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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ファイルを開いたときに使用者に大きな注目度
を与えることができ、大きな広告効果が得られ、また高
付加価値が得られる二つ折りファイルを提供する。
【解決手段】二つ折りクリアファイル１は、折り線３を
介して第１シート部４と第２シート部５を連設して開閉
可能とした二つ折り外カバー２と、第１シート部４の内
面側に配置された第１内シート部８と、第２シート部５
の内側に配置された第２内シート部９と、外カバー２の
内側に配置され、外カバー２の開閉に従って折り畳まれ
た状態と起立した状態との間で倒伏、起立する折り畳み
構造体１１である仕掛部Ａとを有する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　折り線を介して第１シート部と第２シート部を連設して開閉可能とした二つ折り外カバ
ーと、前記外カバーの内面側で、前記第１シート部に対して層をなして配置された１又は
複数の第１内シート部と、前記第２シート部に対して層をなして配置された１又は複数の
第２内シート部と、前記外カバーの内側に配置され、前記外カバーの開閉に従って所定の
仕掛が現われる仕掛部とを有し、
　前記仕掛部は、折り畳まれた状態と起立した状態との間で倒伏、起立する折り畳み構造
体であることを特徴とする二つ折りファイル。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記折り畳み構造体は、前記第１シート部及び前記第２シート部、若しくは前記第１内
シート部及び前記第２内シート部に切れ目を入れて形成した構成、又は前記第１内シート
部及び前記第２内シート部のシート端に折り線を介して連設した構成としたことを特徴と
する二つ折りファイル。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記折り畳み構造体を前記第１内シート部及び前記第２内シート部のシート端に折り線
を介して連設した構成において、当該第１内シート部及び第２内シート部の内側に形成さ
れる各ポケットに、前記折り畳み構造体のポジ像又はネガ像を形成した背景シートを差し
込んだことを特徴とする二つ折りファイル。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記折り畳み構造体は、前記第１シート部及び前記第２シート部、又は前記第１内シー
ト部及び前記第２内シート部に別部材として配置したことを特徴とする二つ折りファイル
。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項において、
　前記折り畳み構造体は、倒伏、起立動作の際に、倒伏、起立方向とは異なる方向に向き
が変わる向き変更部を有し、前記向き変更部に従動移動部が設けられ、前記折り畳み構造
体の倒伏、起立動作の際に、前記従動移動部が前記折り畳み構造体とは異なる方向に移動
することを特徴とする二つ折りファイル。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記仕掛部は仕掛シートに別体として形成され、前記第１内シート部及び前記第２内シ
ート部で形成されるポケット内に差し込まれることを特徴とする二つ折りファイル。
【請求項７】
　折り線を介して第１シート部と第２シート部を連設して開閉可能とした二つ折り外カバ
ーと、前記外カバーの内面側で、前記第１シート部に対して層をなして配置された１又は
複数の第１内シート部と、前記第２シート部に対して層をなして配置された１又は複数の
第２内シート部と、前記外カバーの内側に配置され、前記外カバーの開閉に従って所定の
仕掛が現われる仕掛部とを有し、
　前記仕掛部は、前記移動体が錯視を利用したスリットアニメーション表示部であって、
前記スリットアニメーション表示部におけるストライプ模様のフィルム部が前記外カバー
の開閉に従って移動すると静止画が動画のように表示されることを特徴とする二つ折りフ
ァイル。
【請求項８】
