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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組立要素を分離可能に相互接続するための連結手段を有する組立要素を備える玩具組立
システムであって、前記連結手段を有する機能組立要素を備え、該機能組立要素はそれぞ
れ、
　制御可能な機能を実行するようになっている機能デバイスと、
　前記制御可能な機能を実行するために前記機能デバイスにエネルギーを提供するための
エネルギー源と、
　制御信号をコード化した可視光を受信するための光センサーと、
　前記光センサー及び前記機能デバイスに接続され、前記受信した制御信号をデコードす
ると共に該デコードした制御信号に応答して前記制御可能な機能を制御するようになって
いる制御回路と、
を備え、
　少なくとも１つの前記機能組立要素は、可視光を放射するための発光体を備え、前記機
能組立要素は、前記受信した制御信号に応じて該受信した制御信号の関数として出力制御
信号を決定すると共に、前記発光体を介して前記決定した出力制御信号をコード化した可
視光を機能組立要素のチェーン内の次の機能組立要素に出力するようになっている、
　組立要素を分離可能に相互接続するための連結手段を有する組立要素を備える玩具組立
システム。
【請求項２】
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　各前記機能は、動き、可聴音信号の生成、不可聴音信号の生成、電気的な信号の生成、
可視光信号の生成、不可視光信号の生成、及び無線周波信号の生成から選択される、請求
項１に記載の玩具組立システム。
【請求項３】
　前記連結手段を有する制御組立要素をさらに備え、該制御組立要素は、所定の入力に応
答するセンサー及び可視光を放射するための発光体を備え、前記制御組立要素は、前記所
定の入力に応じて、前記発光体を介して前記所定の入力に対応する制御信号をコード化し
た可視光を出力するようになっている、請求項１又は２に記載の玩具組立システム。
【請求項４】
　異なる所定の入力に応答する複数の制御組立要素を備える、請求項３に記載の玩具組立
システム。
【請求項５】
　各前記所定の入力は、機械的な力、押し、引き、回転、人的操作、接触、物体の接近、
電気信号、無線周波信号、光信号、可視光信号、赤外線信号、磁気信号、温度、湿度、及
び放射から選択される、請求項３又は４に記載の玩具組立システム。
【請求項６】
　前記連結手段を有すると共に、制御信号をコード化した可視光を受信するための少なく
とも１つの光センサー及び可視光を放射するための発光体を備える、中継組立要素をさら
に備え、該中継組立要素は、前記受信した制御信号に応じて該受信した制御信号の関数と
して出力制御信号を決定すると共に、前記発光体を介して前記決定した出力制御信号をコ
ード化した可視光を出力するようになっている、請求項１～５のいずれか１項に記載の玩
具組立システム。
【請求項７】
　前記受信した制御信号のそれぞれの関数として出力制御信号を決定するようになってい
る複数の中継組立要素を備える、請求項６に記載の玩具組立システム。
【請求項８】
　前記受信した制御信号の前記関数は、恒等関数、前記受信した制御信号に対する前記出
力制御信号の遅延、及び該受信した制御信号が所定の条件を満たす場合のみの出力制御信
号の出力から選択される、請求項６又は７に記載の玩具組立システム。
【請求項９】
　可視光を伝送するための少なくとも１つのライトガイドをさらに備え、前記光センサー
のそれぞれ及び前記発光体のそれぞれは、前記ライトガイドを光通信における対応の光セ
ンサー又は発光体に接続するためのコネクタを備える、請求項１～８のいずれか１項に記
載の玩具組立システム。
【請求項１０】
　前記ライトガイドは、周面並びに光を受信及び／又は放射するための２つの端面を有し
、前記周面は、前記端面の一方で受信された前記光の一部を放射するようになっている、
請求項９に記載の玩具組立システム。
【請求項１１】
　複数の機能組立要素を備え、該機能組立要素の機能デバイスが異なる機能を実行するよ
うになっている、請求項１～１０のいずれか１項に記載の玩具組立システム。
【請求項１２】
　前記連結手段は、接続方向を規定すると共に各組立要素と別の組立要素とをその組立要
素に対して離散的な数の所定の向きで相互接続することを可能にするようになっており、
前記光センサーはそれぞれ、前記規定された接続方向に対して所定の方向からの光を受信
するように配置される、請求項１～１１のいずれか１項に記載の玩具組立システム。
【請求項１３】
　前記機能組立要素はそれぞれ、上面、底面、及び少なくとも１つの側面を有し、前記連
結手段は、前記上面及び前記底面の少なくとも一つに配置され、前記光センサーはそれぞ
れ、前記側面に配置される、請求項１２に記載の玩具組立システム。
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【請求項１４】
　前記制御組立要素の発光体は、前記規定された接続方向に対して所定の方向に光を放射
するように配置される、請求項３を直接的、又は、間接的に引用する、請求項１２又は１
３に記載の玩具組立システム。
【請求項１５】
　前記連結手段は、１つ又は複数の突起と、１つ又は複数の空洞とを備え、該空洞のそれ
ぞれは摩擦係合で突起の少なくとも１つを収容するようになっている、請求項１～１４の
いずれか１項に記載の玩具組立システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　［発明の分野］
　本発明は、組立要素を分離可能に相互接続するための連結手段を有する組立要素を備え
る玩具組立システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような玩具組立システムは数十年にわたって知られている。単純な組立ブロックに
