させ
ることにより、曜伝え車４６２は１日に１度、（１／７）回転するように構成される。し
たがって、曜伝え車４６２は７日間で１回転するように構成される。曜伝え車４６２の回
転中心は、「９時方向」と「１０時方向」との間の領域（すなわち、「９－１０時領域」
）に配置されるのが好ましい。小曜車４６４は、下軸部４６４ａと、曜歯車部４６４ｂと
、上軸部４６４ｄと、針取付部４６４ｇとを含む。小曜車４６４の下軸部は、地板２０２
に対して回転可能に支持される。小曜車４６４の上軸部４６４ｄは、小曜車受４７０に対
して回転可能に支持される。曜針４６４ｈが小曜車４６４の針取付部４６４ｇに取り付け
られる。
【００３８】
　曜伝え車４６２の回転方向の位置は、地板２０２に対して回転可能に設けられた曜ジャ
ンパ４６８により規正されるように構成される。裏物押さえ４８０に設けられた曜ジャン
パ加圧ばね部４８０ｃが、曜ジャンパ４６８の先端に設けられた規正部を曜伝え車４６２
の曜伝え歯車部４６２ｂに向けて押し付けるように構成される。曜ジャンパ４６８の先端
に設けられた規正部の位置は、「９時方向」と「１０時方向」との間の領域（すなわち、
「９－１０時領域」）に配置されるのが好ましい。曜ジャンパ加圧ばね部４８０ｃの位置
は、「９時方向」と「１１時方向」との間の領域（すなわち、「９－１１時領域」）に配
置されるのが好ましい。
【００３９】
　第１復針レバー４９１は、地板２０２に設けられた復針レバーピン４６６ｐに対して回
転可能に支持される。第２復針レバー４９２は、地板２０２に設けられた復針レバーピン
４６６ｐに対して回転可能に支持される。第２復針レバー４９２は、第１復針レバー４９
１よりも地板２０２に近い方の側に配置される。第１復針レバー４９１の位置は、「９時
方向」と「１０時方向」との間の領域（すなわち、「９－１０時領域」）に配置されるの
が好ましい。第２復針レバー４９２の位置は、「９時方向」と「１０時方向」との間の領
域（すなわち、「９－１０時領域」）に配置されるのが好ましい。第１復針レバー４９１
は、伝えカム部４６２ｃと接触するように構成されたカム接触部４９１ｃと、曜歯車部４
６４ｂと噛み合うように構成された第１作動歯車部４９１ｆと、第２作動歯車部４９１ｇ
とを備える。第２作動歯車部４９１ｇは、小曜車４６４の曜歯車部４６４ｂと噛み合うこ
とができるようにするために設けられる。第２復針レバー４９２は、レバー本体部４９２
ｂと、レバー歯車部４９２ｃとを含む。レバー歯車部４９２ｃは、曜歯車部４６４ｂと噛
み合うように構成される。上記のように、第２復針レバー４９２は、小曜車４６４と連動
して回転可能に設けられる。
【００４０】
　第２復針レバー戻しばね４９４は、戻しばねベ－ス部４９４ｂと、戻しばね部４９４ｃ
とを含む。第２復針レバー戻しばね４９４は、ステンレス鋼、りん青銅などの弾性材料で
形成された板状部材である。したがって、戻しばね部４９４ｃは、板ばねとして構成する
ことができる。第２復針レバー戻しばね４９４の戻しばねベ－ス部４９４ｂは、第２復針
レバー４９２に対して固定される。戻しばねベ－ス部４９４ｂの先端部又は先端部に近い
部分は、地板２０２に設けられたばね位置決め壁部に接触するように構成される。特に、
図２０を参照すると、戻しばね部４９４ｃのばね力によって、第２復針レバー４９２は、
常に、時計回り方向に回転するような力を受けるように構成される。したがって、小曜車
４６４は、常に、反時計回り方向に回転するような力を受けるように構成される。したが
って、第１復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部は、常に、曜伝え車４６２の
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伝えカム部４６２ｃに押し付けられるような力を受けるように構成される。
【００４１】
　小曜車４６４の回転中心は、「９時方向」に配置される。小曜車４６４の歯車部４６４
ｂは、地板２０２と、小曜車受４７０との間に配置される。曜を表示するための曜文字、
数字、略字などが文字板４５４に設けられる。特に、図１１を参照すると、扇形運針する
曜針４６４ｈと、文字板４５４の文字、数字、略字などによって、暦情報の１つである「
曜」に関する情報を表示することができるように構成される。
【００４２】
（１・８）２４時表示機構の構造：
　次に、２４時表示機構の構造について説明する。図１を参照すると、曜回し車３２０の
回転に基づいて２４時表示機構が作動するように構成される。２４時表示機構は、時車３
３０を含む。筒車２６２の回転により、曜回し車３２０の回転を介して、時車３３０が回
転するように構成される。時車３３０に設けられた下軸部は、地板２０２に設けられた時
車案内穴に対して回転可能に支持される。時車３３０の回転中心は、「１２時方向」に配
置されるのが好ましい。曜回し車３２０に設けられた曜回し歯３２０ｂは、時車３３０の
歯部３３０ｂと噛み合うように構成される。時車３３０は２４時間で１回転するように構
成される。
【００４３】
　時車３３０の歯車部は、地板２０２と、裏物押さえ４８０との間に配置される。２４時
針（図示せず：後述する）が時車３３０の上軸部に取り付けられる。１周が２４時間とな
るような形式（「２４時制」という）で「時」を表示するための文字、数字、略字などが
文字板２０４に設けられる。２４時針と数字などによって、時刻情報である「時」に関す
る情報を表示することができるように構成される。
【００４４】
（１・９）秒表示機構の構造：
　次に、秒表示機構の構造について説明する。図１および図４を参照すると、五番車２３
８の回転に基づいて秒表示機構が作動するように構成される。秒表示機構は、秒車３４０
を含む。秒車３４０の歯車部は、五番下かな２３８ｄと噛み合うように構成される。ロー
タ２３６の回転により、五番車２３８の回転を介して、秒車３４０が回転するように構成
される。秒車３４０の下軸部は、地板２０２に対して回転可能に支持される。秒車３４０
の上軸部は、秒車受３４２に対して回転可能に支持される。秒車受３４２は、日回し車３
１０と重ならないように配置されるのが好ましい。秒車３４０の回転中心は、「６時方向
」に配置されるのが好ましい。秒車３４０は１分間で１回転するように構成される。
【００４５】
　秒車３４０の歯車部は、地板２０２と、秒車受３４２との間に配置される。小秒針（図
示せず：後述する）が秒車３４０の上軸部の先端部に取り付けられる。「秒」を表示する
ための文字、数字、略字などが文字板２０４に設けられる。小秒針と数字などによって、
時刻情報である「秒」に関する情報を表示することができるように構成される。以上説明
したように、本発明の第１の実施形態は、回転中心が「３時方向」に配置された日星車３
１２と、回転中心が「９時方向」に配置された小曜車４６４と、回転中心が「６時方向」
に配置された秒車３４０と、回転中心が「１２時方向」に配置された時車３３０とを備え
る。
【００４６】
（１・１０）日修正機構の構造：
　次に、日修正機構の構造について説明する。図１、図２、図４および図６を参照すると
、ムーブメント２０１Ｃの裏側には、日星車３１２による日の表示を修正するための日修
正機構が設けられる。日修正機構は、第１修正伝え車３５１と、第２修正伝え車３５２と
、第３修正伝え車３５３と、第４修正伝え車３５４と、日修正車３５５とにより構成され
る。巻真２１０を１段目にした状態で、第１修正伝え車３５１は、巻真２１０の第１修正
伝え車案内部に対して回転可能に支持される。すなわち、第１修正伝え車３５１と巻真２
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１０は、互いに同軸になるように配置される。第２修正伝え車３５２は、地板２０２に対
して回転可能に支持される。第２修正伝え車３５２の歯車部は、地板２０２と、日修正伝
え車押さえ３１４との間に配置される。第２修正伝え車３５２の回転中心は、「３時方向
」に配置される。したがって、第２修正伝え車３５２の回転中心は、巻真２１０の中心軸
線上に配置される。第２修正伝え車３５２の回転中心は、日星車３１２の回転中心と同じ
位置に配置されるのが好ましい。
【００４７】
　第３修正伝え車３５３は、地板２０２に対して回転可能に支持される。第３修正伝え車
３５３の歯車部は、地板２０２と、日修正伝え車押さえ３１４との間に配置される。第３
修正伝え車３５３の回転中心は、「２時方向」、或いは、「２時方向」と「３時方向」と
の間の領域（すなわち、「２－３時領域」）に配置されるのが好ましい。第４修正伝え車
３５４の下軸は、地板２０２に設けられた第４修正伝え車案内長穴に対して移動可能かつ
回転可能に支持される。第４修正伝え車３５４の歯車部は、地板２０２と、日修正伝え車
押さえ３１４との間に配置される。第４修正伝え車３５４の下軸を案内する第４修正伝え
車案内長穴は、「１時方向」と「２時方向」との間の領域（すなわち、「１－２時領域」
）に配置されるのが好ましい。第４修正伝え車３５４を地板２０２に向かって加圧するた
めの修正ばね部３１４ｂが日修正伝え車押さえ３１４に設けられる。第２修正伝え車３５
２の中心穴は、地板２０２に設けた第２修正伝え車案内軸部に対して回転可能に支持され
る。第２修正伝え車案内軸部の内側に日星車３１２のための日星車案内穴が設けられる。
日星車案内穴の中心軸線と、第２修正伝え車案内軸部の中心軸線とは一致するように構成
することができる。第３修正伝え車３５３は、地板２０２に設けたリング状の第３修正伝
え車案内軸部に対して回転可能に支持される。
【００４８】
　日修正車３５５は地板２０２に設けた日修正車ピンに対して回転可能に支持される。日
修正車３５５の歯車部は、地板２０２と、裏物押さえ４８０との間に配置される。日修正
車３５５の歯車部は、日星車３１２の歯車部と噛み合うように構成される。日星車３１２