　折り線を介して第１シート部と第２シート部を連設して開閉可能とした二つ折り外カバ
ーと、前記外カバーの内面側で、前記第１シート部に対して層をなして配置された１又は
複数の第１内シート部と、前記第２シート部に対して層をなして配置された１又は複数の
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第２内シート部と、前記外カバーの内側に配置され、前記外カバーの開閉に従って所定の
仕掛が現われる仕掛部とを有し、
　前記仕掛部は、一端側が固定された他端側を自由端とする転向ベルト上の一端側から他
端側に複数のピクチャーカードを所定の間隔をずらして重ね配置し、前記転向ベルトの他
端側を引くと、前記転向ベルトの転向部で順次前記ピクチャーカードが跳ね上がるムービ
ングピクチャー表示部であって、前記転向ベルトの他端側を前記外カバーの開閉に従って
移動させ、跳ね上がったピクチャーカードの下に位置するピクチャーカードの絵を表示さ
せることを特徴とする二つ折りファイル。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ファイルの開き動作に従って内側の仕掛部が作動し、使用者に仕掛部を注目
させる二つ折りファイルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　二つ折りクリアファイルは、樹脂製シート材を二つ折りに折り畳み、左右の第１シート
部と第２シート部の内側に内側シートを接着してポケットを設けたものが提供されている
（特許文献１）。このような内側シートの表面にノベルティとして使用するために会社名
を印刷し、また付加価値を高めるためにキャラクター等を印刷することが提案されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１３４４４５号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、二つ折りクリアファイルの内側に会社名やキャラクターを単に印刷した
だけでは、ファイルを開いたときに使用者に与える注目度は小さい。このため、広告効果
が弱く、また大きな付加価値が得られない。
【０００５】
　そこで、本考案は、このような従来の技術の有する未解決の課題に着目してなされたも
のであって、ファイルを開いたときに使用者に大きな注目度を与えることができ、大きな
広告効果が得られ、また高付加価値が得られる二つ折りファイルを提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　〔考案１〕　上記目的を達成するために、考案１の二つ折りファイルは、折り線を介し
て第１シート部と第２シート部を連設して開閉可能とした二つ折り外カバーと、前記外カ
バーの内面側で、前記第１シート部に対して層をなして配置された１又は複数の第１内シ
ート部と、前記第２シート部に対して層をなして配置された１又は複数の第２内シート部
と、前記外カバーの内側に配置され、前記外カバーの開閉に従って所定の仕掛が現われる
仕掛部とを有し、前記仕掛部は、折り畳まれた状態と起立した状態との間で倒伏、起立す
る折り畳み構造体である。
【０００７】
　〔考案２〕　さらに、考案２の二つ折りファイルは、考案１の二つ折りファイルにおい
て、前記折り畳み構造体は、前記第１シート部及び前記第２シート部、若しくは前記第１
内シート部及び前記第２内シート部に切れ目を入れて形成した構成、又は前記第１内シー
ト部及び前記第２内シート部のシート端に折り線を介して連設した構成とした。
【０００８】
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　〔考案３〕　さらに、考案３の二つ折りファイルは、考案２の二つ折りファイルにおい
て、前記折り畳み構造体を前記第１内シート部及び前記第２内シート部のシート端に折り
線を介して連設した構成において、当該第１内シート部及び第２内シート部の内側に形成
される各ポケットに、前記折り畳み構造体のポジ像又はネガ像を形成した背景シートを差
し込んだ。
【０００９】