は、遊びの価値を高めるために特有の外観、又は機械的な機能若しくは電気的な機能を有
する専用の組立要素が追加されてきた。このような機能には例えばモーター、スイッチ及
びランプが含まれるが、センサーからの入力を受け取りかつ受け取ったセンサー入力に応
答して機能要素を作動することができるプログラム可能なプロセッサも含まれる。
【０００３】
　事前構成された機能を実行するようになっている機能デバイスと、機能を実行するため
にエネルギーを機能デバイスに提供するためのエネルギー源と、外部のトリガーイベント
に応じて機能デバイスをトリガーして機能を実行するためのトリガーとを有する自己完結
型の機能組立要素が存在する。通常、このような既知の機能組立要素は機械的トリガーを
手動で作動するように設計され、限られた遊びの価値を提供するに過ぎない。
【０００４】
　特許文献１は、機能要素及び制御要素を備える玩具組立システムを開示している。機能
要素及び制御要素は、機能要素が制御要素から電力及び制御信号の両方を受け取るように
、ワイヤー及びプラグのシステムを介して電気的に相互接続可能である。このシステムで
は、機能要素における電力源の必要性が回避されるが、そのようなシステムから機能玩具
モデルを構築するよう組立要素を正確に相互接続するために、或る程度の抽象的思考及び
技術的洞察が必要である。特に、そのような組立システムから構築される制御構造の働き
方を理解するには、電気に関する基礎知識及び電気信号を用いて機能が制御され得るとい
う基礎知識が必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第ＷＯ２００７／１３７５７７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、小さな子供、例えば未就学児童が単純な制御システムを構築及び理解する
ことを可能にする玩具組立システムを提供することが依然として課題である。
【０００７】
　したがって、このようなシステムで使用するのに適しておりかつシステムの教育的価値
及び遊びの価値を高める新規の組立要素を有する玩具組立システムを提供することが一般
的に望ましい。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本明細書では、組立要素を分離可能に相互接続するための連結手段を有する組立要素を
備える玩具組立システムが開示される。前記玩具組立システムの実施の形態は、前記連結
手段を有する機能組立要素を備え、該機能組立要素はそれぞれ、制御可能な機能を実行す
るようになっている機能デバイスと、前記制御可能な機能を実行するために前記機能デバ
イスにエネルギーを提供するためのエネルギー源と、を有する。前記機能組立要素は、そ
れぞれ、制御信号をコード化した可視光を受信するための光センサーと、該光センサー及
び前記機能デバイスに接続され、前記受信した制御信号をデコードすると共に該デコード
した制御信号に応答して前記制御可能な機能を制御するようになっている制御回路とを備
える。
【０００９】
　前記玩具組立システムの実施の形態は、１つ又は複数の機能組立要素及び１つ又は複数
の制御組立要素を備え、これらそれぞれが連結手段を有することで、組立要素を分離可能
に相互接続するための連結手段を有する組立要素を備える玩具組立システムと適合可能（
compatible）になる。
【００１０】
　前記連結手段を有する制御組立要素の実施の形態は、所定の入力に応答するセンサー及
び可視光を放射するための発光体（light emitter）を備え、前記制御組立要素は、前記
所定の入力に応じて、前記発光体を介して前記所定の入力に対応する制御信号をコード化
した可視光を出力するようになっている。
【００１１】
　結果として、制御組立要素と機能組立要素との間に可視光に基づく制御インタフェース
が提供されることで、制御可能な機能の制御をもたらす可視指示をこの因果連鎖（cause-
and-effect chain）のユーザーに提供する。したがって、制御機構は、直観的に理解でき
、小さな子供にも扱いやすい。
【００１２】
　本明細書において、可視光という用語は、人間の眼に見える光、例えば約３８０ｎｍ～
約７８０ｎｍの波長範囲から主に選択される波長を有する光を含むことが意図される。放
射光が、例えば、赤色光（例えば、主に約６２５ｎｍ～約７４０ｎｍの波長範囲）、緑色
光（例えば、主に約５２０ｎｍ～約５７０ｎｍの波長範囲）、又は青色光（例えば、主に
約４４０ｎｍ～約４９０ｎｍの波長範囲）等の光スペクトルの一部を用いた着色光である
場合、ユーザーが検出して周辺光から区別することがより行いやすい。
【００１３】
　制御信号は、任意の適当な方法で、例えば、振幅変調、周波数変調、パルス幅変調、パ
ルス密度変調、一組の所定のオン／オフシーケンス等によって、放射光にコード変換され
得る。可視光が可視光パルスとして放射され、制御信号が放射された光パルスの幅、順次
パターン、及び／又は持続時間にコード変換されると、種々の制御信号がユーザーによっ
て区別可能であり得ることにより、玩具構築システムの教育的価値をさらに高める。本明
細書において、制御信号をコード化した可視光は、可視光信号とも呼ばれる。
【００１４】
　いくつかの実施の形態では、すべての制御組立要素が、それぞれの受信した入力をすべ
ての制御組立要素に共通の離散的な一組の制御コードにマッピングし、各可視光信号が、
その一組の制御コードの１つを示す。同様に、各機能組立要素は、共通の一組の制御コー
ドの制御コードを、機能組立要素の機能デバイスによって実行可能なそれぞれの機能にマ
ッピングする。
【００１５】
　さらに、制御インタフェースの実施の形態は、移動部品無しで動作可能であり、制御組
立要素と機能組立要素との間の電気接点の確立を必要としないことにより、小さな子供に
も適した機械的に強固なシステムを提供する。
【００１６】
