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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボディと、前記ボディに設けられたケースと、前記ケースの内部において移動及び回転
可能に設けられ、滑り防止部を有するホルダーと、前記ホルダーに設けられ、前面と後面
とが異なる極性を持った磁石と、を有する玩具組立用ブロックであって、
　前記ケースは、ケースボディと前記ケースボディの前面を覆うケース板とからなる第１
ケースと、前記第１ケースに結合される第２ケースと、から構成され、
　前記ケース板は、中心部に穴が形成され、
　前記ケースボディは、その終端に第１開口と第２開口、および第１係止突起と第２係止
突起が形成され、
　前記第２ケースは、前面に前記第１係止突起に係合される第１係止溝と前記第２係止突
起に係合される第２係止溝とが掘られて形成され、外周面に前記第１開口に嵌められる第
１装着突起と前記第２開口に嵌められる第２装着突起とが形成されたことを特徴とする玩
具組立用ブロック。
【請求項２】
　ボディと、前記ボディに設けられたケースと、前記ケースの内部において移動及び回転
可能に設けられ、滑り防止部を有するホルダーと、前記ホルダーに設けられ、前面と後面
とが異なる極性を持った磁石と、を有する玩具組立用ブロックであって、
　前記ケースは、ケースボディと前記ケースボディの前面を覆うケース板とからなる第１
ケースと、前記第１ケースに結合される第２ケースと、から構成され、



(2) JP 5113205 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

　前記ホルダーは、ホルダーボディと、前記ホルダーボディの外周面に突出した第１軸及
び第２軸とから構成されて、前記ホルダーボディは、中心部に前記磁石が設置される穴が
形成され、前記第１軸と前記第２軸は、共にその終端がそれぞれラウンド処理され、
　前記第１ケースは、前記ケース板の後面と前記ケースボディの内周面とに跨って、第１
長溝の前方部分を形成する２つの第１前方突起と、前記第１前方突起と向い合う側に第２
長溝の前方部分を形成する２つの第２前方突起とが形成され、さらに前記ケース板の後面
に、前記２つの第１前方突起の間に位置して前記第１軸が挿入される第１軸溝と、前記第
１軸溝と向い合う側に前記２つの第２前方突起の間に位置して前記第２軸が挿入される第
２軸溝が掘られて形成され、
　前記第２ケースは、その後面に、前記第１長溝の後方部分を形成する第１後方突起と、
前記第１後方突起と向い合う側に前記第２長溝の後方部分を形成する第２後方突起と、が
形成されたことを特徴とする玩具組立用ブロック。
 
【請求項３】
　前記ボディは、木材で作製されていることを特徴とする請求項１または２に記載の玩具
組立用ブロック。
【請求項４】
　前記ケース板の前面には、２つの基準点が示され、前記２つの基準点を結ぶ水平線と前
記ホルダーが回転する中心線とが直角になるとともに、前記水平線が前記ケース板の中心
点を通ることを特徴とする請求項１又は２に記載の玩具組立用ブロック。
【請求項５】
　前記滑り防止部は、前記ホルダーボディの前面に形成された第１歯と、前記ホルダーボ
ディの後面に形成された第２歯とからなり、前記第１歯と前記第２歯とは、ピッチ（ｐｉ
ｔｃｈ）と深さ（ｄｅｐｔｈ）とが同じであり、かつ位相差が１８０゜であることを特徴
とする請求項２に記載の玩具組立用ブロック。
【請求項６】
　前記磁石の前面が前記第１歯の中間深さに位置し、前記磁石の後面が前記第２歯の中間
深さに位置することを特徴とする請求項５に記載の玩具組立用ブロック。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、玩具組立用ブロックに関し、より詳細には使用者が所望する多様な玩具（自
動車、飛行機、汽車、村、城、船など）を簡単に組み立てることのできる玩具組立用ブロ
ックに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ブロックにある突起を他方のブロックにある溝に嵌め込んで組み立てていく玩具組立用