　〔考案４〕　さらに、考案４の二つ折りファイルは、考案１の二つ折りファイルにおい
て、前記折り畳み構造体は、前記第１シート部及び前記第２シート部、又は前記第１内シ
ート部及び前記第２内シート部に別部材として配置した。
【００１０】
　〔考案５〕　さらに、考案５の二つ折りファイルは、考案１乃至４のいずれか１の二つ
折りファイルにおいて、前記折り畳み構造体は、倒伏、起立動作の際に、倒伏、起立方向
とは異なる方向に向きが変わる向き変更部を有し、前記向き変更部に従動移動部が設けら
れ、前記折り畳み構造体の倒伏、起立動作の際に、前記従動移動部が前記折り畳み構造体
とは異なる方向に移動する。
【００１１】
　〔考案６〕　さらに、考案６の二つ折りファイルは、考案１の二つ折りファイルにおい
て、前記仕掛部は仕掛シートに別体として形成され、前記第１内シート部及び前記第２内
シート部で形成されるポケット内に差し込まれる。
【００１２】
　〔考案７〕　さらに、考案７の二つ折りファイルは、折り線を介して第１シート部と第
２シート部を連設して開閉可能とした二つ折り外カバーと、前記外カバーの内面側で、前
記第１シート部に対して層をなして配置された１又は複数の第１内シート部と、前記第２
シート部に対して層をなして配置された１又は複数の第２内シート部と、前記外カバーの
内側に配置され、前記外カバーの開閉に従って所定の仕掛が現われる仕掛部とを有し、前
記仕掛部は、前記移動体が錯視を利用したスリットアニメーション表示部であって、前記
スリットアニメーション表示部におけるストライプ模様のフィルム部が前記外カバーの開
閉に従って移動すると静止画が動画のように表示される。
【００１３】
　〔考案８〕　さらに、考案８の二つ折りファイルは、折り線を介して第１シート部と第
２シート部を連設して開閉可能とした二つ折り外カバーと、前記外カバーの内面側で、前
記第１シート部に対して層をなして配置された１又は複数の第１内シート部と、前記第２
シート部に対して層をなして配置された１又は複数の第２内シート部と、前記外カバーの
内側に配置され、前記外カバーの開閉に従って所定の仕掛が現われる仕掛部とを有し、前
記仕掛部は、一端側が固定された他端側を自由端とする転向ベルト上の一端側から他端側
に複数のピクチャーカードを所定の間隔をずらして重ね配置し、前記転向ベルトの他端側
を引くと、前記転向ベルトの転向部で順次前記ピクチャーカードが跳ね上がるムービング
ピクチャー表示部であって、前記転向ベルトの他端側を前記外カバーの開閉に従って移動
させ、跳ね上がったピクチャーカードの下に位置するピクチャーカードの絵を表示させる
。
【考案の効果】
【００１４】
　以上説明したように、考案１の二つ折りファイルによれば、外カバーの開閉で折り畳み
構造体がポップアップする仕掛となっている。例えばノベルティとして二つ折りファイル
を配布するような場合、開閉して配布すると折り畳み構造体のポップアップにより注目を
浴び、受け取る人が増えると共に大きな広告効果が得られる。また、文房具として販売す
る際、サンプルとして開いた状態で二つ折りファイルを立てた状態で置くことができるの
で、高付加価値の商品を提供でき、大きな宣伝効果が得られる。
【００１５】
　さらに、考案２の二つ折りファイルによれば、折り畳み構造体を二つ折りファイルのシ
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ート部と一体的に形成することができ、製作が簡単に行える。
【００１６】
　さらに、考案３の二つ折りファイルによれば、背景シートによって、折り畳み構造体に
対して陰影効果による遠近感等を与えることができ、より一層大きな広告宣伝効果が得ら
れる。
【００１７】
　さらに、考案４の二つ折りファイルによれば、従来構造の二つ折りファイルに折り畳み
構造体を接着等するだけでよい。このため、二つ折りファイルを短時間に大量に生産する
ことができる。
【００１８】
　さらに、考案５の二つ折りファイルによれば、従動移動部により、トリッキーな動作が
得られ、より一層大きな広告宣伝効果が得られる。
【００１９】
　さらに、考案６の二つ折りファイルによれば、仕掛シートをポケットに差し込むだけで
よいため、簡単にしかも大量に製造することができる。特に、複雑な仕掛の場合には有利