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　さらに、本明細書に記載の玩具構築システムの実施の形態では、機能組立要素及び制御
組立要素は、動作するために互いに直近にある必要はなく、互いに直接物理的に接触して
いる必要さえない。結果として、機能組立要素に対する制御組立要素の相対移動又は他の
操作を必要とする傾斜又は回転等の入力を含む、制御組立要素への入力として用いられ得
るタイプの入力に、高い自由度が与えられる。
【００１７】
　機能要素が、制御インタフェースを変更する必要なく所与の玩具構造内で容易に交換可
能であり得ることが、本明細書に記載の玩具構築システムの実施形態のさらなる利点であ
る。
【００１８】
　玩具組立システムが、可視光を伝送するための少なくとも１つのライトガイド、例えば
光ファイバーライトガイド等の可撓性ライトガイドをさらに備え、かつ各光センサー及び
各発光体が、ライトガイドを対応するセンサー又は発光体に接続して光通信させるための
コネクタを備える場合、センサー及び発光体は、視線上で互いに一致する必要はない。す
なわち、ユーザーは、センサーに当たるように光ビームを向ける必要がない。
【００１９】
　ライトガイドが光の周面及び入射結合／出射結合（coupling in/out of）用の２つの端
面を有し、かつ周面が端面の一方に入射結合される光の一部を放射するようになっている
場合、受信した光信号に応答して機能が実行されること、及び制御組立要素が制御組立要
素への入力に応答して光信号を放射することが、ユーザーに直接見える。
【００２０】
　いくつかの実施の形態では、連結手段は、接続方向を規定すると共に各組立要素と別の
組立要素との相互接続をその組立要素に対する離散的な数の所定の相対向きで可能にする
ようになっており、すべての光センサーが、規定された接続方向に対して所定の方向から
の光を受信するように配置される。同様に、すべての発光体が、規定された接続方向に対
して少なくとも主に所定の方向に光を放射するように配置され得る。したがって、そのよ
うな玩具構築システムは、発光体及び光センサーの適切な位置合わせが容易に確保される
ように制御要素及び機能要素が玩具組立システムの他の組立要素と相互接続される玩具構
造の構築を可能にする。
【００２１】
　機能組立要素のいくつかの実施の形態は、可視光信号、例えば受信した可視光信号、又
は受信した可視光信号から他の方法で得られた可視光信号、例えば受信した可視光信号に
おけるコード化された制御コードから得られる共通の一組の制御コードの１つをコード化
した可視光信号を出力するための発光体をさらに備えることにより、機能組立要素のチェ
ーンを含む制御構造の構築を可能にし得る。この場合、各機能組立要素は、可視光信号を
受信すると、チェーン内の次の機能組立要素に可視光信号を転送する。
【００２２】
　同様に、玩具構築システムは、制御信号をコード化した可視光信号を受信するための光
センサーと、可視光信号、例えば受信した可視光信号、又は受信した可視光信号から他の
方法で得られる可視光信号を放射するための発光体とを備える、１つ又は複数の中継組立
要素を備え得る。したがって、可視光信号を受信すると、中継組立要素は、そのような組
立要素の制御チェーン内の次の機能組立要素又は中継組立要素に可視光信号を転送し得る
が、それ自体は別の機能を実行しない。
【００２３】
　機能組立要素、制御組立要素、又は中継組立要素が、それぞれの方向に可視光信号を放
射する複数の発光体、及び／又は発光体への複数のライトガイドの接続を可能にするコネ
クタを含むことで、そのような制御組立要素、機能組立要素、又は中継組立要素が制御チ
ェーン内で分割／分岐ノード（divider/diverge node）として動作することを可能にし得
ることが認識されるであろう。
【００２４】
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　機能組立要素又は中継組立要素によって出力される可視光信号は、いくつかの方法で、
例えば、一組の入力信号及び／又は入力制御コードから一組の出力信号及び／又は出力制
御コードへの所定のマッピングを実行することによって、受信した可視光信号から得られ
得る。いくつかの実施形態では、機能組立要素又は中継組立要素は、それぞれの可視光信
号を受信するための複数の、例えば２つの光センサーを含み得る。例えば、機能組立要素
は、受信した可視光信号の所定の関数、例えば、論理的ＡＮＤ又はＯＲ関数に応答して機
能を制御するようにされ得る。同様に、機能組立要素又は中継組立要素は、受信した可視
光信号のそのような所定の関数に応答して可視光信号を出力し得る。機能組立要素又は中
継組立要素が、並列の可視光信号の複数のチャネル、例えば赤色光及び青色光等のそれぞ
れの波長帯域の可視光信号を受信するための代替的な手段を含み得ることが認識されるで
あろう。
【００２５】
　いくつかの実施の形態では、制御組立要素、機能組立要素、及び／又は中継組立要素の
少なくともいくつかは、受信した入力に応答して実行される動作を所定の遅延期間だけ遅
延させるための遅延回路を含む。例えば、制御組立要素は、受信した入力に対する可視光
信号の出力を遅延させるための遅延回路を含み得る。同様に、機能組立要素は、受信した
可視光信号に対して実行された機能を遅延させるための遅延回路を含み得る、また、機能
組立要素又は中継組立要素は、受信した可視光信号に対して可視光信号の出力を遅延させ
るための遅延回路を含み得る。応答動作のそのような遅延は、制御構造の因果連鎖をさら
により直観的にし得ると共にユーザーによって容易に知覚可能にし得る。例えば、所定の
遅延は、ユーザーによって知覚可能であるほど十分に大きく、かつシステムの機能障害と
誤解されないほど十分に短いように選択され得る。例えば、遅延は、約１秒よりも短く約
０．１秒よりも長いように選択され得る。
【００２６】
　結果として、可視光信号に基づく一定の制御インタフェースを有する機能組立システム
は、機能組立要素を玩具組立システムで用いるのに適したものにすると共に、教育的及び