の歯車部は、日修正伝え車押さえ３１４と、裏物押さえ４８０との間に配置される。日修
正車３５５の回転中心は、「１時方向」と「２時方向」との間の領域（すなわち、「１－
２時領域」）に配置されるのが好ましい。巻真２１０を１つの方向に回転させて、第１修
正伝え車３５１、第２修正伝え車３５２、第３修正伝え車３５３の回転を介して、第４修
正伝え車３５４が日修正車３５５に近づく方向に移動すると、第４修正伝え車３５４の歯
車部は、日修正車３５５の歯車部と噛み合うことができるように構成される。巻真２１０
を他の方向に回転させて、第１修正伝え車３５１、第２修正伝え車３５２、第３修正伝え
車３５３の回転を介して、第４修正伝え車３５４が日修正車３５５から遠ざかる方向に移
動すると、第４修正伝え車３５４の歯車部は、日修正車３５５の歯車部と噛み合わないよ
うに構成される。
【００４９】
（１・１１）地板の構造：
　次に、地板２０２の構造について説明する。図７を参照すると、第１の実施形態では、
地板２０２の外形形状は、地板中心２０２ｃを中心として、ほぼ円形に形成される。なお
、地板２０２の外形形状は四角形、多角形、長円形等の他の形状であってもよい。地板２
０２は、ポリカーボネート、ポリサルホン等のエンジニアリングプラスチックで形成して
もよいし、或いは、黄銅などの金属で形成してもよい。二番車２４４の回転中心と、筒車
２６２の回転中心は、地板中心２０２ｃに配置される。中心パイプ２０２ｂの中心軸線は
地板中心２０２ｃに配置される。
【００５０】
　地板２０２は、ロータ２３６の回転中心２０２ＲＴ、五番車２３８の回転中心２０２Ｆ
Ｗ、四番車２４０の回転中心（図示せず）、三番車２４２の回転中心（図示せず）、日の
裏車２６０の回転中心２０２ＨＷ、小鉄車２７８の回転中心（図示せず）、日回し車３１
０の回転中心２０２ＤＷ、日星車３１２の回転中心２０２ＤＳ、曜回し車３２０の回転中
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心２０２ＷＴ、時車３３０の回転中心２０２ＨＧ、秒車３４０の回転中心２０２ＢＷ、第
３修正伝え車３５３の回転中心２０２ＳＡ、日修正車３５５の回転中心２０２ＳＢ等の回
転部材の回転中心を備える。第２修正伝え車３５２の回転中心は、日星車３１２の回転中
心２０２ＤＳと同じ位置に配置されるのが好ましい。さらに、地板２０２は、第４修正伝
え車３５４の下軸を移動可能なように案内するための第４修正伝え車案内長穴２０２ＳＬ
を備える。地板２０２は、さらに、曜伝え車４６２の回転中心２０２ＷＤ、第１復針レバ
ー４９１および第２復針レバー４９２の回転中心２０２ＷＦ、小曜車４６４の回転中心２
０２ＷＧを備える。上記のそれぞれの回転中心には、当該回転中心を中心として回転する
回転部材を回転可能なように支持するために、当該回転部材の中心穴を案内するための案
内軸部が形成され、或いは、当該回転部材の軸部を案内するための案内穴が形成される。
すなわち、輪列案内部は、回転部材を回転可能なように案内するための案内穴、案内軸受
、案内軸、案内ピンなどによって構成することができる。
【００５１】
　すなわち、地板２０２は、地板中心２０２ｃに配置された中心パイプ２０２ｂと、ロー
タ２３６の下軸受と、五番車２３８の下軸受と、四番車２４０の下軸受と、三番車２４２
の下軸受と、日の裏車２６０の下軸受と、小鉄車２７８の案内ピンと、日回し車３１０の
案内ピンと、日星車３１２の案内ピンと、曜回し車３２０の案内ピンと、小曜車４６４の
下軸受と、時車３３０の下軸受と、秒車３４０の下軸受と、第３修正伝え車３５３の案内
ピンと、日修正車３５５の案内ピンと、曜伝え車４６２の案内ピンと、第１復針レバー４
９１及び第２復針レバー４９２の案内ピンとを備える。例えば、上記軸受は、穴石、ほぞ
枠、貫通穴、盲ら穴等で構成することができる。例えば、案内ピンは、地板２０２と一体
に形成することもできるし、或いは、地板２０２と別個に形成したピンを地板２０２に固
定することもできる。或いは、上記軸受の代わりに、ピン等の案内部材を用いることもで
きる。或いは、上記案内ピンの代わりに、穴石、ほぞ枠、貫通穴、盲ら穴等の案内部材を
用いることもできる。
【００５２】
　ムーブメント２０１Ｃは、第１のタイプの小針の配置を有する第１のタイプの多機能時
計を製造するときに用いられる輪列のための第１の輪列回転中心と、第２のタイプの小針
の配置を有する第２のタイプの多機能時計を製造するときに用いられる輪列のための第２
の輪列回転中心とを備える。前記第１の輪列回転中心、前記第２の輪列回転中心には、そ
の位置を中心として回転する輪列部材を回転可能に案内するための輪列案内部（案内穴、
案内軸受、案内軸、案内ピンなど）が設けられている。前記第１の輪列回転中心、前記第
２の輪列回転中心は、地板２０２の地板中心２０２ｃと地板２０２の地板外形部との間の
位置に配置される。
【００５３】
　上記のそれぞれの回転中心には、当該回転中心を中心として回転する回転部材を回転可
能なように支持するために、当該回転部材の中心穴を案内するための案内軸部が形成され
、或いは、当該回転部材の軸部を案内するための案内穴が形成される。案内軸部、案内穴
は、回転部材を回転可能なように案内するための案内部を構成する。後述するように、地
板２０２は、さらに、本発明の他の実施形態で用いられるそれぞれの回転部材を回転可能
なように支持するための回転中心を備える。
【００５４】
（１・１２）日修正伝え車押さえの構造：
　次に、日修正伝え車押さえ３１４の構造について説明する。図８を参照すると、日修正
伝え車押さえ３１４は、「１２－３時領域」および「３－６時領域」に配置される。日修
正伝え車押さえ３１４は、ステンレス鋼、りん青銅などの弾性材料で形成された板状部材
である。第４修正伝え車３５４を地板２０２に向かって加圧するための修正ばね部３１４
ｂが日修正伝え車押さえ３１４に設けられる。修正ばね部３１４ｂは、「１２時方向」と
「３時方向」との間の領域（すなわち、「１２－３時領域」）に配置されるのが好ましい
。修正ばね部３１４ｂが第４修正伝え車３５４と接触する先端部分は、「１２時方向」と
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「１時方向」との間の領域（すなわち、「１２－１時領域」）に配置されるのが好ましい
。さらに、日星車３１２の下方に位置する日修正伝え車押さえ３１４の一部は、地板２０
２の裏面に向かって円形に絞られ、この円形絞り部の中心に設けられた穴が、日星車案内
穴の周囲に設けられた日修正伝え車押さえ案内軸部に嵌め込まれるように構成されるのが
好ましい。日修正伝え車押さえ３１４は、さらに、他の形態で用いる更なる修正ばね部３
１４ｂ２を備えている。
【００５５】
（１・１３）裏物押さえの構造：
　次に、裏物押さえ４８０の構造について説明する。図９を参照すると、裏物押さえ３１
６は、ステンレス鋼、りん青銅などの弾性材料で形成された板状部材である。裏物押さえ
４８０は、第１の実施形態において日星車３１２の回転方向の位置を規正するための第１
日ジャンパ４８０ａと、第２の実施形態において日星車３１２の回転方向の位置を規正す
るための第２日ジャンパ４８０ｂと、曜ジャンパ４６８の先端に設けられた規正部を曜伝
え車４６２の曜伝え歯車部４６２ｂに向けて押し付けるための曜ジャンパ加圧ばね部４８
０ｃとを含む。
【００５６】
　第１日ジャンパ４８０ａのばね部は、「２時方向」と「６時方向」との間の領域（すな
わち、「２－６時領域」）に配置されるのが好ましい。第１日ジャンパ４８０ａのばね部
の先端に設けられた規正部は、「１時方向」と「３時方向」との間の領域（すなわち、「
１－３時領域」）に配置されるのが好ましい。第２日ジャンパ４８０ｂのばね部は、「１
１時方向」と「１時方向」との間の領域（すなわち、「１１－１時領域」）に配置される
のが好ましい。第２日ジャンパ４８０ｂのばね部の先端に設けられた規正部は、「１２時
方向」と「１時方向」との間の領域（すなわち、「１２－１時領域」）に配置されるのが
好ましい。曜ジャンパ加圧ばね部４８０ｃの位置は、「９時方向」と「１１時方向」との
間の領域（すなわち、「９－１１時領域」）に配置されるのが好ましい。
【００５７】
（１・１４）ステップモータ、輪列、日送り機構等の作用：
　以下に、第１の実施形態の作用について説明する。図１、図３および図６を参照すると
、ムーブメント２０１Ｃにおいて、水晶ユニット２２２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２３０
に内蔵されている発振部が基準信号を出力し、分周部が発振部の出力信号を分周する。駆
動部が分周部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。コイルブロック２３２がモータ駆動信号を入力すると、ステータ２３４が磁化して、
ロータ２３６を回転させる。ロータ２３６は、例えば、１秒ごとに１８０度回転する。ロ
ータ２３６の回転に基づいて、五番車２３８の回転を介して四番車２４０が回転する。ま
た、ロータ２３６の回転に基づいて、五番車２３８の回転を介して秒車３４０が１分間に
１回転する。三番車２４２が四番車２４０の回転に基づいて回転する。
【００５８】
　図１～図６を参照すると、二番車２４４が三番車２４２の回転に基づいて、１時間に１
回転する。日の裏車２６０が二番車２４４の回転に基づいて回転する。筒車２６２が日の
裏車２６０の回転に基づいて回転する。筒車２６２は１２時間に１回転する。筒車２６２
の回転により、日回し車３１０が回転する。日回し車３１０に設けられた日送りつめ３１
０ｆにより、日星車３１２を１日に１度、（１／３１）回転させる。日星車３１２は３１
日間で１回転するように構成される。
【００５９】
（１・１５）曜送り機構の作用：
