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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに協働して組み立てられる複数の異なる部材により構成される構成玩具セットであ
って、前記部材のひとつであるコネクタ部材が、他の同種のコネクタ部材の相応して成形
されたベース部と協働して組み立てられるよう成形された円筒面を具える実質的に円筒形
状の本体部を有し、前記コネクタ部材の前記円筒面は前記コネクタ部材の前記各ベース部
中に設けられた適当な形状である少なくとも１個の溝と協働して組み立てられる少なくと
も１個の半径方向に突出した円筒突起部を具えることを特徴とする構成玩具セット。
【請求項２】
　前記コネクタ部材の前記円筒面は、半径方向に突出した２個の円筒突起部と、それぞれ
が少なくとも２個の溝を有する２個のベース部とを具えることを特徴とする、請求項１に
記載の構成玩具セット。
【請求項３】
　半径方向に突出した前記円筒突起部は、前記コネクタ部材によって形成された円筒の軸
線を中心として一定間隔の角度で配置された複数のスロットを有するよう成形されること
を特徴とする、請求項１～２のいずれか一項に記載の構成玩具セット。
【請求項４】
　前記コネクタ部材の前記ベース部は互いに対して９０度に配置された２組の前記溝を有
するよう成形されることを特徴とする、請求項２に記載の構成玩具セット。
【請求項５】
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　前記コネクタ部材は、組み立てられ、凹状部を凸状部で埋めると、前記コネクタ部材の
呼び高さが前記コネクタ部材の呼び直径と等しくなるよう構成されていることを特徴とす
る、請求項１に記載の構成玩具セット。
【請求項６】
　前記部材の一つであるアダプタ部材は、２個の端を有する本体部から構成され、それぞ
れの端が、前記コネクタ部材のそれぞれのベース部の半径方向内側に作られた適当な形状
の領域と協働して組み立てられるよう前記本体部の軸線方向に成形されていることを特徴
とする、請求項１に記載の構成玩具セット。
【請求項７】
　前記アダプタ部材は、実質的に円筒形状の本体部を有し、その２個の前記端の領域内に
、前記コネクタ部材のそれぞれの前記ベース部の軸線方向に凹状円筒領域として作られた
適当な形状の前記領域と協働して組み立てられることが可能な突出したシャフトを有する
ことを特徴とする、請求項６に記載の構成玩具セット。
【請求項８】
　前記アダプタ部材の前記シャフトと前記コネクタ部材の前記ベース部内に作られた中空
軸線方向の前記凹状円筒領域との間に作られた組み立て部は、摺動する旋回式の連結を構
成することを特徴とする、請求項７に記載の構成玩具セット。
【請求項９】
　前記アダプタ部材によって２個のコネクタ部材を軸線方向に組み立てた組立体の全長は
、前記２個のコネクタ部材が実質的に隣接する長さであることを特徴とする、請求項６に
記載の構成玩具セット。
【請求項１０】
　前記アダプタ部材は、前記シャフトに関連して、少なくとも１個の同軸フランジを具え
、この同軸フランジの円筒面は前記コネクタ部材のベース部内に作られた中空円筒と協働
することを特徴とする、請求項７に記載の構成玩具セット。
【請求項１１】
　前記同軸フランジは計２個であり、且つ組み立ておよび解体のため前記アダプタ部材の
取扱を容易にする辺縁中空領域を有するよう、前記アダプタ部材の本体部に沿って離間し
ていることを特徴とする、請求項１０に記載の構成玩具セット。
【請求項１２】
　前記構成玩具セットを構成する部材の一つであるパネル部材は、前記コネクタ部材の円
筒面を受容して組み立てられるよう、少なくとも一つの面が突出形状および中空形状を具
えて成形された平面体を有することを特徴とする、請求項１に記載の構成玩具セット。
【請求項１３】
　前記パネル部材の突出形状及び中空形状は、その２つの面上に成形されていることを特
徴とする、請求項１２に記載の構成玩具セット。
【請求項１４】
　前記パネル部材は、組み立てに適当で、且つ、コネクタ部材の円筒突起部内に作られた
スロットの幅および深さに対して適当な厚さおよび高さを有する、実質的に垂直に突出し
たリブを具えて成形されていることを特徴とする、請求項１２に記載の構成玩具セット。
【請求項１５】
　前記構成玩具セットを構成する部材の一つであるパネル部材は、前記コネクタ部材の円
筒面を受容して組み立てられるよう、少なくとも一つの面が突出形状および中空形状を具
えて成形された平面体を有するとともに、前記パネル部材は、前記アダプタ部材の端を受
容して組み立てられるよう、中空円筒直角突起部および中空形状を具えて成形されている
ことを特徴とする、請求項６に記載の構成玩具セット。
【請求項１６】
　前記パネル部材は、前記中空形状である凹形状が前記アダプタ部材に設けた突出したシ
ャフトを受容して前記アダプタ部材のそれぞれの端を画定して組み立てられる、少なくと
