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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スティック、スティックの上側に配置された第１装飾具本体、および、前記第１装飾具
本体の下方に配置された第２装飾具本体からなるスティック装飾具であって、
　前記第１装飾具本体は、前記スティックの上端部に取り外し可能に固定される第１固定
部材と、前記第１固定部材の下方で前記スティックに回転可能に取り付けられる第２固定
部材と、一端が前記第１固定部材に固定され、他端が前記第２固定部材に固定された曲げ
可能な複数の第１帯状部材とからなり、前記スティックが前記第１固定部材および前記第
２固定部材の中央に設けられた孔に挿入されており、前記スティックを回転させることで
第１帯状部材が回転し変形して様々な形状を表し、
　前記第２装飾具本体は、前記スティックに回転可能に取り付けられる第３固定部材と、
前記第３固定部材の下方で前記スティックに回転可能に取り付けられる第４固定部材と、
一端が前記第３固定部材に固定され、他端が前記第４固定部材に固定された曲げ可能な複
数の第２帯状部材とからなり、前記スティックが前記第３固定部材および前記第４固定部
材の中央に設けられた孔に挿入されており、前記スティックを回転させることで第２帯状
部材が回転し変形して様々な形状を表すことを特徴とするスティック装飾具。
【請求項２】
　前記第２固定部材と前記第３固定部材が互いに固定されており、前記第２固定部材と前
記第３固定部材が一体となって回転することを特徴とする請求項１に記載のスティック装
飾具。
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【請求項３】
　前記第１帯状部材および前記第２帯状部材の少なくとも１つが、捻じれた状態で取り付
けられていることを特徴とする請求項１または２に記載のスティック装飾具。
【請求項４】
　前記第１，４固定部材を前記スティックに回転可能に取り付け、前記第２，３固定部材
を前記スティックに固定したことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のステ
ィック装飾具。
【請求項５】
　前記スティックに回転可能に固定される第５固定部材と、前記第５固定部材の下方で前
記スティックに回転可能に取り付けられる第６固定部材と、一端が前記第５固定部材に固
定され、他端が前記第６固定部材に固定された曲げ可能な複数の第３帯状部材とからなり
、前記スティックが前記第５固定部材および前記第６固定部材の中央に設けられた孔に挿
入されており、前記スティックを回転させることで第３帯状部材が回転し変形して様々な
形状を表す第３装飾具本体が、前記第１装飾具本体および前記第２装飾具本体の少なくと
も１つの内部に配置されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載のス
ティック装飾具。
【請求項６】
　前記第３装飾具本体の前記第５固定部材および前記第６固定部材は、一方が前記スティ
ックに回転可能に取り付けられ、他方が前記スティックに固定されていることを特徴とす
る請求項５に記載のスティック装飾具。
【請求項７】
　前記第３帯状部材が、捻じれた状態で取り付けられていることを特徴とする請求項５ま
たは６に記載のスティック装飾具。
【請求項８】
　前記第２装飾具本体の下方に、さらに、少なくとも１つの第２装飾具本体を配置するこ
とを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載のスティック装飾具。
【請求項９】
　前記第１固定部材は、前記スティックに取り外し可能に固定された第１固定具および第
２固定具によって上下に挟まれて前記スティックに固定されており、前記第２固定具にＬ
ＥＤを内蔵し、前記第１固定具に前記ＬＥＤ用のスイッチおよび電源を内蔵することを特
徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載のスティック装飾具。
【請求項１０】
　前記スティックの下端を保持して回転させる回転装置を備え、前記回転装置は、前記ス
ティックを回転させるモーター、および前記モーターの作動を制御する制御部を有し、前
記制御部によって、前記モーターは正回転、逆回転の切換が行われ、前記回転装置によっ
て前記スティックが正回転および逆回転することを特徴とする請求項１～９のいずれか１
項に記載のスティック装飾具。
【請求項１１】
　前記スティックを水平な状態で両端を保持して回転させる回転装置を備え、前記回転装
置は、前記スティックを回転させるモーター、および前記モーターの作動を制御する制御
部を有し、前記制御部によって、前記モーターは正回転、逆回転の切換が行われ、前記回
転装置によって前記スティックが水平な状態で正回転および逆回転することを特徴とする
請求項１～９のいずれか１項に記載のスティック装飾具。
【請求項１２】
　前記モーターの回転数、および正回転と逆回転の切換時間を、前記制御部によって自動
的に変更することを特徴とする請求項１０または１１に記載のスティック装飾具。
【請求項１３】
　前記モーターの回転数の変更、および正回転と逆回転の切換えを、リモコンによって操
作することを特徴とする請求項１０～１２のいずれか１項に記載のスティック装飾具。
【請求項１４】
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　前記スティックの下端は、着脱可能に回転装置に保持されていることを特徴とする請求
項１０～１３のいずれか１項に記載のスティック装飾具。
【請求項１５】
　請求項１０～１４のいずれ１項に記載のスティック装飾具の作動方法であって、
　前記第２固定部材と前記第３固定部材が互いに固定されていると、第１装飾具本体また
は前記第２装飾具本体に捻じりを加えた状態で、前記回転装置によって前記スティックを
回転させた後、前記スティックを反対方向に回転させると、第１装飾具本体または前記第
２装飾具本体に加えられた捻じりが、もう一方の装飾具本体へと伝達されることを特徴と
する回転装置を備えたスティック装飾具の作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転装置によってスティックを回転させて残像効果によって様々な像を表す
ことのできるスティック装飾具、およびその作動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、手動の回転操作により、ファンタステックな画像、映像を出すような装飾具や玩
具は種々提案されている。例えば、手で動かすことによって、文字、記号や図形が空中に
現れるよう見える空中残像顕出式団扇（特許文献１参照）等があるが、このような玩具の
１つとしてスティックを回転させて残像効果によって様々な像を表すことができるスティ
ック玩具等がある（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用第３０８１８１１号公報
【特許文献２】実用第３１１６４４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のスティック玩具は手で回転させることで様々な像を表すことができるが、像を表
す部分が１箇所だけであったので、慣れてくると像の変化に乏しくなると言う問題があっ
た。また、単に置いてあるだけでは、実際にどのよな像が現れるのかを知ることはできな
い。そのために、販売する際に、店頭で実演しなければ利用者にアピールすることが難し
い。また、置いてあるだけでは像が形成されないので置物として使用することができない
という問題点があった。
