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(57)【要約】
【課題】　平板状の形状からキャラクタの形状に瞬時に
変化するとともにルーレットを回転させて攻撃又は防御
のポイントを争うようにして遊ぶ変形玩具を提供する。
【解決手段】　略平板状態に折りたたむことを可能とし
、互いに回動可能に接続された複数のキャラクタ構成部
材と、該キャラクタ構成部材間のそれぞれに配置された
弾性部材と、前記キャラクタ構成部材のいずれかに取り
付けられたルーレットと、該ルーレットに回転を与える
回転付与機構と、前記キャラクタ構成部材が折りたたま
れた状態を維持及び解除する係止手段と、を備え、前記
キャラクタ構成部材は前記弾性部材の弾性力に抗して折
りたたまれ、係止部材が操作されたとき、前記キャラク
タ構成部材が回動して飛び出すことでキャラクタの外形
が飛び出すように現れると同時に前記ルーレットを回転
させるように構成する。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折りたたまれた状態の第１の形状からキャラクタの姿が現れる第２の形状に変形する玩
具であって、
　前記玩具は、互いに回動可能に接続された複数のキャラクタ構成部材と、該キャラクタ
構成部材間のそれぞれに配置された弾性部材と、前記キャラクタ構成部材のいずれかに着
脱可能に取り付けられたルーレット盤と、前記ルーレット盤に回転を与える回転付与機構
と、前記複数のキャラクタ構成部材が折りたたまれた状態を維持する係止手段と、該係止
手段による係止を解除する解除操作部と、を備え、
　前記複数のキャラクタ構成部材は、折りたたみ手順に従って折りたたみ操作が行われた
とき前記第１の形状に折りたたまれるように構成されており、
　前記複数のキャラクタ構成部材に対する折りたたみ操作は対応する前記弾性部材の弾性
力に抗してそれぞれ行われ、前記弾性部材それぞれの圧縮された状態が前記係止手段によ
って維持されるように構成されており、
　前記回転付与機構は、前記折りたたみ手順のいずれかの段階で圧縮される弾性部材と、
該弾性部材が圧縮状態から開放されときの弾性力によって駆動される回転運動を前記ルー
レット盤に伝達する手段と、を備え、
　前記解除操作部が操作されたとき、前記係止手段による係止が解除され、開放された前
記弾性部材の弾性力によって前記複数のキャラクタ構成部材が一斉に回動して飛び出すこ
とで前記第２の形状に変形して前記キャラクタの姿が飛び出すように現れ、前記キャラク
タの姿が飛び出すように現れるタイミングに対応して圧縮から開放された前記弾性部材の
弾性力によって前記ルーレット盤を回転駆動し、前記ルーレット盤が静止したときのルー
レット表示を他の変形玩具のルーレット表示と比較することで勝敗を争うように構成され
てなることを特徴とする変形玩具。
【請求項２】
　前記折りたたみ手順に従って折りたたみ操作が行われたとき、前記複数のキャラクタ構
成部材及び前記回転付与機構は、前記弾性部材のそれぞれが圧縮された状態で略平板状の
形状に折りたたまれ、該折りたたまれた略平板状の形状が前記係止手段によって維持され
るように構成されてなることを特徴とする請求項１記載の変形玩具。
【請求項３】
　前記キャラクタは４足立ちの動物を模した形状であり、
　前記複数のキャラクタ構成部材は、胴部と、前記胴部前方に回動可能に取り付けられた
前脚と、前記胴部後方に回動可能に取り付けられた後脚と、前記胴部前方に胴部前方側に
回動可能に取り付けられた頭部とを含み、
　前記頭部は該頭部に対応して配置された前記弾性部材の弾性力に抗して前記胴部の上面
側及び下面側に折りたたみ可能とするように、前記前脚及び後脚は該前後脚のそれぞれに
対応して配置された前記弾性部材の弾性力に抗して前記胴部の側方に折りたたみ可能とす
るように、それぞれが折りたたみ可能に配置され、折りたたまれたとき前記略平板状の前
記第１の形状に変形するように構成されており、
　前記ルーレット盤は前記胴部の上面後部に配置され、前記回転付与機構は前記胴部内に
配置されており、
　前記解除操作部が操作されたとき、前記前脚、前記後脚及び前記頭部が前記胴部に対し
それぞれ回動し、前記前脚及び後脚を下にして前記４足立ちの動物の外形が飛び出すよう
に現れるとともに前記ルーレット盤が回転することを特徴とする請求項２記載の変形玩具
。
【請求項４】
　前記キャラクタは羽根を有する動物を摸した形状であり、
　前記複数のキャラクタ構成部材は、胴部と、前記胴部の下方位置に回動可能に取り付け
られた一対の足部と、前記胴部の側部に回動可能に取り付けられた一対の羽根部と、前記
胴部の上部に回動可能に取り付けられた頭部とを含み、
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　前記頭部は該頭部に対応して配置された前記弾性部材の弾性力に抗して前記胴部の延長
上に折りたたみ可能とするように、前記胴部は前記一対の足部のそれぞれとの間に配置さ
れた前記弾性部材の弾性力に抗して前記一対の足部の問に折りたたみ可能とするように、
前記一対の羽根部は該羽根部のそれぞれに対応して配置された前記弾性部材の弾性力に抗
して前記胴部の対応する側部に折りたたみ可能とするように、それぞれが折りたたみ可能
に配置され、折りたたまれたとき前記略平板状の前記第１の形状に変形するように構成さ
れており、
　前記回転付与機構は前記胴部内に配置され、
　前記胴部には上下方向に移動可能に配置され一端が胴部から露出して羽根部を支持する
棒状体が配置され、前記胴部の腹部には前記ルーレット盤が配置されており、前記羽根部
及び棒状体を上方から下方に押し込むことによって前記ルーレット盤を回転駆動する前記
弾性部材を圧縮するように構成されており、
　前記解除操作部が操作されたとき、前記一対の足部から前記胴部が起き上がるように上
方に回動し、前記羽根部及び前記頭部が前記胴部に対しそれぞれ回動し、前記羽根を有す
る動物の姿が飛び出すように現れるとともに前記ルーレット盤が回転することを特徴とす
る請求項２記載の変形玩具。
【請求項５】
　前記キャラクタは２足立ちの動物を摸した形状であり、
　前記複数のキャラクタ構成部材は、胴部と、前記胴部前方に回動可能に取り付けられた
腕部と、前記胴部後方に回動可能に取り付けられて前記弾性部材の弾性力に抗して折りた
たまれている脚部と、この脚部の先端に回動可能に取り付けられて前記弾性部材の弾性力
に抗して脚部に重ねられた足部と、前記胴部前方に胴部先端から接近離脱可能にして回動
可能に取り付けられた頭部とを含み、
　前記頭部は係止解除用の弾性部材の弾性力に抗して前記胴部に近接した位置に係止され
、頭部両側の耳部と前記足部とにより腕部を挟むように各キャラクタ構成部材はそれぞれ
折りたたみ可能に配置され、折りたたまれたとき前記略平板状の前記第１の形状に変形す
るように構成されており、
　前記ルーレット盤は前記頭部に配置され、前記回転付与機構は前記頭部内に配置されて
おり、
　前記解除操作部が操作されたとき、前記腕部、前記脚部及び前記頭部が前記胴部に対し
それぞれ回動し、前記折りたたまれていた脚部を伸ばして足部により立ち上がることによ
って前記二足立ちの動物の外形が飛び出すように現れるとともに前記ルーレット盤が回転
することを特徴とする請求項２記載の変形玩具。
【請求項６】
　前記キャラクタは多足動物を摸した形状であり、
　前記複数のキャラクタ構成部材は、胴部と、前記胴部に回動可能に取り付けられた複数
の脚部と、前記胴部前方に胴部前方側に位置する頭部とを含み、
　前記複数の脚部は前記頭部との間に配置された前記弾性部材の弾性力に抗して前記胴部
の下面側にそれぞれ折りたたみ可能に配置され、折りたたまれたとき前記略平板状の前記
第１の形状に変形するように構成されており、
　前記ルーレット盤は前記頭部又は胴部の上面に配置されており、前記回転付与機構は前
記ルーレット盤が配置される頭部又は胴部内に配置され、前記折りたたまれた状態におい
て前記回転付与機構の前記弾性部材は圧縮されるように構成されてなり、
　前記解除操作部が操作されたとき、前記複数の脚部が前記胴部に対しそれぞれ回動して
前記多足動物の外形が飛び出すように現れるとともに前記ルーレット盤が回転することを
特徴とする請求項２記載の変形玩具。
【請求項７】
　前記回転付与機構の弾性部材に対する圧縮が、前記複数のキャラクタ構成部材のいずれ
かを折りたたむ操作と連動して行われるように構成されてなることを特徴とする請求項１
乃至請求項６のいずれか記載の変形玩具。
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【請求項８】
　前記回転付与機構は、前記ルーレット盤に回転運動を伝達するピニオンと、ピニオンと
噛合するラックと、ラックを直線移動させる摺動部材と、をさらに備え、前記折りたたみ
手順のいずれかの段階における前記摺動部材の移動と連動して直線移動するラックによっ
て前記回転付与機構の弾性部材が圧縮されるように構成されてなることを特徴とする請求
項１乃至請求項６のいずれか記載の変形玩具。
【請求項９】
　前記摺動部材の直線運動は、前記複数のキャラクタ構成部材のいずれかを折りたたむ操
作と連動して行われるように構成されてなることを特徴とする請求項８記載の変形玩具。
【請求項１０】
　前記摺動部材を前記折りたたみ操作から独立して摺動操作可能に配置された操作部材を
さらに備えてなることを特徴とする請求項８記載の変形玩具。
【請求項１１】
　前記キャラクタの姿が現れた状態の前記第２の形状において前記操作部材を操作して前
記回転付与機構の弾性部材を圧縮させた後、操作部材の操作を開放することで、前記ルー
レット盤に回転を与えるように構成されてなることを特徴とする請求項１０記載の変形玩
具。
【請求項１２】
　前記回転付与機構は、前記キャラクタの姿が現れた状態において前記ルーレット盤の回
転操作を行う操作手段をさらに備えてなることを特徴とする請求項１乃至請求項６のいず
れか記載の変形玩具。
【請求項１３】
　折りたたまれた状態の第１の形状からキャラクタの姿が現れる第２の形状に変形する玩
具であって、
　前記玩具は、互いに回動可能に接続された複数のキャラクタ構成部材と、該キャラクタ
構成部材間のそれぞれに配置された弾性部材と、前記キャラクタ構成部材のいずれかに着
脱可能に取り付けられたルーレット盤と、前記ルーレット盤に回転を与える回転付与機構
と、前記複数のキャラクタ構成部材が折りたたまれた状態を維持する係止手段と、該係止
手段による係止を解除する解除操作部と、を備え、
　前記複数のキャラクタ構成部材は、折りたたみ手順に従って折りたたみ操作が行われた
とき前記第１の形状に折りたたまれるように構成されており、
　前記複数のキャラクタ構成部材に対する折りたたみ操作は対応する前記弾性部材の弾性
力に抗してそれぞれ行われ、前記弾性部材のそれぞれが圧縮された状態が前記係止手段に
よって維持されるように構成されており、
　前記解除操作部が操作されたとき、前記係止手段による係止が解除され、開放された前
記弾性部材の弾性力によって前記複数のキャラクタ構成部材のそれぞれが一斉に回動して
飛び出すことで前記第２の形状に変形して前記キャラクタの姿が飛び出して現れるように
構成されており、
　前記回転付与機構を操作して前記ルーレット盤を回転駆動し、前記ルーレット盤が静止
したときのルーレット表示を他の変形玩具のルーレット表示と比較することで勝敗を争う
ように構成されてなることを特徴とする変形玩具。
【請求項１４】
　互いに異なった複数種類のルーレット盤が用意されており、各ルーレット盤は前記回転
付与機構に対して着脱可能に装着されることを特徴とする請求項１乃至請求項１３のいず
れかに記載の変形玩具。
【請求項１５】
　折りたたまれた状態の第１の形状からキャラクタの姿が現れる第２の形状に変形する玩
具であって、
　前記玩具は、互いに回動可能に接続された複数のキャラクタ構成部材と、該キャラクタ
構成部材間のそれぞれに配置された弾性部材と、前記複数のキャラクタ構成部材が折りた
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たまれた状態を維持する係止手段と、該係止手段による係止を解除する解除操作部と、を
備え、
　前記第１の形状は略平板状であり、
　前記玩具は、さらに前記略平板状の形状に対し前後方向、左右方向及び上下方向のいず
れか一つ又は複数の方向に配置された複数の回動軸を含み、
　前記複数のキャラクタ構成部材は、対応する回動軸を軸として互いに回動するように構
成されており、前後方向の折りたたみ操作、左右方向の折りたたみ操作及び上下方向の折
りたたみ操作の内の少なくとも２つの異なる方向の複数の折りたたみ操作の組み合わせに
よって構成される手順に従って折りたたみ操作が行われたときに前記第１の形状に折りた
たまれるように構成されており、
　前記複数のキャラクタ構成部材に対する折りたたみ操作は対応する前記弾性部材の弾性
力に抗してそれぞれ行われ、前記弾性部材それぞれの圧縮された状態が前記係止手段によ
って維持されるように構成されており、
　前記解除操作部が操作されたとき、前記係止手段による係止が解除され、開放された前
記弾性部材の弾性力によって前記複数のキャラクタ構成部材が一斉に回動して飛び出すこ
とで前記第２の形状に変形して前記キャラクタの姿が飛び出すように現れるように構成さ
れてなることを特徴とする変形玩具。
【請求項１６】
　折りたたまれた状態の第１の形状からキャラクタの姿が現れる第２の形状に変形する玩
具であって、
　前記玩具は、互いに回動可能に接続された複数のキャラクタ構成部材と、該キャラクタ
構成部材間のそれぞれに配置された弾性部材と、前記複数のキャラクタ構成部材が折りた
たまれた状態を維持する係止手段と、該係止手段による係止を解除する解除操作部と、を
備え、
　前記第１の形状は略平板状であり、