となる。
【００２０】
　さらに、考案７又は８の二つ折りファイルによれば、外カバーの開閉で表示部が動画の
ような表示を行う仕掛としているので、大きな宣伝広告効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本考案の第１の実施の形態を示す二つ折りクリアファイルを示し、クリアファイ
ルを略９０度の角度で開いた状態を示す正面斜視図である。
【図２】本考案の第２の実施の形態を示す二つ折りクリアファイルを示し、クリアファイ
ルを略９０度の角度で開いた状態を示す正面斜視図である。
【図３】本考案の第３の実施の形態を示し、上記第２の実施の形態の変形例を示す図であ
る。
【図４】本考案の第４の実施の形態を示す二つ折りクリアファイルを示し、クリアファイ
ルを略９０度の角度で開いた状態を示す正面斜視図である。
【図５】本考案の第５の実施の形態を示す二つ折りクリアファイルを示し、クリアファイ
ルを全開した状態を示す正面図である。
【図６】図５の仕掛部の仕掛原理を説明する図である。
【図７】本考案の第６の実施の形態の仕掛部を示し、同図（ａ）は上面図、同図（ｂ）は
同図（ａ）のＢ－Ｂ線矢視縦断面図、同図（ｃ）は絵の表示順番を示す図である。
【図８】本考案の第７の実施の形態を示す二つ折りクリアファイルを示し、クリアファイ
ルを略９０度の角度で開いた状態を示す正面斜視図である。
【図９】本考案の第８の実施の形態を示す正面斜視図である。
【図１０】第９の実施の形態を示し、同図（ａ）は仕掛部を平坦状態に展開した平面図、
同図（ｂ）は略９０度の角度に開いた状態を示す正面図で、外観シートを取り外した状態
を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００２２】
〔第１の実施の形態〕
　以下、本考案の第１の実施の形態を説明する。
　図１は、本考案の第１の実施の形態を示す二つ折りクリアファイルを示し、クリアファ
イルを略９０度の角度で開いた状態を示す正面斜視図である。
【００２３】
　二つ折りクリアファイル（以下、単に「クリアファイル」という。）１は、ポリプロピ
レン等の透明、又は半透明の樹脂シート製の外カバー２を有する。外カバー２は、折り線
３を挟んで左右に第１シート部４及び第２シート部５が例えば対称に形成される。第１シ
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ート部４及び第２シート部５の内面側に、書類等を差し込む第１ポケット６、第２ポケッ
ト７を形成する第１内シート部８と第２内シート部９が設けられている。第１内シート部
８と第２内シート部９はそれぞれ第１辺８ａ、９ａが接着や圧着等の固着方法で第１シー
ト部４及び第２シート部５に取り付けられている。第１内シート部８と第２内シート部９
は、外カバー２と同じシートから第２辺８ｂ、９ｂで折り曲げられ、第１ポケット６と第
２ポケット７が形成される。第１内シート部８と第２内シート部９は左右方向において中
央の折り線Ｌで連設されている。
【００２４】
　第１内シート部８と第２内シート部９の外側には、仕掛部Ａが設けられている。仕掛部
Ａは、第１内シート部８と第２内シート部９に切れ目を入れて形成された折り畳み構造体
１１が立体的に変位可能としたものである。折り畳み構造体１１は、折り線Ｌを挟んで第
１内シート部８及び第２内シート部９に、つなぎ目１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄを除
いて折り畳み構造体１１の外周縁に沿って切れ目１１ｅ～１１ｊを入れて分離される。つ
なぎ目１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄを折り線として折り畳み構造体１１が外カバー２
に対して折り畳み可能となる。折り畳み構造体１１の左右中央に山折りの折り線Ｌが設け
られ、折り線Ｌを介して左右に第１構造体部１１Ａと第２構造体部１１Ｂが連設される。
【００２５】
　第１シート部４と第２シート部５を１８０度まで開いた全開状態において、折り畳み構
造体１１は、切れ目１１ｅ～１１ｊで形成された空所１２内に嵌まり込む。全開状態から