【０００５】
　そこで本発明は、２つの像を同時に表すことが可能で、さらに、自動的に回転させて様
々な像を表すことが可能なスティック装飾具およびスティック装飾具の作動方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のスティック装飾具は、スティック、スティックの上側に配置された第１装飾具
本体、および、前記第１装飾具本体の下方に配置された第２装飾具本体からなるスティッ
ク装飾具であって、前記第１装飾具本体は、前記スティックの上端部に取り外し可能に固
定される第１固定部材と、前記第１固定部材の下方で前記スティックに回転可能に取り付
けられる第２固定部材と、一端が前記第１固定部材に固定され、他端が前記第２固定部材
に固定された曲げ可能な複数の第１帯状部材とからなり、前記スティックが前記第１固定
部材および前記第２固定部材の中央に設けられた孔に挿入されており、前記スティックを
回転させることで第１帯状部材が回転し変形して様々な形状を表し、前記第２装飾具本体
は、前記スティックに回転可能に固定される第３固定部材と、前記第３固定部材の下方で
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前記スティックに回転可能に取り付けられる第４固定部材と、一端が前記第３固定部材に
固定され、他端が前記第４固定部材に固定された曲げ可能な複数の第２帯状部材とからな
り、前記スティックが前記第３固定部材および前記第４固定部材の中央に設けられた孔に
挿入されており、前記スティックを回転させることで第２帯状部材が回転し変形して様々
な形状を表すことを特徴とする。
【０００７】
　そして、前記第２固定部材と前記第３固定部材が互いに固定されており、前記第２固定
部材と前記第３固定部材が一体となって回転する。
【０００８】
　さらに、前記スティックに回転可能に固定される第５固定部材と、前記第５固定部材の
下方で前記スティックに回転可能に取り付けられる第６固定部材と、一端が前記第５固定
部材に固定され、他端が前記第６固定部材に固定された曲げ可能な複数の第３帯状部材と
からなり、前記スティックが前記第５固定部材および前記第６固定部材の中央に設けられ
た孔に挿入されており、前記スティックを回転させることで第３帯状部材が回転し変形し
て様々な形状を表す第３装飾具本体が、前記第１装飾具本体および前記第２装飾具本体の
少なくとも１つの内部に配置されている。
【０００９】
　前記第３装飾具本体の前記第５固定部材および前記第６固定部材は、一方が前記スティ
ックに回転可能に取り付けられ、他方が前記スティックに固定されている。
【００１０】
　また、前記第１～３帯状部材の少なくとも１つが、捻じれた状態で取り付けられている
。
【００１１】
　前記第２装飾具本体の下方に、さらに、少なくとも１つの第２装飾具本体を配置する。
【００１２】
　前記第１固定部材は、前記スティックに取り外し可能に固定された第１固定具および第
２固定具によって上下に挟まれて前記スティックに固定されており、前記第２固定具にＬ
ＥＤを内蔵し、前記第１固定具に前記ＬＥＤ用のスイッチおよび電源を内蔵する。
【００１３】
　本発明のスティック装飾具を自動的に回転させるために、前記スティックの下端を保持
して回転させる回転装置を備え、前記回転装置は、前記スティックを回転させるモーター
、および前記モーターの作動を制御する制御部を有し、前記制御部によって、前記モータ
ーは正回転、逆回転の切換が行われ、前記回転装置によって前記スティックが正回転およ
び逆回転することができる。
【００１４】
　また、本発明のスティック装飾具を自動的に回転させる別の形態として、前記スティッ
クを水平な状態で両端を保持して回転させる回転装置を備え、前記回転装置は、前記ステ
ィックを回転させるモーター、および前記モーターの作動を制御する制御部を有し、前記
制御部によって、前記モーターは正回転、逆回転の切換が行われ、前記回転装置によって
前記スティックが水平な状態で正回転および逆回転することができる。
【００１５】
　前記モーターの回転数、および正回転と逆回転の切換時間を、前記制御部によって自動
的に変更することが可能であり、または、前記モーターの回転数の変更、および正回転と
逆回転の切換えを、リモコンによって操作することも可能である。
【００１６】
　前記スティックの下端は、着脱可能に回転装置に保持されている。
【００１７】
　本発明の回転装置を備えたスティック装飾具の作動方法は、前記第２固定部材と前記第
３固定部材が互いに固定されていると、第１装飾具本体または前記第２装飾具本体に捻じ
りを加えた状態で、前記回転装置によって前記スティックを回転させた後、前記スティッ
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クを反対方向に回転させると、第１装飾具本体または前記第２装飾具本体に加えられた捻
じりが、もう一方の装飾具本体へと伝達されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のスティック装飾具は、スティック、スティックの上側に配置された第１装飾具
本体、および、前記第１装飾具本体の下方に配置された第２装飾具本体からなり、前記第
１装飾具本体は、曲げ可能な複数の第１帯状部材を有し、前記スティックを回転させるこ
とで第１帯状部材が回転し変形して様々な形状を表し、前記第２装飾具本体は、曲げ可能
な複数の第２帯状部材を有し、前記スティックを回転させることで第２帯状部材が回転し
変形して様々な形状を表すことにより、２つの像を同時に表すことができるようになり、
従来よりもより多数のそして様々な像を表すことができるようになる。
【００１９】
　さらに、第３帯状部材が回転し変形して様々な形状を表す第３装飾具本体が、前記第１
装飾具本体および前記第２装飾具本体の少なくとも１つの内部に配置されていることによ
り、３または４つの像を同時に表すことが可能となり、より視覚的に楽しめるものとなり
、また、前記第１～３帯状部材の少なくとも１つが、捻じれた状態で取り付けられている
、あるいは、前記第３装飾具本体の前記第５固定部材および前記第６固定部材は、一方が
前記スティックに回転可能に取り付けられ、他方が前記スティックに固定されていること
によって、スティックの回転によって表れる像の変化がより複雑なものとなる。
【００２０】
　前記第２装飾具本体の下方に、さらに、少なくとも１つの第２装飾具本体を配置するこ
とにより、装飾具本体をスティックに３段以上配置する構成として、より多彩な形状を表
すとが可能となる。
【００２１】
　前記第１固定部材は、前記スティックに取り外し可能に固定された第１固定具および第
２固定具によって上下に挟まれて前記スティックに固定されており、前記第２固定具にＬ
ＥＤを内蔵し、前記第１固定具に前記ＬＥＤ用のスイッチおよび電源を内蔵することによ
り、前記ＬＥＤで帯状部材に光を当てると、帯状部材の材質によっては、光を反射するこ
とで光による装飾が可能となる。

【００２２】
　本発明のスティック装飾具を自動的に回転させるために、前記スティックの下端を保持
して回転させる回転装置を備え、前記回転装置によって前記スティックが正回転および逆
回転することができることによって、手でスティックを回転させることなく、自動的にス
ティックを回転させて、像を表すことが可能となる。
【００２３】
　また、本発明のスティック装飾具を自動的に回転させる別の形態として、前記スティッ
クを水平な状態で両端を保持して回転させる回転装置を備え、前記制御部によって、前記
モーターは正回転、逆回転の切換が行われ、前記回転装置によって前記スティックが水平
な状態で正回転および逆回転することができることによって、新たな像の変化を自動的に
表すことが可能となる。