も１個の中空円筒直角突起部を具えて成形されていることを特徴とする、請求項１５に記
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載の構成玩具セット。
【請求項１７】
　前記部材の一つであるアダプタ部材は、２個の端を有する本体部から構成され、それぞ
れの端が、前記コネクタ部材のそれぞれのベース部の半径方向内側に作られた適当な形状
の領域と協働して組み立てられるよう前記本体部の軸線方向に成形されており、前記パネ
ル部材の縁は、前記アダプタ部材の突出した部材および中空部材が協働する、突出した半
形状および中空半形状を具えて成形されていることを特徴とする、請求項１２に記載の構
成玩具セット。
【請求項１８】
　前記パネル部材の縁は、突出形状の中空円筒直角突起部とリブの高さが異なる不完全な
縁取りを形成することにより、パネル部材が、コネクタ部材の半径方向円筒突起部との回
転組み立て、摺動が可能であるように形成されることを特徴とする、請求項１７に記載の
構成玩具セット。
【請求項１９】
　前記構成玩具セットを構成する部材の一つである４５°コネクタ部材は前記コネクタ部
材と同一の円筒形の前記本体部を有するが、その先端部の一部は４５°の２面角に従いそ
こから除去され、これにより８個の４５°コネクタ部材が同一の前記コネクタ部材の円筒
面上に組み立てられることが可能であることを特徴とする、請求項１に記載の構成玩具セ
ット。
【請求項２０】
　前記構成玩具セットを構成する部材の一つである延長可能なアダプタ部材は、それが連
結する部材を分離する可能性を提供するため、アダプタ部材のシャフト長より大きいシャ
フト長を有することを特徴とする、請求項１に記載の構成玩具セット。
【請求項２１】
　前記構成玩具セットを構成する部材の一つである延長可能なコネクタ部材は、前記コネ
クタ部材と同じ円筒形の前記本体部および前記ベース部を有し、且つそのベース部の少な
くとも一つの上部で、その一端は前記ベース部に連結しており、且つ他の端はアダプタ部
材の本体部または延長可能なアダプタ部材と協働して組み立てられることが可能な形状を
具える延長アームを受容することを特徴とする、請求項１に記載の構成玩具セット。
【請求項２２】
　前記構成玩具セットを構成する部材の一つである延長可能なパネル部材は、２個の同一
部品からなり、第１の部品の端は第２の部品の端に対して補完的である形状を有しており
、それら端は摺動面を形成するよう成形されていることを特徴とする、請求項１に記載の
構成玩具セット。
【請求項２３】
　前記構成玩具セットを構成する部材の一つである球部材は球形状を有し、その表面は、
角度を調整可能な傾斜組み立てを目的として、アダプタ部材および延長可能なアダプタ部
材の端を受容するよう成形されていることを特徴とする、請求項１に記載の構成玩具セッ
ト。
【請求項２４】
　実質的に前記コネクタ部材と機能および割合が同じで寸法が異なる複数の追加部品から
なり、前記追加部品の寸法は、前記追加部品が互いに、および異なる大きさの部材と協働
して組み立てられるよう構成されていることを特徴とする、請求項１～２３のいずれか一
項に記載の構成玩具セット。
【請求項２５】
　パネル部材の厚さおよびコネクタ部材の半径方向に突出した円筒突起部中に作られたス
ロットの幅は対応して、パネル部材の厚さを超えるコネクタ部材の組み立てを可能にする
ことを特徴とする、請求項１２に記載の構成玩具セット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は構成玩具セットの分野、特に、このような構成玩具セットの構成部材を組み立
てる際の選択肢を増やすことを可能にするための適応に関する。
【背景技術】
【０００２】
　出願人が観察したところ、従来技術による構成玩具セットは比較的複雑な立体形状の２
次元および３次元における構成の創作を可能にするのに基本構成部材に加えて複数の特定
構成部材を必要とするという短所を有する。この短所によって、ボックスセットは、１セ
ットだけでは、構成の数が限られた創作のみを可能にするという結果が生じる。
【０００３】
　さらに、従来技術の構成玩具セットは、それらの構成部材の幾何学的性質上、全旋回連
結を用いることなく一構成部材の角度配置を他方に相対して調整する可能性を有さない。
この条件により、基本部材を用いて可能な形状の選択肢が低減し、特定の部材の存在を必
要とし、且つ、このような形状の創作はより複雑で高額なものとなる。
【発明の概要】
【０００４】
　この技術の現状から出発し、出願人は調査を行い、その結果、特に革新的基本部材に基
づいた、他の基本部材または他の構成部材に関連して、従来技術の構成玩具セットの欠点
を改善することを可能にする構成玩具セットを得た。
【０００５】
　本発明の構成玩具セットは、互いに協働して組み立てられる複数の異なる部材により作
られ、且つ注目すべきは、前記部材のひとつであるコネクタ部材が、他のコネクタ部材の
