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(57)【要約】
【目的】本発明は、組立式ブロック玩具に関するもので
、より詳細には、バー形状である磁石ブロック玩具を容
易かつ迅速に組み立てることができ、様々な立体形状の
造形物を組み立てることができる組立式ブロック玩具に
関するものである。
【構成】本発明による組立式ブロック玩具は、外形が半
円形、扇形、多角形のいずれかの一つの形になり、各角
と接続素子が直角になるように一体に突出形成された第
１の単位ブロックと、上記の第１の単位ブロックの各接
続素子に嵌め込み結合される第２の単位ブロックとを含
むことを特徴とする。
【選択図】　　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外形が半円形、扇形、多角形のいずれかの一つの形にして、各角と接続素子（１１）が
直角になるように一体に突出された第１の単位ブロック１と、
上記の第１の単位ブロック１の各接続素子１１に嵌め込み結合される第２の単位ブロック
２とを含むことを特徴とする組立式ブロック玩具。
【請求項２】
　上記の接続素子（１１）には、雌型結合部（１２）が形成され、上記の第２の単位ブロ
ック（２）の両側には、上記の雌型結合部（１２）に対応する雄型結合部（２１）が形成
されることを特徴とする請求項１に記載の組立式ブロック玩具。
【請求項３】
　上記の雌型結合部（１２）は、上記の雄型結合部（２１）が内部に収納されるように収
納空間（１２１）が形成され、上記の収納空間（１２１）には、雄型結合部（２１）の係
止突起（１２１）がかかるように係止顎（１２２）が形成され、凸曲面のラウンド部（１
２３）が形成され、上記の雄型結合部（２１）には、上記のラウンド部（１２３）に対応
する溝部（２１１）が形成され、上記の収納空間で雄型結合部（２１）の端部が結合され
、上記の係止顎（１２２）にかかるように一対の係止突起（２１２）が分割形成されてい
ることを特徴とする請求項２に記載の組立式ブロック玩具。　
【請求項４】
　上記の第１の単位ブロック（１）の内部空間に磁気力を発生させる磁石（１３）が具備
されることを特徴とする請求項１に記載の組立式ブロック玩具。
【請求項５】
　上記の第２の単位ブロック（２）は、直線状の形になり、横断面は多角形になっている
ことを特徴とする請求項１に記載の組立式ブロック玩具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組立式ブロック玩具に関するもので、より詳細には、バー形状である磁石ブ
ロック玩具を容易かつ迅速に組み立てることができ、 様々な立体形状の造形物を組み立
てることができる組立式ブロック玩具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
  一般的に、ブロック玩具は、一定の立体形状からなる複数の組み立てブロックが相互に
組み立てられることによって様々な形態の構造物を形成することができるもので、その組
み立てによって子供たちに様々な教育的効果を与えることができ、様々な模型を創意的に
製作することができるようにする遊戯用としても広く利用されている。
【０００３】
  また、ブロック玩具は、それ自体では単純な形態の単位構成物であるブロックを複数組
み合わせて、ユーザーが意図する特定の構造を作っていく過程を通じて意図した何かを作
っていく達成感、組み立て過程による楽しさを感じることができるのはもちろん、立体的
構造を計画して作っていく訓練により知的能力の向上の効果を得ることができ、乳幼児に
は、認知力の向上および身体の発達にも影響を与える。
【０００４】
  これらのブロック玩具の最も単純な形態は、木材や合成樹脂素材の多角柱、円柱、多角
錐、円錐、多角パネルのような各種の立体形状からなるブロックを積み上げる方法で使え
るようになっている。
【０００５】
  一方、上記のように積層式ブロック玩具とは異なり、ブロックを組み合わせる方法とし
て磁石を使うブロック玩具が開発され、最近人気を得ており、このような形態の磁石ブロ
ック玩具は、その端部に配置された磁石の極性がそれぞれＮ極とＳ極に固定されたブロッ
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クを磁性体金属球を媒介にして、相互に結合させることで様々な形態の造形物を組み立て
ることができるようになっている。