第１シート部４と第２シート部５を閉じ位置に向けて折り畳むと、第１構造体部１１Ａと
第２構造体部１１Ｂがつなぎ目１１ａ～１１ｄと折り線Ｌをヒンジとして前方に向けて起
立し始めて立体化し、折り畳み構造体１１が外カバー２の内面から飛び出す。外カバー２
を第１シート部４と第２シート部５との内面を合わせた全閉状態まで折り畳むと、折り畳
み構造体１１は、第１構造体部１１Ａと第２構造体部１１Ｂが重なった状態に折り畳まれ
る。
【００２６】
　クリアファイル１の折り畳み状態から第１構造体部１１Ａと第２構造体部１１Ｂが起き
上がり、折り畳み構造体１１が立体的に現れる。
【００２７】
　折り畳み構造体１１の形状は一例であり、文字、数字、記号、キャラクター、建物等と
することができる。また、折り畳み構造体１１の表面に文字、数字、記号、キャラクター
、建物等を印刷してもよく、さらに文字、数字、記号、キャラクター、建物等を描いたシ
ートを貼り付けてもよい。
【００２８】
　本実施の形態によれば、仕掛部Ａの折り畳み構造体１１が外シート２の第１シート部４
と第２シート部５の開閉に従って起立して飛び出し、倒伏して引っ込むという演出効果が
得られる。
【００２９】
　また、図１に示すように外カバー２を開いた状態において、折り畳み構造体１１が補強
リブとして作用し、第１シート部４と第２シート部５が倒れずに起立した姿勢に維持でき
、机などの上にクリアファイル１を写真盾などのように立てて載置することができる。
【００３０】
　なお、折り畳み構造体１１を第１内シート部８と第２内シート部９に設けているので、
第１ポケット６及び第２ポケット７への書類の差込に支障をきたすことはない。
【００３１】
〔第２の実施の形態〕
　次に、本考案の第２の実施の形態を説明する。
　図２は、本考案の第２の実施の形態を示す二つ折りクリアファイルを示し、クリアファ
イルを略９０度の角度で開いた状態を示す正面斜視図である。なお、図１に示す部材と同
じ部材には同じ符号を付してその説明を省略する。
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【００３２】
　本実施の形態のクリアファイル２０が上記第１の実施の形態のクリアファイル１と異な
るのは、第１ポケット６を形成する第１内シート部８と、第２ポケット７を形成する第２
内シート部９に連接して仕掛部Ａの折り畳み構造体２１を設けた点と、第１内シート部８
と第２内シート部９の内側の第３辺８ｃ、９ｃをゆるい傾斜面に形成した点である。
【００３３】
　折り畳み構造体２１は、第１構造体部２１Ａと第２構造体部２１Ｂが中央の折り線Ｌを
挟んで左右に形成され、折り線Ｌで折り畳可能となっている。
【００３４】
　第１内シート部８の内側の第３辺８ｃに第１構造体部２１Ａの外側側辺２１ｎが折り曲
げ線をなす左つなぎ部２１ａを介して連設され、同様に第２内シート部９の内側の第３辺
９ｃに第２構造体２１Ｂの外側側辺２１ｏが折り線をなす右つなぎ部２１ｂを介して連設
されている。左つなぎ部２１ａと右つなぎ部２１ｂは谷折れの折り線をなしている。
【００３５】
　折り畳み構造体２１は、外カバー２を全開した状態において、外カバー２の内面に重な
る平坦状に展開される。全開状態から第１シート部４と第２シート部５を閉じ方向に折り
畳むと、折り畳み構造体２１が左つなぎ部２１と右つなぎ部２１ｂを支点として起立し始
める。第１内シート部８の第３辺８ｃと第２内シート部９の第３辺９ｃは傾斜辺をなして
いる。このため、第１構造体部２１Ａと第２構造体部２１Ｂが折り線３に対して傾斜しな
がら前方に飛び出すように起立する。そして、第１シート部４と第２シート部５の内面同
士が重なる閉じ状態において、第１構造体部２１Ａと第２構造体部２１Ｂも互いに重なる
ようにして折り畳まれる。
【００３６】
　本実施の形態において、上記第１の実施の形態と同様に外シート２の第１シート部４と
第２シート部５の開閉に従って折り畳み構造体２１が起立、倒伏して外カバー２の内面か
ら前方に飛び出るポップアップ動作を行う。
【００３７】
　本実施の形態によれば、上記第１の実施の形態と同様の効果が得られるほか、以下の効