　前記玩具は、さらに前記略平板状の形状に対し前後方向、左右方向及び上下方向のいず
れか一つ又は複数の方向に配置された複数の回動軸を含み、
　前記複数のキャラクタ構成部材は、対応する回動軸を軸として互いに回動するように構
成されており、前後方向の折りたたみ操作、左右方向の折りたたみ操作及び上下方向の折
りたたみ操作の内の少なくとも１つの折りたたみ操作と押し込み操作の組み合わせによっ
て構成される手順に従って折りたたみ操作が行われたときに前記第１の形状に折りたたま
れるように構成されており、
　前記複数のキャラクタ構成部材に対する折りたたみ操作は対応する前記弾性部材の弾性
力に抗してそれぞれ行われ、前記弾性部材それぞれの圧縮された状態が前記係止手段によ
って維持されるように構成されており、
　前記解除操作部が操作されたとき、前記係止手段による係止が解除され、開放された前
記弾性部材の弾性力によって前記複数のキャラクタ構成部材が一斉に回動して飛び出すこ
とで前記第２の形状に変形して前記キャラクタの姿が飛び出すように現れるように構成さ
れてなることを特徴とする変形玩具。
【請求項１７】
　前記左右方向の折りたたみ操作は、左側折りたたみ操作と右側折りたたみ操作が対称的
な操作となるように構成されてなることを特徴とする請求項１５又は１６記載の変形玩具
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、玩具に関し、詳しくは玩具の変形を楽しむとともに、複数の変形玩具を用い
てゲームを行える変形玩具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　今日、玩具の形状を変化させて楽しむ種々の変形玩具が提供されており、例えば平坦な
水平面上を転がすように投げ出して遊ぶ球体形状の玩具があり、この球体形状の玩具を平
面上の所要箇所に配置された磁性体部分に到達させると球形状からキャラクタの形状に変
形して回転を停止させることのできる変形玩具が提供されている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２１５８９８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述の変形玩具では、目標地点に向かって玩具を転がし、目標に達するか否かのシュー
ティングゲームを行えるも、遊び方に変化が少なく、より楽しく遊べる変形玩具が望まれ
ていた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本件出願に係る発明は、折りたたまれた状態の第１の形状からキャラクタの姿が現れる
第２の形状に変形する玩具であって、前記玩具は、互いに回動可能に接続された複数のキ
ャラクタ構成部材と、該キャラクタ構成部材間のそれぞれに配置された弾性部材と、前記
キャラクタ構成部材のいずれかにルーレット盤が着脱可能に取り付けられたルーレットと
、前記ルーレット盤に回転を与える回転付与機構と、前記複数のキャラクタ構成部材が折
りたたまれた状態を維持する係止手段と、該係止手段による係止を解除する解除操作部と
、を備え、前記複数のキャラクタ構成部材は、折りたたみ手順に従って折りたたみ操作が
行われたとき前記第１の形状に折りたたまれるように構成されており、動前記複数のキャ
ラクタ構成部材に対する折りたたみ操作は対応する前記弾性部材の弾性力に抗してそれぞ
れ行われ、前記弾性部材それぞれの圧縮された状態が前記係止手段によって維持されるよ
うに構成されており、前記回転付与機構は、前記折りたたみ手順のいずれかの段階で圧縮
される弾性部材と、該弾性部材が圧縮状態から開放されときの弾性力によって駆動される
回転運動を前記ルーレット盤に伝達する手段と、を備え、前記解除操作部が操作されたと
き、前記係止手段による係止が解除され、開放された前記弾性部材の弾性力によって前記
複数のキャラクタ構成部材が一斉に回動して飛び出すことで前記第２の形状に変形して前
記キャラクタの姿が飛び出すように現れ、前記キャラクタの姿が飛び出すように現れるタ
イミングに対応して圧縮から開放された前記弾性部材の弾性力によって前記ルーレット盤
を回転駆動し、前記ルーレット盤が静止したときのルーレット表示を他の変形玩具のルー
レット表示と比較することで勝敗を争うように構成されてなる変形玩具である。
【０００６】
　前記玩具は、前記折りたたみ手順に従って折りたたみ操作が行われたとき、前記複数の
キャラクタ構成部材及び前記回転付与機構が、前記弾性部材のそれぞれが圧縮された状態
で略平板状の形状に折りたたまれ、該折りたたまれた略平板状の形状が前記係止手段によ
って維持されるように構成することができる。
【０００７】
　そして、この本件出願に係る発明は、前記第２の形状のキャラクタとしては４足立ちの
動物を模した形状とするものであり、前記複数のキャラクタ構成部材は、胴部と、前記胴
部前方に回動可能に取り付けられた前脚と、前記胴部後方に回動可能に取り付けられた後
脚と、前記胴部前方に胴部前方側に回動可能に取り付けられた頭部とを含み、前記頭部は
該頭部に対応して配置された弾性部材の弾性力に抗して前記胴部の上面及び下面側に折り
たたみ可能とするように、前記前脚及び後脚は該前後脚のそれぞれに対応して配置された
弾性部材の弾性力に抗して前記胴部の側方に折りたたみ可能とするように、それぞれが折
りたたみ可能に配置され、折りたたまれたとき前記略平板状の前記第１の形状に変形する
ように構成されており、前記ルーレットは前記胴部の上面後部に配置され、前記回転付与
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機構は前記胴部内に配置されており、前記解除操作部が操作されたとき、前記前脚、前記
後脚及び前記頭部が前記胴部に対しそれぞれ回動し、前記前脚及び後脚を下にして前記４
足立ちの動物の外形が飛び出すように現れるとともに前記ルーレット盤が回転する変形玩
具とするものである。
【０００８】
　又、本件出願に係る発明は、前記第２の形状のキャラクタとして、鳥などの羽根を有す
る動物を模した形状とすることがあるものであり、前記複数のキャラクタ構成部材は、胴
部と、前記胴部の下方位置に回動可能に取り付けられた一対の足部と、前記胴部の側部に
回動可能に取り付けられた一対の羽根部と、前記胴部の上部に回動可能に取り付けられた
頭部とを含み、前記頭部は係合する弾性部材の弾性力に抗して前記胴部の延長上に折りた
たみ可能とするように、前記胴部は前記一対の足部のそれぞれとの間に配置された弾性部
材の弾性力に抗して前記一対の足部の間に折りたたみ可能とするように、前記一対の羽根
部は該羽根部のそれぞれに対応して配置された弾性部材の弾性力に抗して前記胴部の対応
する側部に折りたたみ可能とするように、それぞれが折りたたみ可能に配置され、折りた
たまれたとき前記略平板状の前記第１の形状に変形するように構成されており、前記回転
付与機構は前記胴部内に配置され、前記胴部には上下方向に移動可能に配置され一端が胴
部から露出して羽根部を支持する棒状体が配置され、前記胴部の腹部には前記ルーレット
が配置されており、前記棒状体を上方から下方に押し込むことによって前記ルーレット盤
を回転駆動する前記弾性部材を圧縮するように構成されており、前記解除操作部が操作さ
れたとき、前記一対の足部から前記胴部が起き上がるように上方に回動し、前記羽根部及
び前記頭部が前記胴部に対しそれぞれ回動し、前記羽根を有する動物の姿が飛び出すよう
に現れるとともに前記ルーレットのルーレット盤が回転する変形玩具とすることもある。
【０００９】
　そして、本件出願に係る発明は、前記第２の形状のキャラクタとして、二足立ちの動物
を模した形状とすることもあるものであり、前記複数のキャラクタ構成部材は、胴部と、
前記胴部前方に回動可能に取り付けられた腕部と、前記胴部後方に回動可能に取り付けら
れて前記弾性部材の弾性力に抗して折りたたまれている脚部と、この脚部の先端に回動可
能に取り付けられて前記弾性部材の弾性力に抗して脚部に重ねられた足部と、前記胴部前
方に胴部先端から接近離脱可能にして回動可能に取り付けられた頭部とを含み、前記頭部
は係止解除用の弾性部材の弾性力に抗して前記胴部に近接した位置に係止されて頭部両側
の耳部と足部とにより腕部を挟むようにそれぞれ折りたたみ可能に配置され、折りたたま
れたとき前記略平板状の前記第１の形状に変形するように構成されており、前記ルーレッ
トは前記頭部に配置され、前記回転付与機構は前記頭部内に配置されており、前記解除操
作部が操作されたとき、前記腕部、前記脚部及び前記頭部が前記胴部に対しそれぞれ回動
し、前記折りたたまれていた脚部を伸ばして足部により立ち上がることによって前記二足
立ちの動物の外形が飛び出すように現れるとともに前記ルーレットのルーレット盤が回転
する変形玩具とすることもある。
【００１０】
　そして、本件出願に係る発明は、前記第２の形状のキャラクタとして、多足動物を模し
た形状とすることもあるものであり、前記複数のキャラクタ構成部材は、胴部と、前記胴
部に回動可能に取り付けられた複数の脚部と、前記胴部前方に胴部前方側に位置する頭部
とを含み、前記複数の脚部は前記頭部との間に配置された弾性部材の弾性力に抗して前記
胴部の下面側にそれぞれ折りたたみ可能に配置され、折りたたまれたとき前記略平板状の
前記第１の形状に変形するように構成されており、前記ルーレットは前記頭部又は胴部の
上面に配置されており、前記回転付与機構は前記ルーレットが配置される頭部又は胴部内
に配置され、前記折りたたまれた状態において前記回転付与機構の前記弾性部材は圧縮さ
れるように構成されてなり、前記解除操作部が操作されたとき、前記複数の脚部が前記胴
部に対しそれぞれ回動して前記多足動物の外形が飛び出すように現れるとともに前記ルー
レットのルーレット盤が回転する変形玩具とすることもある。
【００１１】
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　前記回転付与機構の弾性部材に対する圧縮は、前記複数のキャラクタ構成部材のいずれ
かを折りたたむ操作と連動して行われるように構成することができる。
【００１２】
　また、前記回転付与機構は、前記ルーレット盤に回転運動を伝達するピニオンと、ピニ
オンと噛合するラックと、ラックを直線移動させる摺動部材と、をさらに備え、前記折り
たたみ手順のいずれかの段階における前記摺動部材の移動と連動して直線移動するラック
によって前記回転付与機構の弾性部材が圧縮される構成とすることができる。そして、前
記摺動部材の直線運動は、前記複数のキャラクタ構成部材のいずれかを折りたたむ操作と
連動して行われる構成とすることができる。
【００１３】
　さらに、前記摺動部材を前記折りたたみ操作から独立して摺動操作可能に配置された操
作部材をさらに備えることで、前記キャラクタの姿が現れた状態の前記第２の形状におい
て前記操作部材を操作して前記回転付与機構の弾性部材を圧縮させた後、開放操作を行う
ことで前記ルーレットのルーレット盤に回転を与える構成としてもよい。
【００１４】
　前記回転付与機構は、前記キャラクタの姿が現れた状態において前記ルーレット盤の回
転操作を行う操作部材をさらに備える構成としてもよい。
【００１５】
　さらに、本発明の他の態様として、互いに回動可能に接続された複数のキャラクタ構成
部材と、該キャラクタ構成部材間のそれぞれに配置された弾性部材と、前記キャラクタ構
成部材のいずれかに設けられルーレット盤が着脱可能に構成されたルーレットと、前記ル
ーレット盤に回転を与える回転付与機構と、前記複数のキャラクタ構成部材が折りたたま
れた状態を維持する係止手段と、該係止手段による係止を解除する解除操作部と、を備え
、前記複数のキャラクタ構成部材は、折りたたみ手順に従って折りたたみ操作が行われた
とき前記第１の形状に折りたたまれるように構成されており、前記複数のキャラクタ構成
部材に対する折りたたみ操作は対応する前記弾性部材の弾性力に抗してそれぞれ行われ、
前記弾性部材のそれぞれが圧縮された状態が前記係止手段によって維持されるように構成
されており、前記解除操作部が操作されたとき、前記係止手段による係止が解除され、開
放された前記弾性部材の弾性力によって前記複数のキャラクタ構成部材のそれぞれが一斉
に回動して飛び出すことで前記第２の形状に変形して前記キャラクタの姿が飛び出して現
れるように構成されており、前記回転付与機構を操作して前記ルーレット盤を回転駆動し
、前記ルーレット盤が静止したときのルーレット表示を他の変形玩具のルーレット表示と
比較することで勝敗を争う構成とすることができる。
【００１６】
　尚、前記ルーレットとしては、複数のルーレット盤が用意され、各ルーレット盤を回転
付与機構に着脱可能に装着されるものとした変形玩具とすることが好ましい。
【００１７】
　又、複数の回動軸によりキャラクタ構成部材を弾性部材の力に抗して折りたたむ操作の
方向を、前後方向、左右方向、上下方向のうちの少なくとも２方向の折りたたみ操作の組
合せとし、ルーレット盤や回転付与機構を有しない変形玩具とすることもできる。
【００１８】
　そして、複数の回動軸によりキャラクタ構成部材を弾性部材の力に抗して折りたたむ操
作の方向を、前後方向、左右方向、上下方向のうちの少なくとも１方向の折りたたみ操作
と押し込み操作との組合せとし、ルーレット盤や回転付与機構を有しない変形玩具とする
こともできる。
【００１９】
　尚、左右方向の折りたたみ操作は、左右対称の操作とすることが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、第１の形状から、瞬時にキャラクタの姿が現れる形状に変形するとともに、
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ルーレット盤を回転させるため、変形による面白さに加え、複数の変形玩具の間でルーレ