【００２４】
　前記モーターの回転数、および正回転と逆回転の切換時間を、前記制御部によって自動
的に変更する、そして、前記モーターの回転数の変更、および正回転と逆回転の切換えを
、リモコンによって操作することにより、自動的にまたは意図して像の変化を行わせるこ
とができるようになる。
【００２５】
　本発明の回転装置を備えたスティック装飾具の作動方法は、前記第２固定部材と前記第
３固定部材が互いに固定されていると、第１装飾具本体または前記第２装飾具本体に捻じ
りを加えた状態で、前記回転装置によって前記スティックを回転させた後、前記スティッ
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クを反対方向に回転させると、第１装飾具本体または前記第２装飾具本体に加えられた捻
じりが、もう一方の装飾具本体へと伝達されることによって、飾具本体によって形成され
る像の変化を意図して行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１の実施形態のスティック装飾具の斜視図である。
【図２】回転装置に取り付けた状態のスティック装飾具の斜視図である。
【図３】第１，２固定具の斜視図である。
【図４】ベース部材の平面図である。
【図５】帯状部材をベース部材に取り付けている状態を示す平面図である。
【図６】第１，２固定部材で第１帯状部材を固定した状態を示す部分拡大斜視図である。
【図７】第３，４固定部材で第２帯状部材を固定した状態を示す部分拡大斜視図である。
【図８】第２固定部材と第３固定部材を互いに固定した状態を示す部分拡大斜視図である
。
【図９】本発明のスティック装飾具により表出される像の一例を示す概略図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態のスティック装飾具の斜視図である。
【図１１】第２の実施形態において第２固定部材で第１帯状部材を固定した状態を示す部
分拡大斜視図である。
【図１２】第２の実施形態において第３固定部材で第２帯状部材を固定した状態を示す部
分拡大斜視図である。
【図１３】第２の実施形態において第３固定部材の上に第２固定部材を載せた状態を示す
部分拡大斜視図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態のスティック装飾具の斜視図である。
【図１５】第３装飾具本体の斜視図である。
【図１６】本発明の第４の実施形態のスティック装飾具の斜視図である。
【図１７】第１の実施形態のスティック装飾具の帯状部材に捻じりを加えたものの斜視図
である。
【図１８】第３の実施形態のスティック装飾具の変形例を示す斜視図である。
【図１９】第３の実施形態のスティック装飾具により表出される像の一例を示す概略図で
ある。
【図２０】第１の実施形態のスティック装飾具をリモコン操作する場合の斜視図である。
【図２１】スティック装飾具を回転装置に着脱可能に取り付けた状態の部分拡大図である
。
【図２２】第５の実施形態のスティック装飾具の斜視図である。
【図２３】第６の実施形態のスティック装飾具の斜視図である。
【図２４】第６の実施形態のスティック装飾具の第１固定具および第２固定具の断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下に図を用いて本発明のスティック装飾具１について詳しく説明する。図１が本発明
の第１の実施形態のスティック装飾具１の斜視図である。
【００２８】
　本発明の第１の実施形態のスティック装飾具１は、図１に示すように、第１装飾具本体
２、第２装飾具本体３、およびスティック４から構成され、前記第１装飾具本体２の第１
帯状部材９および前記第２装飾具本体３の第２帯状部材１０を変形させて２つの像を同時
に形成するものである。
【００２９】
　前記第１装飾具本体２は、前記スティック４の上端部に取り外し可能に固定される第１
固定部材１１と、前記第１固定部材１１の下方で前記スティック４に回転可能に取り付け
られる第２固定部材１２と、上端部が前記第１固定部材１１に固定され、下端部が前記第
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２固定部材１２に固定された曲げ可能な複数の第１帯状部材９とからなる。
【００３０】
　前記第１固定部材１１は、前記スティック４に取り外し可能に固定された第１固定具６
と第２固定具７で上下に挟まれて前記スティック４に固定されており、前記第１固定部材
１１の上方に位置する前記第１固定具６を前記スティック４から取り外すことにより、前
記第１固定部材１１は前記スティック４から取り外し可能となる。図３に示すように、前
記第１固定具６および前記第２固定具７は樹脂製の環状の形状を有し、それぞれに設けら
れた挿入孔の大きさは前記スティック４が挿入されて密着する大きさに形成されている。
これにより、前記第１固定具６および前記第２固定具７の挿入孔に前記スティック４が挿
入されると、前記第１固定具６および前記第２固定具７は前記スティック４と密着して固
定されるが、接着剤等を用いて固定していないので、前記第１固定具６および前記第２固
定具７は手で前記スティック４から簡単に取り外すことができる。
【００３１】
　前記第１固定部材１１は、図４（ａ）に示すような中心に貫通孔１６が設けられた略円
形のベース部材１５を２枚貼り合わせたものであり、前記第２固定部材１２は、図４（ｂ
）に示すような中心に貫通孔１８が設けられた略円形の１枚のベース部材１７である。前
記貫通孔１６，１８には前記スティック４が挿入される。この時、前記第２固定部材１２
が前記スティック４に対して回転可能とするために、前記貫通孔１８は前記スティック４
が挿入された状態でも、前記第２固定部材１２が移動可能な程度の隙間が生じる大きさと
なっている。一方、前記貫通孔１６にはスティック４が挿入された後、前記第１固定部材
１１が第１固定具６と第２固定具７によって前記スティック４に固定されるために、前記
貫通孔１６の大きさは前記スティック４が挿入可能な大きさであればよく、隙間が無い方
がよい。
【００３２】
　前記第１固定部材１１による前記第1帯状部材９の固定は、図６に示すように、２枚の
ベース部材１５によって前記第１帯状部材９の上端部を挟み込んで貼り合わせて行う。こ
の際、前記第１帯状部材９を等間隔で配置するために、図４，５に示すように、前記ベー
ス部材１５には、前記第１帯状部材９の位置決めを行うためのマーキングが放射状に設け
られている。また、前記第１帯状部材９を簡単に固定するために、前記ベース部材１５の
互いに貼り合わされる面にはあらかじめ接着剤が塗布される、あるいは粘着テープが貼り
付けられることにより、粘着面となっており、使用前は前記粘着面を保護するためのシー
トが貼られている。さらにスティック装飾具１のデザイン性を高めるために、図４，５に
示すように、前記ベース部材１５の平面形状を花びらの形にし、マーキングを花びらのデ
ザインとすることもできる。
【００３３】
　前記第２固定部材１２よる前記第1帯状部材９の固定は、図６に示すように、１枚のベ
ース部材１７に前記第１帯状部材９の下端部を貼り付けて仮固定する。ベース部材１７は
前記ベース部材１５と同様に接着面が設けられ、また、前記第１帯状部材９を位置決めす
るためのマーキングが設けられている。
【００３４】
　前記第２装飾具本体３は、前記第２固定部材１２と共に前記スティック４に回転可能に
取り付けられる第３固定部材１３と、前記第３固定部材１３の下方で前記スティック４に
固定される第４固定部材１４と、上端部が前記第３固定部材１３に固定され、下端部が前
記第４固定部材１４に固定された曲げ可能な複数の第２帯状部材１０とからなる。
【００３５】
　前記第３固定部材１３は、中心に貫通孔１８が設けられた略円形の１枚のベース部材１