相応して成形されたベース部と協働して組み立てられるよう成形された円筒面を具える、
実質的に円筒形状の本体部を有することである。
【０００６】
　この特徴は、基本部材を用いて、円筒の軸線を中心にして調整可能な傾斜組み立てのた
めの幅広い選択肢の提供を可能にする円形組み立て面を提供するという点において、特に
有利である。これら調整可能な傾斜組み立ては、従来技術では未知であった技術的現象を
生む。さらに、このコネクタは他のコネクタ部材のベース部を具える円筒面の角度組み立
てを提供するよう成形されている。このように、本発明のコネクタ部材は、単純組み立て
の結果、複雑な立体形状を創作するために使用されることが可能であり、且つ運動学的可
能性を提供する構成玩具セットの基本部材を成す。
【０００７】
　本発明の他の特に有利な特徴に従い、前記コネクタ部材の前記円筒面は、前記コネクタ
部材の前記各ベース部中に設けられた適当な形状である少なくとも１個の溝と協働して組
み立てられる、少なくとも１個の半径方向に突出した円筒突起部を具える。従って、この
特徴に従い、円筒面は、円筒のベース部内に作られた雌形状が付けられる雄形状を具える
。より具体的には、連結において更なる剛性および精度を提供するために、前記コネクタ
部材の円筒面は、半径方向に突出した２個の円筒突起部と、それぞれが少なくとも２個の
溝を有する２個のベース部とを具える。本発明に従い、半径方向に突出した突起部は、前
記コネクタ部材によって形成された円筒の軸線を中心として一定間隔の角度で配置された
複数のスロットを有するよう成形される。
【０００８】
　先に開示した特徴は、（円筒上のベース部を用いた）コネクタ部材の、互いへの直角組
み立てにおける解決法を提供する。この軸組み立て自体は以下の特徴により達成される。
【０００９】
　本発明の他の特に有利な特徴に従い、アダプタ部材として知られる前記部材の一つは、
２個の端を有する本体部から構成され、それぞれの端が、前記コネクタ部材のそれぞれの
ベース部の半径方向内側に作られた適当な形状の領域と協働して組み立てられるよう軸線
方向に成形されている。より具体的には、前記アダプタ部材は、実質的に円筒形状の本体
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部を有し、その２個のベース部の領域内に、前記コネクタ部材のそれぞれのベース部の軸
線方向に作られた適当な形状の凹状円筒領域と協働して組み立てられることが可能な突出
したシャフトを有する。
【００１０】
　このように本発明の玩具セットは、コネクタ部材として知られる基本部材の直角組み立
ておよび軸組み立てを提供し、幅広い組み立ての選択を提供する。このアダプタ部材の存
在は、それぞれがその円筒面上に複数のコネクタ部材を受容することができる、複数の組
み立てられたコネクタ部材から成る細長円筒形状の創作を可能にする。軸連結は、他の特
に有利な特徴に従うコネクタおよびアダプタを設計した出願人による研究の主題である。
従って、例えば、アダプタ部材の前記シャフトとコネクタ部材のベース部内に作られた中
空軸線方向の円筒領域との間に作られた組み立ては、可逆性組み立てを可能にする摺動旋
回式の連結を構成する。このように、２個のコネクタ部材の間、または１個のコネクタ部
材とアダプタ部材の間の軸組み立ては、旋回を可能にし、これによりこれら２個の部材を
用いて創作される運動学的回転を提供する可能性を提供する。
【００１１】
　さらに、アダプタ部材による２個のコネクタ部材の間での軸組み立てに関わる成形物の
長さは、前記２個の部材が実質的に隣接するような長さである。さらに、コネクタ部材お
よびアダプタ部材の寸法は、２個のコネクタ部材が軸線方向に組み立てられると、同一コ
ネクタの２個の半径方向円筒突起部の間の距離がアダプタ部材により組み立てられる２個
の異なるコネクタの２個の隣接する半径方向円筒突起部の間の距離と等しくなるような寸
法である。従って、コネクタ部材のベース部は、単一コネクタ部材と２個の組み立てられ
たコネクタ部材との双方に対して直角に組み立てられることができる。この特徴は、本発
明の構成玩具セットにより提供される組み立ての幅広い選択肢をもたらす。
【００１２】
　パネル部材として知られる、本発明の構成玩具セットのさらなる部材は、少なくとも一
面が突出形状および中空形状を有して成形され、前記コネクタ部材の円筒面を受容して組
み立てられる平面体を有する。
【００１３】
　このように、このパネルは平面をコネクタ部材の円筒面に連結する目的を有する。従っ
て、軸線方向に組み立てられたコネクタにより構成された細長円筒形状は、パネル部材に
よって形成された４つの面に連結され、平行六面体を作り出す。さらに、１個またはそれ
以上のさらなるコネクタ部材を用いたコネクタ部材の直角組み立ての場合のように、１個
またはそれ以上のパネル部材は、１個またはそれ以上のコネクタ部材により形成された円
筒の周縁全体を覆って連結されていてもよい。本発明に従い、このパネル部材もまた、パ