ット表示に基づく勝敗や得点などを争って遊ぶことができる。
【００２１】
　そして、各弾性部材が圧縮された状態として複数のキャラクタ部材を折りたたんだ状態
を係止手段で維持するものとすれば、係止手段を外すと弾性部材の弾性力によってキャラ
クタ部材を展開させるようにして変形玩具の形態を容易且つ瞬時に変形させるとともにル
ーレットを作動させることができる。
【００２２】
　また、第２の形状を四足立ちの動物に似せることにより、変形の面白さと共に、変形玩
具を安定した立ち方の第２の形状とすることができる。
【００２３】
　さらに、第２の形状として羽根を有する動物に似せることにより、羽根を広げた大きな
変化を与えることができる。
【００２４】
　また、第２の形状として二足立ちの動物に似せることにより、多くの異なる動物の形状
の変形玩具として種々の形状の変形玩具によるバトルを行わせることができる。
【００２５】
　さらに又、第２の形状として多足動物に似せることにより、種々の動物の形状の変形玩
具として種々の形状の変形玩具によるバトルを行わせることができる。
【００２６】
　そして、回転付与機構の弾性部材の圧縮をキャラクタ構成部材の折りたたみ操作と連動
させると、変形玩具を第２の形状から第１の形状に折りたたむときに確実に回転付与機構
の弾性部材を圧縮することができ、変形玩具を第１の形状から第２の形状に変形させると
き、常にルーレット盤を回転させることができる。
【００２７】
　また、ラックとピニオンを用いた回転付与機構は、容易にキャラクタ構成部材に組み込
むことができる。
【００２８】
　そして、回転付与機構の摺動部材を摺動させる操作部材、又はルーレット盤の回転操作
を可能とする操作部材をさらに備える変形玩具は、第２の形状において、ルーレット盤を
回転させて遊ぶことができる。
【００２９】
　さらに、ルーレットとして複数のルーレット盤を用意し、回転付与機構に着脱交換可能
とした変形玩具とすれば、ルーレット盤を交換することにより、一層変化のある遊びを行
うことができる。
【００３０】
　また、折りたたみ操作の方向を前後方向、左右方向、上下方向の内の少なくとも２方向
の組み合わせとすれば、折りたたみ操作が複雑となり、折りたたみ操作の時間を競うなど
の遊びを行うことができる。
【００３１】
　尚、折りたたみ操作の方向を前後方向、左右方向、上下方向の内の少なくとも１方向の
操作と押し込み操作との組み合わせとしても、同様に折りたたみ操作が複雑となり、折り
たたみ操作の時間を競うなどの遊びを行うことができる。
【００３２】
　そして、左右の折りたたみ操作を左右対称とすれば、単純な操作であっても美しく大き
な左右への変形を生じさせることのできる玩具とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に係る変形玩具の第１例の第１の形状を示す斜視図。
【図２】本発明に係る変形玩具の第２例の第１の形状を示す斜視図。
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【図３】本発明に係る変形玩具の第３例の第１の形状を示す斜視図。
【図４】本発明に係る変形玩具の第３例の部材形状を変更した第１の形状を示す斜視図。
【図５】本発明に係る変形玩具の第１例の第２の形状を示す斜視図。
【図６】本発明に係る変形玩具の第２例の第２の形状を示す斜視図。
【図７】本発明に係る変形玩具の第３例の第２の形状を示す斜視図。
【図８】本発明に係る変形玩具の第３例の部材形状を変更した第２の形状を示す斜視図。
【図９】本発明に係る変形玩具の第１例の第１の形状を示す上面図。
【図１０】本発明に係る変形玩具の第１例の第１の形状を示す底面図。
【図１１】本発明に係る変形玩具の第１例の胴部内部を示す上面図。
【図１２】本発明に係る変形玩具の第１例の胴部内部に収納する摺動部材を示す下面図。
【図１３】本発明に係る変形玩具の第１例の胴部内部を示す下面図。
【図１４】本発明に係る変形玩具の第１例の第２の形状を示す側面図。
【図１５】本発明に係る変形玩具の第１例の第２の形状を示す後面図。
【図１６】本発明に係る変形玩具の第２例の第１の形状を示す上面図。
【図１７】本発明に係る変形玩具の第２例の第１の形状のロック解除の初期の状態を示す
裏面図。
【図１８】本発明に係る変形玩具の第２例の第２の形状を示す側面図。
【図１９】本発明に係る変形玩具の第２例の胴部内部を示す正面図。
【図２０】本発明に係る変形玩具の第２例の胴部内部を示す断面図。
【図２１】本発明に係る変形玩具の第３例の第１の形状を示す上面図。
【図２２】本発明に係る変形玩具の第３例の第１の形状を示す底面図。
【図２３】本発明に係る変形玩具の第３例の第１の形状のロック解除の初期の状態を示す
上面図。
【図２４】本発明に係る変形玩具の第３例の第２の形状を示す側面図。
【図２５】本発明に係る変形玩具の第３例の頭部の内部を示す図。
【図２６】本発明に係る変形玩具の第２例の変形例を示す裏面図。
【図２７】本発明に係る変形玩具の第５例の第１の形状を示す斜視図。
【図２８】本発明に係る変形玩具の第５例の第２の形状を示す前方斜視図。
【図２９】本発明に係る変形玩具の第５例の第２の形状を示す側面図。
【図３０】本発明に係る変形玩具の第５例の第１の形状を示す底面図。
【図３１】本発明に係る変形玩具の第５例の第２の形状を示す後方斜視図。
【図３２】本発明に係る変形玩具の第５例の胴部内部を示す斜視図。
【図３３】本発明に係る変形玩具の第５例の頭部及び背部の内部を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明に係る変形玩具の最良の形態は、折りたたまれた状態の第１の形状からキャラク
タが現れる第２の形状に変形する変形玩具100であって、前記キャラクタは４足立ちの動
物を模した形状である。
【００３５】
　そして、前記変形玩具100は、互いに回動可能に接続された複数のキャラクタ構成部材
として胴部111、頭部を形成する上顎部122や下顎部125、前脚とする前脚部131、後脚とす
る後脚部141、尻尾部151などを有し、該キャラクタ構成部材問のそれぞれに配置された回
動用の弾性部材と、前記キャラクタ構成部材の一つである胴部111に回転可能に取り付け
られた着脱可能なルーレット盤189と、該ルーレット盤189に回転を与える回転付与機構と
、前記複数の部材が折りたたまれた状態を維持及び解除する係止手段と、を備える。
【００３６】
　又、前記回転付与機構は、ルーレット軸187を回転させるピニオン185と、ピニオン185
と加速車183を介して係合するラック181と、ラック181を直線移動させる摺動部材161と、
この摺動部材161の直線運動に連動して圧縮伸張される係止解除用の弾性部材165と、によ
って構成されて前記胴部111に内蔵される。
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【００３７】
　さらに、前記各キャラクタ構成部材は、前記前脚部131が側胴部115を介して前記胴部11
1の前方に回動可能に取り付けられ、前記後脚部141が側胴部115を介して前記胴部111の後
方に回動可能に取り付けられ、前記胴部111には上顎部122及び頭髪部123が前記胴部111前
方の上側に取り付けられ、且つ、下顎部125が前記胴部111の前方下側に回動可能に取り付
けられ、前記頭部を形成する上顎部122や下顎部125等はキャラクタ構成部材間に配置され
た回動用の弾性部材の弾性力に抗して前記胴部111の上面及び下面側に折りたたみ可能と
するように、前記前脚部131及び後脚部141もキャラクタ構成部材間に配置された回動用の
弾性部材の弾性力に抗して前記胴部111の側方に折りたたみ可能とするように、それぞれ
が折りたたみ可能とされ、前記キャラクタ構成部材の折りたたみは前記回動用の弾性部材
の弾性力に抗して行われ、折りたたみ状態の第１の形状は略平板状態とされるものである
。
【００３８】
　そして、この第１の形状では、前記回動用の弾性部材及び係止解除用の弾性部材165の
圧縮された状態が前記係止手段によって維持され、前記折りたたみ操作のときに前記回転
付与機構のラック181は、前記キャラクタ構成部材の折りたたみ操作に合せた摺動部材161
を押し込む操作を行うとき、前記係止解除用の弾性部材165の弾性力に抗して移動し、前
記回転付与機構は、前記折りたたまれた状態において前記係止解除用の弾性部材165が圧
縮された状態を維持するように係止される構成とされており、前記変形玩具100が折りた
たまれた状態にあるとき、前記係止手段とする係止部材155の解除操作部157が胴部111の
後方において外部に出ており、外部に出ている前記解除操作部157であるロック解除ボタ
ンが操作されたとき、前記係止手段による係止が解除されるものである。
【００３９】
　さらに、この前記係止手段による係止が解除されることにより開放された各キャラクタ
構成部材は、前記回動用の弾性部材の弾性力によって回動するようにして飛び出すことで
前記前脚部131、前記後脚部141及び前記頭部が前記胴部111に対しそれぞれ回動し、前記
前脚部131及び後脚部141を下にして前記四足立ちの動物の外形が飛び出すように現れるこ
とにより前記第２の形状に変形し、前記キャラクタの外形が飛び出すように現れると同時
に圧縮から開放された前記係止解除用の弾性部材165の弾性力によって駆動される前記ラ
ック181が急激に移動し、該急激なラック181の移動運動で前記ルーレット軸187に固定さ
れたピニオンが回転し、この回転によって前記ルーレット盤189を回転させるように構成
する変形玩具100である。
【００４０】
　そして、尻尾部151における胴部111の内部側となる端部にカム突起を設け、キャラクタ
形状が現れた状態である第２の形状において、尻尾部151を下げる操作に応じて摺動部材1
61を前方に押し出すように摺動部材161を摺動させて弾性部材165を圧縮し、尻尾部151を
下げる操作を開放したときルーレット盤189が回転する構成とするものである。
【実施例】
【００４１】
　本発明に係る変形玩具の実施例は、図１乃至図４に示すように、複数のキャラクタ構成
部材が結合されることにより、厚肉平板状にして複数の凹凸を有する矩形状とされる第１
の形状から、図５乃至図８に示すように四足立ちの四脚動物に似せた形状や、鳥に似せた
形状、二足立ちの動物などに似せた形状などの第２の形状に変形するとともに、変形玩具
の一部部材に着脱可能とされるルーレット盤によるルーレットを備えるものである。
【００４２】
　この図１に示した四足立ちの形状となる変形玩具100は、図１及び図９に示すように、
厚肉四角形に近似した形状の胴部111の上面における後方（図面上の右側）にルーレット
としての平板にして六角形状のルーレット盤189をルーレット軸187へ着脱可能に有し、こ
のルーレット盤189の後方には、係止手段として胴部111に収納している係止部材155（図
１１及び図１２参照）の解除操作部157であるロック解除ボタンを胴部111の上面に突出さ
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せているものである。
【００４３】
　さらに、このキャラクタ構成部材である胴部111の前方（図面上の左側）には、図５に
示したように頭部を形成するキャラクタ構成部材としての上顎部122及び下顎部125と頭髪
部123を有するものであって、回動用弾性部材を備えた回動軸を介して胴部111の前方上方
に取り付けられた略矩形の上顎部122と、この上顎部122を囲むように形成された頭髪部12
3とが、図１に示す折りたたみ状態においては回動用弾性部材の力に抗して胴部111の前方
上方に重ねられ、頭髪部123の左右（図面上の上下）には回動用弾性部材を備えた回動軸
を介して耳部124がこの頭髪部123に取り付けられているものである。
【００４４】
　即ち、この上顎部122は、図１及び図９に示したように、胴部111の前方上端近傍に回動
軸により取り付けられるとともに、回動用弾性部材により上顎部122を胴部111の前方に回
動させるように付勢されており、頭髪部123も胴部111の前方上端近傍に回動軸により取り
付けられるとともに、この回動軸に巻き付けた回動用弾性部材により上顎部122を胴部111
の前方に回動させるように付勢されており、耳部124は、耳部124を頭髪部123に取り付け
る回動軸に巻き付けた回動用弾性部材により、頭髪部123の後方向　（図面での胴部111方
向）に回動するように付勢されているものである。
【００４５】
　また、この両側の耳部124の下方には、キャラクタ構成部材である側胴部115や前脚部13
1及び後脚部141が胴部111の左右に各々設けられているものであり、この側胴部115は、図
１０の底面図に示すように、胴部111の両側中央に設けられた胴側支持部113に対し、回動
用弾性部材を備えた回動軸を介して取り付けられ、さらに、側胴部115の後端（図面上の
右側）近傍には回動用弾性部材を備えた回動軸を介して後脚部141が取り付けられて側胴
部115の外側に折り込まれ、この後脚部141の外側に折り込まれる前脚部131が回動用弾性
部材を備えた回動軸を介して側胴部115の前端近傍に取り付けられるように側胴部115を介
して前足を形成する前脚部131及び後脚を形成する後脚部141を胴部111に取り付けている
ものである。
【００４６】
　この側胴部115は、胴部111と略等しい長さとした略棒状の形状とされ、胴部111の側方
中央に設けた胴側支持部113に対して回動軸を中心に前脚部131や後脚部141を下方に回転
させるように回動軸に巻き付けた回動用弾性部材により付勢され、図５に示したように４
足立ちとなる第２の形状において側胴部115の上面には、前脚部131及び後脚部141を左右
側方に向けた第１の形状を維持するための係合凹部116を有しているものである。
【００４７】