７であり、前記第４固定部材１４は、中心に貫通孔１６が設けられた略円形のベース部材
１５を２枚貼り合わせたものである。前記第３固定部材１３は、前記第２固定部材１２と
共に前記スティック４に対して回転可能とするために、前記貫通孔１８は前記スティック
４が挿入された状態でも、前記第３固定部材１３が移動可能な程度の隙間が生じる大きさ
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とする。
【００３６】
　前記第３固定部材１３による前記第２帯状部材１０の固定は、図７に示すように、１枚
のベース部材１７に、前記第２帯状部材１０の上端部を貼り付けて仮固定する。全ての第
２帯状部材１０を前記ベース部材１７に等間隔で貼り付けた後、前記第1帯状部材９が等
間隔で仮固定された前記第２固定部材１２のベース部材１７と、前記第３固定部材１３の
ベース部材１７とを貼り合わせて、前記第1帯状部材９の下端部の固定、および前記第２
帯状部材１０の上端部の固定を行う。これにより、図８に示すように、前記第２固定部材
１２と前記第３固定部材１３とが互いに固定されて一体となる。
【００３７】
　前記第４固定部材１４による前記第２帯状部材１０の下端部の固定は、図７に示すよう
に、２枚のベース部材１５によって前記第２帯状部材１０の下端部を挟み込んで貼り合わ
せて行う。このようにして、第１固定部材１１、第２固定部材１２、第３固定部材１３お
よび第４固定部材１４による、第１帯状部材９および第２帯状部材１０の固定が行われ、
図１に示すように、第１装飾具本体２と第２装飾具本体３とが上下に繋がった状態となる
。
【００３８】
　前記第１固定部材１１は、上下に配置された第１固定具６と第２固定具７によってステ
ィック４に取り外し可能に固定されているが、前記第３固定部材１３は、前記第３固定部
材１３の下方に前記スティック４に取り付けられたストッパー８によって保持されている
。これにより、前記第３固定部材１３は下側への移動が阻止されているが、回転は可能で
ある。前記第４固定部材１４は、前記第４固定部材１４の上下に前記スティック４に取り
付けられたストッパー８によって固定されている。これにより、前記第４固定部材１４は
スティック４に固定される。前記ストッパー８の個数および配置箇所は適宜変更可能であ
る。前記第１，４固定部材１１，１４を回転可能に前記スティック４に取り付け、前記第
２，３固定部材１２，１３を前記スティック４の取り外し可能に固定することもできる。
これにより、スティック装飾具１はより多様な形状に変化することができる。
【００３９】
　前記第１固定具６、前記第２固定具７および前記ストッパー８は樹脂製の環状の形状を
有し、それぞれに設けられた挿入孔の大きさは前記スティック４が挿入されて密着する大
きさに形成されている。これにより、前記第１固定具６、前記第２固定具７および前記ス
トッパー８の挿入孔に前記スティック４が挿入されると、前記第１固定具６、前記第２固
定具７および前記ストッパー８は前記スティック４と密着して固定されるが、接着剤等を
用いて固定していないので、前記第１固定具６、前記第２固定具７および前記ストッパー
８は手で前記スティック４から取り外すことができる。
【００４０】
　前記ベース部材１５，１７に、第１，２帯状部材９，１０を貼り付ける方法について説
明する。例えば、前記第１固定部材１１のベース部材１５に前記第１帯状部材９の上端部
を固定する場合、図５に示すように、接着面を利用してベース部材１５の表面に第１帯状
部材９を順番に貼り付けていく。ここでは、１６本の第１帯状部材１６を用意して前記ベ
ース部材１５に設けられたマーキングを利用して等間隔で順番に貼り付けていく。
【００４１】
　前記第１固定部材１１の場合は、１つのベース部材１５に全ての第１帯状部材９を貼り
付けたら、もう１つのベース部材１５を上から貼り合わせて、２つのベース部材１５で全
ての第１帯状部材９を挟み込んで接着して固定する。これにより、第１帯状部材９の一端
が前記第１固定部材１１に固定される。第２，３固定部材１２，１３の場合は、それぞれ
ベース部材１７に第１，２帯状部材９，１０を貼り付けた後、互いに貼り合わせて、２つ
のベース部材１７で第１帯状部材９の下端部と第２帯状部材１０の上端部を挟み込んで固
定する。第４固定部材１４は第１固定部材１１と同様に２つのベース部材１５によって第
２帯状部材１０の下端部を挟み込んで固定する。前記ベース部材１５，１７を互いに貼り
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合わせる方法は特に接着面を用いるものに限定するものではなく、様々な固定方法を用い
ることが可能である。
【００４２】
　前記第１，２帯状部材９，１０は厚さ１０～１２０μｍであり、材質としては、フィル
ム、あるいは紙、プラスチック等、適度な弾性力を有する材質を用いており、スティック
４の回転によって容易に曲がることで様々な像を表すことができる。また、前記第１，２
帯状部材９，１０の表面にホログラム加工、ミラー加工、蓄光加工、蛍光加工を施したり
、様々な色を組み合わせたりすることで、像を表す際によりより綺麗な視覚効果を与える
ことができる。前記スティック４は直径３ｍｍ～６ｍｍの円形の断面を有しており、プラ
スチック等の材質で形成する。
【００４３】
　また、第１帯状部材９と第２帯状部材１０の長さは、同じ長さとするだけではなく、異
なる長さとすることも可能であり、異なる長さとした場合には、形成される像の大きさが
異なるものとなる。そして、前記第１，２帯状部材９，１０を予め変形させておくことに
よって、形成される像の形状を変更することも可能である。
【００４４】
　このような、図１に示すような前記第１装飾具本体２および前記第２装飾具本体３を前
記スティック４に取り付けたスティック装飾具１は、手でスティック４を回転させること
で前記第１装飾具本体２および前記第２装飾具本体３によって２つの像が同時に形成され
るが、また、前記スティック４の回転を途中で反転させると、像が変化し、様々な形状が
表れる。特に、反転を繰り返すこと、あるいは反転させるタイミングによってより像の形
状は変化に富んだものとなる。
【００４５】
　本発明のスティック装飾具１をさらに発展させた形態として、図２に示すように、前記
スティック４を自動的に回転させる回転装置５を備えたものがある。本実施形態では前記
回転装置５によって前記スティック４を回転させることによって、前記第１装飾具本体２
の第１帯状部材９および前記第２装飾具本体３の第２帯状部材１０を変形させて像を自動
的に形成するものである。前記回転装置５以外は、全て第1の実施形態のスティック装飾
具１をそのまま用いており説明は省略する。
【００４６】
　前記回転装置５は、前記スティック４を回転させるモーター、および前記モーターの作
動を制御する制御部を内蔵する。また、前記モーターの電源として電池を内蔵しており、
前記回転装置５を作動させるスイッチ（図示せず）も設けられている。前記制御部は、前
記モーターの回転を所定の時間で反転させる制御を行う。つまり、前記制御部は前記モー
ターの正回転と逆回転の切換を制御し、さらに、前記モーターの回転速度、および正回転
と逆回転の切換を行う時間の制御も行うことが可能である。切換の時間は例えば５秒とす
るが、この時間は適宜設定可能であり、設定変更するスイッチを設けることもできる。前
記スティック４は前記回転装置５に取り外し可能に固定されているので、スティック４を
手で回すことも可能である。前記電源は電池ではなく外部電源とすることも可能である。
【００４７】
　前記回転装置５を備えたスティック装飾具１の作動方法について説明する。前記回転装
置５のスイッチをＯＮにするとモーターが正回転し、前記スティック４が回転することで