ブロックが知られており、例えば、レゴ（ＬＥＧＯ）社からの提案〔例えば、特許文献１
参照〕および市販製品がある。
【０００３】
　この変形として、ブロックに磁石を設け、ブロックとブロックを磁石により結合して組
み立てていく玩具組立用ブロックが、本発明の出願人による登録特許で開示されている〔
特許文献２参照〕）。この玩具組立用ブロックでは、磁石を回転可能にしておき、ブロッ
クを組立てるとき、一方のブロックの磁石ともう一方のブロックの磁石が互いに同じ極性
であると、磁石の斥力により一方が回転して、これにより二つのブロックにある磁石が互
いに異なる極性となり、ブロック同士が結合できるようになる。
【０００４】
　しかし、この玩具組立用ブロックは、磁石が装着された磁石装着部の軸が、ボディの内
部に掘られた溝に挿入された状態で回転するので、軸と溝との間にある狭い隙間に異物が
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挟まると、磁石が円滑に回転できなくなるという問題がある。また、この玩具組立用ブロ
ックでは、ブロック結合面に突起と溝が形成され、一方の突起を他方の溝に挿入するよう
にされている。これにより、ブロック同士が摺動しないように結合される。しかしながら
、突起と溝とが玩具組立用ブロック結合面にあることから、突起と溝、特に突起部分が破
損しやすい。また、突起によって使用者が怪我をすることが危惧される。
【０００５】
　このようなブロックまたはピースを組み立てる玩具については、例えば、平板状のブロ
ック部材とジョイント部材を連結して立体形状を組み立てる組立ブロック玩具〔特許文献
３〕、円筒形の凸部とこれを嵌め込むことできる凹部を有したブロックを組立てるブロッ
ク玩具〔特許文献４〕、２つのブロックを角度を変えて連結でき、多様な形状の玩具や実
用的物体を組み立てることができるブロック玩具〔特許文献５〕、自在に折り曲げて変形
出来る棒と、ブロックを組み合わせて組み立てできる組み立て構成玩具〔特許文献６〕な
ど多くの提案がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００２－５０００５２号公報
【特許文献２】韓国特許１０－０６９５２９３号明細書
【特許文献３】特開２００９－３９１８１号公報
【特許文献４】特開２００５－３４２１６６号公報
【特許文献５】特開２００３－１２６５６６号公報
【特許文献６】実開平０６－３４００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、結合面の磁石の極性を考えることなく組立てることができ、互いに摺
動、離脱しないように結合させることができ、取り扱いし易い玩具組立用ブロック〔以降
、断りない限り単に「ブロック」と記す。〕を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の玩具組立用ブロックは、ボディと、ボディに設けられたケースと、ケースの内
部において移動及び回転可能に設けられ、滑り防止部を有するホルダーと、ホルダーに設
けられ、前面と後面とが異なる極性を持った磁石と、から構成され、
　ケースは、ケースボディとケースボディの前面を覆うケース板とからなる第１ケースと
、第１ケースに結合される第２ケースと、から構成され、
　ケース板は、中心部に穴が形成され、ケースボディは、その終端に第１開口と第２開口
、および第１係止突起と第２係止突起が形成され、第２ケースは、前面に第１係止突起に
係合される第１係止溝と第２係止突起に係合される第２係止溝とが掘られて形成され、外
周面に第１開口に嵌められる第１装着突起と第２開口に嵌められる第２装着突起とが形成
されていることを特徴とする。
 
【０００９】
　また、本発明の玩具組立用ブロックは、ボディと、ボディに設けられたケースと、ケー
スの内部において移動及び回転可能に設けられ、滑り防止部を有するホルダーと、ホルダ
ーに設けられ、前面と後面とが異なる極性を持った磁石と、から構成され、
　ケースは、ケースボディとケースボディの前面を覆うケース板とからなる第１ケースと