　以下に、本発明の多機能時計の第１の実施形態において、曜送り機構の作用について説
明する。図１、図５および図１９を参照すると、曜針４６４ｈと、文字板４５４の文字、
数字、略字などによって「日曜日」をあらわす「Ｓｕｎ」を指示している状態で、筒車２
６２の回転により、曜回し車３２０が回転する。曜回し車３２０に設けられた曜送りつめ
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３２０ｆが曜伝え車４６２の曜伝え歯車部４６２ｂを回転させることにより、曜伝え車４
６２は１日に１度、（１／７）回転する。曜伝え車４６２の回転方向の位置は、地板２０
２に対して回転可能に設けられた曜ジャンパ４６８により規正される。裏物押さえ４８０
に設けられた曜ジャンパ加圧ばね部４８０ｃが、曜ジャンパ４６０の先端に設けられた規
正部を曜伝え車４６２の曜伝え歯車部４６２ｂに向けて押し付ける。
【００６０】
　第１復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃは、曜伝え車４６２の伝えカム部４６２ｃ
と接触する。第１復針レバー４９１の第１作動歯車部４９１ｆは、小曜車４６４の曜歯車
部４６４ｂと噛み合う。第２復針レバー４９２のレバー歯車部４９２ｃは、小曜車４６４
の曜歯車部４６４ｂと噛み合う。第２復針レバー戻しばね４９４の戻しばねベ－ス部４９
４ｂの先端部又は先端部に近い部分は、地板２０２に設けられたばね位置決め壁部に接触
する。第２復針レバー戻しばね４９４の戻しばね部４９４ｃのばね力によって、第２復針
レバー４９２は、常に、時計回り方向に回転するような力を受ける。したがって、小曜車
４６４は、常に、反時計回り方向に回転するような力を受ける。したがって、第１復針レ
バー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部は、常に、曜伝え車４６２の伝えカム部４６２
ｃに押し付けられるような力を受ける。小曜車４６４により「日曜日」をあらわす「Ｓｕ
ｎ」を指示する状態において、第１復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部は、
曜伝え車４６２の伝えカム部４６２ｃのなかで、最小半径部に近い部分に押し付けられる
。
【００６１】
　次に、図２０を参照すると、図１９に示す「日曜日」をあらわす「Ｓｕｎ」を指示する
状態から、筒車２６２の回転により、曜送りつめ３２０ｆが曜伝え車４６２の曜伝え歯車
部４６２ｂを１日分、すなわち（１／７）回転させると、第１復針レバー４９１は、「Ｓ
ｕｎ」を指示する状態からから１日分回転する。曜伝え車４６２の回転方向の位置は、地
板２０２に対して回転可能に設けられた曜ジャンパ４６８により規正される。第１復針レ
バー４９１の第１作動歯車部４９１ｆは、小曜車４６４を１日分回転させ、「月曜日」を
あらわす「Ｍｏｎ」を指示する状態になる。戻しばね部４９４ｃのばね力によって、第２
復針レバー４９２を介して、小曜車４６４は、常に、反時計回り方向に回転するような力
を受けている。第１復針レバー４９１は、常に、時計回り方向に回転するような力を受け
ている。第１復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部は、常に、曜伝え車４６２
の伝えカム部４６２ｃに押し付けられるような力を受けている。同様にして、小曜車４６
４は毎日、１日分回転され、「月曜日」をあらわす「Ｍｏｎ」を指示する状態から「火曜
日」をあらわす「Ｔｕｅ」を指示する状態になり、次いで「水曜日」をあらわす「Ｗｅｄ
」を指示する状態になり、次いで「木曜日」をあらわす「Ｔｈｕ」を指示する状態になり
、次いで「金曜日」をあらわす「Ｆｒｉ」を指示する状態になり、次いで「土曜日」をあ
らわす「Ｓａｔ」を指示する状態になり、さらに、「日曜日」をあらわす「Ｓｕｎ」を指
示する状態に変化することができる。
【００６２】
　図２１を参照すると、小曜車４６４により「土曜日」をあらわす「Ｓａｔ」を指示する
状態において、第１復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部は、曜伝え車４６２
の伝えカム部４６２ｃのなかで、最大半径部に近い部分に押し付けられる。「土曜日」を
あらわす「Ｓａｔ」を指示する状態において、筒車２６２の回転により、曜送りつめ３２
０ｆが曜伝え車４６２の曜伝え歯車部４６２ｂを１日分、すなわち（１／７）回転させる
と、第１復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部は、曜伝え車４６２の伝えカム
部４６２ｃのなかで、最大半径部に近い部分から移動して、曜伝え車４６２の伝えカム部
４６２ｃのなかで、最小半径部に近い部分に押し付けられる。さらに、上記の曜送り機構
を作動させる駆動装置の回転速度、周期、減速比などを調整することにより、上記の曜送
り機構に採用している構造を応用して、扇形運動する小針により、曜の表示だけでなく、
時刻情報（「時」、「分」など）、日の表示、月の表示、年の表示、月齢の表示などの情
報を見やすく表示する表示装置を実現することができる。
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【００６３】
（１・１６）日修正機構の作動：
　以下に、日修正機構の作動について説明する。図１、図２、図４および図６を参照する
と、巻真２１０を０段目から１段目に引き出した状態で、巻真２１０を１つの方向に回転
させると、第１修正伝え車３５１、第２修正伝え車３５２、第３修正伝え車３５３の回転
を介して、第４修正伝え車３５４が日修正車３５５に近づく方向に移動すると、第４修正
伝え車３５４の歯車部は、日修正車３５５の歯車部と噛み合うことができる。したがって
、巻真２１０を１段目に引き出した状態で、巻真２１０を１つの方向に回転させて、日星
車３１２を回転させて、日修正を行うことができる。
【００６４】
　巻真２１０を１段目に引き出した状態で、巻真２１０を他の方向に回転させると、第１
修正伝え車３５１、第２修正伝え車３５２、第３修正伝え車３５３の回転を介して、第４
修正伝え車３５４が日修正車３５５から遠ざかる方向に移動する。この状態では、第４修
正伝え車３５４の歯車部は、日修正車３５５の歯車部と噛み合わない。したがって、巻真
２１０を１段目に引き出した状態で、巻真２１０を他の方向に回転させても、日星車３１
２を回転させることはできず、日修正を行うことはできない。
【００６５】
（１・１７）針合わせの作動：
　以下に、針合わせの作動について説明する。図４を参照すると、巻真２１０を２段目に
引き出した状態で、つづみ車２７４の甲歯２７４ａは小鉄車２７８と噛合う。巻真２１０
を２段目に引き出すと、規正レバー２５０のばね部が回転して、リセットレバー２５２に
接触する。これにより、規正レバー２５０のばね部は、リセットレバー２５２を介して回
路基板２２４のリセットパターンと導通して、集積回路２３０の動作をリセットし、同時
に、規正レバー２５０が四番車２４０を規正する。巻真２１０を２段目に引き出した状態
で、巻真２１０を回転させることによって、つづみ車２７４の回転を介して、小鉄車２７
８は回転する。小鉄車２７８が回転することによって、日の裏車２６０の回転を介して、
二番車２４４の二番かなと、筒車２６２が回転する。巻真２１０を２段目に引き出した状
態で針合わせを行うとき、二番車２４４の二番かなは、二番車２４４の二番歯車に対して
スリップすることができる。巻真２１０を回転させることによって、二番かなが回転する
ことによって、分針２４４ｈが回転し、筒車２６２が回転することによって、時針２６２
ｈが回転するので、時刻表示（「時」および「分」の表示）を修正することができる。
【００６６】
（１・１８）針位置および針仕様の説明：
　図１０および図１１を参照すると、多機能時計の実施形態の第１種において、回転中心
が地板中心２０２ｃである筒車２６２に取り付けた時針２６２ｈによって、１２時間制の
「時」に関する時刻情報を表示し、回転中心が地板中心２０２ｃである二番車２４４に取
り付けた分針２４４ｈによって「分」に関する時刻情報を表示し、回転中心が「６時方向
」に配置された秒車３４０に取り付けた小秒針３４０ｈによって、「秒」に関する時刻情
報を表示し、回転中心が「３時方向」に配置された日星車３１２に取り付けた日針３１２
ｈによって、「日」に関する暦情報を表示し、回転中心が「９時方向」に配置された小曜
車４６４に取り付けた扇形運針することができる曜針４６４ｈによって、いわゆる「レト
ログラードタイプ」によって、「曜」に関する暦情報を表示することができる。例えば、
曜針４６４ｈは、９０度～１６０度の範囲で「曜」に関する暦情報を表示することができ
る。構成部品の設計の余裕と、曜表示のデザイン性からみると、曜針４６４ｈは、１００
度～１２０度の範囲で「曜」に関する暦情報を表示するのが好ましい。
【００６７】
　地板中心２０２ｃから日針３１２ｈの回転中心までの距離と、地板中心２０２ｃから小
秒針３４０ｈの回転中心までの距離と、地板中心２０２ｃから２４時針３３０ｈの回転中
心までの距離とは、等しくなるように構成するのが好ましい。しかしながら、上記の中心
間距離は、等しくないように構成することもできる。地板中心２０２ｃから曜針４６４ｈ
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の回転中心までの距離は、地板中心２０２ｃから日針３１２ｈの回転中心までの距離より
大きくなるように構成するのが好ましい。地板中心２０２ｃから曜針４６４ｈの回転中心
までの距離は、地板中心２０２ｃから２４時針３３０ｈの回転中心までの距離より大きく
なるように構成するのが好ましい。地板中心２０２ｃから曜針４６４ｈの回転中心までの