、前記第１，２装飾具本体２，３の第１，２帯状部材９，１０が変形して、上下に繋がっ
た２つの像が表れる。そして、前記回転装置５の制御部によってモーターの回転を反転さ
せて逆回転にする。すると、前記スティック４の回転が逆になる時に、前記第１，２装飾
具本体２，３の第１，２帯状部材９，１０が捻じれたりして、例えば、図９に示すように
、像が変化する。
【００４８】
　上述のように、前記モーターの回転を反転させるたびに、前記第１，２装飾具本体２，
３の像が変化するがこのままでは像の変化はそれほど大きくはならない。また、その像が
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どのような形状になるかも制御は出来ない。そこで、前記回転装置５を作動させる前に、
予め、第１，２装飾具本体２，３のいずれかに捻じりを加えて帯状部材９，１０を変形さ
せておく。例えば、第１装飾具本体２だけに捻じりを加えて第１帯状部材９を変形させた
状態で前記回転装置５を作動させて前記スティック４を回転させる。すると、例えば、図
９（ａ）に示すように、前記第１装飾具本体２は上下に２つの楕円を重ねたような像を形
成し、前記第２装飾具本体３は楕円形の像を形成する。
【００４９】
　そして、前記回転装置５によって前記スティック４の回転を反転させると、前記第１装
飾具本体２に加えられた捻じりが、前記第２固定部材１２および前記第３固定部材１３に
よって、前記第２装飾具本体３へと伝達されて、前記第２装飾具本体３が捻じられて前記
第２帯状部材１０が変形した状態となる。その結果、図９（ｂ）に示すように、前記第１
装飾具本体２によって楕円形の像が形成され、前記第２装飾具本体３は上下に２つの楕円
を重ねたような像を形成する。さらに、前記スティック４を反転させると、前記第２装飾
具本体３の捻じりは前記第１装飾具本体２へと再び伝達される。
【００５０】
　このように前記回転装置５によって前記スティック４の回転を反転させるたびに、前記
第１，２装飾具本体２，３のいずれかに加えられている捻じりは、もう一方の装飾具本体
へと伝達されることとなる。そして、前記第１，２装飾具本体２，３によって形成される
像も大きく変化し、見ている人を楽しませることができる。
【００５１】
　本発明のスティック装飾具１は、回転装置５によってスティック４を回転させることで
自動的に像を表すことができ、また、前記スティック４の回転を反転させることで、第１
，２装飾具本体２，３が形成する像を自動的に変化させることが可能となり、さらに、第
２固定部材１２と第３固定部材１３とを互いに固定することによって、一方の装飾具本体
に捻じりを加えて置くと、スティック４を反転させるたびに、捻じりが他方の装飾具本体
へと伝達されることによって、像の変化をより効果的に行うことが可能となる。
【００５２】
　前記回転装置５の制御部についてさらに詳細に説明する。前記回転装置５は、モーター
の回転によって前記スティック４を回転させるが、前記モーターの回転数を前記回転装置
５に内蔵された前記制御部によって自動的に変更可能とする。例えば、所定の時間が経過
すると、前記モーターの回転数を上げ、さらに所定の時間が経過すると、回転数を下げて
元の回転数にすることができる。このような回転数の変化により、スティック４の回転数
も自動的に変更され、前記前記第１，２装飾具本体２，３によって形成される像が変化す
る。前記制御部による回転数の制御は、様々な方法が可能であり、回転数、回転時間をス
イッチなどにより変更可能とすることもできる、
【００５３】
　前記制御部は、前記モーターの正回転と逆回転の切換についても制御するが、切換時間
の制御も行い、所定の時間で切り替えるように予めプログラムすること、さらに、スイッ
チなどで切換時間を変更可能とすることもできる。さらに、前記モーターの回転数の変更
と、正回転と逆回転の切換時間を組み合わせて制御することも可能である。
【００５４】
　前記モーターの回転数と、正回転と逆回転の切換動作を、図２０に示すように、リモコ
ン３６によって操作することも可能である。前記リモコン３６のボタンを操作することで
、回転数の上げ下げ、正回転と逆回転の切換え、さら、前記回転装置５のＯＮ／ＯＦＦを
行うことができる。図２０に示すリモコン３６は、３つのボタン３７，３８，３９が設け
られており、ボタン３７によって前記回転装置５のＯＮ／ＯＦＦを操作し、ボタン３８に
よって回転数の上げ下げを操作し、前記ボタン３９によってモーターの正回転と逆回転の
切換を行う。
【００５５】
　前記ボタン３８は左右に押す操作で、モーターの回転数を変更する。例えば、前記ボタ
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ン３８を左に押すと回転数が上がり、右に押すと回転数が下がる。そして、前記ボタン３
９を左右に押す操作で、正回転と逆回転の切換を行う。例えば、記ボタン３９を右に押す
と正回転となり、左に押すと逆回転となる。このようなリモコンによる操作方法は特に限
定するものではなく、様々な形態が可能である。このようなリモコンを用いることにより
、離れた場所からでも前記回転装置５を操作することが可能となり、より簡単に操作する
ことができるようになる。
【００５６】
　前記スティック４は、前記回転装置５に着脱可能に固定されている。これにより、ステ
ィック装飾具１を交換することも可能であり、また、手動で前記スティック装飾具１を回
転させることも可能である。前記スティック４の固定方法としては、図２１に示すように
、前記回転装置５の軸４７の中央の開口に前記スティック４を挿入し、２つの止めネジ４
８を締め付けて前記スティック４を両側から固定する方法を用いる。このようなスティッ
ク４の固定方法は特に限定するものではなく、前記スティック４が着脱可能であれば他の
固定方法を用いることも可能である。
【００５７】
　次に、第２の実施形態のスティック装飾具１’について説明する。第２の実施形態のス
ティック装飾具１’は、第１の実施形態のスティック装飾具１の第２固定部材１２と前記
第３固定部材１３とを互いに固定せずに、別々に構成したものであり、回転装置５も備え
ている。そのため、第２の実施形態のスティック装飾具１’において、前記第１の実施形
態のスティック装飾具１と同じ部材については同じ符号を用いて説明し、詳細な説明は省
略する。
【００５８】
　第２の実施形態のスティック装飾具１’は、図１０に示すように、第１装飾具本体２’
、第２装飾具本体３’、スティック４、および回転装置５から構成され、前記回転装置５
によって前記スティック４を回転させることによって、前記第１装飾具本体２’の第１帯
状部材９および前記第２装飾具本体３の第２帯状部材１０を変形させて像を自動的に形成
するものである。
【００５９】
　前記第１装飾具本体２’は、第１固定部材１１と、前記第１固定部材１１の下方で前記
スティック４に回転可能に取り付けられる第２固定部材１２’と、一端が前記第１固定部
材１１に固定され、他端が前記第２固定部材１２’に固定された複数の第１帯状部材１０
とからなる。前記第１固定部材１１は、前記スティック４に取り外し可能に固定された第
１固定具６と第２固定具７で上下に挟まれて前記スティック４に固定されている。
【００６０】
　前記固定部材１１はベース部材１５を２枚貼り合わせたものであり、前記第２固定部材
１２’はベース部材１７を２枚貼り合わせたものである。前記第１固定部材１１による前
記第1帯状部材９の固定は、２枚のベース部材１５によって前記第１帯状部材９の上端部
を挟み込んで貼り合わせて行う。そして、前記第２固定部材１２’による前記第１帯状部
材９の固定は、第１の実施形態とは異なり、図１１に示すように、２枚のベース部材１７
によって前記第１帯状部材９の下端部を挟み込んで貼り合わせて行う。
【００６１】