【０００６】
  このような技術の一例は、下記の文献１に開示されている。
【０００７】
  下記の特許文献１には、少なくとも1つ以上の端部を持つ胴体部と、上記胴体部の各端
部に形成された封口板を備え、上記封口板から突出されるフックと磁石支持具を 備える
ブロック本体と、胴体部および上記胴体部の一端に形成された封口板を備え、上記封口板
の内側面に上記フックに対応する係止突起と上記磁石支持具に対応する磁石支持片を備え
、上記封口板の中央部に露出型磁石ボールを備える磁石ケースと、上記磁石ケース内で上
記磁石支持具に回転可能に支持されている回転型磁石と、上記フックに対応する係止突起
、上記磁石支持具に対応する結合突起を備える延長ブロックを含めて、上記ブロック本体
の各端に上記磁石ケースと延長ブロックが選択的に結合されて、様々な長さと形態のブロ
ックを構成する多様な形態の製作が可能な磁石型組み立て玩具ブロックについて開示され
ている。
【０００８】
　上記のように構成されている従来の玩具ブロックは、単位ブロック本体と、様々な形態
のブロック本体を延長ブロックにより延長もしくは、組み合わせることで、同じ形態はも
ちろん、様々な形のブロックを製作するために必要な金型の数を最小限に抑えて、それに
応じて生産コストを大幅に削減することができるようにしたものである。しかし、前述の
ような従来の技術は、ブロックを利用した複数の積層および3次元の立体造形物を作ると
きに磁石同士の結合力のみに依存していたため、造形物が簡単に崩れたり、ずれてしまい
作ろうした造形物を長く持続させるのが難しいという問題点があった。
【０００９】
　また、従来の技術は、大きく単位ブロック本体、磁石ケース、回転磁石、延長ブロック
などで構成されているため、構成部品の数が多くて、組み立てが容易でないだけてなく、
生産コストが上昇され点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】大韓民国登録実用新案公報第２０－０４６４９７３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、前記のような問題点を解決するために提案されたもので、複数の単位
ブロック同士の雌雄を組み合わせることで、容易かつ迅速に組み立てることができ、ブロ
ック玩具の構成部品の数を減らし、生産コストを大幅に削減できる組立式ブロック玩具を
提供することを目的とする。
【００１２】
　また、少数の単位ブロックを利用して多角形の立体造形物を完成した後、これらを組み
合わせによる様々な立体造形物を組み立てることができる組立式ブロック玩具を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る組立式ブロック玩具は、外形が半円形、扇
形、多角形のいずれかの一つの形態で構成され、各角と接続素子が直角になるように一体
に突出形成された第1の単位ブロックと、上記第１の単位ブロックの各接続素子に嵌めこ
み結合される第２の単位ブロックとを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
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　前述したように、本発明に係る組立式ブロック玩具は、複数の単位ブロック同士が雌雄
結合される構造されていて、容易かつ迅速に組み立てることができ、組み立ての時間を短
縮させる一方、ブロック玩具の構成部品の数を 減らして、生産コストを大幅に削減する
効果がある。
【００１５】
　また、少数の単位ブロックを利用して、多角形の立体造形物の組み立てを完成した後、
これらの組み合わせに応じた様々な立体造形物を組み立てることができ、子供の創意力の
開発にに役立つ効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る組立式ブロック玩具の組立状態を示す斜視図
【図２】本発明に係る組立式ブロック玩具を示す分解斜視図
【図３】本発明に係る第1の単位ブロックの一例を示す図
【図４】本発明に係る組立式ブロック玩具の使用状況を示す斜視図
【図５】本発明に係る組立式ブロック玩具の組立による様々な立体造形物を示す斜視図
【図６】本発明に係る組立式ブロック玩具の組立による様々な立体造形物を示す斜視図