距離は、地板中心２０２ｃから小秒針３４０ｈの回転中心までの距離より大きくなるよう
に構成するのが好ましい。
【００６８】
　それぞれの時刻情報、暦情報を表示するための文字、数字、略字などが文字板４５４に
設けられる。例えば、「日」に関する暦情報を表示するために、「１０」、「２０」、「
３１」の数字が、文字板４５４の日針３１２ｈに対応する位置に円周上にそって設けられ
る。例えば、「秒」に関する時刻情報を表示するために、「１０」、「２０」、「３０」
、「４０」、「５０」、「６０」の数字が、文字板４５４の小秒針３４０ｈに対応する位
置に円周上にそって設けられる。例えば、「曜」に関する暦情報を表示するために、「Ｓ
ｕｎ」、「Ｍｏｎ」、「Ｔｕｅ」、「Ｗｅｄ」、「Ｔｈｕ」、「Ｆｒｉ」、「Ｓａｔ」の
英語文字が、文字板４５４の曜針４６４ｈに対応する位置に円周上にそって設けられる。
或いは、「曜」に関する暦情報を表示するために、数字、日本語文字、外国語文字、ロー
マ数字、記号などを用いることもできる。
【００６９】
　図１０および図１２を参照すると、多機能時計の実施形態の第２種において、回転中心
が地板中心２０２ｃである筒車２６２に取り付けた時針２６２ｈによって、１２時間制の
「時」に関する時刻情報を表示し、回転中心が地板中心２０２ｃである二番車２４４に取
り付けた分針２４４ｈによって「分」に関する時刻情報を表示し、回転中心が「６時方向
」に配置された秒車３４０に取り付けた小秒針３４０ｈによって、「秒」に関する時刻情
報を表示し、回転中心が「１２時方向」に配置された時車３３０に取り付けた２４時針３
３０ｈによって、２４時間制の「時」に関する時刻情報を表示し、回転中心が「３時方向
」に配置された日星車３１２に取り付けた日針３１２ｈによって、「日」に関する暦情報
を表示し、回転中心が「９時方向」に配置された小曜車４６４に取り付けた扇形運針する
ことができる曜針４６４ｈによって、いわゆる「レトログラードタイプ」によって「曜」
に関する暦情報を表示することができる。例えば、２４時間制の「時」に関する時刻情報
を表示するために、「６」、「１２」、「１８」、「２４」の数字が、文字板４５４Ｂの
２４時針３３０ｈに対応する位置に円周上にそって設けられる。
【００７０】
　例えば、「曜」に関する暦情報を表示するために、「Ｓｕｎ」、「Ｍｏｎ」、「Ｔｕｅ
」、「Ｗｅｄ」、「Ｔｈｕ」、「Ｆｒｉ」、「Ｓａｔ」の英語文字が、文字板４５４Ｂの
曜針４６４ｈに対応する位置に円周上にそって、ほぼ扇形に配置される。或いは、「曜」
に関する暦情報を表示するために、数字、日本語文字、外国語文字、ローマ数字、記号な
どを用いることもできる。なお、図１０に記載されている多機能時計の実施形態の第３種
は後述する。
【００７１】
（１・１９）機械式時計の実施形態：
　以上で、多機能時計の第１の実施形態をアナログ電子時計のムーブメントに関して説明
したけれども、本発明は、いずれの実施形態に関しても、ムーブメントを機械式時計で構
成することもできる。変形例として、図１３～図１５を参照すると、機械式時計の実施形
態において、ムーブメント２０は、ムーブメント２０の基板を構成する地板２２を備える
。機械式時計の実施形態では、香箱車、二番車、三番車、四番車等の表輪列、回転錘、つ
めレバー等の自動巻機構、おしどり、かんぬき等の切換機構は、それぞれムーブメント２
０の表側に組み込まれる。機械式時計の実施形態において、ムーブメントの裏側の構造は
、図１および図２に示すアナログ電子時計のムーブメントの裏側の構造と同様に構成する
ことができる。
【００７２】
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　以下に、輪列の構造について説明する。二番車２４が地板２２のほぼ中心に回転可能に
組み込まれる。二番車２４は地板２２と二番受２６との間に組み込まれる。筒かな２８が
二番車２４の針取付け部に近い方の先端に隣接した外周部分にスリップ可能に、地板２２
の文字板側に組み込まれる。筒かな２８は二番車２４と一体に回転する。香箱車３０が地
板２２と一番受３２との間に回転可能に組み込まれる。香箱車３０の香箱歯車は二番車２
４の二番かなに噛み合う。三番車３４が地板２２と一番受３２との間に回転可能に組み込
まれる。二番車２４の二番歯車は三番かなに噛み合うように構成されている。四番車４０
が二番受２６と一番受３２との間に回転可能に組み込まれる。三番車３４の三番歯車は四
番車４０の四番かなに噛み合うように構成されている。がんぎ車５０が地板２２と一番受
３２との間に回転可能に組み込まれる。四番車４０の四番歯車は、がんぎ車５０のがんぎ
かなに噛み合うように構成されている。ここで、輪列の数は上記のものだけに制限されず
、更に、１つ以上の伝達車を追加してもよい。
【００７３】
　次に、脱進調速機構の構造について説明する。図１３～図１５を参照すると、アンクル
６０が地板２２とアンクル受６２との間に揺動可能に組み込まれる。アンクル６０は２つ
の爪石６３及びけん先６４を有する。がんぎ車５０のがんぎ歯車は爪石６３と係合する。
てんぷ７０が地板２２とてんぷ受７２との間に回転可能に組み込まれる。図１８を参照す
ると、てんぷ７０は、てん真７１と、ひげぜんまい７４と、振り石７６と、ひげ玉７８と
、てん輪７９とを含む。アンクル６０のけん先６４は振り石７６と係合するように構成さ
れる。てん輪７９の中心部は、てん真７１に固定される。ひげぜんまい７４の内端部は、
てん真７１に固定されたひげ玉７８に固定される。ひげぜんまい７４の外周部７４ｇは、
ひげ持７２ｂに取り付けられる。ひげ持７２ｂは、ひげ持受７２ａに取り付けられる。ひ
げ持受７２ａは、てんぷ受７２に取り付けられる。
【００７４】
　次に、裏輪列の構造について説明する。図１７、図２０を参照すると、筒車８０が地板
２２の文字板８２のある側に回転可能に組み込まれる。日の裏車９０が地板２２の文字板
８２のある側に回転可能に組み込まれる。日の裏車９０の日の裏歯車が筒かな２８に噛み
合う。日の裏車９０の日の裏かなが筒車８０に噛み合うように構成されている。さらに、
筒車８０が回転することによって、日回し車３１０（図１参照）が回転するように構成す
ることができる。また、筒車８０が回転することによって、曜回し車３２０（図１参照）
が回転するように構成することができる。
【００７５】
　図１３～図１５を参照すると、回転錘１００が一番受３２に回転可能に組み込まれる。
回転錘１００はボールベアリング（図示せず）を介して一番受３２に組み込まれる。一番
伝え車（図示せず）が回転錘１００のかな（図示せず）に噛み合うように回転可能に組み
込まれる。つめレバー（図示せず）が、一番伝え車の偏心カム部分（図示せず）に回転可
能に組み込まれる。二番伝え車（図示せず）がつめレバーにつめ部分（図示せず）に係合
するように回転可能に組み込まれる。二番伝え車のラチェット歯（図示せず）がつめレバ
ーのつめ部分に係合するように構成されている。回転錘１００の回転に基づいて一番伝え
車（図示せず）が回転し、つめレバーの作動に基づいて、二番伝え車は所定の方向にのみ
回転するように構成される。二番巻伝え車（図示せず）の回転に基づいて、ぜんまいを巻
くように構成されている。
【００７６】
　図１３、図１６～図１８を参照すると、かんぬき押さえ１４０は弾性変形可能な材料で
製造され、例えば、ステンレス鋼で製造されるのが好ましい。かんぬき１３０は弾性変形
可能な材料で製造され、例えば、ステンレス鋼で製造されるのが好ましい。かんぬき１３
０のばね部分１３２は、直線状の形状、湾曲形状、Ｕ字形状等のいずれの形状であっても
よい。かんぬき押さえ１４０の山形部分１４２が、おしどり１２０の位置きめピン１２２
に係合して、おしどり１２０の位置を決め、かつ、巻真１１０の切換重さを設定する。本
発明の機械式時計では、巻真１１０を１段目、及び、２段目に引き出すことができるよう
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に、かんぬき押さえ１４０の山形部分１４２を構成している。かんぬき１３０のばね部分
１３２のばね力により、かんぬき１３０の案内谷部１３８が、おしどり１２０の先端部分
の側面に押しつけられる。
【００７７】
　次に、機械式時計の実施形態の作動について説明する。図１３～図１５を参照すると、
ぜんまい（図示せず）の力により、香箱車３０が回転する。香箱車３０の回転により二番
車２４が回転する。二番車２４の回転により三番車３４が回転する。三番車３４の回転に
より四番車４０が回転する。また、二番車２４の回転により筒かな２８が同時に回転する
。筒かな２８の回転により日の裏車９０が回転する。日の裏車９０の回転により筒車８０
が回転する。これらの各輪列の回転速度は、てんぷ７０、アンクル６０及びがんぎ車５０
の動作により制御される。その結果、四番車４０は１分間に１回転する。筒かな２８及び
二番車２４は１時間に１回転する。筒車８０は１２時間に１回転する。
【００７８】
　四番車４０に取り付けた秒針４０ｈで「秒」を表示する。筒かな２８に取り付けた分針
２８ｈで「分」を表示する。筒車８０に取り付けた時針８０ｈで「時」を表示する。すな
わち、四番車４０、筒かな２８及び二番車２４、筒車８０は、時刻情報を表示するための
表示車を構成する。時針８０ｈ、分針２８ｈ、秒針４０ｈと、文字板８２の目盛等により
、時刻を読み取ることができる。次に、自動巻機構によるぜんまい巻きについて説明する
。機械式時計を腕に携帯して腕を前後に振る。回転錘１００の回転に基づいてつめレバー
が偏心カムの作動のように作動し、ラチェット歯を有する自動巻伝え車（図示せず）等の
回転によりぜんまいを巻くことができる。
【００７９】
　次に、切換機構の作動について説明する。図１３、図１６～図１８を参照すると、通常
、機械式時計を腕に携帯しているとき、巻真１１０は０段目にある。次に、カレンダの修