　前記第２装飾具本体３’は、前記スティック４に回転可能に取り付けられる第３固定部
材１３’と、前記第３固定部材１３’の下方で前記スティック４に取り付けられる第４固
定部材１４と、上端部が前記第３固定部材１３’に固定され、下端部が前記第４固定部材
１４に固定された曲げ可能な複数の第２帯状部材１０とからなる。
【００６２】
　前記第３固定部材１３’は前記ベース部材１７を２枚貼り合わせたものであり、前記第
４固定部材１４は前記ベース部材１５を２枚貼り合わせたものである。前記第３固定部材
１３’による前記第２帯状部材１０の固定は、第１の実施形態とは異なり、図１２に示す
ように、２枚のベース部材１７によって前記第２帯状部材１０の上端部を挟み込んで貼り
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合わせて行う。そして、前記第４固定部材１４による前記第２帯状部材１０の固定は、２
枚のベース部材１５によって前記第２帯状部材１０の下端部を挟み込んで貼り合わせて行
う。前記ベース部材１５，１７に、第１，２帯状部材９，１０を貼り付ける方法は第１の
実施形態と同じであるので詳細な説明は省略する。
【００６３】
　上述の様な第１装飾具本体２’と前記第２装飾具本体３’をスティック４に上下に配置
する。この時、前記第１装飾具本体２’の第１固定部材１１は上下に配置された第１固定
具６と第２固定具７によってスティック４に取り外し可能に固定されており、前記第３固
定部材１３’は、前記第３固定部材１３’の下側に前記スティック４に取り付けられたス
トッパー８によって保持されている。これにより、前記第３固定部材１３は下側への移動
が阻止される。そして、図１３に示すように、前記第３固定部材１３’の上に前記第２固
定部材１２’が載った状態となっている。ただし、本実施形態では前記第２固定部材１２
’と前記第３固定部材１３’とは互いに固定されていない。前記第４固定部材１４は、前
記第４固定部材１４の上下に前記スティック４に取り付けられたストッパー８によって固
定されている。これにより、前記第４固定部材１４はスティック４に固定される。前記ス
トッパー８の個数および配置箇所は適宜変更可能である
【００６４】
　前記スティック装飾具１’は上述の様に前記第１装飾具本体２’と前記第２装飾具本体
３’が取り付けられた前記スティック４を前記回転装置５によって保持し回転させる。前
記回転装置５の構造は第１の実施形態と同じである。
【００６５】
　第２の実施形態のスティック装飾具１’の作動方法について説明する。スイッチをＯＮ
にするとモーターが正回転し、前記スティック４が回転することで、前記第１，２装飾具
本体２’，３’の第１，２帯状部材９，１０が変形して、上下に２つの像が表れる。そし
て、前記回転装置５の制御部によってモーターの回転を反転させて逆回転にする。すると
、前記スティック４の回転が逆になる時に、前記第１，２装飾具本体２’，３’の第１，
２帯状部材９，１０が捻じれたり変形して、像が変化する。
【００６６】
　前記第２固定部材１２’と前記第３固定部材１３’とは互いに固定されていないので別
々に動くが、前記第２固定部材１２’が前記第３固定部材１３’の上に載っていするので
場合によっては摩擦力等によって共に回転する場合もある。前記ストッパー８を下方に移
動させていくと、前記第２固定部材１２’と前記第３固定部材１３’とを上下に間隔を開
けることができる。この場合は、前記第２固定部材１２’と前記第３固定部材１３’とが
互いに作用することはほとんどなく、前記第１装飾具本体２’と前記第２装飾具本体３’
はほぼ別々に回転して像を形成する。
【００６７】
　しかしながら、上述の様な前記第２固定部材１２’と前記第３固定部材１３’とが上下
にはなれた状態から前記ストッパー８を上方に移動させて、前記第３固定部材１３’を前
記第２固定部材１２’と接触させ、さらに、前記第３固定部材１３’で前記第２固定部材
１２’を押し上げてやると、前記第２固定部材１２’が前記第３固定部材１３’に保持さ
れた状態となる。このような状態で、前記回転装置５によって前記スティック４を回転さ
せ、さらに反転させると、例えば、第１装飾具本体２’だけに捻じりを加えて第１帯状部
材９を変形させていると、その捻じりは前記第２固定部材１２’および前記第３固定部材
１３’によって、前記第２装飾具本体３’へと伝達されて、前記第２装飾具本体３’が捻
じられて前記第２帯状部材１０が変形した状態となる場合もある。しかしながら、前記第
２固定部材１２’と前記第３固定部材１３’は互いに固定されていないので、捻じりが伝
達されない場合もある。
【００６８】
　前記ストッパー８を更に上方に移動させると、前記第１帯状部材９の下側部分が前記第
２固定部材１２’よりも下方へと垂れ下がった状態となり、前記第２帯状部材１０の上側
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部分と接する状態となる。このような状態になると、前記第１帯状部材９と前記第２帯状
部材１０が接触することによって、一方の装飾具本体２’，３’に加えられた捻じりが他
方の装飾具本体２’，３’へと伝達され易くなる。
【００６９】
　このように、第２の実施形態のスティック装飾具１’は、ストッパー８を移動させるこ
とで、第１装飾具本体２’および第２装飾具本体３’によって形成される像を変えること
が可能となる。
【００７０】
　次に、第３の実施形態のスティック装飾具２０について説明する。第３の実施形態のス
ティック装飾具２０は、第３装飾具本体２３を用いたものであり、さらに、第３装飾具本
体２３の第３帯状部材２４に捻じりを加えたものである。本実施形態について図面を用い
て詳細に説明する。
【００７１】
　前記スティック装飾具２０は、第１の実施形態のスティック装飾具１と同じ構造の第１
装飾具本体２、第２装飾具本体３およびスティック４を用いたものであり、図１４に示す
ように、前記第２装飾具本体３内に前記第３装飾具本体２３を配置したものである。よっ
て、第１装飾具本体２、第２装飾具本体３およびスティック４に関する詳細な説明は省略
し、ここでは第３装飾具本体２３を中心に説明する。
【００７２】
　前記第３装飾具本体２３は、図１５に示すように、前記スティック４に取り付けられる
第５固定部材２５と、前記第５固定部材２５の下方で前記スティック４に回転可能に取り
付けられる第６固定部材２６と、上端部が前記第５固定部材２５に固定され、下端部が前
記第６固定部材２６に固定された曲げ可能な複数の第３帯状部材２４とからなる。前記第
５固定部材２５は前記第１固定部材１１と同様に、貫通孔１６が設けられた略円形のベー
ス部材１５を２枚貼り合わせたものであり、前記第６固定部材２６は前記第２，３固定部
材１２，１３に用いられているベース部材１７を２枚貼り合わせたものを用いる。
【００７３】
　前記第３帯状部材２４は、前記第１，２帯状部材９，１０と同じ材質を用いるが、前記
第３装飾具本体２３を前記第２装飾具本体３内に配置するために、長さは前記帯状部材１
０の半分以下とする。さらに、前記第３帯状部材２４の両端を、前記第５固定部材２５と
前記第６固定部材２６に固定する際には、例えば、前記第５固定部材１５に一端を固定し
た後、前記第３帯状部材２４に半回転の捻じりを加えた状態で前記第６固定部材２６に他
端を固定する。この際に、全ての前記第３帯状部材２４を同一方向に捻じりを加えておく
。前記第３帯状部材２４を前記第５固定部材２５と前記第６固定部材２６に固定する方法
は、前記第１，２帯状部材９，１０と同様の方法を用いる。
【００７４】
　このように全ての第３帯状部材２４に捻じりを加えた第３装飾具本体２３は、前記第３
帯状部材２４として弾性力を有する材質を用いているためにその捻じれを解消しようとす