、第１ケースに結合される第２ケースと、から構成され、
　ホルダーは、ホルダーボディと、ホルダーボディの外周面に突出した第１軸及び第２軸
とから構成されて、ホルダーボディは、中心部に磁石が設置される穴が形成され、第１軸
と第２軸は、共にその終端がそれぞれラウンド処理され、
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　第１ケースは、ケース板の後面とケースボディの内周面とに跨って、第１長溝の前方部
分を形成する２つの第１前方突起と、第１前方突起と向い合う側に第２長溝の前方部分を
形成する２つの第２前方突起とが形成され、さらにケース板の後面に、２つの第１前方突
起の間に位置して第１軸が挿入される第１軸溝と、第１軸溝と向い合う側に２つの第２前
方突起の間に位置して第２軸が挿入される第２軸溝が掘られて形成され、
　第２ケースは、その後面に、第１長溝の後方部分を形成する第１後方突起と、第１後方
突起と向い合う側に第２長溝の後方部分を形成する第２後方突起と、が形成されたことを
特徴とする。
 
【００１０】
　ボディは、木材で作製されていることが好ましい。
 
【００１１】
　ケース板の前面には、２つの基準点が示され、２つの基準点を結ぶ水平線とホルダーが
回転する中心線とが直角になるとともに、水平線がケース板の中心点を通るようにする。
【００１４】
　滑り防止部は、ホルダーボディの前面に形成された第１歯と、ホルダーボディの後面に
形成された第２歯とからなり、第１歯と第２歯はピッチと深さが同じであり、かつ位相差
が１８０゜であるのがよい。
【００１５】
　磁石は、前面が第１歯の中間深さに位置し、後面が第２歯の中間深さに位置するように
する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のブロックによれば、磁石が設けられたホルダーがケースの内部において回転す
ることで、結合面側の磁石の極性を考えずにいずれのブロックを用いても結合させ、組立
てることができる。また、ホルダーの軸が長溝内において回転することで、軸と長溝との
間が広くして軸と長溝との間に異物が挟まり難くすることができ、磁石の回転が損なわれ
ることがない。
【００１７】
　また、ブロック間が必要以上に摺動しないようにする滑り防止部が、ボディでなく、ホ
ルダーに設けており、ブロックを扱い易くすることができるとともに、ボディの材質に関
係しなくなりブロックの製作が容易になる。また、滑り防止部の破損が防止でき、使用者
が怪我をすることも防止できる利点もある
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係るブロックにより組み立てられた玩具自転車を示す図で
ある。
【図２】本発明のブロックの例を示す図である。
【図３】図２の（ｄ）に示したブロックの分解斜視図である。
【図４】図３に示した第１ケースの背面図である。
【図５】図４のＩＶ－ＩＶ線で切断しての斜視図である。
【図６】図３に示した第２ケースの平面図である。
【図７】図３に示した第２ケースの斜視図である。
【図８】図３に示したホルダーの斜視図である。
【図９】図３に示したホルダーがケースの内部において移動及び回転する状態を示す図で
ある。
【図１０】図３に示したホルダーと磁石とが結合された図である。
【図１１】第１ブロックの結合面と第２ブロックの結合面とが当接した部分を拡大して示
す図である。
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【図１２】第１ブロックと第２ブロックとを結合すれば繋がる絵が、第１ブロックと第２
ブロックとに各々描かれた図である。
【図１３】第１ブロックと第２ブロックとを結合する順序を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付の図面を参照して、本発明に係るブロックを実施形態を例に挙げて詳細に説
明する。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態に係るブロックにより組み立てられた玩具自転車を示す図