ネル上にコネクタの軸実装を可能にする前記アダプタ部材の端を受容して組み立てられる
よう、突出形状および中空形状を具えて成形されている。
【００１４】
　４５°コネクタ部材として知られるさらなる部材はコネクタ部材と同一の形状を有する
が、その一部は４５°の２面角に従いそこから除去され、これにより８個の４５°コネク
タ部材が前記同一コネクタ部材の円筒面上に組み立てられることが可能である。１個のコ
ネクタ部材に対して限定された数の標準コネクタ部材をその円筒面上に受容することのみ
が可能である一方、この材料の除去は、このように、コネクタ部材の円筒面上への調整可
能な傾斜組み立てのさらなる可能性の提供を可能とする。
【００１５】
　延長可能なアダプタ部材として知られるさらなる部材は、それが連結する部材を分離す
る可能性を提供するため、基本アダプタ部材のシャフト長より大きい（すなわち先に開示
した）シャフト長を有する。従って、この部材は、引き出し位置からの復帰を可能にしな
がら、アダプタが連結するであろう玩具セットの異なる部材の間の連結の延長を提供する
。この特徴は、所定の固定寸法を有する部品群の準備を回避する、調整可能な寸法を有す
る構成の創作を可能にする。これは特に、連結点間またはコネクタ部材により形成された
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中心間の距離を調整することを可能にする。
【００１６】
　延長コネクタ部材として知られるさらなる部材は、コネクタ部材と同じ体積を有し、且
つそのベース部の少なくとも一つの上部で、その一端はコネクタのベース部に連結してお
り、且つ他の端はアダプタ部材の本体部または延長可能なアダプタ部材と協働して組み立
てられることが可能な形状を具える延長アームを受容する。
【００１７】
　このように、この延長コネクタ部材は、組み立ておよび解体の段階の際に操作を容易に
する目的で、同軸組み立てを創出し、且つアダプタ部材の本体または延長可能なアダプタ
部材と協働することが可能である
【００１８】
　延長可能なパネル部材として知られるさらなる部材は、その端の一つにより連結して前
記パネルにより構成される平面中の摺動面を形成する２個のパネル部材の形状を有する。
【００１９】
　本発明の他の特に有利な特徴に従い、この延長可能なパネル部材は、第１部品の端が第
２部品の端に対して補完的である形状を有する２個の同一部品から成るが、それら端が摺
動面を形成するよう成形されている。
【００２０】
　球部材として知られる本発明の構成玩具セットのさらなる部材は球形状を有し、その表
面は角度を調整可能な傾斜組み立てを目的として、アダプタ部材および延長可能なアダプ
タ部材の端を受容するよう成形されている。
【００２１】
　当然ながら、この玩具セットのさらなる部材は、先に開示した部材と組み立てられ、且
つ異なる協働作用を創作するとの考えることもできる。
【００２２】
　本発明の構成玩具セットの全部材に関連することができる特徴に従い、前記部材はプラ
スチック材料製であり、且つ成形により作成される。さらに、部材間の調整及び材料の弾
性の結果、機械的困難が存在しない限り、組み立て体はすべて解体可能であり、摺動およ
び回転を可能とし、連結を可逆にする。
【００２３】
　当然ながら、本発明は組み立て体のために協働している割合および形状が決まっている
場合に基づく特定の寸法に限定されるものではない。しかしながら、出願人は、先に開示
された基本部材に加え、さらなる部品を考え出すことにより、特に革新的設計を開発した
。さらに本発明に従い、前記玩具セットは、前記部材と実質的に異なる大きさに前記部材
と同じ機能及び同じ割合を引き継ぐ複数の追加部品からなり、前記追加部品の寸法は、前
記追加部品が互いに、また異なる大きさにて協働して組み立てられるよう確立している。
このように、同一形状および同一機能を有する部品から、出願人は（異なる大きさで）本
発明の前述の特徴に応じて協働することが可能なだけでなく、異なる大きさの部材と協働
することが可能な追加部品を提案する。この特徴は本発明の玩具セットにより提供される
組み立ての選択肢の数を倍増させる。
【００２４】
　最も単純な形式で先に説明した本発明の本質的な概念、さらなる詳細及び特徴は、非限
定的な例として、本発明に従う構成玩具セットの実施態様を提供する、以下の詳細な説明
を読み、且つ添付の図面を参照することにより一層明瞭になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に従うコネクタ部材の実施態様の概略斜視図である。
【図１ａ】２個のコネクタ部材の直角組み立ての概略斜視図である。
【図１ｂ】本発明に従うコネクタ部材の第２実施態様の概略斜視図である。
【図２】本発明に従うアダプタ部材の実施態様の概略斜視図である。
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【図２ａ】アダプタ部材とコネクタ部材の間の対応形状示す概略斜視図である。
