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(57)【要約】
【課題】構造が簡潔で、しかも子供から年寄りまでの広
い年齢層が楽しく遊ぶことができるブロック状遊具を提
供する。
【解決手段】立方体ブロック１０の６面のそれぞれに、
縦方向、横方向、および高さ方向に幅が互いに等しい縦
溝１１、横溝１２、または高さ方向の溝１３を形成する
とともに、各面の縦方向、横方向、および高さ方向の溝
１１、１２、１３が交差位置および稜線上において互い
に連通するようにし，上記縦溝１１、横溝１２、および
高さ方向の溝１３の幅と等しい太さの組紐１６を縦溝１
１、横溝１２、高さ方向の溝１３の交差位置で直角に屈
曲させながらこの立方体状ブロック１０の溝に埋めるよ
うに巻付けるようにして、すべての溝が埋まった状態で
ゲームが完成するようにしたものである。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直方体状のブロックの各面に縦方向および横方向、縦方向および高さ方向、または横方
向および高さ方向に幅が互いに等しい溝を形成するとともに、各面の縦方向、横方向、お
よび高さ方向の溝が交差位置および稜線上において互いに連通するようになし、
　前記溝の幅と等しい太さの紐を前記縦方向の溝、横方向の溝、および高さ方向の溝の交
差位置で直角に屈曲させながら前記紐が各面のすべての溝に埋まるように巻付けるブロッ
ク状遊具。
【請求項２】
　前記ブロックが立方体である請求項１に記載のブロック状遊具。
【請求項３】
　前記ブロックの各面に縦方向、横方向、および高さ方向に１～６本の溝が等間隔で形成
される請求項２に記載のブロック状遊具。
【請求項４】
　前記紐が組紐である請求項１～３の何れかに記載のブロック状遊具。
【請求項５】
　前記溝の深さが前記溝の幅と等しい請求項１～４の何れかに記載のブロック状遊具。
【請求項６】
　前記溝の幅および深さが互いに等しくかつ２～６ｍｍの範囲内であって、前記組紐の太
さが２～６ｍｍの範囲内でかつ前記溝の幅および深さと等しい請求項５に記載のブロック
状遊具。
【請求項７】
　前記ブロックが木製である請求項１～６の何れかに記載のブロック状遊具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブロック状遊具に係り、とくに各面に溝が形成された直方体状のブロックと
紐との組合わせから成るブロック状遊具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特開２００６－２０８９９号公報等に開示されているように、立方体の形状をし
たルービックキューブが遊具として用いられている。このルービックキューブは、内部に
回転軸を有し、複雑な構造を成しており、部品点数が多く、組立ても面倒になっている。
またこのようなルービックキューブは、比較的高度のゲームであって、各面の色を合わせ
る等の操作に時間を要する欠点がある。従って、ルービックキューブは、とくに子供や老
人等には不適当なブロック状遊具になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２０８９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本願発明の課題は、構造が簡単であって、低コストで製造することが可能なブロック状
遊具を提供することである。
【０００５】
　本願発明の別の課題は、遊ぶための習熟が容易に達成可能なブロック状遊具を提供する
ことである。
【０００６】
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　本願発明のさらに別の課題は、子供や年寄りであっても容易に遊ぶことが可能なブロッ
ク状遊具を提供することである。
【０００７】
　本願発明の上記の課題および別の課題は、以下に述べる本願発明の技術的思想、および
その実施の形態によって明らかにされる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願の主要な発明は、
　直方体状のブロックの各面に縦方向および横方向、縦方向および高さ方向、または横方
向および高さ方向に幅が互いに等しい溝を形成するとともに、各面の縦方向、横方向、お
よび高さ方向の溝が交差位置および稜線上において互いに連通するようになし、
　前記溝の幅と等しい太さの紐を前記縦方向の溝、横方向の溝、および高さ方向の溝の交
差位置で直角に屈曲させながら前記紐が各面のすべての溝に埋まるように巻付けるブロッ
ク状遊具に関するものである。
【０００９】
　ここで、前記ブロックが立方体であってよい。また前記ブロックの各面に縦方向、横方
向、および高さ方向に１～６本の溝が等間隔で形成されてよい。また前記紐が組紐であっ