【図７】本発明に係る組立式ブロック玩具の組立による様々な立体造形物を示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明に係る組立式ブロック玩具は、外形が半円形、扇形、多角形のいずれかの一つの
形で構成され、各角と接続素子が直角になるように一体に突出形成された第１の単位ブロ
ックと、上記の第1の単位ブロックの各接続素子に嵌め込み結合される第２の単位ブロッ
クとを含むことを特徴とする。
【００１８】
　また、上記の接続素子には、雌型結合部が形成されており、上記の第２の単位ブロック
の両側には、上記の雌型結合部に対応する雄型結合部が形成されていることを特徴とする
。
【００１９】
　また、上記の雌型結合部は、内部に雄型結合部が収納されるように収納空間が形成され
ており、上記の収納空間に雄型接続部の係止突起がかかるように係止顎が形成され、凸曲
面のラウンド部が形成されており、上記の雄型結合部は、上記のラウンド部に対応する溝
部がつ形成され、上記の収納空間で雄型結合部の端部が組み合わせて、上記の係止顎にか
かるようにした一対の係止突起が分割形成されることを特徴とする。
【００２０】
　また、上記の第１の単位ブロックの内部空間には、磁気力を発生させる磁石が備えられ
ることを特徴とする。
【００２１】
　また、上記の第２の単位ブロックは直線の形にして、横断面は多角形になっていること
を特徴とする。
【００２２】
　以下、本発明の望ましい実施例を添付した図面を参照して説明すると、以下の通りであ
る。
【００２３】
　図１は、本発明に係る組立式ブロック玩具の組立状態を示す斜視図である。図２は、本
発明に係る組立式ブロック玩具を示す分解斜視図である。図３は、本発明に係る第1の単
位ブロックの一例を示した図である。図４は、本発明に係る組立式ブロック玩具の使用状
態を示す斜視図である。図５、図７は、本発明に係る組立式ブロック玩具の組立による様
々な立体造形物を示す斜視図である。
【００２４】
　図１や図３に示したように、本発明に係る組立式ブロック玩具は、外形が半円形、扇形
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、多角形のいずれかの一つの形にして、各角と接続素子１１が直角になるように一体に突
出形成された第1の単位ブロック（１）と、上記の第1の単位ブロック（１）の各接続素子
（１１）に嵌め込み結合される第２の単位ブロック（２）とを含む。
【００２５】
 まず、上記の第1の単位ブロック（１）は、透明または、不透明の合成樹脂材料からなる
ことが望ましく、上記の第1の単位ブロック（１）と直角になるように位置する第２の単
位ブロック（２）に接続して組立されて、立体造形物を組み立てることができようにする
。
【００２６】
　上記の第１の単位ブロック（１）は、外形が半円形、扇形、多角形のいずれかの一つに
したり、あるいは、相互結合が可能になるように一対のブラケットで構成されることがで
きる。上記の第１の単位ブロック（１）を一対のブラケットで構成する理由は、第１の単
位ブロック（１）の内部に磁石（１３）を容易に取り付けるためである。結合状態を堅固
に維持できるようにブラケットの裏面に雌雄のフック（１５）を形成する。
【００２７】
　上記の接続素子（１１）には、上記の第２の単位ブロック（２）の雄型結合部（２１）
と結合されように雌型結合部（１２）が形成される。
【００２８】
　上記の雌型結合部（１２）は、上記の雄型結合部（２１）が内部に収納されるように収
容空間（１２１）が形成され、上記の収納空間には、雄型結合部（２１）の係止突起（２
１２）がかかるように係止顎（１２２）が形成され、凸曲面のラウンド部が形成される。
【００２９】
　上記の係止顎（１２２）は、収納空間(１２１)内で内側に向かって突出する構造になっ
ている。　上記のラウンド部（１２３）は、上記の雄型結合部（２１）の溝部（２１１）
と面接され、雄型結合部（２１）が空回りせず、スムーズに結合されるように誘導させる
役割をする。
【００３０】
　上記の第１の単位ブロック（１）の内部空間には、磁気力を発生させる磁石（１３）が
具備され、上記の磁石（１３）は、さらに別の単位ブロックとの磁力結合のために第１の
単位ブロック（１）の中間部分に位置するのが望ましい。
特に、上記の磁石（１３）が第1の単位ブロック（１）内で動かず固定されるように、上
記の第１の単位ブロック（１）の裏面に固定溝(１４)が形成される。
【００３１】
　上記の第２の単位ブロック（２）は、透明または、不透明の合成樹脂材料からなること