【図２ｂ】組み立て前の軸組み立てを示す。
【図２ｃ】組み立て後の軸組み立てを示す。
【図３】本発明に従うパネル部材であって、アダプタ部材の形状が対応しているパネル部
材の実施態様の概略斜視図である。
【図３ａ】アダプタ部材を用いたコネクタ部材との軸組み立てを示す。
【図３ｂ】パネル部材とコネクタ部材の間の直角組み立てを示す。
【図３ｃ】アダプタにより実行されるパネル部材間の接合を示す。
【図４】４５°コネクタの実施態様の概略斜視図であり、コネクタ部材との対応を示す。
【図４ａ】複数の４５°コネクタ部材のコネクタとの直角組み立てを示す。
【図５】コネクタ部材と対向する延長可能なアダプタの実施態様の概略斜視図である。
【図５ａ】組み立て前の延長可能な部材を用いた軸組み立てを示す。
【図５ｂ】組み立て後の引き出し位置における延長可能なアダプタ部材を用いた２個のコ
ネクタ部材の軸組み立てを示す。
【図５ｃ】組み立て後の展開位置における延長可能なアダプタ部材を用いた２個のコネク
タ部材の軸組み立てを示す。
【図６ａ】本発明に従う延長コネクタ部材の実施態様の概略斜視図である。
【図６ｂ】本発明に従う延長コネクタ部材の実施態様の概略斜視図である。
【図７】延長可能なパネル部材の実施態様の概略斜視図である。
【図８】本発明に従う球部材であって、この上に２個の延長可能なアダプタ部材が組み立
てられる球部材の実施態様の概略斜視図である。
【図９】基本コネクタ部材の機能と形状を示す追加の部品の実施態様の概略斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　構成玩具セットは複数の構成部材からなり、その形状、仕様、および協働作用は以下で
詳細に説明する。
【００２７】
　図１に示すように、コネクタ部材（参照番号１００）として知られるこの玩具セットの
部材のひとつは、実質的に円筒形状の本体部を有しており、その円筒面１１０は、図１ａ
に示すとおり、他のコネクタ部材１００´の対応して成形されたベース部１２０および１
３０と協働して組み立てられるよう成形されている。
【００２８】
　本発明に従い、且つ図示した実施態様に従い、前記コネクタ部材１００の前記円筒面（
１１０）は、半径方向に突出した円筒突起部１１１および１１２と、それぞれが少なくと
も２個の溝を具える２個のベース部１２０および１３０とを具える。図には溝１３１およ
び１３２のみを示す。コネクタ１００の溝１３１および１３２中のコネクタ１００´の半
径方向突起部１１１´および１１２´の組み立ては図１ａに示す。この直角組み立ては溝
内部の半径方向突起部の摺動を可能にし、コネクタ１００´により形成された円筒の軸線
周囲の調整可能な傾斜連結を提供する。図示したように、コネクタ１００または１００´
はそれぞれ、その円筒周縁上で複数のコネクタを受容することができる。
【００２９】
　組み立てを確実にする一方で、円筒の軸線の周囲における角摺動を可能にするこの連結
を容易にする目的で、例えば１３１および１３２である溝は、例えば１１１´および１１
２´である半径方向円筒突起部の半径に応じた輪郭をもって成形されると有利である。円
筒状または曲面状の面を平面と接合させるこの摩擦組み立ては、異なる部材間の連結を最
適化し、この連結は、異なるコネクタの円筒状辺縁へのコネクタのベース部の摺動を可能
にする。
【００３０】
　本発明に従い、且つ図示した実施態様に従い、半径方向円筒突起部１１１，１１２，１
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１１´および１１２）は。コネクタ部材によって形成された円筒の軸線を中心として一定
間隔の角度で配置されたスロット１１３および１１３´を有するよう成形される。これら
スロット１１３および１１３´の組み立ての機能についてはパネル部材の説明の間に明ら
かになるであろう。さらなる機能は、所望の角度への組み立ての配向のために提供される
視覚マーカーに存する。図示した非制限実施態様に従い、スロットは、４５°に等しい角
度間隔に従って配置されている。角度間隔の固定によって、非制限的方法において、部材
の互いの角度配向の事前定義が確実となる。
【００３１】
　さらに、図示したとおり、いくつかの凸状または凹状形状は組み立てに対する直接機能
を有さないが、可能な限り最小の材料を用いながら、最適な弾性および剛性を具えるよう
出願人によって提供されている。
【００３２】
　図示した実施態様に従い、コネクタ部材１００は、それが形成する円筒の軸線を貫通す
る平面と、前記軸線に直角で、且つコネクタ１００の中心線を貫通する平面の双方に沿っ
て、対称立体形状を有する。
【００３３】
　図示したとおり、且つ構成玩具セットの原則に従い、組み立ては、さらなる部材の組み
立てを可能にする間隔ユニットに適合する。このように、コネクタは、それぞれがベース
部および円筒状辺縁を成形する半径方向の溝または突起部の、増大または低減される呼び