正を行うとき、巻真１１０を引き出して１段目にする。このとき、おしどり１２０は回転
する。かんぬき１３０は、かんぬきのばね力により回転して、つづみ車１６２の乙歯１６
２ｂを第１修正伝え車１７０とかみ合わせる。この状態で巻真１１０を回転させると、つ
づみ車１６２が回転し、第１修正伝え車１７０の回転により、第２修正伝え車３５２、第
３修正伝え車３５３の回転を介して、第４修正伝え車３５４が日修正車３５５に近づく方
向に移動すると、第４修正伝え車３５４の歯車部は、日修正車３５５の歯車部と噛み合う
ことができる。したがって、巻真２１０を１段目に引き出した状態で、巻真１１０を１つ
の方向に回転させて、日星車３１２を回転させて、日修正を行うことができる。
【００８０】
　次に、時刻の修正を行うとき、巻真１１０を更に引き出して２段目にする。このとき、
おしどり１２０は更に回転する。かんぬき１３０は、かんぬきのばね力により、上記の回
転とは逆方向に回転して、つづみ車１６２の甲歯１６２ａを日の裏車９０とかみ合わせる
。この状態で巻真１１０を回転させると、つづみ車１６２が回転し、日の裏車９０の回転
により筒かな２８及び筒車８０を回転させて時刻表示を修正することができる。
【００８１】
　図１３～図１５、図１７を参照すると、筒車８０が日の裏車９０の回転に基づいて回転
する。筒車８０は１２時間に１回転する。筒車８０の回転により、日回し車３１０が回転
する。日回し車３１０に設けられた日送りつめ３１０ｆにより、日星車３１２を１日に１
度、（１／３１）回転させる。日星車３１２は３１日間で１回転するように構成される。
筒車２６２の回転により、曜回し車３２０が回転する。日回し車３２０に設けられた、曜
送りつめ３２０ｆにより、小曜車３２２を１日に１度、（１／７）回転させる。小曜車３
２２は７日間で１回転する。また、曜回し車３２０の回転により、時車３３０が回転する
。時車３３０は２４時間に１回転する。四番車４０に取り付けた秒針４０ｈで「秒」を表
示する構成では、秒車３４０、小秒針３４０ｈを省略することができる。或いは、小秒針
３４０ｈにより「秒」を表示する構成では、秒針４０ｈを省略することができる。
【００８２】
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（２）第２の実施形態：
　次に、多機能時計の第２の実施形態を説明する。以下の説明は、多機能時計の第２の実
施形態が多機能時計の第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、前述した多機能時計の第１の実施形態についての説明をここに準用する。
【００８３】
（２・１）ムーブメントの全体の構造：
　図２２および図２３を参照すると、第２の実施形態は、アナログ電子時計で構成される
。さらに詳細には、本発明の多機能時計の第２の実施形態は、「２時方向」、「６時方向
」のうちの少なくとも１箇所に回転運針することができる小針を備え、さらに、「１０時
方向」に扇形運針することができる小針を備えアナログ式時計（電気時計、電子時計、機
械式時計）で構成される。すなわち、本発明の多機能時計の第２の実施形態においては、
回転中心が地板の中心である時針によって、１２時間制の「時」に関する時刻情報を表示
し、回転中心が地板の中心である分針によって「分」に関する時刻情報を表示し、回転中
心が「２時方向」に配置された日針によって、「日」に関する暦情報を表示し、回転中心
が「６時方向」に配置された小秒針によって、「秒」に関する時刻情報を表示し、回転中
心が「１０時方向」に配置され、扇形運針することができる曜針によって、いわゆる「レ
トログラードタイプ」によって「曜」に関する暦情報を表示するように構成することがで
きる。
【００８４】
　第２の実施形態の変形例として、ムーブメントを機械式時計で構成することもできる。
更なる変形例として、第２の実施形態は、ムーブメントをアナログ電子時計又は機械式時
計で構成し、回転中心が地板の中心である秒針によって、「秒」に関する時刻情報を表示
するように構成することもできる。この更なる変形例では、小秒針を省略することができ
る。
【００８５】
　第２の実施形態において、ムーブメント２０１Ｄは、地板２０２を備える。電源部、回
路部、転換機（ステップモータ）、表輪列、切換機構などが、地板２０２の裏蓋側（表側
）に配置される。裏輪列、カレンダ輪列、日修正機構などが、地板２０２の裏側に配置さ
れる。文字板４５４Ｃが、地板２０２のガラス側に配置される。巻真２１０が地板２０２
の３時側に回転可能なように配置される。第２の実施形態が第１の実施形態と異なる点は
、日表示機構が「２時方向」に配置されていることと、曜表示機構が「１０時方向」に配
置されていることと、２４時表示機構が設けられていないことである。第２の実施形態に
用いられるムーブメント部品は、全てが、第１の実施形態に用いられるムーブメント部品
と同じものである。第２の実施形態に用いられる文字板４５４Ｃは、第１の実施形態に用
いられる文字板４５４と異なり、第１の実施形態に用いられる文字板４５４Ｂと異なる。
【００８６】
（２・２）日表示機構の構造：
　次に、日表示機構の構造について説明する。図２２および図２３を参照すると、ムーブ
メント２０１Ｄにおいて、筒車２６２の回転に基づいて日車送り機構が作動するように構
成される。日表示機構は、日回し車３１０と、日星車３１２とを含む。筒車２６２の回転
により、日回し車３１０が回転するように構成される。日回し車３１０は、地板２０２に
設けられた第２日回し車ピンに対して回転可能に支持される。日回し車３１０の回転中心
は、「４時方向」と「５時方向」との間の領域（すなわち、「４－５時領域」）に配置さ
れるのが好ましい。
【００８７】
　図６及び図２２を参照すると、日星車３１２の下方に位置した日修正伝え車押さえ３１
４の一部は、地板２０２の裏面に向かって円形に絞られる。日修正伝え車押さえ３１４の
円形絞り部の中心に設けられた穴が、日星車案内穴の周囲に設けられた日修正伝え車押さ
え案内軸部に嵌め込まれるのが好ましい。日星車３１２の回転方向の位置は、裏物押さえ
４８０に設けられた第２日ジャンパ４８０ｂにより規正される。第２日ジャンパ４８０ｂ
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のばね部の先端に設けられた規正部は、「１２時方向」と「１時方向」との間の領域（す
なわち、「１２－１時領域」）に配置されるのが好ましい。日星車３１２の回転中心は、
「２時方向」に配置される。日星車３１２の下軸部は、地板２０２に対して回転可能に支
持される。日針３１２ｈが日星車３１２の上軸部に取り付けられる（図６において、二点
鎖線で記載している）。
【００８８】
（２・３）曜表示機構の構造：
　次に、曜表示機構の構造について説明する。図２３および図２４を参照すると、ムーブ
メント２０１Ｄにおいて、筒車２６２の回転に基づいて曜車送り機構が作動するように構
成される。曜表示機構は、曜回し車３２０と、曜伝え車４６２と、小曜車４６４と、曜ジ
ャンパ４６８と、第１復針レバー４９１と、第２復針レバー４９２と、第２復針レバー戻
しばね４９４とを含む。筒車２６２の回転により、曜回し車３２０が回転するように構成
される。曜回し車３２０は、地板２０２に設けられた曜回し車ピン３２０ｐに対して回転
可能に支持される。曜回し車３２０の回転中心は、「１０時方向」と「１１時方向」との
間の領域（すなわち、「１０－１１時領域」）に配置されるのが好ましい。小曜車４６４
の回転中心は、「９時方向」に配置される。
【００８９】
　曜伝え車４６２の回転方向の位置は、地板２０２に対して回転可能に設けられた曜ジャ
ンパ４６８により規正されるように構成される。裏物押さえ４８０に設けられた曜ジャン
パ加圧ばね部４８０ｃが、曜ジャンパ４６８の先端に設けられた規正部を曜伝え車４６２
の曜伝え歯車部４６２ｂに向けて押し付けるように構成される。曜ジャンパ４６８の先端
に設けられた規正部の位置は、「９時方向」と「１０時方向」との間の領域（すなわち、
「９－１０時領域」）に配置されるのが好ましい。曜ジャンパ加圧ばね部４８０ｃの位置
は、「９時方向」と「１１時方向」との間の領域（すなわち、「９－１１時領域」）に配
置されるのが好ましい。
【００９０】
　第１復針レバー４９１は、地板２０２に設けられた復針レバーピン４６６ｐに対して回
転可能に支持される。第２復針レバー４９２は、地板２０２に設けられた復針レバーピン
４６６ｐに対して回転可能に支持される。第１復針レバー４９１は、伝えカム部４６２ｃ
と接触するように構成されたカム接触部４９１ｃと、曜歯車部４６４ｂと噛み合うように
構成された第１作動歯車部４９１ｆと、第２作動歯車部４９１ｇとを備える。第２作動歯
車部４９１ｇは、小曜車４６４の曜歯車部４６４ｂと噛み合うことができるようにするた
めに設けられる。第２復針レバー４９２は、レバー本体部４９２ｂと、レバー歯車部４９
２ｃとを含む。レバー歯車部４９２ｃは、曜歯車部４６４ｂと噛み合うように構成される
。第１作動歯車部４９１ｆの歯形形状は、第２作動歯車部４９１ｇの歯形形状と等しくな
るように構成するのがよい。レバー歯車部４９２ｃの歯形形状は、第１作動歯車部４９１
ｆの歯形形状と等しくなるように構成するのがよい。レバー歯車部４９２ｃの歯形形状は
、第２作動歯車部４９１ｇの歯形形状と等しくなるように構成するのがよい。
【００９１】
　第１作動歯車部４９１ｆは、小曜車４６４を第１の位置に配置したとき、その位置にお
ける曜歯車部４６４ｂと噛み合うことができるように構成される。例えば、前記第１の位
置は、「９時方向」に配置される。また、第２作動歯車部４９１ｇは、小曜車４６４を第
２の位置に配置したとき、その位置における曜歯車部４６４ｂと噛み合うことができるよ
うに構成される。例えば、前記第２の位置は、「１０時方向」に配置される。第１作動歯