　また、前脚部131は、その基部側で側胴部115の前端近傍に回動軸により回転可能に取り
付けられて回動軸に巻き付けた回動用弾性部材により前脚部131の先端を側胴部115の外側
に回動させるように付勢され、さらに前脚部131の先端には回動用弾性部材を備えた回動
軸を介して前爪部135を有し、後脚部141もその基部で側胴部115の後端近傍に回動軸によ
り回転可能に取り付けられて回動軸に巻き付けた回動用弾性部材により後脚部141の先端
を外側に回動させるように付勢されているものである。
【００４８】
　さらに、図１０に示すように、この胴部111の下面には、胴部111の後端中央に対して回
動用弾性部材を備えた回動軸を介して取り付けられたキャラクタ構成部材としての尻尾部
151が重ねられ、胴部111の前端に回動用弾性部材を備えた回動軸を介して取り付けられた
下顎部125が、その先端（図面上の右側）を尻尾部151の先端に重ねるようにして胴部111
の下面に折り込まれているものである。
【００４９】
　この尻尾部151は略円柱棒状形状にしてその基部が回動軸により胴部111の後端下方に回
転可能に取り付けられてこの回動軸に巻き付けた回動用弾性部材により尻尾部151を胴部1
11の後方に回転させるように付勢されており、尻尾部151の先端を下顎部125の下に挿入し
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て胴部111の下方に折り込まれているものであり、下顎部125は、その基部を回動軸により
胴部111前方下方に回転可能に取り付けられてこの回動軸に巻き付けた回動用弾性部材に
より先端を前方に回動させるように付勢されて下顎窪みに収納されるように折り込まれて
いるものである。
【００５０】
　そして、胴部111内に設けられる可動係合部材171（図１１及び図１３参照）の前方下方
に設けられた下顎固定突起172の先端が下顎窪みに突出することにより、下顎窪みに収納
されている下顎部125の先端両側部が係止されて胴部111の下面に下顎部125が折り込まれ
た状態が維持されるものである。
【００５１】
　尚、図１０に示したように、胴部111の後方両側には、開口部117に沿って前後に摺動可
能とされる係止操作突起163が僅かに突出しており、この係止操作突起163は後述する摺動
部材161（図１１及び図１２参照）に形成されているものであって、前方（図面上の左側
）に位置させるとき、各キャラクタ構成部材を各回動用弾性部材の弾性力に抗して第１の
形状の形に係止させることができるものである。
【００５２】
　そして、胴部111の内部には、図１１に示すように、可動係合部材171及び摺動部材161
が胴部111の前後方向へ移動可能に内蔵されているものである。
　この摺動部材161は、後述する第１係止解除用弾性部材165及びラック181やピニオン185
と共に回転付与機構を構成するものであって、図１１及び図１２に示すように、後方に解
除操作部157であるロック解除ボタンを備えた係止手段としての係止部材155を挟み込んで
前後方向に延びる厚肉板状の側壁部162を左右に平行に有し、この両側壁部162の前端を接
続する厚肉板状の連結壁部を有するものである。
【００５３】
　さらに、この摺動部材161の両側壁部162の後端下方には係止操作突起163を有し、この
係止操作突起163の先端を、図１０に示したように、胴部111の下面に設けた開口部117か
ら各々胴部111の下面よりも僅かに外方下方へ突出させるものである。
【００５４】
　また、両側壁部162の外側には各々側壁部162から突出するバネ受け突起164を有して図
１１に示したように第１係止解除用弾性部材165により胴部111に対して後方に付勢される
ものである。
【００５５】
　さらに、この摺動部材161の後方には、係止手段とする矩形板状の係止部材155が配置さ
れ、この係止部材155は、その上面に突出させる解除操作部157としてのロック解除ボタン
を有するものであり、図１１に示した摺動部材161が後方に位置した状態では、図１２（
Ａ）に示すように、係止部材155は、その本体部分が両側壁部162の後方下面に形成された
係止部材支持溝に挿入され、解除操作部157であるロック解除ボタンを摺動部材161におけ
る両側壁部162の間に位置させて係止部材155自体を係止用弾性部材159により胴部111の下
側から上方へ押し上げられているものである。
【００５６】
　そして、この係止部材155はその後端面を胴部111における内腔の後方壁に当接し、図１
２（Ｂ）に示すように、摺動部材161が前方に移動したときは係止部材支持溝から外れて
上昇し、摺動部材161の後方と胴部111における内腔の後方壁との間に挟まれ、係止部材15
5の上面に設けた解除操作部157の上端を胴部111の上面に僅かに突出させるものである。
【００５７】
　従って、胴部111の下面に突出する係止操作突起163を用いて摺動部材161を前方の位置
に移動させる操作が行われたときは、係止部材155が上昇して摺動部材161の後方に位置し
、摺動部材161における側壁部162の後端が係止部材155の前方面に接触して第１係止解除
用弾性部材165を圧縮状態とし、係止部材155は係止部材155の下に配置した係止用弾性部
材159によりその上面を胴部111の内腔上面に接触させて摺動部材161と胴部111の内腔後方
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壁との問に挟まれた状態となるものである。
【００５８】
　又、この摺動部材161は一方の側壁部162の内側にラック181を有し、さらに、この摺動
部材161の両側壁部162の間には、図１１に示したように、摺動部材161の内側に配置され
るように胴部111に取り付けられた加速車183を有し、図１１に示した摺動部材161が後方
に位置しているときはラック181が加速車183の後方に位置して加速車183の小歯車と離れ
ているも、図１３の内部構造を示す下面図に示すように、摺動部材161を前方に位置させ
たときは、この小歯車とラック181とが噛合し、加速車183の大歯車が胴部111に取り付け
たルーレット軸187に固定されているピニオン185と噛合しているものである。
【００５９】
　尚、加速車183を介してラック181とピニオン185を噛合させる場合に限ることなく、加
速車183を省略してラック181とルーレット軸187のピニオン185とを直接に噛合わせるよう
にして摺動部材161が後方に移動したときはラック181とピニオン185との噛合が外れるよ
うにする場合や、大径部と小径部とを有する加速車183ではなく、通常の平歯車の１枚又
は２枚などを中間歯車として用いることによりラック181とピニオン185との位置を調整し
つつラック181とピニオン185を噛合させることもある。
【００６０】
　そして、摺動部材161の前方に配置される可動係合部材171は、胴部111の内腔の略全幅
にわたる矩形の厚肉板状とされ、その下方前方に配置した第２係止解除用弾性部材175に
より後方に付勢され、且つ、摺動部材161の前端と接触する摺動部材接触部を備えている
ものである。
【００６１】
　従って、この可動係合部材171は、摺動部材161が前方に位置するときは、可動係合部材
171の下面に設けた摺動部材接触部が摺動部材161の連結壁の前端に押されて前方に移動し
、摺動部材161が後方に位置するときは、第２係止解除用弾性部材175によって後方へ移動
させられるものである。
【００６２】
　又、この可動係合部材171は、図１３の下面図に示したように、前方左右の下面に下顎
固定突起172を有し、この下顎固定突起172の先端に前方へ突出する突出部を有し、可動係
合部材171が前方に位置したときは図１０に示したように胴部111の下面の下顎窪みに突出
部の前方を突出させて下顎部125の先端を係止可能としているものである。
【００６３】
　さらに、この可動係合部材171の内部には、先端を胴部111の側方に突出可能とする側胴
部固定部材179を左右位置に各々収納するように有し、この側胴部固定部材179は胴部111
に対して左右方向に各々摺動可能とされており、可動係合部材171の前後移動に合せて傾
斜溝などにより移動方向を左右に変更して胴部111の左右方向に摺動し、摺動部材161の前
方移動により胴部111の左右に各々側胴部固定部材179の先端を突出させて側胴部115に形
成した係合凹部116と係合可能とし、摺動部材161の後退に合せて側胴部固定部材179は可
動係合部材171の内側方向に移動して胴部111からその先端を突出させない位置に収納され
るものである。
【００６４】
　また、この可動係合部材171の上面には、図１１及び図１４に示すように胴部111の上面
に突出する上顎固定部材173を有するものであり、この上顎固定部材173は、下端を回動軸
として上端を後方に揺動可能に可動係合部材171に固定され、係止用弾性部材により前方
に付勢されて略垂直を維持するように可動係合部材171に取り付けられるものである。
【００６５】
　尚、この上顎固定部材173は、図１４に示したように、その先端に前方への突出部174を
有して先端の前方上面を傾斜面としているものであり、傾斜面を上方から押圧されると先
端を後方に回動させることができ、又、係止用弾性部材に付勢されて垂直状態とされると
、前方に突出する突出部174を上顎部122に重ねるようにして上顎部122を係止可能として
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いるものである。
【００６６】
　そして、図１などに示した第１の形状の状態では、摺動部材161及び可動係合部材171が
胴部111の内部で前方に位置して係止部材155により前方位置を維持させられ、可動係合部
材171の下顎固定突起172が胴部111の下面に突出して下顎部125の回動を阻止するとともに
下顎部125が尻尾部151の先端を押えて尻尾部151の回動を阻止し、胴部111の両側から突出
する側胴部固定部材179の先端が側胴部115の係合凹部116に挿入されて側胴部115の回動を
阻止するものである。
【００６７】
　又、可動係合部材171の上面に設けた上顎固定部材173も前方に位置して上顎部122と係
合することにより上顎部122の回動を阻止し、この上顎部122の両側部で頭髪部123を押え
て頭髪部123の回動を阻止し、後述する耳部124の下面に設けた脚固定突起129が耳部124の
下方に位置する前脚部131の係合窪み１３３に係合して前脚部131が開くように回動するこ
とを阻止し、前脚部131の内側に折り込まれた後脚部141が開くように回動することを前脚
部131が阻止しているものである。
【００６８】
　このように、胴部111の前方に頭部を形成するようにした上顎部122や下顎部125及び頭
髪部123など、さらに、尻尾部151や前脚部131及び後脚部141などのキャラクタ構成部材を
折りたたんだ状態で、胴部111の上面に設けたルーレット盤189を上方としてこの変形玩具
100を台座や机などの平面上に載置し、ロック解除ボタンを指先などで押し下げると、係
止部材155が降下して係止部材155が摺動部材161の係止部材支持溝に挿入され、摺動部材1
61の側壁部162の後方が係止部材155と胴部111の内腔上面との問に挿入されるようにして
摺動部材161が第１係止解除用弾性部材165の伸長により後退し、図１１に示したように摺
動部材161の後端を胴部111の内腔後端に当接するものである。
【００６９】
　そして、この摺動部材161の後退により、摺動部材161に設けられたラック181によって
加速車183を介してピニオン185が取り付けられたルーレット軸187を回転させてルーレッ
ト盤189を回転させることができる。
【００７０】
　さらに、第１係止解除用弾性部材165により摺動部材161が胴部111の後方に位置したと
き、ラック181と加速車183との噛合が外れてルーレット盤189は回転を持続し、ルーレッ
ト軸187などの回転摩擦により回転速度を減速してルーレット盤189は不定位置で回転を停
止する。
【００７１】
　また、摺動部材161が後退することにより可動係合部材171が第２係止解除用弾性部材17
5により後退させられ、下顎固定突起172と下顎部125との係合が外れ、又、可動係合部材1
71の上面に取り付けられた上顎固定部材173も胴部111の後方に移動して上顎部122との係
合が外れ、側胴部固定部材179も胴部111の内側に収納されるように後退して側胴部115と
の係合が外れる。
【００７２】
　そして、上顎部122は胴部111の前端に回動用弾性部材を備えた回動軸を介して取り付け
られているため、上顎部122が上顎固定部材173から開放されると回動用弾性部材により上
顎部122を前方に回動させて胴部111の前方に位置させることになる。又、上顎部122が回
動することにより上顎部122により押えられていた頭髪部123も図１４及び図１５に示すよ
うに後端を上昇させるように回動して立ち上がり、頭髪部123の左右に設けた耳部124を頭
髪部123に対して僅かに後方へ回動させることになる。
【００７３】
　さらに、この耳部124の裏側には、図１５に示すように脚固定突起129が設けられており
、頭髪部123が立ち上がることによりこの脚固定突起129が図１４に示す前脚部131の係合
窪み133から外れ、前脚部131が側胴部115の前端を回動中心として外側に回動し、前脚部1
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31が回動することにより前脚部131に押えられていた後脚部141も側胴部115の後端を中心
に外側に回動することとなる。
【００７４】
　そして、上顎部122と頭髪部123や前脚部131及び後脚部141が回動を開始するとき、側胴
部固定部材179との係合が外された側胴部115は、胴側支持部113を中心に前脚部131や後脚