果を奏する。クリアファイル２０は折り畳み構造体２１が第１内シート部８と第２内シー
ト部９に連接して形成されているため、外カバー２と第１内シート部８と第２内シート部
９と第１構造体２１Ａと第２構造体２１Ｂを一枚のシートから形成することができ、製造
工程の削減が図れる。
【００３８】
〔第３の実施の形態〕
　次に、本考案の第３の実施の形態を説明する。
　図３は、本考案の第３の実施の形態を示し、上記第２の実施の形態の変形例を示す図で
ある。なお、図２に示す部材と同じ部材には同じ符号を付してその説明を省略する。
【００３９】
　本実施の形態のクリアファイル３０が上記第２の実施の形態と異なる点は、仕掛部Ａの
折り畳み構造体２１の背面に、折り畳み構造体２１の背景をなす背景シート３１を配置し
た点にある。背景シート３１は、例えば不透明のシートの表面に折り畳み構造体２１のポ
ジ像３２を描いている。例えば折り畳み構造体２１の第１構造体部２１Ａに対応する第１
ポジ像３２Ａと、第２構造体部２１Ｂに対応する第２ポジ像３２Ｂが折り線３３を挟んで
左右に描かれている。
【００４０】
　背景シート３１は、第１ポケット６と第２ポケット７に差し込まれる。第１ポジ像３２
Ａと第２ポジ像３２Ｂは第１構造体部２１と第２構造体部２１Ｂを切り取ったように見え
る。このため、外カバー２を開閉する際、背景シート３１の第１ポジ像３２Ａと第２ポジ
像３２Ｂとの重なりによる陰影効果により、第１構造体２１Ａと第２構造体２１Ｂに対し
て遠近感が得られ、より一層折り畳み構造体２０の注目度が上がる。なお、背景シート３
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１にポジ像を描いたがポジ像としてもよい。
【００４１】
〔第４の実施の形態〕
　次に、本考案の第４の実施の形態を説明する。
　図４は、本考案の第４の実施の形態を示す二つ折りクリアファイルを示し、クリアファ
イルを略９０度の角度で開いた状態を示す正面斜視図である。なお、図１に示す部材と同
じ部材には同一の符号を付してその説明を省略する。
【００４２】
　本実施の形態のクリアファイル４０が図１に示す上記第１の実施の形態と異なる点は、
仕掛部Ａの折り畳み構造体４１を第１内シート部８と第２内シート部９の外面側に貼り付
けた付け足し法を採用した点である。
【００４３】
　折り畳み構造体４１は、所定の外形形状に切り取られた第１構造体部４１Ａと第２構造
体部４１Ｂを中央の折り線４１ｅを挟んで左右に有する。第１構造体部４１Ａの外端部に
折り線４１ａを介して糊代部４１ｃが連設され、第２構造体部４１Ｂの外端部に折り線４
１ｂを介して糊代部４１ｄが連設されている。
【００４４】
　本実施の形態では、外装シート２の折り線３に折り畳み構造体４１の折り線Ｌを合わせ
ている。外装シート２を全開にした状態で折り畳み構造体４１が平坦となるように、両方
の糊代部４１ｃ、４１ｄを第１内シート部８と第２内シート部９の外面に貼り付けている
。
【００４５】
　したがって、折り畳み構造体４１は、上記各実施の形態と同様に、外シート２の第１シ
ート部４と第２シート部５の開閉に従って折り畳み構造体２１が起立、倒伏して外カバー
２の内面から前方に飛び出るポップアップ動作を行う。
【００４６】
　本実施の形態によれば、折り込み構造体４１を別に用意し、外シート２の内面側に貼り
付けるだけでクリアファイル４０を簡単に製作できる。
【００４７】
〔第５の実施の形態〕
　次に、本考案の第５の実施の形態を説明する。
　図５は、本考案の第５の実施の形態を示す二つ折りクリアファイルを示し、クリアファ
イルを全開した状態を示す正面図である。図６は、図５の仕掛部の仕掛原理を説明する図
である。なお、図１～図４に示した部材と同じ部材には同じ符号を付してその説明を省略
する。
【００４８】
　上記第１乃至第４の実施の形態は、外シート２の開閉に従って、仕掛部Ａの折り畳み構
造体１１、２１、４１を起立、倒伏させて飛び出すようにしている。これに対し、本実施
の形態のクリアファイル５０は、仕掛部Ａが外シート２の開閉に従ってスリットアニメー
ション表示部５１の表示内容を変化させるようにしたものである。
【００４９】