である。図２は、ブロックの例を示す図である。図２の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）
に示したブロック６、７、８、１０のいずれにも結合面２１に磁石５０を有しており、ブ
ロックの磁石５０を、他のブロックの磁石５０を結合させて、図１に示すような玩具自転
車５に組み立てていくことができる。もちろん、玩具自転車５はあくまで一例であって、
使用者の好みで種々の形体に組み立てることもできる。
【００２１】
　図２には、ブロックの形状を例示したが、ここに示した以外に任意な形状にすることが
できる。ここに示した（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）のブロックは、ボディ形状のみが
異なっているので、説明の都合上（ｄ）のブロックについて具体的に説明していく。図３
は、図２の（ｄ）に示したブロックの分解斜視図である。ブロック１０は、ボディ２０、
ケース３０、ホルダー４０、及び磁石５０を主要構成要素としている。
【００２２】
　ボディ２０は、断面形状が円形、四角形、三角形など任意に作ることができるが、この
例では断面形状が円形で全体が円筒形状となっている。ボディ２０は、木材、金属、プラ
スチック、ガラスなどの材料で作ることができるが、特に木材、プラスチックであるのが
作製上便利である。また、ボディ２０を綿とこれを取り囲んだ布で作り、人形など縫いぐ
るみ形状に作ることもできる。
【００２３】
　ボディ２０の結合面２１には、穴２１ａが形成され、ここにケース３０が嵌められる。
ケース３０は、嵌め合わせるのみでなく、接着剤により穴２１ａに接着させることもでき
る。ケース３０の長さＬ１と穴２１ａの深さＬ２とは同じにする。従って、ケース３０が
穴２１ａに嵌められることでケース３０が外に突出しないので。別のブロックと結合させ
たとき結合面２１が互いに接触して結合に都合よくできる。
【００２４】
　図３に示す形態と異なって、ボディ２０の両端の穴２１ａを貫通させ、同時に磁石５０
にも貫通する穴を設けることができ、これにより、ブロックの内部に液体、砂、ビーズな
どを通過させることができ、使用者が、組立品にこれら液体、砂、ビーズなどを充填した
り、通して遊びをすることができる。また、ボディ２０を透明な材料にして、液体、砂、
ビーズなどの存在を見ることができるようにすることもできる。
【００２５】
　図４は、図３に示した第１ケースの背面図、図５は、図４のＩＶ－ＩＶ線での切断斜視
図、図６は、図３に示した第２ケースの平面図、図７は、その斜視図である。
【００２６】
　ケース３０は、第１ケース１００と第２ケース２００とから構成される。第１ケース１
００は、ケースボディ１１０と、ケースボディ１１０の前面を覆うケース板１２０とから
構成される。ケースボディ１１０は、この例では円筒形状であり、その終端には、第１係
止突起１２１と第２係止突起１２２が互いに向き合う側に設けられ、さらに第１係止突起
１２１と第２係止突起１２２それぞれの両側にスリット１１０ａが形成されている。
【００２７】
　すなわち、スリット１１０ａとスリット１１０ａの間に、第１係止突起１２１あるいは
第２係止突起１２２が位置して、スリット１１０ａにより、第１係止突起１２１と第２係



(6) JP 5113205 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

止突起１２２とが前後方向に弾力的に動くことができる。
【００２８】
　ケースボディ１１０の終端には、また第１開口１１１と第２開口１１２が互いに向き合
う側に設けられ、第１開口１１１は第１係止突起１２１から一定間隔離れ、第２開口１１
２は第２係止突起１２２から一定間隔離れている。
【００２９】
　ケース板１２０は、ケースボディ１１０の断面形状に合せて、この例では円形である。
ケース板１２０の中心部には、穴１２０ａが開けられている。当然、穴１２０ａの直径Ｄ
２は、ケースボディ１１０の直径Ｄ１より小さい。そして、穴１２０ａにホルダーボディ
４１（図８参照）および磁石５０が入ることになる。