る力が生じることによって、図１５に示すように、前記スティック４を回転させていなく
ても前記第３装飾具本体２３全体が捻じられた状態へと変形する。このような状態の前記
第３装飾具本体２３を回転させるとさらなる変形が生じ、様々な像を表すことができる。
【００７５】
　前記第３装飾具本体２３を前記スティック４に配置する際には、前記第２装飾具本体２
の第３固定部材１３と第４固定部材１４の間に、前記第５固定部材２５と前記第６固定部
材２６が位置するように配置する。これにより、前記第２装飾具本体２の中に前記第３装
飾具本体２３が位置するようになる。また、この時、前記第３装飾具本体２３の前記第５
固定部材２５は前記スティック４に固定し、前記第６固定部材２６は前記スティック４に
回転可能に配置する。前記第５固定部材２５の固定方法は、第１の実施形態のスティック
装飾具１に用いているストッパー８を前記第５固定部材２５の下に配置する方法、前記ス
トッパー８を前記第５固定部材２５の上下に配置する方法、あるいは、前記第５固定部材
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２５の貫通孔を小さくしておき前記スティック４を嵌め込むことで固定する。
【００７６】
　そして、前記第５固定部材２５の上には、前記第３固定部材１３が位置するが、前記第
３固定部材１３は前記第５固定部材２５の上に載っているだけであるので、回転は可能で
あり、また、前記スティック４に沿って上方には移動可能な状態である。また、前記第３
固定部材１３は前記第２固定部材１２と一体となっているので、前記第２固定部材１２も
前記第３固定部材１３と共に、回転可能で、かつ、前記スティック４に沿って上方に移動
可能な状態となっている。
【００７７】
　前記第６固定部材２６と前記第４固定部材１４との間は、前記第４固定部材１４の下方
に配置したストッパー８によって適宜変更可能である。図１５に示すように、前記第３固
定部材１３と前記第４固定部材１４とのほぼ中間に前記第６固定部材２６が位置するよう
に、前記第４固定部材１４を配置しているが、前記ストッパー８を上へと移動させて前記
第４固定部材１４を前記第６固定部材２６と接するように配置することも可能である。
【００７８】
　このように、前記スティック４に３つの装飾具本体を取り付けたスティック装飾具２０
は、前記スティック４を回転させることによって３つの像が形成され、より像の変化を楽
しめるものとなる。また、他の実施形態と同様に、回転装置５を用いて自動的に回転させ
ることも可能である。
【００７９】
　前記第３装飾具本体２３は、前記第２装飾具本体３内ではなく前記第１装飾後本体２内
に配置することも可能であり、このような変更は利用者が行うこともできる。また、前記
第３装飾具本体２３を前記第１装飾具本体２および前記第２装飾具本体３内の両方に配置
し、４つの像を表すものとすることも可能である。
【００８０】
　そして、前記第３装飾具本体２３の第３帯状部材２４に加えた捻じりを、第１装飾具本
体２の第１帯状部材９、第２装飾具本体３の帯状部材１０に加えることも可能である。さ
らに、第１の実施形態のスティック装飾具１および第２の実施形態のスティック装飾具１
’においても帯状部材に捻じりを加えることは可能であり、第１の実施形態のスティック
装飾具１の帯状部材９，１０に捻じりを加えたものが図１７に示すものである。
【００８１】
　第３の実施形態のスティック装飾２０の変形例であるスティック装飾具２０’について
説明する。前記スティック装飾具２０’は、図１８に示すように、第１装飾具本体２、第
２装飾具本体３、前記第２装飾具本体３内に配置された第３装飾具本体２３’、およびス
ティック４から構成される。前記第３装飾具本体２３'は、前記スティック４に回転可能
に取り付けられる第５固定部材２５’と、前記第５固定部材２５’の下方で前記スティッ
ク４に固定される第６固定部材２６’と、上端部が前記第５固定部材２５’に固定され、
下端部が前記第６固定部材２６’に固定された曲げ可能な複数の第３帯状部材２４とから
なる。
【００８２】
　前記第５固定部材２５’は、貫通孔１６が設けられた略円形のベース部材１７を２枚貼
り合わせたものであり、前記第６固定部材２６は’略円形のベース部材１５を２枚貼り合
わせたものを用いる。そして、前記第３帯状部材２４は、前記第３装飾具本体２３の時と
同様に、半回転の捻じりを加えた状態で両端を前記第５固定部材２５’と前記第６固定部
材２６’に固定されている。
【００８３】
　このような構造の前記第３装飾具本体２３’を前記スティック４に配置する際に、前記
第５固定部材２５'は、前記スティック４に対して回転可能に配置し、前記第６固定部材
２６’は、前記スティック４に対して回転しないように固定された状態とする。前記固定
部材２５’は、前記ベース部材１７の中央に設けられた貫通孔１８に前記スティック４が
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挿入されるが、この時、前記貫通孔１８の直径の大きさは、前記スティック４の直径より
も大きいことにより、前記固定部材２５’は回転可能な状態となり、さらに、上下動も可
能な状態で、前記スティック４に取り付けられる。
【００８４】
　前記第６固定部材２６’は、前記ベース部材１５の中央に設けられた貫通孔１６に前記
スティック４が挿入されるが、この時、前記貫通孔１６の直径を、前記スティック４の直
径とほぼ同じあるは少し小さくして前記スティック４を嵌め込むようにすることで、前記
固定部材２６’は前記スティック４に固定された状態となる。しかしながら、このような
状態で固定されている前記固定部材２６’に力を加えればり、上下に移動させることは可
能ではある。前記スティック装飾具２０’は、このようにして、前記第３装飾具本体２３
’が前記スティック４に配置されている。
【００８５】
　次に、前記第３装飾具本体２３’と、前記第１装飾具本体２および前記第２装飾具本体
３との関係について説明する。前記第３装飾具本体２３’は、前記第２装飾具本体３内に
配置されているが、この時、前記第３装飾具本体２３’の前記第５固定部材２５’の上に
前記第２装飾具本体３の第３固定部材１３が位置し、さらに、前記第３固定部材１３の上
に前記第１装飾具本体２の第２固定部材１２が位置している。前記第２固定部材１２と前
記第３固定部材１３は互いに固定されているが、前記第５固定具２５’と前記第３固定具
１３は互いに固定されておらず、かつ、前記第２固定部材１２、前記第３固定部材１３お
よび前記第５固定部材２５’は、前記スティック４に回転可能に取り付けられており、そ
のため、上下動も可能となっている。
【００８６】
　このような配置によって、スティック装飾具２０’は、前記第１装飾具本体２が、上端
は固定され下端は回転及び上下動が可能となり、前記第２装飾具本体３が、上端および下
端が回転及び上下動が可能となり、そして、前記第３装飾具本体２３’が、下端が固定さ
れて上端が回転及び上下動が可能となる。
【００８７】
　このようなスティック装飾具２０’を回転させると、図９（ｂ）に示すような像が表出
され、前記第３装飾具本体２３’が、前記第２装飾具本体２内で浮いた状態で回転するよ
うになる。このような動作は、前記スティック装飾具２０’を回転、そして反転を繰り返
す間に生じる１つの動作であり、絶えずこのような状態となるわけではない。しかしなが
ら、先に説明したスティック装飾具２０の場合は、前記第３装飾具本体２３が上端が固定
され、下端が回転及び上下動が可能な構造であるために、図９（ａ）に示すような像を表
出するのと比較すると、より、多様な形態に変化させることが可能になることがわかる。
【００８８】
　前記スティック装飾具２０’は、前記スティック装飾具２０とは一部が異なるだけであ
る。よって、前記スティック装飾具２０の第３装飾具本体２３を取り外して上下を入れ替