てよい。また前記溝の深さが前記溝の幅と等しくてよい。また前記溝の幅および深さが互
いに等しくかつ２～６ｍｍの範囲内であって、前記組紐の太さが２～６ｍｍの範囲内でか
つ前記溝の幅および深さと等しくてよい。また前記ブロックが木製であってよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本願の主要な発明は、直方体状のブロックの各面に縦方向および横方向、縦方向および
高さ方向、または横方向および高さ方向に幅が互いに等しい溝を形成するとともに、各面
の縦方向、横方向、および高さ方向の溝が交差位置および稜線上において互いに連通する
ようになし、前記溝の幅と等しい太さの紐を前記縦方向の溝、横方向の溝、および高さ方
向の溝の交差位置で直角に屈曲させながら前記紐が各面のすべての溝に埋まるように巻付
けるようにしたものである。
【００１１】
　従ってこのようなブロック状遊具によると、紐を任意の位置から縦方向、横方向、ある
いは高さ方向の溝に導入し、溝を順次埋めながらこの直方体状ブロックの各面の縦方向、
横方向、および高さ方向の溝に巻付けることによって、紐が各面のすべての溝に埋まるよ
うに巻付けられてゲームが完成する。このようなブロック状遊具は、各面に縦方向、横方
向、および高さ方向の溝が形成された直方体状のブロックと、そして溝に埋込まれるよう
に巻付ける紐とから構成されるために、構造が簡潔で低コストで提供することができる。
また遊具による紐の巻付け操作が比較的単純であって、子供や年寄りも十分に楽しむこと
が可能な遊具になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施の形態のブロック状遊具を構成する立方体から成るブロックの外観斜
視図である。
【図２】同ブロックの平面図である。
【図３】巻付けられる紐の正面図（Ａ）および断面図（Ｂ）である。
【図４】紐の巻付け動作を示す立方体状のブロックの外観斜視図である。
【図５】紐が完全に巻付けられた状態のブロック状遊具の平面図である。
【図６】縦方向と横方向の寸法が等しく、高さ方向の寸法が長い直方体状ブロックの外観
斜視図である。
【図７】縦方向と横方向と高さ方向の寸法が互いに異なる直方体状ブロックの外観斜視図
である。
【図８】縦方向および横方向に対して高さ方向がそれらの２倍の寸法を有する直方体状ブ
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ロックの外観斜視図である。
【図９】各面に縦方向、横方向、または高さ方向にそれぞれ３本ずつの溝を形成した立方
体のブロックの外観斜視図である。
【図１０】各面に縦方向、横方向、または高さ方向に１本ずつの溝を形成した立方体状の
ブロックの外観斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下本願発明を実施の形態によって説明する。図１および図２は第１の実施の形態のブ
ロック状遊具の立方体のブロック１０を示している。このブロック１０は、縦、横、およ
び高さが互いに等しく、例えばこれらの寸法が５３ｍｍの立方体状のブロックから構成さ
れる。ブロック１０はその６面のすべてにそれぞれ縦方向および横方向、縦方向および高
さ方向、あるいは横方向および高さ方向に２本ずつの縦方向の溝１１と横方向の溝１２と
高さ方向の溝１３を形成して構成される。そして各面の縦溝１１、横溝１２、および高さ
方向の溝１３は互いに連通される。また縦溝１１と横溝１２と高さ方向の溝１３とはそれ
らの交差位置およびブロック１０の稜線上において互いに連通される。ここでは、各面の
縦溝１１、横溝１２、および高さ方向の溝１３がともにそれらの幅が４ｍｍであって深さ
が４ｍｍの矩形断面状に切込まれている。そして縦溝１１と横溝１２と高さ方向の溝１３
との間の部分の小さな正方形の部分は、１５×１５ｍｍの寸法になっている。
【００１４】
　このような直方体状ブロック１０としては、例えば木材が用いられる。好適な木材は、
桧材、米つが材等であって、このような材料の木材を用いて直方体状に切出し、その各面
にそれぞれ縦溝１１と横溝１２と高さ方向の溝１３とを切削加工によって形成することに
なる。なお木材によって製作する代わりに、プラスチックによって射出成形して製造する
こともできる。またその他の材料を用いて図１および図２に示すような形状に成形しても
よい。
【００１５】
　次に上記立方体ブロック１０の縦溝１１と横溝１２と高さ方向の溝１３に沿って巻付け
られる紐としては、例えば図３に示すような組紐１６が好適に用いられる。組紐１６は、
上記立方体ブロック１０の縦溝１１、横溝１２、および高さ方向の溝１３の幅および深さ
に等しい組紐が用いられる。例えば上述の如く、縦溝１１、横溝１２、高さ方向の溝１３
の幅と深さを４ｍｍとした場合には、太さが４ｍｍのナイロン製の組紐等を用いてよい。
【００１６】