遊戯的価値を高める。
【００２７】
　玩具組立システムの実施の形態は、一定の様式でかつ優れた構造で、限られた一組の異
なる構築要素を用いて、ユーザーが多種多様の機能及び機能関係を構築することを可能に
する。例えば、玩具構築システムは、異なるトリガーセンサーを有するいくつかの制御組
立要素と、それぞれの機能を実施するいくつかの機能組立要素とを備える、玩具構築セッ
トとして提供され得る。場合によっては、そのような玩具構築セットは、いくつかの中継
組立要素、制御組立要素及び機能組立要素の数に対応するライトガイド、従来の組立要素
、取扱説明書等の１つ又は複数を備え得る。
【００２８】
　本明細書に記載の玩具構築システムの実施の形態が、機能組立要素及び／又は中継組立
要素のチェーン又はネットワークを通した制御組立要素から下流への一方向通信を提供す
ることで、小さな子供でも理解しやすい制御構造を構築するシステムを提供すると同時に
、さまざまな異なる興味深い制御構造の構築を可能にすることが認識されるであろう。
【００２９】
　同様に、機能組立要素及び中継組立要素が、ボタン等の付加的なユーザー入力部を伴わ
ずに提供される場合、及び／又は各制御組立要素に外部トリガー入力を受信する単一のセ
ンサーが設けられる場合、直観的な制御構造の構築のために子供が用いることができる単
純なシステムが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】従来技術の玩具組立ブリックを示す。
【図２】従来技術の玩具組立ブリックを示す。
【図３】従来技術の玩具組立ブリックを示す。
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【図４】本明細書に開示される玩具組立システムの実施形態を示す。
【図５】本明細書に開示される玩具組立システムの実施形態を示す。
【図６】本明細書に開示される玩具組立システムの実施形態を示す。
【図７】スイッチを有する玩具組立ブリックを概略的に示す。
【図８】電気的機能を有する機能組立ブリック及び電気的機能を駆動するためのバッテリ
ーを概略的に示す。
【図９】機械的機能を有する機能組立ブリック及び機械的機能を駆動するためのバッテリ
ーを概略的に示す。
【図１０】中継組立要素の例を概略的に示す。
【図１１】中継組立要素の例を概略的に示す。
【図１２】玩具組立システムの別の実施形態を概略的に示す。
【図１３】玩具組立システムの別の実施形態を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　次に、本明細書に開示される玩具組立システムの種々の態様及び実施形態を、ブリック
の形態の玩具組立要素を参照して説明する。しかしながら、本発明は、構築組立セットで
用いられる組立要素の他の形態に適用することができる。
【００３２】
　図１には、上面に連結スタッドを有する玩具組立ブリック及び底部からブリック内に広
がる空洞が示される。空洞は中央管を有し、別のブリックの連結スタッドが米国特許第３
　００５　２８２号に開示されるように摩擦係合で前記空洞に収容することができる。図
２及び図３はこのような別の従来技術の組立ブリックを示す。残りの図で示される組立ブ
リックは協働スタッド及び空洞の形態でこの既知のタイプの連結手段を有する。しかしな
がら、他のタイプの連結手段を用いることもできる。連結スタッドは、正方形平面格子状
に、すなわち、連結スタッドの配列（シーケンス）が配置される互いに直交する方向を画
定するように配置される。連結手段のこの配置は、玩具ブリックが互いに対して離散的な
数の向きで、特に互いに対して直角に相互接続されることを可能にする。
【００３３】
　図４は、側面の一方に光センサー１１及び上面に連結スタッド１２を有する玩具組立ブ
リック１０と、側面のそれぞれ一方にセンサー２１及び発光体２２を有する玩具組立ブリ
ック２０とを示している。図示の実施形態では、玩具組立ブリック１０は、光センサー１
１が制御ブリック２０から放射される可視光信号を受信する機能組立要素を示している。
したがって、玩具組立ブリック１０は、機能ブリック１０とも呼ばれる。玩具組立ブリッ
ク１０は、光センサー１１に接続される制御回路１４、例えば、マイクロコントローラー
、マイクロプロセッサ、又は他の適当な制御回路機構を備える。組立ブリック１０は、制
御回路１４に接続される機能デバイス１５をさらに備える。組立ブリック１０は、制御回
路及び機能デバイスに電力を供給するための電源１６、例えばバッテリーをさらに備える
。制御回路１４は、受信した光信号をデコードすると共にデコードした受信信号に応答し
て機能デバイスを制御するように構成される。制御信号を受信すると、制御回路１４は、
さらに、機能の実行を所定の遅延期間だけ遅延させるようにされ得る。
【００３４】
　概して、光信号は、任意の適当な光源によって提供され得る。特に、玩具組立ブリック
１０が、後述するような制御ブリック及び／又は中継ブリックを含むシステムの一部とし
て用いられる場合、光信号は、制御ブリック又は中継ブリックの対応する発光体によって
印加され得る。
【００３５】
　例えば、図４に示されている実施形態では、玩具ブリック２０は、組立ブリック、例え
ば図１～図３に示されている既知のブリックを分離可能に相互接続するための連結手段を
有する組立要素を備える玩具組立セットで用いるための制御組立要素の実施形態を示して
いる。玩具ブリック２０は、制御ブリック２０とも呼ばれる。制御ブリック２０は、所定
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の入力に応答するセンサー２１を有する。そのような所定の入力の例として、機械力、押
し、引き、回転、傾斜、人的操作、接触、物体の接近、電気信号、無線周波信号、光信号
、可視光信号、赤外線信号、磁気信号、温度、湿度、放射エネルギー等が挙げられる。
【００３６】