【００３０】
　ケース板１２０の前面には、穴１２０ａの両側に基準点Ｍ１が示されている。基準点Ｍ
１については、後述する。
【００３１】
　ケース板１２０の後面とケースボディ１１０の内周面とに跨って、第１長溝１３１（図
９を参照）の前方部分となる第１前方突起１５１が２つ設けられる。同様に、ケース板１
２０の後面とケースボディ１１０の内周面とに跨って、第１前方突起１５１と向き合う側
に、第２長溝１３２（図９を参照）の前方部分となる第２前方突起１５２が２つ設けられ
る。
【００３２】
　また、ケース板１２０の後面には、２つの第１前方突起１５１の間に位置して第１軸溝
１４１が掘られており、第１軸溝１４１にホルダー４０の第１軸４２が挿入されることに
なる。同様に、ケース板１２０の後面の第１軸溝１４１と向き合う側に、２つの第２前方
突起１５２の間に位置して第２軸溝１４２が掘られ、第２軸溝１４２にホルダー４０の第
２軸４３が挿入されることになる。
【００３３】
　第２ケース２００は、その前面に、第１係止突起１２１と係合される第１係止溝２２１
が掘られ、第１係止溝２２１と向き合う側に、第２係止突起１２２と係合される第２係止
溝２２２が掘られている。
【００３４】
　第２ケース２００の外周面には、第１開口１１１（図４、５参照）に嵌められる第１装
着突起２１１、第１装着突起２１１と向き合う側に、第２開口１１２（図４参照）に嵌め
られる第２装着突起２１２が備えられる。
【００３５】
　第２ケース２００の後面には、第１長溝１３１（図９を参照）の後方部分となる第１後
方突起２３１が、第１後方突起２３１と向き合う側に、第２長溝１３２（図９を参照）の
後方部分となる第２後方突起２３２が設けられる。
【００３６】
　これにより、第１ケース１００と第２ケース２００とが結合されたとき、第１前方突起
１５１と第１後方突起２３１の間が第１長溝１３１となり、第２前方突起１５２と第２後
方突起２３２の間が第２長溝１３２となる（図９を参照）。
【００３７】
　第１係止突起１２１と第２係止突起１２２は、それぞれ第１係止溝２２１と第２係止溝
２２２に係合することで、第１ケース１００と第２ケース２００とが結合される。このと
き、第１装着突起２１１と第２装着突起２１２は、それぞれ第１開口１１１と第２開口１
１２に嵌められることで、第２ケース２００が自転することが防止できる。
【００３８】
　図８は、図３に示したホルダーの斜視図、図９は、このホルダーがケースの内部におい
て移動及び回転する状態を示す図である。
　ホルダー４０は、ホルダーボディ４１、第１軸４２、第２軸４３、滑り防止部４４、４
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５とから構成されている。ホルダーボディ４１は円形である。ホルダーボディ４１の中心
部には、穴４１ａが設けられて、ここに磁石５０（図３を参照）が嵌め合される。もちろ
ん、磁石５０を穴４１ａに嵌めるだけでなく接着剤により接着することもできるし、ある
いは磁石５０の周囲を取り囲んで射出してホルダー４０と磁石５０を一体化してもよい。
【００３９】
　第１軸４２と第２軸４３は、互いに反対方向となるホルダーボディ４１の円周面に備え
られる。
【００４０】
　図９に示すように、ホルダー４０は、ケース３０の内部において移動及び回転可能に設
けられる。点線矢印は、ホルダー４０が、ケース３０の内部において移動及び回転する方
向を示している。
【００４１】
　ホルダー４０がケース３０の内部において移動するとき、第１軸４２は、第１長溝１３
１によりガイドされ、第２軸４３は、第２長溝１３２によりガイドされる。そして、ホル
ダー４０は、第１軸４２と第２軸４３がそれぞれ第１軸溝１４１と第２軸溝１４２とに係
合するまで前方へ移動でき、第１軸４２と第２軸４３がそれぞれ第１後方突起２３１と第
２後方突起２３２とに当接するまで後方へ移動できる。
【００４２】
　ホルダー４０がケース３０の内部で軸Ｚを中心として回転するとき、第１軸４２の終端
は第１長溝１３１に挿入された状態で、第２軸４３の終端は第２長溝１３２に挿入された
状態で回転する。このとき、ホルダー４０が円滑に回転するように、図８に示すように第