　スリットアニメーション表示部５１は、画像が描かれたイラスト部５２と、イラスト部
５２を保持するベース部５３と、イラスト部５２を覆うストライプ模様のフィルム部５４
と、フィルム部５４をスライド可能に支持する支持部５５と有する。支持部５５をスライ
ドさせると、フィルム部５４がイラスト部５２の上面をスライドする。ベース部５３が第
２内シート部９の外面に固定され、支持部５５の先端が第１シート部４の内面に固定され
ている。したがって、第１シート部４と第２シート部５とを開閉すると、フィルム部５４
がスライドする。
【００５０】
　スリットアニメーション表示部５１は、フィルム部５４をイラスト部５２に対してスラ
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イドさせると、イラスト部５２に描かれているイラストが動き出す、いわゆる錯視を利用
した表示方法である。
【００５１】
　図６（ａ）に示すように、イラスト部５２に２匹の犬５２ａ、５２ｂがストライプ模様
で連続的に描かれている（連続するストライプ部分は省略する）。ストライプ模様のフィ
ルム部５４をスライドすると、ストライプ模様が重なる部分と重ならない部分が変化し、
図６（ｂ）に示すように、上方の犬５２ａが図６（ｃ）に示すように、犬５２ｂが下方に
移動するように動画的に表示される。
【００５２】
　このように、使用者が外カバー２を開閉すると、イラスト部５２に描くイラストが動く
ように見えるので注目度が高くなり、広告効果が高くなる。
【００５３】
〔第６の実施の形態〕
　次に、本考案の第６の実施の形態を説明する。
　図７は、本考案の第６の実施の形態の仕掛部を示し、同図（ａ）は上面図、同図（ｂ）
は同図（ａ）のＢ－Ｂ線矢視縦断面図、同図（ｃ）は絵の表示順番を示す図である。
【００５４】
　本実施の形態の仕掛部Ａは、ムービングピクチャー表示部６１を図５に示すスリットア
ニメーション表示部５１に代えて第２内シート部９の外面に取り付けられる。ムービング
ピクチャー表示部６１は、Ｕターンする転向ベルト６２の外表面に、可撓弾性を有する薄
いシート材で形成される複数のピクチャーカード６３ａ、６３ｂ、６３ｃ、６３ｄ、６３
ｅを少しずつずらして重ねる。各ピクチャーカード６３ａ、６３ｂ、６３ｃ、６３ｄ、６
３ｅは、一端側に折り線６４を介して貼り付け部６５を形成される。各ピクチャーカード
６３ａ～６３ｅの貼付部６５を転向ベルト６２の外表面に貼り付ける。転向ベルト６２の
基端側６２ａが、ベース部材６６の一端側に設けたガイド板６７上に貼り付けられ、操作
部をなす他端側６２ｂがガイド板６７とベース部材６６との間に形成されたスリットＳに
通される。
【００５５】
　図７（ｃ）に示すように、各ピクチャーカード６３ａ～６３ｅは、右側のピクチャーカ
ードを上にして左側に向けて重ねて配列される。２列目以降のピクチャーカード６３ｂ～
６３ｅの絵は上のピクチャーカードで隠されている。転向ベルト６２の他端側６２ｂを引
っ張ると、一番上のピクチャーカード６３ａが転向位置で先ず跳ね上がり、次のピクチャ
ーカード６３ｂの絵が現れる。転向ベルト６２の他端側６２ｂをさらに引っ張ると、次々
とピクチャーカード６３ｃ、６３ｄが転向位置で跳ね上がり、隠されていた下のピクチャ
ーカードの絵が表示される。逆に転向ベルト６２の他端側６２を押し戻すと、逆に下側の
ピクチャーカードから順次倒伏し、下のピクチャーカードの絵を上のピクチャーカードが
隠しながら上のピクチャーカードの絵を表示する。
【００５６】
　本実施の形態では、転向ベルト６２の他端側６２ｂを第１シート部４の内面に固定して
いる。したがって、外カバー２の開閉でムービングピクチャー表示部６１のピクチャーカ
ード６３ａ～６３ｅの絵が動画のように表示されることになる。このため、会社の広告な
どを動画風に表示させることができ、使用者に強いインパクト与えることができる。
【００５７】
〔第７の実施の形態〕
　次に、本考案の第７の実施の形態を説明する。
　図８は、本考案の第７の実施の形態を示す二つ折りクリアファイルを示し、クリアファ
イルを略９０度の角度で開いた状態を示す正面斜視図である。なお、図２に示す部材と同
じ部材には同じ符号を付してその説明を省略する。