部141を下方に向けるように側胴部115が回動し、開放された前脚部131及び後脚部141の動
きと合せて胴部111を持ち上げることなり、係合が外れた下顎部125が胴部111の前方に回
動し、下顎部125に先端を押えられていた尻尾部151も胴部111の後方へ回動することとな
り、図５などに示した第２の形状に変形することになる。
【００７５】
　また、第２の形状から第１の形状に戻すには、この変形玩具100を裏返して右の前後脚
部131、141を右側に広げるように右側の側胴部115を回動させるとともに、左の前後脚部1
31、141は左側に広げるように左側の側胴部115を回動させて四脚を水平に広げ、水平に広
げた状態で尻尾部151を胴部111に重ねるように前方に折りたたみ操作を行った後、下顎部
125も胴部111に重ねるように後方に折りたたんで下顎部125の先端で尻尾部151の先端を押
さえ、係止操作突起163を前方に移動させ、第１係止解除用弾性部材165及び第２係止解除
用弾性部材175を圧縮しつつ摺動部材161及び可動係合部材171を前方に押し込み、側胴部1
15及び下顎部125を係止するものである。
【００７６】
　その後、この変形玩具100を表返し、左右両側の後脚部141を側胴部115の外側に折り込
み、この後脚部141の外側に左右の前脚部131を折り込んで前脚部131により後脚部141を押
さえ込むように後脚部141及び前脚部131を左右から折りたたむ操作を行い、頭髪部123を
胴部111の上面に押し付けるようにして頭髪部123の左右に設けた耳部124の裏面に形成し
た脚固定突起129を前脚部131の係合窪み１３３に係合させて前脚部131を係止し、上顎部1
22を胴部111の上面に重ねるように回動させて胴部111の上面に押し付けると、上顎部122
の先端が上顎固定部材173の上端を後方に揺動させるようにして上顎固定部材173の突出部
174の下方に係合され、図１などに示した第１の形状とすることができるものである。
【００７７】
　このように、この四足立ちの変形玩具100は、裏返し状態で左右の前後脚部131、141を
夫々左右に広げ、尻尾部151を前方に回動させ、下顎部125を後方に回動させて尻尾部151
及び下顎部125を折りたたんだ状態として係止操作突起163を前方に移動させ、変形玩具10
0を表向けにして左右に開いた後脚部141を前方に回動させて左右から胴部111の側方に折
りたたんだ後、左右に開いた前脚部131を後方に回動させて左右から胴部111の側方に折り
たたみ、頭髪部123を後方に、続けて上顎部122を後方に回動させるように頭髪部123及び
上顎部122を折りたたむ操作手順により第１の形状とすることができる。
【００７８】
　そして、この折りたたみ操作は、折りたたむ各キャラクタ構成部材を損傷させることな
く、且つ、回動用弾性部材の弾性力に抗して所定の位置まで確実に回動させて各キャラク
タ構成部材を相互に係止するため、素早く折りたたむには熟練が必要となる。
【００７９】
　尚、この変形玩具を四足立ちの動物の形状とする場合、図面に示すような現存する動物
を連想させる形状とする場合に限ることなく、既に絶滅した四本足動物や空想の世界の仮
想動物とすることもあり、また、前脚部131と後脚部141の問に補助的な足を回動用弾性部
材を備えた回動軸により側胴部115に回動可能に取り付けて６足動物又は８足動物などの
多足動物として左右の最前方及び最後方の４足で立たせるようにすることもできる。
【００８０】
　又、図２に示した変形玩具200は、羽根を有する動物を模した第２の形状とすることが
できるものであって、図１６に示すように、略長方形の胴部211の中央の胸の部分にルー
レットとしての六角形状をしたルーレット盤289をルーレット軸287へ着脱可能に有し、こ
の胴部211の下端が回動用弾性部材を備えた回動軸を介して尻部251に取り付けられ、この
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尻部251の中央に係止手段とする係止部材255（図２０参照）の解除操作部257であるロッ
ク解除ボタンを有するものである。
【００８１】
　尚、胴部211は、尻部251に対して上端を起こすことができるように回動軸により尻部25
1へ回転可能に取り付けられ、この回動軸に巻きつけられた回動用弾性部材は、尻部251及
びこの尻部251の左右に設けられた足部に対して胴部211を起こすように付勢しているもの
である。
【００８２】
　そして、この変形玩具200は、キャラクタ構成部材として胴部211や尻部251、足部を構
成する足本体部241や足先部243、羽根部を構成する幹羽根部231及び先羽根部237、さらに
、頭部221や嘴部227を有するものであって、胴部211の上端には回動用弾性部材を備えた
回動軸を介して頭部221が胴部211の延長上に取り付けられ、この頭部221の上端に対して
回動用弾性部材を備えた回動軸を介して嘴部227が頭部221に重ねるように設けられている
ものである。
【００８３】
　この頭部221は、回動軸を中心に回転可能とされてこの回動軸に巻き付けられた回動用
弾性部材により頭部221の上端を起こすように付勢されているものであり、嘴部227は頭部
221上端の回動軸を中心に回転可能とされてこの回動軸に巻き付けられた回動用弾性部材
により嘴部227の先端を頭部221から離すように付勢されているものである。
【００８４】
　又、尻部251の左右には足部を形成する足本体部241及び足先部243を有し、足先部243の
先端に回動用弾性部材を備えた回動軸を介して足爪部245が取り付けられ、足爪部245はそ
の先端を足本体部241から僅かに突出可能とされたアーム固定部材291に係合させるように
して足先部243に収納され、回動軸に巻き付けられた回動用弾性部材により回動軸を中心
に先端を回転させて足爪部245を足先部243の前方に回転させるように付勢されている。
【００８５】
　さらに、頭部221の左右には羽根部を構成する幹羽根部231が設けられ、この幹羽根部23
1はその下端近傍が回動用弾性部材を備えた回動軸を介して後述する棒状体の羽根支持ア
ーム266に取り付けられるものであって、図１９に示すように、羽根支持アーム266は胴部
211の内部に収納される摺動部材261と一体に形成されるとともに、羽根支持アーム266の
先端には足本体部241に向けて突出する胴部固定突起267を有するものである。
【００８６】
　又、この幹羽根部231は、その上端近傍に設けた回動用弾性部材を備えた回動軸を介し
て左右に各々２枚の先羽根部237を有し（図１７及び図１８参照）、この２枚の先羽根部2
37を各々幹羽根部231の内部に収納しているものであって、先羽根部237を幹羽根部231に
取り付ける回動軸に巻きつけた回動用弾性部材により先羽根部237を幹羽根部231から外側
に露出させるように付勢しつつ幹羽根部231の先端の回動軸により先羽根部237の基部を回
転可能に固定しているものであり、この幹羽根部231も羽根支持アーム266に取り付ける回
動軸に巻きつけた回動用弾性部材により先端を左右に聞くように付勢されているものであ
る。
【００８７】
　さらに、図１７に示すように、胴部211の左右に位置する足部とした足本体部241から各
々後方に尾羽根部253を有し、幹羽根部231の裏面には、図１や図１６に示した第１の形状
とされたときに尾羽根部253の内側に接触するようにして幹羽根部231が開くことを係止す
る開放阻止突起235を有し、頭部221の左右に位置する幹羽根部231の内側には嘴部227の上
端と係合する頭部固定突起233を有しているものである。
【００８８】
　そして、この変形玩具200を台座や机などの平面上にルーレット盤289を上方として載置
し、係止手段の解除操作部257であるロック解除ボタンを指先などで押し込むと、後述す
るように、羽根支持アーム266が摺動部材261と共に胴部211に対して頭部221の方向に上昇
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することにより、左右の幹羽根部231が上方に移動することとなる。
【００８９】
　この幹羽根部231の上昇により、幹羽根部231の内側に設けた頭部固定突起233と嘴部227
の上端との係合が外れ、嘴部227は回動用弾性部材の弾性力によって頭部221に対して上端
を回動中心として嘴部227の先端を前方に回動させるとともに、頭部221も回動用弾性部材
の弾性力によってその下端を回動中心として胴部211に対して前方へその上端が回動する
こととなる。
【００９０】
　又、足本体部241の後端面には、羽根先固定突起247及び胴部固定突起267と係合するア
ーム固定部材291が設けられており、幹羽根部231の上昇により羽根先固定突起247と先羽
根部237の先端との係合が外れ、先羽根部237が幹羽根部231の上端を中心に回動して幹羽
根部231から露出するように回動し、アーム固定部材291と羽根支持アーム266の胴部固定
突起267との係合が外れることにより、羽根支持アーム266が足本体部241から開放されて
胴部211がその下端を回動中心として起き上がるように前方に回動することとなる。
【００９１】
　このアーム固定部材291は、足本体部241に収納されて一端が足本体部241の後端面から
突出して胴部固定突起267と係合するとともに、他端を足先部243の側に足本体部241から
突出可能として軸方向に摺動可能とされる棒状体であって、足本体部241に収納している
補助係止解除用弾性部材により足本体部241の後端面の方向に付勢され、胴部固定突起267
とアーム固定部材291の一端とが係合しているときは他端を足先部243の側に僅かに突出さ
せて足爪部245の先端を係止し、胴部固定突起267との係合が外れると、足先部243の側に
突出させていた先端を補助係止解除用弾性部材の伸長力により収納して足爪部245の係止
を解除するものである。
【００９２】
　そして、羽根支持アーム266及び幹羽根部231が頭部221の方向へ移動するように胴部211
に対して上昇したとき、幹羽根部231の上昇により幹羽根部231の裏面に設けられた開放阻
止突起235が尾羽根部253から開放され、幹羽根部231は羽根支持アーム266の先端との接続
点である下端を中心に回動して左右に上端を開くことになる。
【００９３】
　そして、足爪部245は、胴部固定突起267とアーム固定部材291との係合が外れてアーム
固定部材291が補助係止解除用弾性部材により足先部243に僅かに突出させていた先端を後
退させるため、足爪部245の先端がアーム固定部材291との係合が外れることにより、爪先
を前方に回動させるように足先部243から前方に突出することとなる。
【００９４】
　従って、足部分である足先部243や足本体部241の問に位置する胴部211の延長上に頭部2
21及び嘴部227を位置させ、頭部221の左右に先羽根部237を収納した幹羽根部231を位置さ
せるように各部材を平面的に配置していた第１の形状から、図６や図１８に示す立体的な
第２の形状に変形することとなる。
【００９５】
　そして、胴部211の内部には、図１９に示すように、胴部211の上下方向に移動可能な回
転付与機構を構成する摺動部材261を有するものである。
【００９６】
　この摺動部材261は、ラック281やピニオン285及び係止解除用弾性部材265と共に回転付
与機構を構成し、矩形の枠形状とされ、上方両側から外方に羽根支持アーム266を有して
この羽根支持アーム266を胴部211の外側に延設し、この羽根支持アーム266の先端に回動
用弾性部材を備えた回動軸を介して幹羽根部231の基部を支持し、さらに羽根支持アーム2
66の先端から下方に突出する胴部固定突起267を有しているものである。
【００９７】
　又、この摺動部材261は、枠形状の一方の上下方向辺の内側にはラック281を有し、摺動
部材261の両外側には圧縮状態とした係止解除用弾性部材265を配置して摺動部材261を上
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方に付勢しているものであり、図２０に示すように、下方辺には背面側に突出する係合片
269を有し、折りたたみ状態のときに尻部251の内部に組み込まれた係止手段としての係止
部材255と係合可能とされているものである。
【００９８】
　さらに、摺動部材261の内側には、胴部211に取り付けられた加速車283とルーレット軸2
87に固定されるピニオン285を有し、摺動部材261のラック281と加速車283の小歯車が噛合
可能とされ、加速車283の大歯車はルーレット軸287に固定されているピニオン285と噛合
するものであり、摺動部材261に設けるラック281は、摺動部材261が降下しているときは
加速車283の小歯車と噛合するも、図１９に示したように摺動部材261が上昇したときは加
速車283の小歯車との噛合を開放する長さとされるものである。
【００９９】
　又、尻部251に組み込まれる係止部材255は、解除操作部257としてのロック解除ボタン
と一体に形成されて係止用弾性部材259により解除操作部257であるロック解除用ボタンを
尻部251の表面と一致させるように上方へ付勢されており、ロック解除ボタンが押された
ときは、係止部材255を解除操作部257と共に降下させることにより、胴部211側に設けた
係合部分を降下させて摺動部材261の係合片269との係合を開放するものである。
【０１００】
　従って、回動用弾性部材により胴部211を起こすように付勢されている胴部211の上端を
足本体部241や尾羽根部253と平行な状態に胴部211を寝かせて幹羽根部231を尻部251の方
向に降下させると、羽根支持アーム266と一体の摺動部材261が尻部251側に移動して摺動
部材261の係合片269と係止部材の先端とを係合させることができ、この係合により摺動部