車部４９１ｆと、第２作動歯車部４９１ｇは、第１の部品として形成することができる。
【００９２】
　戻しばね部４９４ｃのばね力によって、第２復針レバー４９２は、常に、時計回り方向
に回転するような力を受けるように構成される。したがって、小曜車４６４は、常に、反
時計回り方向に回転するような力を受けるように構成される。したがって、第１復針レバ
ー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部は、常に、曜伝え車４６２の伝えカム部４６２ｃ
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に押し付けられるような力を受けるように構成される。
【００９３】
　第１復針レバー４９１の第１作動歯車部４９１ｆは、回転中心を基準として、開角が３
０度から８０度の欠け歯歯車として構成することができる。第１復針レバー４９１の第２
作動歯車部４９１ｇは、回転中心を基準として、開角が３０度から８０度の欠け歯歯車と
して構成することができる。第１作動歯車部４９１ｆは、回転中心を基準として、開角が
４０度から６０度の欠け歯歯車として構成するのが更に好ましい。この構成により、小型
の第１作動歯車部４９１ｆを形成することができる。第２作動歯車部４９１ｇは、回転中
心を基準として、開角が４０度から６０度の欠け歯歯車として構成するのが更に好ましい
。この構成により、小型の第２作動歯車部４９１ｇを形成することができる。
【００９４】
　第１作動歯車部４９１ｆの開角の中心線と、第２作動歯車部４９１ｇの開角の中心線と
のなす角度は、９０度から１８０度であるのが好ましい。第１作動歯車部４９１ｆの開角
の中心線と、第２作動歯車部４９１ｇの開角の中心線とのなす角度は、１１０度から１４
０度であるのが更に好ましい。この構成により、小型の第１復針レバー４９１を形成する
ことができる。第２復針レバー４９２のレバー歯車部４９２ｃは、回転中心を基準として
、開角が３０度から８０度の欠け歯歯車として構成することができる。レバー歯車部４９
２ｃは、回転中心を基準として、開角が４０度から６０度の欠け歯歯車として構成するの
が更に好ましい。この構成により、小型のレバー歯車部４９２ｃを形成することができる
。
【００９５】
　変形例として、第１復針レバー４９１の作動歯車部は、全周にわたって歯部を有する構
成としてもよい。この構成では、第１作動歯車部４９１ｆは、全周歯部の一部として構成
され、第２作動歯車部４９１ｇは、全周歯部の他の一部として構成される。或いは、第１
作動歯車部４９１ｆは、一部が欠けた欠け歯歯車（例えば、開角が１８０度の欠け歯歯車
）の歯部の一部として構成し、第２作動歯車部４９１ｇは、一部が欠けた欠け歯歯車の歯
部の他の一部として構成してもよい。変形例として、第２復針レバー４９２のレバー歯車
部４９２ｃは、全周にわたって歯部を有する構成としてもよい。
【００９６】
　図２４を参照すると、第２復針レバー戻しばね４９４の戻しばねベ－ス部４９４ｂの先
端部又は先端部に近い部分は、地板２０２に設けられたばね位置決め壁部に接触する。戻
しばね部４９４ｃのばね力によって、第２復針レバー４９２は、常に、時計回り方向に回
転するような力を受ける。したがって、小曜車４６４は、常に、反時計回り方向に回転す
るような力を受ける。したがって、第１復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部
は、常に、曜伝え車４６２の伝えカム部４６２ｃに押し付けられるような力を受ける。小
曜車４６４により「日曜日」をあらわす「Ｓｕｎ」を指示する状態において、第１復針レ
バー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部は、曜伝え車４６２の伝えカム部４６２ｃのな
かで、最小半径部に近い部分に押し付けられる。
【００９７】
　ムーブメント２０１Ｄにおいて、小曜車４６４の回転中心は、「１０時方向」に配置さ
れる。曜を表示するための曜文字、数字、略字などが文字板４５４Ｃに設けられる。特に
、図２７を参照すると、扇形運針する曜針４６４ｈと、文字板４５４Ｃの文字、数字、略
字などによって、暦情報の１つである「曜」に関する情報を表示することができるように
構成される。
【００９８】
（２・４）日修正機構の構造：
　次に、日修正機構の構造について説明する。図２２および図２３を参照すると、ムーブ
メント２０１Ｄの裏側には、日星車３１２による日の表示を修正するための日修正機構が
設けられる。日修正機構は、第１修正伝え車３５１と、第２修正伝え車３５２と、第３修
正伝え車３５３と、第４修正伝え車３５４と、日修正車３５５とにより構成される。第２
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修正伝え車３５２の回転中心は、「３時方向」に配置される。本発明の多機能時計の第２
の実施形態における第２修正伝え車３５２の回転中心は、本発明の多機能時計の第１の実
施形態における第２修正伝え車３５２の回転中心と同じ配置である。
【００９９】
　第３修正伝え車３５３は、地板２０２に対して回転可能に支持される。第３修正伝え車
３５３の回転中心は、「２時方向」、或いは、「２時方向」と「３時方向」との間の領域
（すなわち、「２－３時領域」）に配置されるのが好ましい。本発明の多機能時計の第２
の実施形態における第３修正伝え車３５３の回転中心は、本発明の多機能時計の第１の実
施形態における第３修正伝え車３５３の回転中心と同じ配置である。第４修正伝え車３５
４の下軸は、地板２０２に設けられた第２の第４修正伝え車案内長穴に対して移動可能か
つ回転可能に支持される。第４修正伝え車３５４の下軸を案内する第２の第４修正伝え車
案内長穴は、「１時方向」と「２時方向」との間の領域（すなわち、「１－２時領域」）
に配置されるのが好ましい。本発明の多機能時計の第２の実施形態における第２の第４修
正伝え車案内長穴は、本発明の多機能時計の第１の実施形態における第４修正伝え車案内
長穴よりも地板２０２の外形部に近い位置に配置される。第４修正伝え車３５４を地板２
０２に向かって加圧するための第２修正ばね部３１４ｂ２が日修正伝え車押さえ３１４に
設けられる。日修正車３５５の回転中心は、「１２時方向」と「１時方向」との間の領域
（すなわち、「１２－１時領域」）に配置されるのが好ましい。
【０１００】
（２・５）地板の構造：
　次に、地板２０２の構造について、第１の実施形態において前述した説明に追加する説
明を行う。図７を参照すると、地板２０２は、さらに、第２の実施形態における日回し車
３１０の回転中心２０２ＤＷ２、第２の実施形態における日星車３１２の回転中心２０２
ＤＳ２、第２の実施形態における小曜車３２２の回転中心２０２ＳＷ２、第２の実施形態
における日修正車３５５の回転中心２０２ＳＢ２の回転部材の回転中心を備える。
【０１０１】
　さらに、地板２０２は、第２の実施形態における第４修正伝え車３５４の下軸を移動可
能なように案内するための第２の第４修正伝え車案内長穴２０２ＳＬ２を備える。上記の
それぞれの回転中心には、当該回転中心を中心として回転する回転部材を回転可能なよう
に支持するために、当該回転部材の中心穴を案内するための案内軸部が形成され、或いは
、当該回転部材の軸部を案内するための案内穴が形成される。すなわち、輪列案内部は、
回転部材を回転可能なように案内するための案内穴、案内軸受、案内軸、案内ピンなどに
よって構成することができる。
【０１０２】
　第２の実施形態における第１復針レバー４９１の回転中心、第２復針レバー４９２の回
転中心は、第１の実施形態における第１復針レバー４９１の回転中心、第２復針レバー４
９２の回転中心２０２ＷＦと同じ位置に配置することができる。以上説明したように、地
板２０２は、地板中心２０２ｃに配置された中心パイプ２０２ｂと、ロータ２３６の下軸
受と、五番車２３８の下軸受と、四番車２４０の下軸受と、三番車２４２の下軸受と、日
の裏車２６０の下軸受と、小鉄車２７８の案内ピンと、日回し車３１０の案内ピンと、日
星車３１２の案内ピンと、曜回し車３２０の案内ピンと、小曜車４６４の下軸受と、時車
３３０の下軸受と、秒車３４０の下軸受と、第３修正伝え車３５３の案内ピンと、日修正
車３５５の案内ピンとを備える。例えば、上記軸受は、穴石、ほぞ枠、貫通穴、盲ら穴等
で構成することができる。例えば、案内ピンは、地板２０２と一体に形成することもでき
るし、或いは、地板２０２と別個に形成したピンを地板２０２に固定することもできる。
或いは、上記軸受の代わりに、ピン等の案内部材を用いることもできる。或いは、上記案
内ピンの代わりに、穴石、ほぞ枠、貫通穴、盲ら穴等の案内部材を用いることもできる。
【０１０３】
　ムーブメント２０１Ｃ、ムーブメント２０１Ｄは、第１のタイプの小針の配置を有する
第１のタイプの多機能時計を製造するときに用いられる輪列のための第１の輪列回転中心
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と、第２のタイプの小針の配置を有する第２のタイプの多機能時計を製造するときに用い
られる輪列のための第２の輪列回転中心とを備える。前記第１の輪列回転中心、前記第２
の輪列回転中心には、その位置を中心として回転する輪列部材を回転可能に案内するため
の輪列案内部（案内穴、案内軸受、案内軸、案内ピンなど）が設けられている。前記第１
の輪列回転中心、前記第２の輪列回転中心は、地板２０２の地板中心２０２ｃと地板２０
２の地板外形部との間の位置に配置される。以上説明したように、第１の実施形態、第２
の実施形態では、地板２０２は、ムーブメント２０１Ｃに使用することもできるし、また
、ムーブメント２０１Ｄに使用することもできる。この構成により、種々のタイプのムー