１軸４２の終端と第２軸４３の終端がそれぞれ曲面状にラウンド（Ｒ）処理されるのがよ
い。
【００４３】
　図１０は、図３に示したホルダーと磁石とが結合された図である。図１１は、第１ブロ
ックの結合面と第２ブロックの結合面とが当接した部分を拡大して示した図である。
【００４４】
　ホルダーの滑り防止部は、ホルダーボディ４１の前面に形成された第１歯４４と、ホル
ダーボディ４１の後面に形成された第２歯４５とから構成される。
【００４５】
　第１歯４４と第２歯４５とは、ピッチ（ｐｉｔｃｈ）と深さ（ｄｅｐｔｈ）とが同じで
、第１歯４４と第２歯４５との位相差は、１８０゜である。第１歯４４の中間深さ（Ｈ／
２）に磁石５０の前面（この例では、Ｎ極）が位置する。第２歯４５の中間深さ（Ｈ／２
）に磁石５０の後面（この例では、Ｓ極）が位置する。もちろん、第１歯４４の中間深さ
（Ｈ／２）に磁石５０の後面（Ｓ極）が位置し、第２歯４５の中間深さ（Ｈ／２）に磁石
５０の前面（Ｎ極）が位置することもできる。
【００４６】
　これにより、図１１に示すように、第１ブロック１０と第２ブロック１０’とが結合す
るとき、第１ブロック１０にある第１歯４４と、第２ブロック１０’にある第２歯４５’
とが正確に噛み合うようになる。また、第１ブロック１０の磁石５０と第２ブロック１０
７の磁石５０’とが結合された状態で、第１ブロック１０の結合面２１と、第２ブロック
１０’の結合面２１’とが面接触することで、第１ブロック１０と、第２ブロック１０’
とが摺動しないように結合される。
【００４７】
　磁石５０は、一般的な円形磁石である。したがって、円形磁石より値段が高い四角磁石
でないので、磁石を購買する費用が低減される。また、磁石５０は、前面と後面とが異な
る極性を持つ。したがって、前面と後面とが異なる極性を持った磁石より高い、一面に２
つの極性を持った１面多極磁石でないので、磁石を購買する費用が低減される。
【００４８】
　図１２は、第１ブロックと第２ブロックとを結合すれば繋がる絵が、第１ブロックと第
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２ブロックとにそれぞれ描かれた図であり、第１ブロック１０に絵Ｐ１が描かれ、第２ブ
ロック１０’には絵Ｐ２が描かれている。
【００４９】
　第１ブロック１０にあるケース板１２０の前面の両側には、基準点Ｍ１が２つ示されて
いる。これら２つの基準点Ｍ１を繋ぐ水平線Ｈ１はケース板１２０の中心を通り、ホルダ
ー４０（図１１を参照）が回転する中心である軸Ｚ１と直角に交差する。
【００５０】
　第２ブロック１０’あるケース板１２０’の前面の両側には、基準点Ｍ２が２つ示され
ている。これら２つの基準点Ｍ２を繋ぐ水平線Ｈ２はケース板１２０’の中心を通り、ホ
ルダー４０’（図１１を参照）が回転する中心である軸Ｚ２と直角に交差する。
【００５１】
　基準点Ｍ１と基準点Ｍ２とを合わせて、第１ブロック１０の結合面２１側の磁石５０と
、第２ブロック１０’の結合面２１’側の磁石５０’とを結合させると、絵Ｐ１と絵Ｐ２
とが外れないように繋がれる。この場合、第１ブロック１０の結合面２１側の第１歯４４
と、第２ブロック１０’の結合面２１’側の第２歯４５’とが正確に噛み合い、第１ブロ
ック１０の結合面２１と第２ブロック１０’の結合面２１’とが面で接触する。
【００５２】
　以下、第１ブロック１０と第２ブロック１０’とを結合させる手順を説明する。
　図１３は、第１ブロックと第２ブロックとを結合させる手順を示す図である。
　第１ブロック１０と第２ブロック１０’とを結合させるには、先ず、（ａ）第１ブロッ
ク１０と第２ブロック１０’とを実線矢印方向に互いに近づける。ここでは、第１ブロッ
ク１０の結合面２１側の磁石５０の極性と、第２ブロック１０’の結合面２１’側の磁石
５０’の極性とが同じＮ極であると仮定する。
【００５３】
　すると、（ｂ）に示すように、第２ブロック１０’の結合面２１’側の磁石５０’が斥
力により軸Ｚ２を中心として回転し、これにより、第２ブロック１０’の結合面側の磁石
５０’の極性がＳ極に変わる。もちろん、第１ブロック１０の結合面側の磁石５０が、斥