　制御ブリック２０は、発光体２２と、制御回路２４と、発光体、制御回路２４、及び場
合によってはセンサー２１に電力を供給するための電源２５、例えばバッテリーとをさら
に備える。制御回路２４、例えば、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサ、又は
他の適当な制御回路機構は、センサー２１及び発光体２２に接続される。センサー２１が
所定の入力を検出すると、制御回路２４は、対応する可視光信号を出力するように発光体
２２を制御する。センサー２１を介して所定の入力を受信すると、制御回路２４は、可視
光信号の放射を所定の遅延期間だけ遅延させるようにされ得る。可視光信号は、センサー
２１を介して受信した入力の存在を示し得る制御信号をコード化し、かつ／又は制御信号
は、受信した入力の特性、例えば、回転若しくは傾斜の方向、又は検出量の程度、例えば
、回転若しくは運動の速度、力、温度、音圧、光強度等を示し得る。
【００３７】
　発光体２２は、発光ダイオード（ＬＥＤ）又は任意の他の適当な光源であり得る。光源
は、有色光、例えば、赤色光、青色光、又は緑色光を生成するように所定の波長範囲の光
を放射するようにされ得る。発光体は、光を例えば平行光ビームとして主に一方向に放射
させるための付加的な光学素子、例えば、レンズ、アパーチャ等をさらに含み得る。
【００３８】
　玩具構築セットは、複数の制御組立要素を含み得る。好ましくは、各制御組立要素は、
特定のタイプのそのような物理的イベント／条件のみに応答する。さらに、玩具構築シス
テムのすべての制御組立要素が、例えば同じ波長帯域を用いた一定の性質の可視光信号、
及び可視光信号を介して制御信号を通信するための一定のプロトコルを出力することが好
ましい。好ましくは、すべての制御組立要素発光体が、連結手段に対して、例えば、玩具
ブリック２０の上面上の連結スタッドに対して及び／又は底部の連結空洞に対して、一定
の様式で配置される。これにより、制御組立要素が交換可能になり、図１～図３における
ようなブリックから組み立てられる玩具構造物体において、いくつかの制御ブリックを交
換可能に用いることができ、かつ特定の制御ブリックをいくつかの構築物で用いることが
できる。
【００３９】
　図４に示されている実施形態では、発光体２２及び光センサー１１が、それぞれの玩具
ブリックの側面に位置付けられているため、発光体２２は、上面及び底面と平行な方向に
、すなわち連結スタッドによって画定される規則的な平面格子によって画定される平面に
対する接線方向に、かつ主に連結スタッドの規則的な格子によって規定される方向に沿っ
て、主に光を放射する。
【００４０】
　制御ブリックは、玩具組立セットと共に単独で、又は上述の１つ又は複数の機能ブリッ
クと組み合わせて用いることができる。
【００４１】
　図５は、制御ブリック２０、第１の機能ブリック５０、及び第２の機能ブリック１０を
備える玩具組立システムの別の例を示している。制御ブリック２０及び機能ブリック１０
は、図４に示されている制御ブリック及び機能ブリックそれぞれと同一である。機能ブリ
ック５０は、機能ブリック１０と同様であり、光センサー５１、制御回路５４、電源５５
、及び図４に示されている機能デバイス１０の対応する要素に関連して説明されたような
機能デバイス５６を備える。機能ブリック５０は、制御ブリック２０の発光体２２と同様
の発光体５２をさらに備える。発光体５２は、機能ブリック５０の側面、例えば、光セン
サー５２が位置付けられる側面とは反対側の側面に位置付けられる。発光体５２は、制御
回路５４に接続される。機能ブリック５０が可視光信号を受信すると、制御回路５４は、
図４に示されている機能ブリック１０に関連して説明されたような対応する機能を実行す
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るように機能デバイス５６を制御する。さらに、制御回路５４は、可視光信号、例えば受
信した可視光信号、又は受信した可視光信号から得られる可視光信号を出力するように発
光体５２をさらに制御する。センサー５１から可視光信号を受信すると、制御回路５４は
、さらに、可視光信号の放射を所定の遅延期間だけ遅延させるようにされ得る。
【００４２】
　したがって、機能ブリック５０は、受信した可視光信号に応答して機能を実行すること
に加えて可視光信号を出力することにより、２つ、３つ、又は４つ以上の機能組立要素を
含む機能組立要素のチェーンの構築を可能にする、機能組立要素の例を示している。
【００４３】
　特に、図５は、制御ブリック及び機能ブリックの使用目的を示している。制御ブリック
２０、機能ブリック５０、及び機能ブリック１０は、図示のように直列に配置され、玩具
組立システムの他の組立ブリックと相互接続され得る。図５の例では、制御ブリック２０
は、その発光体２２で出力可視光信号を提供することによって、センサー２１によって感
知された所定の入力に応答し得る。機能ブリック５０は、制御ブリック２０によって放射
された可視光信号をその光センサー５１で受信する。機能ブリック５０は、受信した可視
光信号に応答して機能を実行し、その発光体５２で出力可視光信号を出力する。機能ブリ
ック１０は、機能ブリック５０によって出力された可視光信号を光センサー１１で受信し
、対応する機能を実行する。
【００４４】
　図６は、制御ブリック２０、機能ブリック１０、及び中継ブリック６０を備える玩具組
立システムの別の例を示している。制御ブリック２０及び機能ブリック１０は、図４に示
されている制御ブリック及び機能ブリックそれぞれと同一である。中継ブリック６０は、
図５に示されている機能ブリック５０と同様であるが、中継ブリックは機能デバイスを含
んでいない。したがって、中継ブリックは、光センサー６１、制御回路６４、電源６５、
及び発光体６２を備える。中継ブリック６０が可視光信号を受信すると、制御回路６４は
、可視光信号、例えば受信した可視光信号、又は受信した可視光信号から得られる可視光