高さおよび直径を有する。出願人は、組み立てられ、且つ凹状部を凸状部で埋めると、コ
ネクタの呼び高さがコネクタの呼び直径と等しくなるようなコネクタ部材を設計した。
【００３４】
　本発明の構成玩具セットの基本部材の高さと直径とのこの一致は、円筒形状にもかかわ
らず、立方体のそれとほぼ等しいベース部構成ユニットが、立方体の基本部材が提供する
ことができる角度配置の能力を提供することを可能にする。
【００３５】
　コネクタ１００´´のベース部１３０´´のみが表示される図１ｂに示した実施態様に
従い、コネクタ部材のベース部は、半径方向突起部１１２および１１１のために組み立て
の２つの角度を提供するため、互いに９０°で配置された２つの対を成す溝１３２´´、
１３１´´、および１３３´´と１３４´´を伴って成形されている。
【００３６】
　コネクタの互いへの軸連結は玩具セットのさらなる部材を用いて行われる。図２、２ａ
、２ｂ、２ｃに示すとおり、アダプタ部材として知られる部材の一つ（参照番号２００）
は、２個の端２１０および２２０を具える本体から成り、それぞれの端は軸線に沿って成
形され、コネクタ部材１００の各ベース部１２０および１３０中に軸線に沿って作られた
適当形状の領域１３３と協働して組み立てられる。
【００３７】
　本発明に従い、且つ図示したとおり、前記アダプタ部材２００は、本質的に円筒形状の
本体部を有し、その２個のベース部２１０および２２０の領域内に、前記コネクタ部材１
００のそれぞれのベース部１２０および１３０の軸線方向に作られた適当な形状の凹状円
筒領域１３３と協働して組み立てられることが可能な突出したシャフトを有する。アダプ
タ部材２００のシャフト２１０および２２０とコネクタ部材１００のベース部１２０およ
び１３０内に作られた中空軸線方向の円筒領域１３３との間に作られた組み立て部は、摺
動する旋回式の連結を構成する。アダプタ２００がこれら凹状円筒領域１３３に連結して
いない際に、前記凹状円筒領域は、さらなるコネクタ１００の半径方向突起部との直角組
み立て等、さらなる組み立て用に開放状態で保持される。
【００３８】
　アダプタ２００により実行される２個のコネクタ部材１００および１００´の間の組み
立てを図２ｂおよび２ｃに示すが、アダプタ部材２００を用いた２個のコネクタ部材１０
０および１００´の間の軸線方向の組み立てに関わる成形物の長さは、２個のコネクタ部
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材１００および１００´が実質的に隣接するような長さであることが明らかである。具体
的には、図２ｃにおいて、コネクタ部材１００および１００´の寸法およびアダプタ部材
２００の寸法は、２個のコネクタ部材１００および１００´は軸方向に組み立てられると
、同じコネクタ部材１００および１００´の２個の半径方向円筒突起部１１１および１１
２または１１１´および１１２´はコネクタ部材のベース部内に作られた溝１３１および
１３２の領域に示したアダプタ部材２００によって組み立てられた２個の異なるコネクタ
部材１００および１００´の２個の隣接する半径方向円筒突起部１１１および１１２´の
間隙と等しい寸法であることが明らかである。
【００３９】
　本発明の特に有利な特徴に従い、アダプタ部材２００を形成する雄部材は、連結の弾性
に寄与し、且つ、それが組み立てのため配置される中空領域内の空気圧縮を防止する、長
手方向の溝２３０を具えて成形される。
【００４０】
　アダプタ部材２００は、前記シャフトに関連して、少なくとも１個の同軸フランジ、こ
の場合には、コネクタのベース部の中空円筒内のシャフトの円筒貫入だけでなく、ベース
部内に相応して成形される中空円筒内の少なくとも１個のフランジの円筒貫入にも関連す
る最適な組み立てを提供するために、コネクタのベース部内に作られた中空円筒と協働す
る円筒面を有する同軸フランジ２４０および２５０をさらに具える。
【００４１】
　他の特に有利な特徴に従い、前記フランジはその数が２個であり、且つ組み立ておよび
解体のためアダプタ２００の取扱を容易にする辺縁中空領域２６０を有するよう、アダプ
タ２００の本体部に沿って離間している。
【００４２】
　構成玩具セットは、図３、３ａ、３ｂに示すパネル部材として知られるさらなる部材か
ら成る。このパネル部材（参照番号３００）は、前記コネクタ部材１００の円筒面１１０
を受容して組み立てられるよう、少なくとも一つの面３１０が突出形状３１１および中空
形状３１２を具えて成形された平面体を有する。
【００４３】
　前記図上に示されていない、本発明の特に有利な特徴に従い、前記パネル部材３００は
、その２つの面３１０および３２０上に成形されている。
【００４４】
　より具体的には、前記パネル部材３００は、平面に対し実質的に直角であり、組み立て
、および、コネクタ部材１００の円筒突起部１１１および１１２内に作られたスロット１
１３の深さに適当な厚さおよび高さを有する突出したリブ３１１を具えて成形されている