力により軸Ｚ１を中心として回転してもよく、この場合、第１ブロック１０の結合面２１
側の磁石５０がＳ極に変わる。
【００５４】
　一方、第１ブロック１０の結合面２１側の磁石５０の極性と、第２ブロック１０’の結
合面２１’側の磁石５０’の極性とが異なると仮定すれば、第１ブロック１０の結合面２
１側の磁石５０と第２ブロック１０’の結合面２１’側の磁石５０’とは、回転せずにそ
のまま結合する。
【００５５】
　図１１及び図１３の（ｃ）に示すように、第１ブロック１０と第２ブロック１０’とが
結合する時、第１ブロック１０の結合面２１側のホルダー４０のホルダーボディ４１は、
第１ケース１００にのケース板１２０の前面に形成された穴１２０ａに挿入される。第２
ブロック１０’の結合面２１’側のホルダー４０’のホルダーボディ４１’は、第１ケー
ス１００’のケース板１２０’の前面に形成された穴１２０ａ’に挿入される。第１ブロ
ック１０の結合面２１側の磁石５０と、第２ブロック１０’の結合面２１’側の磁石５０
’が結合され、第１ブロック１０の結合面２１側の第１歯４４と、第２ブロック１０’の
結合面２１’側の第２歯４５’とが互いに噛み合う。
【００５６】
　そして、第１ブロック１０側の第１軸４２と第２軸４３は、それぞれ第１軸溝１４１と
第２軸溝１４２とに挿入され、第１ブロック１０にあるホルダー４０は自転できない。同
様に、第２ブロック１０’側の第１軸４２’と第２軸４３’とは、それぞれ第１軸溝１４
１’と第２軸溝１４２’とに挿入され、第２ブロック１０’にあるホルダー４１’は自転
できなくなる。
【００５７】
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　第１ブロック１０と第２ブロック１０’とを結合させた状態で、第１ブロック１０を中
心軸（Ｚ３）を中心として実線矢印方向に回転させると、第１ブロック１０の結合面２１
側の第１歯４４が、第２ブロック１０’の結合面２１’側の第２歯４５’を跨ることとな
り、“カチカチ”という音がする。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明の玩具組立用ブロックは、取扱いし易く、さらに互いに摺動なく、離脱しないよ
うに結合させて組立てることができ、子供に安全に遊ばせることができる玩具となる。
【符号の説明】
【００５９】
　　５；玩具自転車
　　６，７，８，１０；玩具組立用ブロック
　　２０；　ボディ
　　２１；（ボディの）結合面
　　２１ａ；（ボディの結合面にある）穴
　　３０；ケース
　　４０；ホルダー
　　４１；ホルダーボディ
　　４１ａ；（ホルダーボディにある）穴
　　４２；（ホルダーの）第１軸
　　４３；（ホルダーの）第２軸
　　４４；（滑り防止部）第１歯
　　４５；（滑り防止部）第２歯
　　５０；磁石
　　１００；第１ケース
　　２００；第２ケース
　　１１０；ケースボディ
　　１１０ａ；スリット
　　１１１；第１開口
　　１１２；第２開口
　　１２０；ケース板
　　１２０ａ；（ケースに形成された）穴
　　１２１；第１係止突起
　　１２２；第２係止突起
　　１３１；第１長溝
　　１３２；第２長溝
　　１４１；第１軸溝
　　１４２；第２軸溝
　　１５１；第１前方突起
　　１５２；第２前方突起
　　２３１；第１後方突起
　　２３２；第２後方突起
　　Ｌ１；（ケースの）長さ
　　Ｌ２；（穴の）深さ
　　Ｍ１、Ｍ２；基準点
　　Ｈ；（第１歯および第２歯の）深さ
　　Ｈ１、Ｈ２；（２つの基準点を繋ぐ）水平線
　　Ｐ；（第１歯および第２歯の）ピッチ
　　Ｐ１；（第１ブロックに描かれた）絵
　　Ｐ２；（第２ブロックに描かれた）絵
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　　Ｒ；ラウンド処理
　　Ｚ１、Ｚ２；（ホルダーの）回転軸
　　Ｚ３；（ブロックの）回転軸

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】
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