信号を出力するように発光体６２を制御する。センサー６１によって可視光信号が受信さ
れると、制御回路６４は、可視光信号の放射を所定の遅延期間だけ遅延させるようにされ
得る。
【００４５】
　したがって、中継ブリック６０は、受信した可視光信号に応答して機能を実行すること
なく、受信した可視光信号を中継することにより、２つ、３つ、又は４つ以上の機能組立
要素及び／又は中継組立要素を含むそのような組立要素のチェーンの構築を可能にする、
中継組立要素の例を示している。
【００４６】
　組立ブロック５０におけるセンサー５１から発光体５２への、又は組立ブロック６０に
おけるセンサー６１から発光体６２への通信方向は、例えば、適当な符号、適当な色選択
によって、組立ブロックの形状によって、かつ／又は任意の他の適当な方法で、それぞれ
の組立ブロック上で指示され得るため、ユーザーがセンサーと発光体とを容易に区別する
こと及び組立ブロックを適切に位置合わせすることを可能にする。代替的な実施形態では
、組立ブロックは、それぞれの方向に、例えば逆方向に向いた２つのセンサー・発光体対
を備え得る。したがって、組立ブロックがセンサー・発光体対の一方のセンサーで入力信
号を受信すると、組立ブロックは、他方のセンサー・発光体対の発光体で対応する可視光
信号を出力し得る。結果として、不用意に誤った向きで組立ブロックを用いる危険性がな
くなる。
【００４７】
　機能組立要素と、中継組立要素と、制御組立要素との間のインタフェースは、例えば、
すべての制御組立要素によって用いられて玩具組立システムのすべての機能組立要素及び
中継組立要素によって解釈可能である共通の一組の制御コードに基づいて、一定の様式で
設定され得る。制御ブリック、中継ブリック、及び機能ブリックのそれぞれが、同じ群か
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光センサー及び発光体を有すると共に適合可能な可視光信号を介して伝送される一定のコ
ードを用いる、複数の機能ブリック及び／又は複数の制御ブリック及び／又は複数の中継
ブリックを含む場合、異なるセンサー入力によってトリガーされる多種多様の異なる機能
が、単に種々のブリックを交換することによって構築され得る。
【００４８】
　以下で、可視光信号を介して通信され得る所定の一組の制御コードに基づく通信プロト
コルの例を説明する。以下の例では、制御コードの組は、ＶＬＬコード１～ＶＬＬコード
１２と称する１２個の別個のコードを含む。任意の他の数の制御コードを用いることがで
き、かつ／又は可視光信号を介して実施されるのに適した他のタイプの通信プロトコルを
代わりに用いることができることが認識されるであろう。
【００４９】
　例えば、制御組立要素が、２次元の傾斜動作を検出するように構成される傾斜センサー
を含み得ることで、入力センサーが５つの別個の傾斜位置：ニュートラルすなわち傾斜無
し（Ｎ）、前傾（Ｆ）、後傾（Ｂ）、右傾（Ｒ）、及び左傾（Ｌ）を検出することができ
る。したがって、制御組立要素の制御回路は、例えば表１のマッピングに従って、傾斜位
置間の一部又は全部の可能な遷移を制御コードのそれぞれ１つに変換し得る。
【００５０】
【表１】

表１：傾斜センサーの制御コードマッピングの例
【００５１】
　異なるマッピングを用いてもよいことが認識されるであろう。
【００５２】
　同様に、制御組立要素は、例えば、要素全体の回転、又は回転可能なデバイス、例えば
制御組立要素に含まれる車輪又は軸の回転を検出するための回転センサーを含み得る。例
えば、回転センサーは、２つの回転方向（それぞれ「前方」（Ｆ）及び「後方」（Ｂ）と
表記する）及び３つの回転速度（それぞれ「低速」（Ｓ）、「中速」（Ｍ）、及び「高速
」（Ｆ）と表記する）を区別するように構成され得る。したがって、回転センサーは、ニ
ュートラル／停止状態に加えて６つの回転状態を検出することができ、例えば、各状態が
方向及び速度によって、例えば「低速前方」の場合はＳＦ等と表記され、ニュートラル状
態はＳと表記される。制御回路は、例えば表２に示されているように、各回転状態及び／
又は回転状態間の遷移をそれぞれの制御コードに変換し得る。
【００５３】
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【表２】

表２：回転センサーの制御コードマッピングの例
【００５４】
　表２において、表記ＸＢ及びＸＦは、速度に関係なく任意の後方状態及び前方状態をそ
れぞれ示す。したがって、この例では、回転状態間の遷移に関するそれぞれのコードが１
回伝送され、それぞれの状態に関するコードが対応する間隔で伝送される。この例では、
間隔は検出速度に応じて変わる。
【００５５】
　上記例は、制御組立要素のセンサーが、例えば組立要素の、及び／又は組立要素の外部
環境の、一組の状態及び／又はそのような状態間の遷移の１つを検出するようにされ得る
ことを示している。したがって、制御組立要素は、一組の制御コードのそれぞれ１つを検
出可能な状態のそれぞれ１つに、かつ／又はそのような状態間のそれぞれの遷移に関連付
け得る。
【００５６】
　以下で、受信した可視光信号に応答してそれぞれの動作を実行すると共に出力可視光信
号を出力する機能ブリック５０によって示されているタイプの、機能組立要素の２つの例
を説明する。
【００５７】
　一実施形態では、機能組立要素が、機能デバイスとしてＲＧＢ光源を含み得ることで、
着色光、例えば、Ｂ、ＢＧ、Ｇ、ＧＲ、Ｒ、ＲＹ、Ｙ、及びＹＢと表記される色の光を放
出することが可能であり得る。制御回路は、例えば以下の表３に示されているマッピング
に従って、受信した可視光信号におけるコード化され受信された制御コードに応答して光
源を制御し得る。制御回路は、例えば表３に示されているマッピングに従って、受信した
可視光信号から得られる可視光信号を出力するように機能組立要素の発光体をさらに制御
し得る。
【００５８】
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【表３】