。前記突起部３１１および前記スロット１１３は、図３ｂに示した組み立てに関わる。さ
らに、他の特に有利な特徴に従い、パネル部材３００の厚さおよび、コネクタ部材１００
の半径方向突起部内に作られたスロット１１３の幅は、パネル部材３００の厚さを超えて
コネクタ１００の組み立てを可能にするよう対応しており、これによりコネクタ１００は
、パネル部材３００によって形成された平面と同一平面上にある。
【００４５】
　前記パネル３００は突出形状を具えて設けられるが、この形状は前記スロットを用いる
ことなくコネクタ部材の半径方向突起部を用いた組み立ても同様に可能にし、可変角度配
置を可能にする。さらに、２個（またはそれ以上）のコネクタの軸方向組み立ては、半径
方向円筒突起部間に一定の間隙を保持するので、パネル部材は、コネクタのアセンブリと
同様、単一コネクタの半径方向突起部の双方を受容するよう成形される。
【００４６】
　本発明に従い、前記パネル部材３００は、図３に示すとおり、前記アダプタ部材２００
の端２１０または２２０を受容して組み立てられるよう、突出形状３１３および中空形状
３１４を具えて成形される。このように、前記パネル部材は、凹形状３１４が突出したシ
ャフト２１０または２２０を受容して前記アダプタ部材のそれぞれの端を画定して組み立
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てられる、少なくとも１個の中空円筒直角突起部３１３を具えて成形される。
【００４７】
　アダプタ部材２００を軸方向に固定することが可能であることから、図３ａに示すとお
り、コネクタ部材１００を軸方向に固定することが可能となる。
【００４８】
　アダプタ部材２００を固定することが可能であることから、２個のパネル部材３００を
、同一方向または直角に積み重ねることによって、互いに且つ互いに平行に固定すること
も同様に可能となる。この可能性はパネル部材がその２つの面上に成形されることにより
増大する。
【００４９】
　さらに、図３ｃに示す通り、アダプタ部材２００はパネル３００および３００´の互い
に対する突き合わせを確実にする。この図中、パネルの縁は、アダプタ２００の突出部材
および中空部材が協働する、突出した半形状３１３および中空半形状３１４を具えて成形
される。
【００５０】
　このように成形されたパネル部材は、軸方向および横方向に整列した、端同士、表面同
士、背面同士、また表面と背面との組み立てが可能であり、複数の組み立ての可能性をユ
ーザに提供する。
【００５１】
　さらに、図示した実施態様および本発明に従い、パネル部材３００の縁は、突出形状の
中空円筒直角突起部とリブの高さが異なる不完全な縁取りを形成することにより、パネル
部材が、コネクタ部材の半径方向円筒突起部との回転組み立て、摺動が可能であるように
形成される。
 
 
【００５２】
　４５°コネクタ部材（参照番号４００）として知られる構成玩具セットのさらなる部材
は図４および４ａに示され、且つコネクタ部材１００と同一の形状を有するが、その体積
の一部は４５°の２面角に従いそこから除去され、これにより、図４ａに示した配置に従
い、８個の４５°コネクタ部材が前記同一コネクタ部材１００の円筒面上に組み立てられ
ることが可能である。
【００５３】
　２面角は、４５°コネクタ４００がはめ込まれているコネクタ１００の円筒の軸線によ
り画定された直線に沿って交差する２個の平面により画定される。
【００５４】
　延長可能なアダプタ部材（参照番号５００）として知られる構成玩具セットのさらなる
部材は図５、５ａ、５ｂおよび５ｃに示され、且つ、旋回連結の可能性を提供しながら、
それが連結する部材を分離する可能性を提供するため、アダプタベース部材２００のシャ
フト長５１０より大きいシャフト長を有する。
【００５５】
　この革新的部材５００により提供される可能性は数多く、その可能性の一つを２個のコ
ネクタ１００および１００´の軸線方向の組み立ての範囲内で図５ａ、５ｂ、５ｃに示す
。
【００５６】
　このように、図示したとおり、シャフト５１０は部材５００の一面上においてより大き
な長さを有するが、前記部材５００上でコネクタ部材１００´は摺動して、図５ｂに示し
た引き出し位置から図５ｃに示した展開位置に移動することが可能である。このように、
延長可能なアダプタ部材５００は、アダプタ２００のそれらと同じ機能を有することがで
きる。本発明の構成玩具セットの構成部材は、このように、もはや利用不可能な部材に交
換されるか、また、さらにはその部材の機能を提供することが可能である。
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【００５７】
　基本アダプタ部材に関して、延長可能なアダプタ部材５００を構成する雄部材は、連結
の弾性に寄与し、且つ、それが組み立てのため配置される中空領域内の空気圧縮を防止す
る、長手方向の溝５２０を具えて成形される。
【００５８】