が望ましく、単一に構成され、あるいは相互結合及び分離が可能になるように一対のブラ
ケットで構成されることができる。
【００３２】
　上記の第２の単位ブロック（２）は、直線状となり、横断面は多角形になることが望ま
しい。
【００３３】
　上記の第２の単位ブロック(２)の両側には、上記の雌型結合部（１２）に対応する雄型
結合部が形成される。
上記の雄型結合部（２１）は、上記のラウンド部（１２３）に対応する溝部(２１１)が形
成され、上記の収納空間（１２１）で雄型結合部（２１）の端部が結合され、上記の係止
顎（１２２）にかかるよう、一対の係止突起（２１２）が分割形成される。
【００３４】
　上記の雄型結合部（２１）は、上記の雌型結合部（１２）の収納空間（１２１）に形成
されている係止顎（１２２）の構造に合わせるために、外形に段差構造を持たせ、構造的
強度を高めることができる。
【００３５】
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　上記の溝部（２１１）は、上記の雌型結合部（１２）のラウンド部（１２３）に対応す
るように凹面曲面になっている。
【００３６】
　上記の係止突起（２１２）の端部には、くさび型の係止片（２１３）が一体に形成され
、上記の係止片（２１３）が上記の雌型結合部（１２）の係止顎（１２２）にかかるよう
にすることで、上記の第１の単位ブロック（１）と第２の単位ブロック（２）の組立性能
を向上させることができる。
【００３７】
　このように、本発明に係る組立式ブロック玩具は、第１の単位ブロック（１）と第２の
単位ブロック（２）との雌雄結合される構造からなることで、子供たちが容易かつ迅速に
組み立てられて、組み立ての時間を短縮することはもちろん、単位ブロック間の結合を堅
固にすることができる。さらに、ブロック玩具の組立に必要な単位ブロックの数を減らす
ことにより、金型生産および材料の購入にかかるコストを減らすことができる。
【００３８】
　一方、上記の第１の単位ブロック（１）及び第２の単位ブロック（２）のカラーを変化
させ、ユーザーである子供たちの好みに合わせて様々な色で演出することで、興味を起こ
すことはもちろん、美的感覚を向上させることができる。　図４に示したように、複数の
第１単位ブロック（１）と第２単位ブロック（２）を使って、多角形の立体造形物を組み
立てた後、これらの組み合わせによる様々な立体造形物を組み立てることができる。様々
な立体造形物を組み立てることができるため、子供の創意力の開発に役立つことができる
。
【００３９】
　特に、上記の第１の単位ブロック（１）の雌型結合部（１２）と第２の単位ブロック（
２）の雄型結合部（２１）との結合により堅固な結合力が維持でき、組み立てられたブロ
ック玩具の造形物を並んで組み合わせたり、積み上げたりしてサイズが大きい造形物を組
み立てるときに構造的な安定性を提供する。
【００４０】
　一方、図５乃至図７に示したように、上記の第１の単位ブロック（１）は、外形が多角
形で構成され、各角部から垂直に延長して形成された接続素子（１１）によって第２の単
位ブロック（２）を組み立てて、様々な形の多角形の造形物を組み立てることができる。
また、上記の第１の単位ブロック（１）の外形を三角形、五角形、台形型などの多角形の
形に形成され、上記の接続素子（１１）で第２の単位ブロック（２）を結合されることで
組み立ての時間を短縮させることができる。
【００４１】
　本発明は、添付された図面を参照して、望ましい実施例を中心に記述したが、当業者で
あれば、これらの記載から、本発明の範囲を逸脱することなく、多くの様々な自明な変形
が可能であることは明らかである。したがって、本発明の範囲は、これらの多くの変形の
事例を含むように記述された請求の範囲に基づいて解釈されなければならない。
【符号の説明】
【００４２】
１：第１の単位ブロック
１１：接続素子
１２：雌型結合部
１２１：収納空間
１２２：係止顎
１２３：ラウンド部
１３：磁石
１４：固定溝
１５：フック
２：第２の単位ブロック
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２１：雄型結合部
２１１：溝部
２１２：係止突起
２１３：係止片

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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