表３：機能組立要素の機能及び出力コードの例
【００５９】
　別の実施形態では、機能組立要素が、機能デバイスとして音響発生器を含み得ると共に
、いくつかの速度、例えばｓｐ１、ｓｐ２、及びｓｐ３という３つの速度レベルで異なる
事前構成された音を発することが可能であり得る。
【００６０】
　制御回路は、例えば以下の表４に示されているマッピングに従って、受信した可視光信
号にコード化された制御コードに応答して音響発生器を制御し得る。制御回路は、例えば
表４に示されているマッピングに従って、受信した可視光信号から得られる可視光信号を
出力するように機能組立デバイスをさらに制御し得る。
【００６１】
【表４】

【００６２】
　上記例では、それぞれの動作、すなわちＲＧＢ光源の起動及び音響発生器の起動は、対
応するコードの受信によってトリガーされ得る。新たなコードを受信すると、進行中の動
作が中断され得る。出力コードは、入力コードの受信直後に又は所定の遅延を伴って伝送
され得る。
【００６３】
　図７には、ブリック１０の機能デバイスがスイッチ７１であってもよいことが示される
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。スイッチ７１は通常は開いた、又は通常は閉じたスイッチであってもよく、その端子は
上面の連結スタッドに、又は他の組立ブリックの連結スタッドを係合するように意図され
る空洞の表面に接続されることができる。
【００６４】
　機能デバイスによって実行される機能は、例えば、機械的機能及び／又は電気的機能で
あり得る。
【００６５】
　図８には、電気的なエネルギーを貯蔵するバッテリー８２を有する機能ブリックが示さ
れ、スイッチ８１は受信した光信号に応答して作動することができ、それにより電気的な
機能デバイス８３はバッテリー８２から電力を受け取り、該電気的な機能デバイス８３は
、電気的な機能を実行する。
【００６６】
　図９には、電気的なエネルギーを貯蔵するバッテリー８２を有する機能ブリックが示さ
れ、スイッチ８１は受信した光信号に応答して作動することができ、それにより機械的な
機能デバイス９３はバッテリー８２から電力を受け取り、該機械的な機能デバイス９３は
、機械的な機能を実行する。
【００６７】
　本明細書に記載の機能ブリックが実行することができる機械的な機能の例は、回転する
出力シャフトを駆動すること、物体を機能ブリックに引き寄せることを可能にする紐又は
鎖を巻き取ること、例えばドアを開閉することを可能にする機能ブリックのヒンジ部分を
高速で又は低速で動かすこと、物体を排出すること等を含む。このような機械的な動きは
、バッテリー８２により電力供給される電動機若しくは再充電可能な電気コンデンサーに
より、又は別の適当な電源により駆動されることができる。
【００６８】
　本明細書に記載の機能ブリックが実行することができる電気的な機能の例は、アクセス
可能な端子を用いてスイッチを動作させること、常時光又は点滅光を放射すること、所定
の順序でいくつかのランプを作動させること、警報、アラーム、ベル、サイレン、音声メ
ッセージ、音楽、合成音、遊びの活動をシミュレート及び促進する自然の音又は模倣した
音等の可聴音を発生させること、音を録音及び再生すること、超音波等の不可聴音を発生
させること、別のコンポーネントにより受信される無線周波信号又は赤外線信号を発生さ
せること等を含む。
【００６９】
　したがって、機能デバイスは任意の適した機械的なデバイス及び／又は電気的なデバイ
ス、上述した機能若しくは代替の機能のうちの１つ若しくは複数を実行するようになって
いる構成又は回路機構を含んでもよい。機能デバイスの例は、ランプ又はＬＥＤ等の光源
、音響発生器、モーター、ヒンジ部、回転可能なシャフト、信号発生器等を含む。
【００７０】
　光センサーが連結手段に対して、すなわち、上面の連結スタッド及び／又は底面の連結
用の空洞に対して一定の様式で配置され得る。これにより機能ブリックは交換可能になり
、図１～図３のようなブリックで組み立てられる玩具の構造物ではいくつかの機能ブリッ
クを交換可能に使用することができ、いくつかの構築体で特定の機能ブリックを使用する
ことができる。玩具組立システムはそれぞれの光信号に応じ、異なる機能を提供するこの
ような機能ブリックのうちのいくつかを含んでもよい。それでもなお、全ての機能ブリッ
クが一定の方法で同じタイプの可視光信号に応じる光センサーを含む場合、このような機
能ブリックは本明細書に記載される組立ブリックから組み立てられる玩具構築体内で容易
に交換することができる。例えば、ランプを含む機能ブリックも音源又は拡声器を含む機
能ブリックも共に同様に作動されるため、構築体のいかなる他の部分も変更することなく
、ランプを含む機能ブリックを音源又は拡声器を含む機能ブリックと単純に取り替えるこ
とができる。
【００７１】



(14) JP 5484465 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

　図１０は、可視光信号を受信するための１つの光センサー（明確に図示せず）と、それ
ぞれが受信した可視光に応答して可視光信号を放射するようになっている２つの発光体６
２ａ及び６２ｂとを有する、中継組立要素６０を示している。中継組立要素６０は、同じ
可視光信号又は異なる可視光信号を出力するように発光体を制御し得る。したがって、図
１０の中継組立要素は、機能組立要素及び／又は中継組立要素の単一の上流制御チェーン
を２つの下流制御チェーンに分割する分岐部（diverge）としての役割を果たし得る。玩
具組立システムが、分岐部としての役割を果たし得る２つ以上の発光体を有する機能組立
要素を含むこともできることが認識されるであろう。
【００７２】
　図１１は、それぞれの可視光信号を受信するための２つの光センサー６１ａ及び６１ｂ
と、受信した可視光信号に応答して可視光信号を放射するようになっている発光体６２（