　同様に、アダプタ部材５００は、前記シャフト５２０に関連して、少なくとも１個の同
軸フランジ、この場合に、コネクタ１００のベース部の中空円筒内のシャフトの円筒貫入
だけでなく同様にベース部内に相応して成形される中空円筒内の少なくとも１個のフラン
ジ５４０の円筒貫入にも関連する最適な組み立てを提供するための同軸フランジ５３０お
よび５４０であって、その円筒面がコネクタ１００のベース部内に作られた中空円筒と協
働する同軸フランジをさらに具える。
【００５９】
　他の特に有利な特徴に従い、前記フランジ５３０および５４０はその数が２個であり、
組み立ておよび解体のためアダプタ５００の取扱を容易にする辺縁中空領域５５０を有す
るよう、延長可能なアダプタの本体部に沿って離間している。
【００６０】
　図６ａおよび６ｂは、コネクタ部材１００と同じ体積を有し、且つそのベース部の少な
くとも一つの上部で、その一端はコネクタのベース部に連結しており、且つ他の端はアダ
プタ部材２００の本体部または延長可能なアダプタ部材５００と協働して組み立てられる
ことが可能な形状６１１および６２１を具える延長アーム６１０および６２０を受容する
、延長コネクタ部材として知られる構成玩具セットのさらなる部材（参照番号６００）を
示す。
【００６１】
　図示のとおり、突出形状６１１および６２１は周縁中空領域内に導入されるが、アダプ
タ部材２００および延長可能なアダプタ５００はこの領域を具えて提供される。
【００６２】
　図７は、その端の一つにより連結して前記パネルにより構成される平面中の摺動面７１
０を形成する２個のパネル部材の形状を有する、延長可能なパネル部材７００として知ら
れる構成玩具セットのさらなる部材を示す。
【００６３】
　図示のとおり、この延長可能なパネル部材は、２個の同一部品７００´および７００´
´からなり、第１の部品の端は第２の部品の端に対して補完的である形状を有しており、
それら端は摺動面を形成するよう成形されている。
【００６４】
　図８は、本発明の構成玩具セットの球として知られるさらなる部材（参照番号８００）
を示しており、この部材は球形状を有し、その表面は、角度を調整可能な傾斜組み立てを
目的として、アダプタ部材２００および／または図示したような延長可能なアダプタ部材
５００の端を受容するよう成形されている。
【００６５】
　球５００は、延長可能なアダプタ部材のシャフトの端が導入される直角な３個の環状溝
８１０を有して成形されている。図示した実施態様に従い、第１の溝は赤道面上にあり、
他の２個は、互いに９０度に配置された２個の子午線を構成する。
【００６６】
　この組み立てを最適化するために、端がフランジである延長可能なアダプタ部材の本体
は、シャフト５１０の短端が溝８１０内に配置された際に球８００と係合するように、陥
没半球形状を有する。
【００６７】
　図９は、出願人によって考え出されたコネクタ部材１００の特徴を示しており、これに
従えば、構成玩具セットは、実質的に前記部材と機能および割合が同じで寸法が異なる複
数の追加部品からなり、前記追加部品の寸法は、前記追加部品が互いに、および異なる大
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【００６８】
　したがって、コネクタ部材１００ａは、基本コネクタ１００の形状および機能を呈する
が、寸法が小さい。このコネクタ部材１００ａは、基本コネクタ部材に与えられた、同じ
寸法の部材との組み立て（連結等）に必要な形状および割合を有する。さらに、このコネ
クタ部材１００ａは、基本コネクタ部材１００と協働して組み立てられるよう構成される
。同様のことが、基本コネクタ部材１００と、基本コネクタ部材１００と形状および割合
が同じで寸法が大きいコネクタ部材１００ｂとの間の関係にも当てはまる。
【００６９】
　これらの軸組み立てに加えて、径方向組み立ての可能性が数多くある。例えば、コネク
タ部材の半径方向突起部の内面の離間距離は、組み立てが可能となるように、寸法が一つ
下のコネクタ部材の外面の離間距離に適当なものである。同様のことが、コネクタ部材の
前記半径方向突起部の厚さにも当てはまり、組み立てを可能とするために、寸法が一つ下
のコネクタ部材の半径方向突起部の内面の離間距離に適当なものである。
【００７０】
　上記して説明した構成玩具セットは、本発明を限定するものではなく、開示するために
説明および図示したものである。当然に、種々の発展、変形および改良を、本発明の範囲
から離れることなく、上記の例に対して行うことができることを理解されたい。
【００７１】
　例えば、セットの構成部材により作られる関節を電動とすることが考えられる。コネク
タが電気モータの本体を中空コア内に受容し、コネクタの軸線と同軸な中空モータ軸が、
他の部材または関節をなす任意の他の重要な部品のシャフトを受容することができる。

【図１】 【図１ａ】
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