材261を尻部251に近接した位置に維持することができるものである。
【０１０１】
　このため、図６などに示した第２の形状から、胴部211を足部分と平行に寝かせるよう
に後方下方に折りたたみ、嘴部227を頭部221に重ねるように前方に折りたたむ操作を行っ
て嘴部227や頭部221を胴部211の延長位置とするように足本体部241や尾羽根部253と平行
とし、先羽根部237を左右から幹羽根部231に収納するように折りたたむとともに左右の幹
羽根部231により頭部221を挟むように左右の幹羽根部231を左右から平行に閉じるように
折りたたむ操作を行い、幹羽根部231を足本体部241の方向に移動させ、羽根支持アーム26
6を介して摺動部材261を下方である尻部251の方向に押し込んで係止解除用弾性部材265を
強く圧縮させて係合片269と係止部材の先端とを係合させると、幹羽根部231の内側に設け
た頭部固定突起233を嘴部227の上端に係合させて嘴部227が頭部221から開くことを阻止す
るとともに頭部221が胴部211に対して前方に回動することを阻止するようにすることがで
きる。
【０１０２】
　そしてこのとき、羽根支持アーム266の先端に設けた胴部固定突起267が足本体部241に
設けたアーム固定部材291と係合して胴部211が足部分から起き上がることが阻止され、且
つ、足本体部241の羽根先固定突起247により先羽根部237が幹羽根部231に収納された状態
が維持されることとなり、さらに、幹羽根部231の開放阻止突起235が尾羽根部253の内側
に位置して幹羽根部231が開くことを阻止した状態として、摺動部材261の係合片269を係
止部材255と係合させることによりキャラクタ構成部材を折りたたんだ状態の第１の形状
を維持することができるものである。
【０１０３】
　又、足爪部245を足先部243に収納するように回動させて足爪部245の先端を足本体部241
から足先部243に突出しているアーム固定部材291に係合させることにより、図２などに示
す第１の形状に戻すことができるものである。
【０１０４】
　このように、左右に羽を広げるように有した形状の変形玩具200は、胴部211を後方下方
に回動させ、頭部221を後方に回動させた後、嘴部227を前方に回動させるように嘴部227
を折りたたみ、左右の先羽根部237を左右から各々左右の幹羽根部231に収納するように折
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りたたみ、先羽根部237を収納した左右の幹羽根部231を後方へ回動させるようにして左右
から頭部221の側方に折りたたみ、幹羽根部231を足本体部241の方向に押し込む操作を行
うものであって、この幹羽根部231の押し込み操作の前後において足爪部245を後方に回動
させる折りたたみ操作によって第１の形状とすることができるものである。
【０１０５】
　そして、この折りたたみ操作は、折りたたむ各キャラクタ構成部材を損傷させることな
く、且つ、回動用弾性部材の弾性力に抗して所定の位置まで確実に回動させて各キャラク
タ構成部材を相互に係止するため、素早く折りたたむには熟練が必要となる。
【０１０６】
　また、この第１の形状からロック解除ボタンを指先などで押し下げて第２の形状に変形
させるとき、摺動部材261の上昇によるラック281の移動により加速車283を介してピニオ
ン285が回転し、ルーレット軸287に取り付けるルーレット盤289を回転させ、ラック281と
加速車283との噛合が外れてルーレット盤289の回転が持続した後、不定の位置でルーレッ
ト盤289が停止するものである。
【０１０７】
　さらに、左右対称に折りたたまれた幹羽根部231や先羽根部237を左右に大きく広げて大
きな変化による驚きを与えることもできる。
【０１０８】
　尚、加速車283を介してラック281とピニオン285を噛合させる場合に限ることなく、加
速車283を省略してラック281とピニオン285とを直接に噛合可能とする場合や、平歯車を
中間歯車としてラック281とピニオン285を固定するルーレット軸287との位置を調整しつ
つラック281とピニオン285を噛合させることもある。
【０１０９】
　そして、この幹羽根部231や先羽根部237による羽根部分の部材を有する変形玩具として
は、現存している鳥の形状に似せる場合のみでなく、翼手竜などの絶滅した生物や空想に
よる仮想の鳥類又は翼を有する動物など、種々の形状とすることができるものである。
【０１１０】
　そして、図３に示した変形玩具300は、図７に示すように、２足立ちの動物を模した第
２の形状とすることができるものであって、図３及び図２１に示すように、略矩形の胴部
311の前方にホームベース型の５角形に近い形状とした頭部321を有し、この頭部321にル
ーレットとしての六角形状をしたルーレット盤389をルーレット軸387へ着脱可能に備える
とともに、頭部321の左右に張り出した耳部324を有し、この耳部324の下方に腕部を形成
する上腕部331及び腕先部333を有するものであり、頭部321は係止手段の頭部係止片376に
係止されて胴部311の先端に略密接した状態とされるものである。
【０１１１】
　この変形玩具300の係止手段は、胴部311の後端から解除操作部357であるロック解除レ
バーを突出させており、このロック解除レバーの後端及び頭部係止片376の突出した先端
を上下に揺動可能に胴部311の内部で各々軸支し、中間リンクバーを介して解除操作部357
としたロック解除レバーの前端の上下動を頭部係止片376に伝達するものであり、係止用
弾性部材が組み込まれたリンク機構であって、係止用弾性部材によりロック解除レバーの
後端を上方に、且つ、頭部係止片376の先端を下方に付勢しているものである。
【０１１２】
　また、この２足立ちの動物とする変形玩具300は、キャラクタ構成部材として胴部311や
頭部321と共に腕部とする上腕部331及び腕先部333や脚部とする上脚部341と下脚部343、
さらに下脚部343の先端に設ける足部345、そして尻尾部351などを有し、胴部311の左右に
設けられる腕部は上腕部331と腕先部333とを伸ばすようにして、また、脚部を形成する上
脚部341と下脚部343とは折りたたんだ状態とされ、さらに胴部311の上面に尻尾部351を折
り重ねているものである。
【０１１３】
　この尻尾部351は、その基部側（図面上の右側）を胴部311の後端に回動用弾性部材を備
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えた回動軸を介して固定されるものであり、尻尾部351の先端側（図面上の左側）には回
動用弾性部材を備えた回動軸を介して尾先部353が取り付けられ、この尾先部353を尻尾部
351の内側に折り込んで胴部311に重ねられているものであり、尻尾部351の先端を頭部321
の基部側の下方に僅かに食い込ませているものである。
【０１１４】
　尚、尻尾部351の基部側の回動軸に巻き付けられた回動用弾性部材は、尻尾部351を胴部
311から離すように回動させる方向に尻尾部351を付勢しており、尻尾部351の先端側の回
動軸に巻き付けられた回動用弾性部材は、尾先部353を尻尾部351から離すように尾先部35
3を回動させる方向に尾先部353を付勢しているものである。
【０１１５】
　又、この頭部321の下面には、図２２に示すように、下顎部325を有するものであり、こ
の下顎部325は、その基部側（図面上の右側）を回動軸によって頭部321に回動可能として
取り付けられるものである。
【０１１６】
　さらに、胴部311の左右（図面上の上下）には、上脚部341及び下脚部343による脚部分
の先端に回動用弾性部材を備えた回動軸を介して固定される足部345を有し、この足部345
の内側には胴部311の下方に突出する係合突出片346を有し、この係合突出片346の前方部
分を胴部311の下面に露出する足固定片378が係止することにより、足部345が胴部311から
離れることを阻止されているものであり、胴部311の後端には胴部311に収納している係止
手段の解除操作部357である板状のロック解除レバーを突出させているものである。
【０１１７】
　そして、上述の上脚部341は図２４に示すように、その基部側の端部近傍が回動用弾性
部材を備えた回動軸を介して胴部311の後端近傍の側方に取り付けられ、上脚部341の前端
近傍が回動用弾性部材を備えた回動軸を介して下脚部343の上端に取り付けられるもので
あり、この下脚部343が上脚部341の内側に折りたたまれて下脚部343の先端が足部345の略
中央に回動用弾性部材を備えた回動軸により固定されるものである。
【０１１８】
　この上脚部341の基部側の回動軸に巻き付けられた回動用弾性部材は、胴部311に対して
上脚部341の先端を下げる方向に上脚部341を回動させる方向に上脚部341を付勢している
ものであり、上脚部341の先端側の回動軸に巻き付けられた回動用弾性部材は、下脚部343
の先端即ち足部345を上脚部341の基部から離すように下方へ移動させるように下脚部343
を回動させる方向に付勢しているものである。
【０１１９】
　又、上腕部331は、その基部側端部近傍が回動軸により胴部311の先端側の側方に取り付
けられ、上腕部331の先端側端部には回動用弾性部材を備えた回動軸を介して腕先部333が
取り付けられ、上腕部331と腕先部333とを伸ばすようにして足部345と耳部324とにより腕
部分を挟んでいるものであり、上腕部331の先端部分に設けた回動軸に巻き付けられた回
動用弾性部材は、腕先部333を上腕部331に対して腕先部333の先端を持ち上げる方向に付
勢しているものである。
【０１２０】
　従って、この変形玩具300を台座や机などの平面上に載置し、係止手段の解除操作部357
であるロック解除レバーを指先などで押し下げると、胴部311に組み込んだ係止手段とし
てのリンク機構を介して胴部311の前端に設けた頭部係止片376が揺動することにより胴部
311と頭部321の係合が外れ、図２３に示すように、頭部321と胴部311とが離れ、頭部321
は首部材377により胴部311と連結された状態となる。
【０１２１】
　この首部材377は、胴部311の内部において図示されない係止解除用弾性部材により前方
に付勢されており、又、首部材377の後端両側が足固定片378として胴部311の下面に露出
可能としているものであり、頭部321が胴部311から開放されることにより、首部材377が
前方に移動して胴部311の先端から露出するとともに足固定片378は前方に移動して胴部31
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1の内部に収納されて足部345が胴部311から開放されるものである。
【０１２２】
　さらに、頭部321は後述するように回転付与機構を構成する摺動部材361を内蔵し、この
摺動部材361の後端が回動軸を介して首部材377に連結されて頭部321が首部材377に取り付
けられているものであり、この頭部321が摺動部材361に対して前方へ移動し、頭部321の
後端から摺動部材361の後端が僅かに露出状態となるものである。
【０１２３】
　このように、頭部321と胴部311との係合が開放され、頭部321と首部材377とが胴部311
に対して前進して足固定片378を胴部311に収納することにより、足部345が胴部311から開
放されることとなり、足部345に対して下脚部343が回動用弾性部材により立ち上がるとと
もに上脚部341も回動用弾性部材により下脚部343を伸ばすように立ち上がり、胴部311も
上脚部341を回動用弾性部材により伸ばすこととなって図２４に示すように脚部による２
足立ちの立ち上がった姿勢に変化させることができる。
【０１２４】
　そしてこのとき、頭部321が胴部311から離れることにより頭部321により先端が係止さ
れていた尻尾部351も開放されて尻尾部351が回動用弾性部材により胴部311から開くとと
もに、この尻尾部351の開放により尾先部353も開放されて回動用弾性部材により尻尾部35
1の延長位置に回動することとなる。
【０１２５】
　さらに、胴部311が立ち上がることにより、足部345と耳部324とに挟まれていた上腕部3
31や腕先部333も開放され、上腕部331は自重によりその先端を下げ、腕先部333は回動用
弾性部材により上腕部331の延長位置よりも腕先部333の先端を持ち上げるように回動する
。
【０１２６】
　又、頭部321は、摺動部材361に対して前方に移動し、摺動部材361の後端である首部材3
77との連結部分を頭部321の後方に露出させるため、首部材377と摺動部材361の後端との
連結部分が自由となって首部材377が自重により僅かに下がり、頭部321が摺動部材361に
対して前進することにより下顎部325の後端が摺動部材361の下面から外れ、下顎部325の
後端を上昇させるようにして下顎部325も自重により先端を降下させることにより口を開
いた状態となる。
【０１２７】
　そして、この頭部321は回転付与機構としての摺動部材361やラック381及びピニオン385
、係止解除用弾性部材365を内蔵するものであって、図２５に示すように、首部材377に後
端が回動軸により連結された略∪字形状の摺動部材361を有し、摺動部材361の両外側には
係止解除用弾性部材365を備えて摺動部材361に対して頭部321を前方に付勢するとともに
、係止解除用弾性部材365の外側にガイド壁を有して摺動部材361が頭部321に対して前後
方向の一方向にのみ移動可能としているものである。
【０１２８】
　さらに、摺動部材361における一方の前後方向辺の内側にはラック381を備え、摺動部材
361の内側には加速車383とルーレット軸387に固定されるピニオン385を頭部321に回転可
能に備えるものであり、図２３及び図２５に示したように頭部321が前方に位置するとき