明確に図示せず）とを有する、中継組立要素６０を示している。図１１の中継組立要素６
０は、受信信号の組み合わせから決定される可視光信号を出力するように発光体を制御し
得る。例えば、両方のセンサーが同じ可視光信号を同時に又は少なくとも所定の時間窓内
で受信する場合、中継要素は可視光信号のみを発し、したがってＡＮＤ関数を実施し得る
。中継組立要素が、代替的に２つの受信信号の他の関数を実施し得ることが理解されるで
あろう。玩具組立システムが、受信信号の関数を実施し得る２つ以上の光センサーを有す
る機能組立要素を含むこともできることがさらに認識されるであろう。
【００７３】
　最後に、玩具構築システムが、さらなるタイプの中継要素、機能要素、及び／又は制御
要素、例えば、３つ以上の光センサー及び／又は３つ以上の発光体を有する機能要素又は
中継要素、２つ以上の光センサー及び２つ以上の発光体を有する機能要素又は中継要素、
２つ以上の入力センサー及び／又は３つ以上の光源を有する制御要素、入力センサー２１
に加えて可視光信号を受信する光センサーを有する制御要素等を備え得ることが認識され
るであろう。
【００７４】
　一般的に、機能組立要素の光センサー、制御組立要素の発光体、並びに中継要素の光入
力部及び光出力部が、上面及び底面に連結手段を有する組立要素の側面に位置決めされて
いる場合、入力部及び出力部は連結手段を妨害しない。さらに、光インタフェースのこの
配置により、１つの水平な層／平面内で、機能要素、制御要素、及び中継要素の全配列（
シーケンス）又はネットワークさえも、一定の様式で構築することが可能になり、これに
より、トリガーイベントを伝送するさらなる手段を必要とすることなく、特に或る組立要
素から次の組立要素にトリガー作用／イベントを伝えるためのいかなる特有の基板も必要
とすることなく、制御要素、機能要素、又は中継要素が放射する光と別の機能要素又は中
継要素の光センサーとの位置合わせが確保される。
【００７５】
　図１２は、制御ブリック２０及び機能ブリック１０の別の実施形態を示している。制御
ブリック及び機能ブリックは、図４に示されている対応する制御ブリック及び機能ブリッ
クと同様であり、図１２には明確に示されていないが、これらは図４の対応するブリック
と同じ構成要素を含み得る。図１２のブリックは、光センサー１１及び発光体２２が、例
えばそれぞれのめくら穴又は他の開口部若しくはソケットの形態のそれぞれのソケット１
３及び２３内に配置されている点が、図４の対応するブリックとは異なる。ソケットは、
主に光を一方向に放射させ、光センサーに主に一方向から光を受信させる。さらに、ソケ
ットは、図１３に示されているようなライトガイド用のコネクタとしての役割を果たし得
る。図１２の制御ブリック及び機能ブリックが、図５及び図６に関連して説明したような
センサー・発光体対を含むこともできることが認識されるであろう。
【００７６】
　図１３は、可撓性ライトガイド１３０、例えば光ファイバーライトガイドによって接続
される図１２の制御ブリック２０及び機能ブリック１０を示している。ライトガイドの長
手方向端面１３１ａ及び１３１ｂは、ソケット１３及び２３それぞれに挿入されることに
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位置合わせの必要性を回避すると共に、発光体２２と光センサー１１との間の専用（priv
ate）通信チャネルを提供するように示されている。
【００７７】
　ライトガイド１３０が、受信した光の一部をその周面を通して側方に放射するタイプの
ものである場合、ライトガイドを介して通信される可視光信号がユーザーに見えるため、
通信中の可視光信号の有無、及びおそらくは種々の制御コードをユーザーに見えるように
するための光強度の変化さえも、ユーザーが観察することを可能にすることで、直観的な
通信インタフェースが提供される。この目的で、ライトガイドは、ライトガイドを通して
伝送される光の一部がライトガイドから漏れることを確実にする任意の適当な方法で適合
され得る。例えば、これは、ファイバーのシースに欠陥／不純物がある光ファイバーライ
トガイドを提供することによって、又は機械的ノッチ、パターン等を有するファイバーを
提供することによって達成され得る。
【００７８】
　光源を含むソケット及び発光体を含むソケットは、異なる形状（例えば、異なる形状の
断面）を有していてもよく、又は他の方法で機械的にコード化されてもよく、ライトガイ
ドは、ライトガイドの一端のみがセンサーのソケットに嵌まり込み、ライトガイドの他端
のみが発光体のソケットに嵌まり込むように、対応の形状の又は他の方法で機械的にコー
ド化された端部分を有することにより、ユーザーが組立ブロックを互いに対して正しい向
きで接続することを自動的に確実にし得る。組立ブロックが、ライトガイドの接続用の他
のタイプのコネクタを含み得ることがさらに認識されるであろう。
【００７９】
　本明細書に記載の組立要素の制御要素の実施形態は、いくつかの別個の要素を備えるハ
ードウェアを用いて、かつ／又は少なくとも一部は適当にプログラムされたマイクロプロ
セッサを用いて実施され得る。
【００８０】
　いくつかの手段を列挙している特許請求の範囲において、これらの手段のいくつかは、
ハードウェアの同一の要素、構成要素、又はアイテムによって具現され得る。特定の措置
が互いに異なる従属請求項で挙げられている、又は異なる実施形態で説明されているとい
うことだけでは、これらの措置の組み合わせを有利に用いることができないことにはなら
ない。
【００８１】
　本明細書で用いられる場合の「備える／含む」という用語は、述べられた特徴、要素、
ステップ、又は構成要素の存在を明示するものと解釈されるが、１つ又は複数の他の特徴
、要素、ステップ、構成要素、又はそれらの群の存在又は追加を除外するものではないこ
とが強調されるべきである。
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