ブメントを、同じ部品を利用して効率的に製造することができる。
【０１０４】
（２・６）日修正伝え車押さえの構造：
　次に、日修正伝え車押さえ３１４の構造について、第１の実施形態において前述した説
明に追加する説明を行う。図８を参照すると、第２の実施形態における第４修正伝え車３
５４を地板２０２に向かって加圧するための第２修正ばね部３１４ｂ２が日修正伝え車押
さえ３１４に設けられる。修正ばね部３１４ｂ２は、「１時方向」と「２時方向」との間
の領域（すなわち、「１－２時領域」）に配置されるのが好ましい。第２修正ばね部３１
４ｂ２が第４修正伝え車３５４と接触する先端部分は、「１時方向」と「２時方向」との
間の領域（すなわち、「１－２時領域」）に配置されるのが好ましい。さらに、日星車３
１２の下方に位置する日修正伝え車押さえ３１４の一部は、地板２０２の裏面に向かって
円形に絞られ、この円形絞り部の中心に設けられた穴が、日星車案内穴の周囲に設けられ
た日修正伝え車押さえ案内軸部に嵌め込まれるように構成されるのが好ましい。以上説明
したように、第１の実施形態、第２の実施形態では、日修正伝え車押さえ３１４は、ムー
ブメント２０１Ｃに使用することができるし、また、ムーブメント２０１Ｄに使用するこ
ともできる。
【０１０５】
（２・７）裏物押さえの構造：
　次に、裏物押さえ４８０の構造について、第１の実施形態において前述した説明に追加
する説明を行う。図９を参照すると、第２の実施形態における日星車３１２の回転方向の
位置を規正するための第２日ジャンパ４８０ｂが、裏物押さえ４８０に設けられる。第２
日ジャンパ４８０ｂのばね部は、「１時方向」と「５時方向」との間の領域（すなわち、
「１－５時領域」）に配置されるのが好ましい。第２日ジャンパ４８０ｂのばね部の先端
に設けられた規正部は、「１２時方向」と「１時方向」との間の領域（すなわち、「１２
－１時領域」）に配置されるのが好ましい。第２の実施形態では、前述した本発明の多機
能時計の第１の実施形態において使用する裏物押さえ４８０と同じものを用いることがで
きる。すなわち、第２の実施形態における曜ジャンパ加圧ばね部４８０ｃの寸法形状は、
第１の実施形態における曜ジャンパ加圧ばね部４８０ｃの寸法形状と同じように構成する
ことができる。以上説明したように、第１の実施形態、第２の実施形態では、裏物押さえ
４８０は、ムーブメント２０１Ｃに使用することができるし、また、ムーブメント２０１
Ｄに使用することもできる。
【０１０６】
（２・８）曜送り機構の作用：
　本発明の多機能時計の第２の実施形態において、曜送り機構の作用は、第１の実施形態
について説明したものと同様である。図２２および図２４を参照すると、曜針４６４ｈと
、文字板４５４の文字、数字、略字などによって「日曜日」をあらわす「Ｓｕｎ」を指示
している状態で、筒車２６２の回転により、曜回し車３２０が回転する。曜回し車３２０
に設けられた曜送りつめ３２０ｆが曜伝え車４６２の曜伝え歯車部４６２ｂを回転させる
ことにより、曜伝え車４６２は１日に１度、（１／７）回転する。曜伝え車４６２の回転
方向の位置は、地板２０２に対して回転可能に設けられた曜ジャンパ４６８により規正さ
れる。裏物押さえ４８０に設けられた曜ジャンパ加圧ばね部４８０ｃが、曜ジャンパ４６
０の先端に設けられた規正部を曜伝え車４６２の曜伝え歯車部４６２ｂに向けて押し付け
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る。
【０１０７】
　第１復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃは、伝えカム部４６２ｃと接触する。第１
復針レバー４９１の第１作動歯車部４９１ｆは、曜歯車部４６４ｂと噛み合う。第２復針
レバー４９２のレバー歯車部４９２ｃは、曜歯車部４６４ｂと噛み合う。第２復針レバー
戻しばね４９４の戻しばねベ－ス部４９４ｂの先端部又は先端部に近い部分は、地板２０
２に設けられたばね位置決め壁部に接触する。戻しばね部４９４ｃのばね力によって、第
２復針レバー４９２は、常に、時計回り方向に回転するような力を受ける。したがって、
小曜車４６４は、常に、反時計回り方向に回転するような力を受ける。したがって、第１
復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部は、常に、曜伝え車４６２の伝えカム部
４６２ｃに押し付けられるような力を受ける。小曜車４６４により「日曜日」をあらわす
「Ｓｕｎ」を指示する状態において、第１復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃの先端
部は、曜伝え車４６２の伝えカム部４６２ｃのなかで、最小半径部に近い部分に押し付け
られる。
【０１０８】
　次に、図２５を参照すると、図２４に示す「日曜日」をあらわす「Ｓｕｎ」を指示する
状態から、筒車２６２の回転により、曜送りつめ３２０ｆが曜伝え車４６２の曜伝え歯車
部４６２ｂを１日分、すなわち（１／７）回転させると、第１復針レバー４９１は、「Ｓ
ｕｎ」を指示する状態からから１日分回転する。曜伝え車４６２の回転方向の位置は、地
板２０２に対して回転可能に設けられた曜ジャンパ４６８により規正される。第１復針レ
バー４９１の第１作動歯車部４９１ｆは、小曜車４６４を１日分回転させ、「月曜日」を
あらわす「Ｍｏｎ」を指示する状態になる。戻しばね部４９４ｃのばね力によって、第２
復針レバー４９２を介して、小曜車４６４は、常に、反時計回り方向に回転するような力
を受けている。第１復針レバー４９１は、常に、時計回り方向に回転するような力を受け
ている。第１復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部は、常に、曜伝え車４６２
の伝えカム部４６２ｃに押し付けられるような力を受けている。同様にして、小曜車４６
４は毎日、１日分回転され、「月曜日」をあらわす「Ｍｏｎ」を指示する状態から「火曜
日」をあらわす「Ｔｕｅ」を指示する状態になり、次いで「水曜日」をあらわす「Ｗｅｄ
」を指示する状態になり、次いで「木曜日」をあらわす「Ｔｈｕ」を指示する状態になり
、次いで「金曜日」をあらわす「Ｆｒｉ」を指示する状態になり、次いで「土曜日」をあ
らわす「Ｓａｔ」を指示する状態になり、さらに、「日曜日」をあらわす「Ｓｕｎ」を指
示する状態に変化することができる。
【０１０９】
　図２６を参照すると、小曜車４６４により「土曜日」をあらわす「Ｓａｔ」を指示する
状態において、第１復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部は、曜伝え車４６２
の伝えカム部４６２ｃのなかで、最大半径部に近い部分に押し付けられる。「土曜日」を
あらわす「Ｓａｔ」を指示する状態において、筒車２６２の回転により、曜送りつめ３２
０ｆが曜伝え車４６２の曜伝え歯車部４６２ｂを１日分、すなわち（１／７）回転させる
と、第１復針レバー４９１のカム接触部４９１ｃの先端部は、曜伝え車４６２の伝えカム
部４６２ｃのなかで、最大半径部に近い部分から移動して、曜伝え車４６２の伝えカム部
４６２ｃのなかで、最小半径部に近い部分に押し付けられる。
【０１１０】
（２・９）針位置および針仕様の説明：
　図１０および図２７を参照すると、多機能時計の実施形態の第３種において、回転中心
が地板中心２０２ｃである筒車２６２に取り付けた時針２６２ｈによって、１２時間制の
「時」に関する時刻情報を表示し、回転中心が地板中心２０２ｃである二番車２４４に取
り付けた分針２４４ｈによって「分」に関する時刻情報を表示し、回転中心が「６時方向
」に配置された秒車３４０に取り付けた小秒針３４０ｈによって、「秒」に関する時刻情
報を表示し、回転中心が「２時方向」に配置された日星車３１２に取り付けた日針３１２
ｈによって、「日」に関する暦情報を表示し、回転中心が「１０時方向」に配置された小
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曜車４６４に取り付けた扇形運針することができる曜針４６４ｈによって、いわゆる「レ
トログラードタイプ」によって、「曜」に関する暦情報を表示することができる。例えば
、曜針４６４ｈは、９０度～１６０度の範囲で「曜」に関する暦情報を表示することがで
きる。構成部品の設計の余裕と、曜表示のデザイン性からみると、曜針４６４ｈは、１０
０度～１２０度の範囲で「曜」に関する暦情報を表示するのが好ましい。
【０１１１】
　地板中心２０２ｃから日針３１２ｈの回転中心までの距離と、地板中心２０２ｃから小
秒針３４０ｈの回転中心までの距離と、地板中心２０２ｃから２４時針３３０ｈの回転中
心までの距離とは、等しくなるように構成するのが好ましい。しかしながら、上記の中心
間距離は、等しくないように構成することもできる。地板中心２０２ｃから曜針４６４ｈ
の回転中心までの距離は、地板中心２０２ｃから日針３１２ｈの回転中心までの距離より
大きくなるように構成するのが好ましい。地板中心２０２ｃから曜針４６４ｈの回転中心
までの距離は、地板中心２０２ｃから小秒針３４０ｈの回転中心までの距離より大きくな
るように構成するのが好ましい。
【０１１２】
　それぞれの時刻情報、暦情報を表示するための文字、数字、略字などが文字板４５４Ｃ
に設けられる。例えば、「日」に関する暦情報を表示するために、「１０」、「２０」、
「３１」の数字が、文字板４５４Ｃの日針３１２ｈに対応する位置に円周上にそって設け
られる。例えば、「秒」に関する時刻情報を表示するために、「１０」、「２０」、「３
０」、「４０」、「５０」、「６０」の数字が、文字板４５４Ｃの小秒針３４０ｈに対応
する位置に円周上にそって設けられる。例えば、「曜」に関する暦情報を表示するために
、「Ｓｕｎ」、「Ｍｏｎ」、「Ｔｕｅ」、「Ｗｅｄ」、「Ｔｈｕ」、「Ｆｒｉ」、「Ｓａ