は加速車383の小歯車とラック381とは離れているも、頭部321を後退させて胴部311に頭部
321を係合した状態ではラック381と小歯車とが噛合うように配置しているものである。
【０１２９】
　また、この加速車383の大歯車をルーレット軸387に固定したピニオン385と噛合わせ、
頭部321が胴部311との係合状態を開放されて係止解除用弾性部材365により頭部321が摺動
部材361に対して前進するとラック381により加速車383を介してピニオン385を回転させ、
ルーレット軸387に取り付けたルーレット盤389を回転させるものである。
【０１３０】
　そして、頭部321の先端を持ち上げるようにして頭部321を胴部311の延長線上に位置さ
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て摺動部材361に対して頭部321を後退させるように胴部311の方向に押し込むと、係止解
除用弾性部材365を収縮させるようにして頭部321が摺動部材361に対して後退し、摺動部
材361と首部材377との接続部分が頭部321に収納される位置まで頭部321が後退したとき、
摺動部材361の先端が頭部321の内腔の前方壁に接して頭部321と共に摺動部材361や首部材
377を後退させ、頭部321の後端が胴部311の前端に近接したときに頭部係止片376が頭部32
1の後端と係合して頭部321を係止するものであり、このとき、首部材377の後退により首
部材377の後方に形成した足固定片378が胴部311の下面に露出するものである。
【０１３１】
　従って、図２４に示すような平面上に２足立ちとした第２の形状から、胴部311を下方
に押さえ込んで下脚部343及び上脚部341を足部345の上に折りたたみ、胴部311を前方に折
りたたむようにして水平として平面上に押し付けて足部345の係合突出片を胴部311の下側
に位置させ、且つ、下顎部325も平面上で閉じるようにして頭部321を胴部311の延長位置
とし、さらに尾先部353を尻尾部351の内側に巻き込むように前方に折りたたむ操作を行っ
て尻尾部351を胴部311の上面に重ね、図２３に示した形として頭部321を胴部311の方向に
押し込むことにより、係止解除用弾性部材365を圧縮しつつ摺動部材361や首部材377を胴
部311の方向に押し込んで頭部321を胴部311に係合させると、図３などに示した第１の形
状とすることができるものである。
【０１３２】
　このように、この２足立ちの変形玩具300は、胴部311を下方に押し下げて下脚部343を
前方下方に回動させるとともに上脚部341を後方下方に回動させて下脚部343の上に重ねる
ように下脚部343や上脚部341を下方へ折りたたみ、胴部311を前方に回動させて上脚部341
の間に寝かせ、後尾先部353を前方に回動させ、さらに尻尾部351も前方に回動させて後尾
先部353及び尻尾部351を折りたたみ、頭部321を胴部311に押し込む操作を行うことにより
第１の形状とすることができるものである。
【０１３３】
　そして、この折りたたみ操作は、折りたたむ各キャラクタ構成部材を損傷させることな
く、且つ、回動用弾性部材の弾性力に抗して所定の位置まで確実に回動させて各キャラク
タ構成部材を相互に係止するため、素早く折りたたむには熟練を要し、慣れると一つの折
りたたみ操作で複数のキャラクタ部材を回動させる素早い折りたたみ操作を行うこともで
きる。
【０１３４】
　又、この２足立ちの動物の形態は、図面に示す恐竜のような過去の動物の形態に限るも
のでなく、現存する動物や空想による仮想の動物、普段は４足立ちの動物が後足で立った
２足立ちの姿勢を模した形状とする場合、さらに、手（腕）を左右の２本とする場合のみ
でなく手を４本や６本の現実の多足動物や仮想の動物を模した形状とするようにキャラク
タ構成部材を組み合わせ、最も尻部に近い足（脚）や最も尻部に近い足（脚）と尻部とに
より胴部を起き上がらせるようにする場合など、種々の形状のとするキャラクタ構成部材
とすることができる。
【０１３５】
　そして、２足立ちの動物の形態としては、武具などの装備を全身に装着した人間形状と
する場合もあり、又、図４及び図８に示した人間の形状に近似させた２足立ちのロボット
の形状とする場合もある。
【０１３６】
　このロボットの形状とする場合も、図８に示したように、胴部411の上端に首部を介し
てルーレット盤489を備える頭部421を設け、胴部411の下端の左右に回動用弾性部材を備
えた回動軸を介して脚部441を設け、脚部441の下端に回動用弾性部材を備えた回動軸を介
して足部445を設けるようにして足部445の略中央を脚部441の下端に接続するものである
。
【０１３７】
　そして、胴部411の側方に肩鎧部495を延設するとともに肩鎧部495の上方前方に回動用



(24) JP 2010-131367 A 2010.6.17

10

20

30

40

50

弾性部材を備えた回動軸を介して上腕部431を設け、上腕部431の先端に回動用弾性部材を
備えた回動軸を介して腕先部435を設け、肩鎧部495の上端後方には回動用弾性部材を備え
た回動軸を介した内鎧部496と回動用弾性部材を備えた回動軸を介した外鎧部497とを設け
るものである。
【０１３８】
　従って、この変形玩具も、脚部441をその回動用弾性部材の力に抗して足部445の後半部
に重ねるように後方下方に折りたたみ、上腕部431及び腕先部435を重ねるように折りたた
んで肩鎧部495の前面に折り込み、胴部411を前方に寝かせて肩鎧部495を足部445の前半部
に重ねるように折りたたむとともに内鎧部496及び外鎧部497を後方下方に折りたたむ操作
を行って肩鎧部495に重ね、首部を胴部411に押し込むようにして頭部421を胴部411の先端
に係合させることにより、図４に示した第１の形状とすることができるものである。
【０１３９】
　このように、この２足立ちの変形玩具400は、胴部411を押し下げて脚部441を下方に回
動させるように折りたたみ、胴部411及び肩鎧部495を前方に回動させて折りたたみ、内鎧
部496及び外鎧部497を後方下方に回動させる折りたたみ手順の操作を行うことにより第１
の形状とすることができるものである。
【０１４０】
　また、この折りたたみ操作は、折りたたむ各キャラクタ構成部材を損傷させることなく
、且つ、回動用弾性部材の弾性力に抗して所定の位置まで確実に回動させて各キャラクタ
構成部材を相互に係止するため、素早く折りたたむには熟練を要し、慣れると一つの折り
たたみ操作で複数のキャラクタ部材を回動させる素早い折りたたみ操作を行うこともでき
る。
【０１４１】
　そして、これらの変形玩具100、200、300、400では、ルーレット盤はルーレット軸に対
して着脱可能としているも、ルーレット軸にルーレット盤を固定したルーレットすること
もあり、また、図面に示したように胴部や頭部などのキャラクタ部材の表面に沿って回転
する六角形とした円板状のルーレット盤とする場合に限ることなく、キャラクタ部材の外
表面と略平行な回転軸を有する円筒形状のルーレットドラムを備えたルーレットとするこ
ともある。
【０１４２】
　さらに、ルーレット盤は数字をランダムに記載したものに限ることなく、五行思想によ
り万物の属性を表記する「木」「火」「土」「金」「水」を表示する文字や記号を記載し
たルーレット盤とする場合、又、種類の異なる宝石を示す文字や記号を記載したルーレッ
ト盤とすることもあり、また、これら複数のルーレット盤を準備してルーレット盤の着脱
交換することができるようにすることもある。
【０１４３】
　このようにして、本実施例に係る変形玩具100、200、300、400は、第１の形状として略
平板状の変形玩具100、200、300、400とすることができるものであって、例えば、二人の
遊戯者が自己の所持する折りたたまれた変形玩具を対峠させて配置し、各自が自己の変形
玩具の解除操作部であるロック解除ボタンやロック解除レバーを同時に押えて変形玩具を
立体的なキャラクタの形状である第２の形状に変形させ、キャラクタがその足（脚）で立
ったときにルーレット盤の停止位置により攻撃ポイント数や防御ポイント数を争って又は
種類や属性による優劣を争って遊ぶことができ、変化に富んだ遊びを行うことができる変
形玩具とすることができるものである。
【０１４４】
　また、上述のように、各実施例に記載された変形玩具100、200、300、400のキャラクタ
構成部材は複雑な構成を持っており、開放状態から折りたたむ操作にはそれなりの技術と
適切な手順で折りたたむ操作が必要であることを利用して折りたたみ時間を競う遊びや、
係止を解除する解除操作部が折りたたまれた状態の略平板状の端部にあり若干不安定な位
置にあることや弾性力で付勢された状態から開放する動作を伴うことから、解除操作部に
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対する操作を誤るとバランスを崩し倒れてしまう可能性を利用し、倒さずに４足や２足で
立たせることを競う遊びを行うこともできる。これらの遊びの場合は、ルーレットとして
のルーレット盤やラック及びピニオンなどを外したルーレットを必要としない構成として
も楽しく遊ぶことができるものである。
【０１４５】
　また、図５や図１１などに示した４足立ち形状とする変形玩具100では、尻尾部151にお
ける胴部111の内部側となる端部にカム突起を設け、キャラクタが現れた状態である第２
の形状において、尻尾部151を下げる操作に応じて摺動部材161を前方に押し出すように摺
動部材161を摺動させて弾性部材165を圧縮し、尻尾部151を下げる操作を開放したときル
ーレット盤189が回転する構成とすることで、尻尾部151を操作部材としてキャラクタが現
れた状態においてもルーレットによる勝敗を競う構成とすることもある。
【０１４６】
　同様に、図１７や図１８などに示した変形玩具200において、図２６に示すように、胴
部211の背中に矩形の凹部215を設け、この凹部215の内部に２本の貫通溝217を形成すると
ともに凹部215に板状の操作部材263を収納するように配置し、操作部材263の内側面に形
成した図示されない突出部を貫通溝217を貫通させて胴部211内に配置された摺動部材261
に接続固定することにより操作部材263を摺動部材261と一体とし、操作部材263を下降操
作して弾性部材を圧縮するように摺動部材261を移動させ、下降させる押圧力を開放した
ときに圧縮操作から開放された弾性部材の弾性力でルーレット盤289が回転する構成とす
ることで、キャラクタが現れた状態においてもルーレットによる勝敗を競う構成とするこ
とができる。
【０１４７】
　また、図２７や図２８に示すように、ルーレット盤589を着脱可能に設けるキャラクタ
部材531にルーレット盤589の回転軸と平行な回転軸を有するキャラクタ部材533を備えた
変形玩具500とすることもある。
【０１４８】
　この変形玩具500では、回転付与機構として、ラックに代えてピニオンの回転面と略同
じ平面で回転するキャラクタ部材533に大歯車を設け、この大歯車で直接に又は加速車を
介してピニオンを回転させることにより、前記キャラクタ部材533の動きと連動してルー
レット盤589を回転させるようにするものである。
【０１４９】
　この変形玩具500は、図２７及び図２８に示すように、背部531にルーレット盤589を有
し、この背部531に回動可能とする主可動羽根533及び補助可動羽根537を有し、図２７に
示したように、この主可動羽根533や補助可動羽根537を頭部521の左右に折りたたんで足
部551の係止突起553により可動羽根を押えて略平板状の第１の形状とし、背部531の後方
に設けた解除操作部561の操作ボタン562を押し下げると図２８に示すように、キャラクタ
の形状を現した第２の形状に変化するものである。
【０１５０】
　この変形玩具500は、図２８及び図２９に示すように、頭部521の前方下面には下顎部52
3を有し且つ頭部521の後方には頭部521と一体とされる背部531を有し、頭部521の後端に
は回動用弾性体を備えた回動軸により胴部511の上端を取り付け、胴部511の下端左右には
脚部基部543を位置させるようにして回動用弾性体を備えた回動軸により脚部541を取り付
けるものである。
【０１５１】
　そして、この脚部541の先端を足部551の略中央に回動用弾性体を備えた回動軸により取
付けるものであって、足部551は、脚部541を取り付けた箇所よりも後方に脚部541を収納
可能とする溝状の収納凹部557を有するとともに、中央やや前方の外側面から上方に突出
する係止突起553を有し、中央やや後方の内側面には内側面から両足の内側方向に突出す
る固定突起555を有するものである。
【０１５２】
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　また、主可動羽根533は、背部531の両側前方近傍に取り付けられるものであって、背部
531の内部において、図３３に示すように羽根回動軸539により回転可能に背部531に固定
し、この羽根回動軸539に補助可動羽根537も回動可能に取り付け、主可動羽根533及び補
助可動羽根537の各可動羽根は、羽根回動軸539に巻き付けた回動用弾性部材により、各可
動羽根の先端が開くように付勢されるものである。
【０１５３】
　そして、補助可動羽根537の上に重ねられる左右の主可動羽根533は、その基部近傍の外
縁において下方に突出する羽根係止突起535を有し、図２７に示したように、この羽根係
止突起535を足部551の係止突起553の内側に位置させてこの羽根係止突起535により第１の
形状では主可動羽根533が開くことを阻止するとともに補助可動羽根537が開くことも阻止
するものである。
【０１５４】
　また、この主可動羽根533には、一方の主可動羽根533の基部において、背部531の内側