　なお紐としては、必ずしも組紐である必要はなく、その他の比較的弾性を有し、変形可
能な円形断面の紐を用いるようにしてもよく、プラスチック製あるいはゴム製のロッドや
チューブ等を用いることもできる。
【００１７】
　次に上記組紐１６を立方体ブロック１０の縦溝１１と横溝１２と高さ方向の溝１３とに
埋込むようにして巻付ける動作について図４および図５により説明する。組紐１６を任意
の位置で縦溝１１、横溝１２あるいは高さ方向の溝１３に埋込みながら、順次これらの縦
溝１１と横溝１２と高さ方向の溝１３を埋めていく。このときに、縦溝１１と横溝１２と
高さ方向の溝１３との交差位置においては、組紐１６が右方あるいは左方に直角に曲がる
ようにして埋めていく。すなわち縦溝１１と横溝１２と高さ方向の溝１３との交差位置に
おいて組紐１６は真直ぐではなく必ず屈曲される。このような原則に従って図４に示すよ
うに、組紐１６を縦溝１１と横溝１２と高さ方向の溝１３に沿って順次巻付けていくと、
図５に示すように、直方体ブロック１０のすべての面の縦溝１１と横溝１２と高さ方向の
溝１３とに組紐１６を埋込むようにして巻付けることができる。これによって巻付け動作
が完成する。このような巻付け動作は、ちょっと練習するだけで、例えば６０秒程度でで
きるようになる。
【００１８】
　またこのような動作は、ルールが非常に簡単で、組紐１６を立方体ブロック１０の縦溝
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１１と横溝１２と高さ方向の溝１３との交差位置において右方あるいは左方に直角に曲げ
るというルールだけで巻付けを行なえばよいために、子供や老人でも直ぐにその遊び方を
マスターすることができる。従って、習熟に時間を要することがないばかりか、広い年齢
層の人が等しく楽しむことが可能になる。
【００１９】
　次に別の実施の形態を図６によって説明する。この実施の形態は、上記実施の形態にお
ける立方体ブロック１０を直方体ブロック２１にしたものであって、縦方向および高さ方
向の長さが５３ｍｍであって、高さ方向の寸法が７２ｍｍの直方体状の木材ブロック２１
によって構成される。この直方体ブロック２１の上面には、幅および深さがともに４ｍｍ
の２本の縦方向の溝１１と横方向の溝１２とが互いに直交するように形成される。直方体
ブロック２１の底面の構成は上面と同様である。これに対して直方体ブロック２１の４つ
の側面には、高さ方向にそれぞれ２本ずつの高さ方向の溝１３が形成される。これらの溝
１３の幅および深さがともに４ｍｍである。そしてこのような高さ方向の溝１３と直交す
るように、４つの側面にはそれぞれ３本ずつの横方向の溝１２が等間隔で形成される。こ
こで横方向の溝１２の深さおよび幅はともに４ｍｍである。
【００２０】
　このような直方体ブロック２１と組合わせて用いられる組紐１６は、その太さが４ｍｍ
であって、上記第１の実施の形態と同様の紐である。
【００２１】
　このような構成においても、上記第１の実施の形態と同様に、組紐１６を直方体ブロッ
ク２１の縦方向の溝１１、横方向の溝１２、および高さ方向の溝１３のすべてに埋込まれ
るようにして巻付けることによって、ゲームを楽しむことができる。なおこのブロックの
難易度は中程度である。
【００２２】
　次にさらに別の実施の形態を図７によって説明する。この実施の形態は、縦方向、横方
向、および高さ方向の寸法がすべて異なった直方体状ブロック２２が用いられる。すなわ
ちここでは、縦方向の寸法が３４ｍｍであって、横方向の寸法が５３ｍｍであって、高さ
方向の寸法が７２ｍｍの直方体ブロック２２が用いられる。ここでも、ブロック２２は木
材によって切出して溝加工したものである。
【００２３】
　この直方体ブロック２２の上面には、縦方向に２本の溝１１が形成されるとともに、横
方向に１本の横方向の溝１２が形成される。ここで縦方向の溝１１と横方向の溝１２とは
互いに直交している。なおこれらの縦溝１１と横溝１２とはともに幅および深さが４ｍｍ
の値に設定される。またこの直方体ブロック２２の底面は上記上面と同一の構成になる。
これに対してこの直方体ブロック２２の互いに対向する一対の側面の上には縦方向に２本
の高さ方向の溝１３が形成される。そしてこの高さ方向の溝１３と直交するように、３本
の横方向の溝１２が高さ方向の溝１３と直交するように形成される。残りの２つの側面に
は、１本の高さ方向の溝１３がその中央部に高さ方向に延びるように形成される。そして
この高さ方向の溝１３と直交するように、３本の横方向の溝１２が形成される。ここで高
さ方向の溝１３は縦方向の溝１１および横方向の溝１２と幅および深さが等しく、ともに
４ｍｍの値に設定される。
【００２４】
　このような構成においても、第１の実施の形態で用いた直径が４ｍｍの組紐１６が組合
わせて用いられる。この組紐１６が、縦方向の溝１１と横方向の溝１２と、そして高さ方
向の溝１３に順次埋込まれるようにしてこの直方体ブロック２２に巻付けられる。この実