ｔ」の英語文字が、文字板４５４Ｃの曜針４６４ｈに対応する位置に円周上にそって設け
られる。或いは、「曜」に関する暦情報を表示するために、数字、日本語文字、外国語文
字、ローマ数字、記号などを用いることもできる。
【０１１３】
（３）扇形運針輪列装置：
　さらに、上述した本発明の曜送り機構に用いられる扇形運針輪列を用いて、扇形運動す
る小針により情報を表示することができるように構成された扇形運針輪列装置を実現する
ことができる。この扇形運針輪列装置は、曜回し車３２０と、曜伝え車４６２と、小曜車
４６４と、曜ジャンパ４６８と、第１復針レバー４９１と、第２復針レバー４９２と、第
２復針レバー戻しばね４９４とを含むように構成することができる。曜回し車３２０は、
曜回し歯３２０ｂと、曜送りつめ３２０ｆとを含む。曜伝え車４６２は、曜伝え歯車部と
、伝えカム部４６２ｃとを備える。伝えカム外周部分は、いわゆる「揺動カム」のカム面
に近い形状をとる。曜針４６４ｈが小曜車４６４の針取付部４６４ｇに取り付けられる。
曜ジャンパ加圧ばね部４８０ｃが、曜ジャンパ４６８の先端に設けられた規正部を曜伝え
車４６２の曜伝え歯車部４６２ｂに向けて押し付けるように構成される。第１復針レバー
４９１は、伝えカム部４６２ｃと接触するように構成されたカム接触部４９１ｃと、曜歯
車部４６４ｂと噛み合うように構成された第１作動歯車部４９１ｆと、第２作動歯車部４
９１ｇとを備える。第２復針レバー４９２は、レバー本体部４９２ｂと、レバー歯車部４
９２ｃとを含む。レバー歯車部４９２ｃは、曜歯車部４６４ｂと噛み合うように構成され
る。
【０１１４】
　第２復針レバー４９２は、小曜車４６４と連動して回転可能に設けられる。第２復針レ
バー戻しばね４９４は、戻しばねベ－ス部４９４ｂと、戻しばね部４９４ｃとを含む。第
２復針レバー戻しばね４９４の戻しばねベ－ス部４９４ｂは、第２復針レバー４９２に対
して固定される。戻しばねベ－ス部４９４ｂの先端部又は先端部に近い部分は、ばね位置
決め壁部に接触するように構成される。特に、図１９を参照すると、戻しばね部４９４ｃ
のばね力によって、第２復針レバー４９２は、常に、時計回り方向に回転するような力を
受けるように構成される。したがって、小曜車４６４は、常に、反時計回り方向に回転す
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るような力を受けるように構成される。したがって、第１復針レバー４９１のカム接触部
４９１ｃの先端部は、常に、曜伝え車４６２の伝えカム部４６２ｃに押し付けられるよう
な力を受けるように構成される。扇形運針輪列装置を作動させる駆動装置の回転速度、周
期、減速比などを調整することにより、上記の扇形運針輪列装置を用いて、扇形運動する
小針により時刻情報（「時」、「分」など）、日の表示、曜の表示、月の表示、年の表示
、月齢の表示などの情報を見やすく表示することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明の多機能時計は、簡単な構造の扇形運針機構を採用しているので、部品加工およ
び組立作業に多くの時間を必要としない。また、本発明の多機能時計の扇形運針機構は、
小型でスペースをとらず、確実に作動することができる。さらに、本発明を用いて、扇形
運動する小針により情報を見やすく表示することができる扇形運針輪列装置を製造するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、ムーブメントの裏側から見た概
略構造を示す平面図である。
【図２】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、ムーブメントの裏側の日修正機
構を示す平面図である。
【図３】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、ムーブメントの表側から見た概
略構造を示す平面図である。
【図４】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、巻真と表輪列の部分を示す部分
断面図である。
【図５】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、曜送り機構の部分を示す部分断
面図である。
【図６】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、巻真と日修正機構の部分を示す
部分断面図である。
【図７】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、地板の裏側から見た形状を示す
平面図である。
【図８】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、日修正伝え車押さえの上側から
見た形状を示す平面図である。
【図９】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、裏物押さえの上側から見た形状
を示す平面図である。
【図１０】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、小針の針位置および針仕様の
一覧表を示す図である。
【図１１】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、３つの小針を備えたコンプリ
ートの文字板および針の部分を示す平面図である。
【図１２】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、４つの小針を備えたコンプリ
ートの文字板および針の部分を示す平面図である。
【図１３】本発明の多機能時計の第１の実施形態の変形例において、明瞭に示すために、
自動巻装置、受け部材等を省略して図示した、ムーブメントの表側から見た概略構造を示
す平面図である。
【図１４】本発明の多機能時計の第１の実施形態の変形例において、香箱及び表輪列の部
分の概略構造を示す断面図である。
【図１５】本発明の多機能時計の第１の実施形態の変形例において、てんぷ、アンクル、
てんぷの部分の概略構造を示す断面図である。
【図１６】本発明の多機能時計の第１の実施形態の変形例において、おしどり及びかんぬ
きの部分の概略構造を示す平面図である。
【図１７】本発明の多機能時計の第１の実施形態の変形例において、巻真の部分の概略構
造を示す断面図である。
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【図１８】本発明の多機能時計の第１の実施形態の変形例において、おしどり及びかんぬ
きの部分の概略構造を示す断面図である。
【図１９】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、日曜日を表示する状態におけ
る曜送り機構の構造を示す拡大部分平面図である。
【図２０】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、月曜日を表示する状態におけ
る曜送り機構の構造を示す拡大部分平面図である。
【図２１】本発明の多機能時計の第１の実施形態において、土曜日を表示する状態におけ
る曜送り機構の構造を示す拡大部分平面図である。
【図２２】本発明の多機能時計の第２の実施形態において、ムーブメントの裏側から見た
概略構造を示す平面図である。
【図２３】本発明の多機能時計の第２の実施形態において、ムーブメントの裏側の日修正
機構を示す平面図である。
【図２４】本発明の多機能時計の第２の実施形態において、日曜日を表示する状態におけ
る曜送り機構の構造を示す拡大部分平面図である。
【図２５】本発明の多機能時計の第２の実施形態において、月曜日を表示する状態におけ
る曜送り機構の構造を示す拡大部分平面図である。
【図２６】本発明の多機能時計の第２の実施形態において、土曜日を表示する状態におけ
る曜送り機構の構造を示す拡大部分平面図である。
【図２７】本発明の多機能時計の第２の実施形態において、３つの小針を備えたコンプリ
ートの文字板および針の部分を示す平面図である。
【符号の説明】
【０１１７】
　　　２０１Ｃ　ムーブメント
　　　２０１Ｄ　ムーブメント
　　　２０２　　地板
　　　２０４　　文字板
　　　２１０　　巻真
　　　２３６　　ロータ
　　　２３８　　五番車
　　　２４０　　四番車
　　　２４２　　三番車
　　　２４４　　二番車
　　　２４４ｈ　分針
　　　２６０　　日の裏車
　　　２６２　　筒車
　　　２６２ｈ　時針
　　　３１０　　日回し車
　　　３１２　　日星車
　　　３１２ｈ　日針
　　　３２０　　曜回し車
　　　３２２　　小曜車
　　　３２２ｈ　曜針
　　　３３０　　時車
　　　３３０ｈ　２４時針
　　　３４０　　秒車
　　　３４０ｈ　小秒針
　　　３５１　　第１修正伝え車
　　　３５２　　第２修正伝え車
　　　３５３　　第３修正伝え車
　　　３５４　　第４修正伝え車
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　　　３５５　　日修正車
　　　４６２　　曜伝え車
　　　４６２ｂ　曜伝え歯車部
　　　４６２ｃ　伝えカム部
　　　４６４　　小曜車
　　　４６４ａ　下軸部
　　　４６４ｂ　曜歯車部
　　　４６４ｃ　戻りカム部
　　　４６４ｄ　上軸部
　　　４６４ｇ　針取付部
　　　４６８　　曜ジャンパ
　　　４８０　　裏物押さえ
　　　４８０ｃ　曜ジャンパ加圧ばね部
　　　４９１　　第１復針レバー
　　　４９２　　第２復針レバー
　　　４９４　　第２復針レバー戻しばね

【図１】 【図２】
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