に羽根回動軸539を回転中心とする扇形の大歯車581が設けられ、この大歯車581は、加速
車583の小歯車と噛合可能とされ、この加速車583の大歯車がルーレット軸587のピニオン5
85と噛合しているものである。
【０１５５】
　そして、この変形玩具500では、背部531の内部に係止手段としての係止部材571及び解
除部材567を有し、図３２に示すように、係止部材571はその前端に配置した係止解除用弾
性部材565により後方（図３２における下方）に付勢され、キャラクタ形状となる第２の
形状では、係止部材571の後端に形成した平板状の係止操作部575を図３１に示したように
胴部511の後方（図面での下方）に突出させるものである。
【０１５６】
　また、係止部材571は、略角柱形状の本体部573を有して胴部511の内部において前後方
向に摺動可能に収納されるものであって、本体部573の後端に前述の係止操作部575を備え
るとともに本体部573の前端左右には前後方向に溝状の係止溝578を外側に備えた固定係止
部577を有するものである。
【０１５７】
　そして、係止部材571の本体部573における略中央後方の左右には解除部材567が配置さ
れ、この両解除部材567は本体部573の下面側において図示されない連結杆により一体に接
続され、両解除部材567の内部に収納される弾性体により上方に付勢されて連結杆を本体
部573の下面に圧接しているものである。
【０１５８】
　又、係止部材571の本体部573は、図３２に示した状態である係止部材571が後退した状
態において、解除部材567の連結杆よりも後方（図３２における下方）に位置する箇所に
、連結杆を収納可能とする本体部573の左右両端に至る溝を有し、係止部材571を前方に移
動させて係止解除用弾性部材565を圧縮状態としたとき、連結杆をこの溝に収納して本体
部573が後退することを阻止するものとしている。
【０１５９】
　そして、係止部材571が前方に位置して連結杆を溝に収納しているとき、本体部573の前
端左右に設けた固定係止部577の先端を胴部511の両側において露出させるものである。
【０１６０】
　尚、連結杆を溝から外して係止部材571が後退し、係止操作部575を背部531の後端から
突出させているとき、係止部材571の両側に配置された解除部材567の先端は、図３１に示
したように、背部531の上面と略同一平面とされて先端を背部531の上面に露出させており
、連結杆が係止部材571の溝に収納されたときは、解除部材567の先端は背部531の上面か
ら僅かに突出して係止部材571の後退を阻止するものである。
【０１６１】
　従って、この変形玩具500では、図２８などに示したキャラクタの形状をした第２の形
状から、主可動羽根533及び補助可動羽根537を前方に回動させて頭部521の左右に位置さ
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せる折りたたみ操作を行い、背部531の後方を上から押えるようにして背部531と胴部511
とを接続する回動軸に設けた回動用弾性部材の力に抗して背部531と胴部511とを重ねる折
りたたみ操作を行いつつ、胴部511と脚部541とを接続する回動軸に設けた回動用弾性部材
及び脚部541と足部551とを接続する回動軸に設けた回動用弾性部材の力に抗して胴部511
全体を下方に折りたたんで足部551に接近させて脚部541を足部551の収納凹部557に収納さ
せると、図２７に示したように足部551の上に補助可動羽根537や主可動羽根533を乗せる
ようにして頭部521及び胴部511を足部551の間に、背部531を足部551の後半上に置くよう
に足部551に各部を接近させて折りたたんだ第１の形状とすることができる。
【０１６２】
　そして、この状態において、胴部511の後端から突出している係止操作部575を胴部511
の内部に押し込むと、係止部材571が胴部511の内部で前進して固定係止部577の先端を胴
部511の両側に突出させ、固定係止部577の係止溝578に足部551の内側に設けた固定突起55
5の内側先端縁を挟み込むようにして図３０に示したように固定係止部577の先端を固定突
起555と係合させ、胴部511が足部551から離れることを阻止する。
【０１６３】
　このため、脚部541を収納凹部557に収納して胴部511を足部551の後半の間に位置させ、
可動羽根を足部551の前半上に乗せるとともに背部531を足部551の後半上に乗せるように
して頭部521を足部551の上に位置させた状態を維持させておくことができる。
【０１６４】
　このように、羽を左右に広げたこの変形玩具500は、左右の主可動羽根533及び補助可動
羽根537を前方に回動させるようにして左右から頭部521の側方に折りたたみ、頭部521及
び背部531を水平に維持しつつ下方へ押し下げることにより脚部541を後方下方に回動させ
、胴部511を前方下方に回動させるようにして脚部541及び胴部511を折りたたんで背部531
を足部551の上に重ねて係止操作部575を胴部511に押し込む操作を行って第１の形状とす
ることができるものである。
【０１６５】
　そして、この折りたたみ操作は、折りたたむ各キャラクタ構成部材を損傷させることな
く、且つ、回動用弾性部材の弾性力に抗して所定の位置まで確実に回動させて各キャラク
タ構成部材を相互に係止するため、素早く折りたたむには熟練を要し、慣れると一つの折
りたたみ操作で複数のキャラクタ部材を回動させる素早い折りたたみ操作を行うこともで
きる。
【０１６６】
　また、背部531の後端に設けた解除操作部561の操作ボタン562を押下すると、この解除
操作部561は、背部531の上面に操作ボタン562を有するともに図３３に示したように背部5
31の内部には円柱形状の２本の解除突起563を有しており、この両解除突起563の先端が折
りたたまれた第１の形状では胴部511の上面に僅かに突出している解除部材567の上面に接
しており、操作ボタン562の押下により解除部材567が押し下げられ、解除部材567の連結
間が係止部材571の溝から外れて係止部材571を後退させることができる。
【０１６７】
　従って、係止部材571の後退により足部551に設けた固定突起555が固定係止部577の係止
溝578から外れ、脚部基部543を持ち上げるように脚部541が回動用弾性部材により立ち上
げられ、同様に胴部511も脚部541から離れるように立ち上がって頭部521及び背部531を持
ち上げ、背部531が足部551から離れると主可動羽根533及び補助可動羽根537が左右に広が
るように回動し、大きく変化させることができるものである。
【０１６８】
　また、このように主可動羽根533及び補助可動羽根537が広がるとき、主可動羽根533の
基部に設けた大歯車581が背部531の内部に組み込んだ加速車583と噛合して加速車583を回
転させた後、図２８などに示した主可動羽根533が開いた状態では大歯車581が加速車583
から離れ、ルーレット軸587及びルーレット盤589は不定の位置で停止することになる。
【０１６９】
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　さらに、図２８に示した左右の主可動羽根533が開いた状態から、左右の主可動羽根533
を指先で閉じるように頭部521の左右に接近させて指を離すと、再度、ルーレット盤589を
回転させて遊ぶことができる。
【０１７０】
　尚、主可動羽根533の基部に大歯車581を設けることなく、加速車583の小歯車と噛合可
能なラックを背部531に摺動可能に組み込み、この摺動部材としてのラックを前後移動さ
せる操作を行えるようにするスライドボタンを背部531又は頭部521に設けるとともに、摺
動部材であるラックを一方向に付勢する弾性部材を組み込むことにより、変形玩具500が
第１の形状から第２の形状に変形するときにはルーレット盤589を回転させることがなく
、第１の形状や第２の形状のときにこのスライドボタンを指先で横から押圧するように操
作して摺動部材としたラックをスライドボタンと共に移動させて前記弾性部材を圧縮し、
指をスライドボタンから離すことによりルーレット盤589を回転させて遊ぶ変形玩具500と
することもできる。
【０１７１】
　さらに、上述のように、各実施例に記載された変形玩具100、200、300、400、500のキ
ャラクタ構成部材は、第１の形状において、左右方向や上下方向、又は前後方向を軸方向
とする回動軸を有する複雑な構成を持っており、開放状態から折りたたむ操作においても
前後方向や左右方向、上下方向の折りたたみ操作、又は押し込み操作を組み合わせたそれ
なりの技術と適切な手順で折りたたむ操作が必要であるため、折りたたみ時間を競う遊び
を行うことができる。
【０１７２】
　また、係止を解除する解除操作部が折りたたまれた状態の略平板状の端部にあり若干不
安定な位置にあることや弾性力で付勢された状態から開放する動作を伴うことから、解除
操作部に対する操作を誤るとバランスを崩し倒れてしまう可能性があり、倒さずに４足や
２足で立たせることを競う遊びを行うこともできる。これらの折りたたみ時間を争う遊び
や折りたたまれた状態から正しく立たせる遊びは、ルーレットとしてのルーレット盤やラ
ック及びピニオンなどを外したルーレットを必要としない構成としても楽しく遊ぶことが
できるものである。
【符号の説明】
【０１７３】
　100,200,300,400,500　変形玩具
　111　胴部　　　　　　　　　　　113　胴側支持部
　115　側胴部　　　　　　　　　　116　係合凹部
　117　開口部
　122　上顎部　　　　　　　　　　123　頭髪部
　124　耳部　　　　　　　　　　　125　下顎部
　129　脚固定突起
　131　前脚部　　　　　　　　　　133　係合窪み
　135　前爪部
　141　後脚部
　151　尻尾部
　155　係止部材　　　　　　　　　157　解除操作部
　159　係止用弾性部材
　161　摺動部材
　162　側壁部　　　　　　　　　　163　係止操作突起
　164　バネ受け突起　　　　　　　165　第１係止解除用弾性部材
　171　可動係合部材　　　　　　　172　下顎固定突起
　173　上顎固定部材　　　　　　　174　突出部
　175　第２係止解除用弾性部材
　179　側胴部固定部材
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　181　ラック　　　　　　　　　　183　加速車
　185　ピニオン　　　　　　　　　187　ルーレット軸
　189　ルーレット盤
　211　胴部　　　　　　　　　　　215　凹部
　217　貫通溝
　221　頭部　　　　　　　　　　　227　嘴部
　231　幹羽根部　　　　　　　　　233　頭部固定突起
　235　開放阻止突起　　　　　　　237　先羽根部
　241　足本体部　　　　　　　　　243　足先部
　245　足爪部　　　　　　　　　　247　羽根先固定突起
　251　尻部　　　　　　　　　　　253　尾羽根部
　255　係止部材　　　　　　　　　257　解除操作部
　259　係止用弾性部材
　261　摺動部材　　　　　　　　　263　操作部材
　265　係止解除用弾性部材　　　　266　羽根支持アーム
　267　胴部固定突起　　　　　　　269　係合片
　281　ラック　　　　　　　　　　283　加速車
　285　ピニオン　　　　　　　　　287　ルーレット軸
　289　ルーレット盤
　291　アーム固定部材
　311　胴部　　　　　　　　　　　321　頭部
　324　耳部　　　　　　　　　　　325　下顎部
　331　上腕部　　　　　　　　　　333　腕先部
　335　手爪
　341　上脚部　　　　　　　　　　343　下脚部
　345　足部　　　　　　　　　　　346　係合突出片
　351　尻尾部　　　　　　　　　　353　尾先部
　355　係止部材　　　　　　　　　357　解除操作部
　361　摺動部材　　　　　　　　　362　側壁部
　364　バネ受け突起　　　　　　　365　係止解除用弾性部材
　376　頭部係止片
　377　首部材　　　　　　　　　　378　足固定片
　381　ラック　　　　　　　　　　383　加速車
　385　ピニオン　　　　　　　　　387　ルーレット軸
　389　ルーレット盤
　411　胴部
　421　頭部
　431　上腕部　　　　　　　　　　435　腕先部
　441　脚部　　　　　　　　　　　445　足部
　489　ルーレット盤
　495　肩鎧部　　　　　　　　　　496　内鎧部
　497　外鎧部
　511　胴部
　521　頭部　　　　　　　　　　　523　下顎部
　531　背部
　533　主可動羽根　　　　　　　　535　羽根係止突起
　537　補助可動羽根　　　　　　　539　羽根回動軸
　541　脚部　　　　　　　　　　　543　脚部基部
　551　足部　　　　　　　　　　　553　係止突起
　555　固定突起　　　　　　　　　557　収納凹部
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　561　解除操作部　　　　　　　　562　操作ボタン
　563　解除突起　　　　　　　　　565　係止解除用弾性部材
　567　解除部材
　571　係止部材　　　　　　　　　573　本体部
　575　係止操作部　　　　　　　　577　固定係止部
　578　係止溝
　581　大歯車　　　　　　　　　　583　加速車
　585　ピニオン　　　　　　　　　587　ルーレット軸
　589　ルーレット盤
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【図３１】 【図３２】
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