施の形態のブロックの難易度は中程度である。
【００２５】
　次に別の実施の形態を図８によって説明する。この実施の形態は、ブロック２３が立方
体ではなく直方体になっていることである。上記第１の実施の形態は、立方体ブロック１
０を用いており、縦、横、高さがすべて等しかった。これに対してこの実施の形態は、ブ
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ロック２３の縦方向の寸法と横方向の寸法が互いに等しく、これに対して高さ方向の寸法
はその２倍になっている。すなわちこの形態のブロック２３は、第１の実施の形態の立方
体ブロック１０を二段に積んだような形になっている。そしてその縦方向および高さ方向
の寸法は５３ｍｍであって、これに対して高さ方向の寸法は、１１０ｍｍになっている。
またこの直方体ブロックの縦溝１１と横溝１２と高さ方向の溝１３の幅および深さは、と
もに４ｍｍの値に設定されている。そしてこのような直方体状ブロック２３と組合わされ
るように、直径が４ｍｍの組紐１６が用いられる。
【００２６】
　このような実施の形態は、直方体ブロック２３の高さ方向の寸法が第１の実施の形態の
２倍であって、正面、背面、および左右両側面の面積が大きくなっており、高さ方向の溝
１３の長さも長くなっているために、巻付けにかなり時間を要するようになる。従って、
このブロック状遊具は、上記の立方体状ブロックよりも難易度が高くなることになる。
【００２７】
　次に別の実施の形態を説明する。図９は各面にそれぞれ３本ずつの縦方向の溝１１と横
方向の溝１２、縦方向の溝１１と高さ方向の溝１３、または横方向の溝１２と高さ方向の
溝１３を形成した実施の形態である。ここでこの立方体状ブロック３１の縦方向、横方向
および高さ方向の寸法は７２ｍｍになっており、また縦溝１１、横溝１２、および高さ方
向の溝１３の幅と深さが４ｍｍになっている。そして縦溝１１、横溝１２または高さ方向
の溝１３によって囲まれる小さな正方形の部分の寸法が、１５×１５ｍｍの値に設定され
る。なおこの直方体状ブロック１０と組合わされる組紐１６は、上記第１の実施の形態と
同じ４ｍｍの太さであって、長さが違うだけである。
【００２８】
　このような実施の形態によると、立方体ブロックの全体の大きさが一回り大きくなるば
かりでなく、縦溝１１と横溝１２と高さ方向の溝１３の数が増加するために、巻付けに時
間を要する。従って、第１の実施の形態よりもやや難易度が高くなる。
【００２９】
　図１０は別の実施の形態を示している。この実施の形態は、縦、横、および高さが４４
ｍｍの立方体状のブロック３２を用いており、このブロック３２の各面に縦方向、横方向
および高さ方向にそれぞれ１本ずつの縦溝１１と横溝１２と高さ方向の溝１３とを形成し
ている。なおここで、縦溝１１、横溝１２および高さ方向の溝１３の幅および深さはとも
に４ｍｍになっている。また縦溝１１と横溝１２と高さ方向の溝１３とによって区画され
る小さな正方形の領域は、２０×２０ｍｍの値になっている。そしてここで用いられる組
紐１６は、太さが４ｍｍのものが用いられる。
【００３０】
　この構造は、立方体ブロック３２の大きさが小さくなるばかりでなく、溝の数が少なく
なるために、組紐１６の巻付け動作がより簡単になる。従って、難易度が低くなり、とく
に原理を学ぶための練習用に用いて好適なブロック状遊具になる。
【００３１】
　以上本願発明を図示の実施の形態および実施例によって説明したが、本願発明は上記実
施の形態および実施例によって限定されることなく、本願発明の技術的思想の範囲内にお
いて各種の変更が可能である。例えば上記実施の形態における、縦方向、横方向、および
高さ方向のそれぞれの寸法を変えた任意の直方体状ブロックから構成してもよい。また縦
溝１１、横溝１２、あるいは高さ方向の溝１３の幅、深さを任意に変更するようにしてよ
い。なおこの場合には、これらの溝１１、１２、１３に埋込まれるようにして巻付けられ
る紐の太さも変更される。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本願発明は、子供から年寄りまで広い年齢層で遊ぶことが可能なブロック状遊具として
利用可能である。
【符号の説明】



(7) JP 2014-117334 A 2014.6.30

10

【００３３】
　１０　立方体ブロック
　１１　縦方向の溝（縦溝）
　１２　横方向の溝（横溝）
　１３　高さ方向の溝
　１６　組紐
　２１　直方体ブロック
　２２　直方体ブロック
　２３　直方体ブロッ
　３１　立方体ブロック
　３２　立方体ブロック

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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