えてスティック４には配置することで、簡単に前記スティック装飾具２０を前記スティッ
ク装飾具２０’の形態に変更することができる。よって、本発明のスティック装飾具は、
利用者が簡単に別の形態に変更することも可能である。
【００８９】
　次に、第４の実施形態のスティック装飾具３０について説明する。第４の実施形態のス
ティック装飾具３０は、図１６に示すように、水平方向に配置したスティック４の両端を
回転装置３５によって保持し、そして回転させるものである。
【００９０】
　本実施形態のスティック装飾具３０は、水平方向に配置されたスティック４、前記ステ
ィック４に左右に配置された第１装飾具本体２および第２装飾具本体３、および前記ステ
ィック４の両端を保持し、回転させる回転装置３５から構成される。前記第１装飾具本体
２および前記第２装飾具本体３の基本的な構造は、第１の実施形態のスティック装飾具１
とほぼ同じ構造であるので、詳細な説明は省略する。
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【００９１】
　前記回転装置３５は、前記スティック４の一方の端部（他の形態で言うところの先端）
を保持する保持部３３と、前記スティック４の他方の端部（他の形態で言うところの下端
）を保持し、前記スティック４を回転保持部３４とを有し、前記回転保持部３７内には前
記スティック４を回転させるモーター等が内蔵される。
【００９２】
　さらに、前記回転装置３５は前記モーターの作動を制御する制御部、および、前記モー
ターの電源として電池を内蔵しており、前記回転装置３５を作動させるスイッチ（図示せ
ず）も設けられている。前記制御部は、前記モーターの回転を所定の時間で反転させる制
御を行う。つまり、前記制御部は前記モーターの正回転と逆回転の切換を制御し、さらに
、前記モーターの回転速度、および正回転と逆回転の切換を行う時間の制御も行うことが
可能である。
【００９３】
　第４の実施形態のスティック装飾具３１は、スティック４の向きを水平方向にすること
により、表れる像の向きが他の実施形態とは異なるものとなるので、見る人に新たな印象
を与えることが可能となる。本実施形態において、第３の実施形態の様な第３装飾具本体
を設けることも可能である。また、帯状部材に捻じりを加えることも可能である。
【００９４】
　本発明のスティック装飾具は、これまで説明してきたように、２つの装飾具本体を上下
に配置すること、また、第３装飾具本体を配置すること、帯状部材に捻じりを加えること
によって様々な形態を実現し、従来よりも複雑で、様々な像を表すことが可能となり、見
る人をより楽しませることができる。
【００９５】
　次に、第５の実施形態のスティック装飾具４０について説明する。第５の実施形態のス
ティック装飾具４０は、第３の実施形態のスティック装飾具２０において、第２装飾具本
体３の下に、もう１つの第２装飾具本体３を設けたものである。本実施形態について図面
を用いて説明する。
【００９６】
　前記スティック装飾具４０は、第３の実施形態のスティック装飾具２０と同じ構造の第
１装飾具本体２、第２装飾具本体３およびスティック４を用いたものであり、図　２２に
示すように、前記第２装飾具本体３の下にもう１つの前記第２装飾具本体３を配置し、ス
ティック装飾具を３段に配置したものである。１つの目の第２装飾具本体３の中には、第
３装飾具本体２３が配置されている。
【００９７】
　２つの第２装飾具本体３は、別々に回転可能に配置する場合と、互いに固定されて配置
する場合の両方が可能である。また、２つ目の第２装飾具本体３の中にもう１つの第３装
飾具本体２３を配置することも可能である。このように、装飾具本体の数を増やして３段
に配置することで、スティック４を回転させ時に生じる像はより多様なものとなる。そし
て、さらにスティック装飾具の数を増やして、４段、５段の配置とすることも可能である
。
【００９８】
　次に、第６の実施形態のスティック装飾具４１について説明する。第６の実施形態のス
ティック装飾具４１は、ＬＥＤを用いて光による装飾効果をもたらすものである。前記ス
ティック装飾具本体４１は、第１の実施形態のスティック装飾具１にＬＥＤを用いた照明
を設けたものであり、図２３に示すように、前記スティック装飾具本体１の第２固定具７
の代わりにＬＥＤ４３を内蔵した第２固定具４２を用い、第１固定具６の代わりにスイッ
チ４５を内蔵した第１固定具４４を用いたものである。
【００９９】
　前記スティック装飾具４１は、第１装飾具本体２を固定する前記第２固定具４２および
前記第１固定具４４以外の部材、第１装飾具本体２、第２装飾具本体３、およびスティッ
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ク４等は、前記第１スティック装飾具１と同じものを用いるので、これらの部材について
は詳細な説明は省略し、前記第２固定具４２および前記第１固定具４４を中心に詳しく説
明する。
【０１００】
　図２４に示すように、前記第２固定具４２は、前記ＬＥＤ４３を、下方を照らすように
内蔵しており、前記ＬＥＤ４３をレンズ４９で覆う構造を用いている。前記ＬＥＤ４３の
光はレンズ４９によって拡散される。そして、前記第１固定具４４は前記ＬＥＤ４３をＯ
Ｎ／ＯＦＦするスイッチ４５を内蔵するとともに、前記ＬＥＤ４３の電源である電池４６
を内蔵しており、前記ＬＥＤ４３、前記スイッチ４５、および前記電池４６は電気的に接
続されている。
【０１０１】
　前記ＬＥＤ４３からの光は前記レンズ４９によって拡散され、前記第１装飾具本体２を
内側から照らすものである。前記第１装飾具本体２の第１帯状部材９をＬＥＤ４３からの
光が照らした時に、前記第１帯状部材９の表面にホログラム加工、ミラー加工等を施して
いると、光が反射することで、さらなる視覚効果を生じる。前記第１装飾具本体２は回転
した時に、前記第１帯状部材９が変形することから、前記ＬＥＤ４３からの光が当たる角
度も変化することから、より複雑な視覚効果を生じることができる。
【０１０２】
　前記ＬＥＤ４３の配置および前記スイッチ４５の形態は、特に限定するものではなく、
例えば、複数のＬＥＤを配置すること、また、前記第１固定具４４自体を回転させてスイ
ッチとして機能させることも可能である。
【符号の説明】
【０１０３】
　　１，１’　スティック装飾具
　　２，２’　第１装飾具本体
　　３，３’　第２装飾具本体
　　４　　　　スティック
　　５　　　　回転装置
　　６　　　　第１固定具
　　７　　　　第２固定具
　　８　　　　ストッパー
　　９　　　　第１帯状部材
　　１０　　　第２帯状部材
　　１１　　　第１固定部材
　　１２　　　第２固定部材
　　１３　　　第３固定部材
　　１４　　　第４固定部材
　　１５　　　ベース部材
　　１６　　　貫通孔
　　１７　　　ベース部材
　　１８　　　貫通孔
　　２０，２０’　スティック装飾具
　　２３，２３’　第３装飾具本体
　　２４　　　第３帯状部材
　　２５，２５’　第５固定部材
　　２６，２６’　第６固定部材
　　３０　　　スティック装飾具
　　３３　　　保持部
　　３４　　　回転保持部
　　３５　　　回転装置
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　　３６　　　リモコン
　　３７　　　ボタン
　　３８　　　ボタン
　　３９　　　ボタン
　　４０　　　スティック装飾具
　　４１　　　スティック装飾具
　　４２　　　第２固定具
　　４３　　　ＬＥＤ
　　４４　　　第１固定具
　　４５　　　スイッチ
　　４６　　　電池
　　４７　　　軸
　　４８　　　止めネジ
　　４９　　　レンズ
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