【００５８】
　本実施の形態は、上記第２の実施の形態の変形例で、外カバー２の内側に複数のポケッ
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ト重ねて設けている。第１シート部４の内面に高さが異なる複数の第１内シート部８、８
Ａ、８Ｂを重ねて配置し複数のポケット６、６Ａ、６Ｂを形成している。また、第２シー
ト部５の内面に高さの異なる複数の第２内シート部９、９Ａ、９Ｂを重ねて配置し、複数
のポケット７、７Ａ、７Ｂを形成している。
【００５９】
　本実施の形態のクリアファイル７０は、ポケット６Ｂを形成する第１内シート部８Ｂと
、ポケット７Ｂを形成する第２内シート部９Ｂに連接して仕掛部Ａの折り畳み構造体２１
を設けている。
【００６０】
　本実施の形態では、外カバー２の開閉の際に飛び出た折り畳み構造体２１が他のポケッ
ト７、７Ａ、８、８Ａに差し込んだ書類と干渉する場合がある。このような場合には、折
り畳み構造体２１の折り線Ｌを谷折りに変えると、外カバー２の開閉に関係なく第１構造
体部２１Ａが第１シート部４の内面に接し、第２構造体部２１Ｂが第２シート部５の内面
に接するので、折り畳み構造体２１が飛び出ることがない。
【００６１】
〔第８の実施の形態〕
　次に、本考案の第８の実施の形態を説明する。
　図９は、本考案の第８の実施の形態を示す正面斜視図である。
【００６２】
　本実施の形態のクリアファイル８０は、仕掛部Ａを外カバー２、第１内シート部８、及
び第２内シート部９とは別の仕掛けシート８１、８２にそれぞれ設け、仕掛シート８１又
は仕掛けシート８２をクリアファイル８０のポケット６、７に差し込むようにしたもので
ある。
【００６３】
　仕掛シート８１には例えば図１に示す折り畳み構造体１１が形成され、仕掛シート８２
には図４に示す折り畳み構造体４１が設けられる。
【００６４】
　本実施の形態によれば、外カバー２、第１内シート部８、及び第２内シート部９に対し
て何等の加工を施す必要がないので、コストの低減が図れる。また、仕掛シート８１、８
２には、複雑な起立動作を行う折り畳み構造体を製作することができるので、より一層付
加価値を高めることができる。
【００６５】
〔第９の実施の形態〕
　次に、本考案の第９の実施の形態を説明する。
　図１０は、第９の実施の形態を示し、同図（ａ）は仕掛部を平坦状態に展開した平面図
、同図（ｂ）は略９０度の角度に開いた状態を示す正面図で、外観シートを取り外した状
態を示す図である。。
【００６６】
　本実施の形態の仕掛部Ａは、折り畳み構造体９１に従動移動体９２を備えた構成として
いる。折り畳み構造体９１を仕掛シート９３に設けている。折り込み構造体９１の表面側
に外観シート９４を貼り付けている。外観シート９４は例えば家の外観とし、窓部９４ａ
を切欠いた形状としている。仕掛シート９３は例えば図９に示す上記第８の実施の形態と
同様にクリアファイル８０のポケット６、７に差し込んで使用してもよい。また仕掛シー
ト９３を用いずに、折り畳み構造体９１を図１に示すようにシートに切れ目を入れて形成
した構成、又は図２に示すように第１内シート８のシート端と第２内シート９のシート端
に折り線を介して連設した構成としてもよい。仕掛シート９３の谷折れである折り線９３
ａを挟んで左側を第１仕掛シート部９３ｂ、右側を第２仕掛シート部９３ｃとする。
【００６７】
　図１０（ａ）に示す仕掛シート９３を平坦に展開した状態で、破線で示す折り畳み構造
体９１の一端９１ａが第１仕掛シート部９３ｂに折り線９３ａから幅Ｗａを有して折り曲
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げ自在に連設される。幅Ｗａは図１０（ｂ）に示す折り畳み構造体９１が飛び出した状態
で、折り畳み構造体９１の飛び出た高さとなる。折り畳み構造体９１は他端９１ｂが第２
仕掛シート部９３ｃに折り曲げ自在に連接される。
【００６８】
　折り畳み構造体９１の他端９１ｂから内側に幅Ｗａを有して折り線９１ｃが形成される
。折り線９１ｃは下端が折り込み構造体９１の下端まで延び、折り線９１の上端は折り畳
み構造体９１の上端から長さＷａ下がった位置まで延びている。折り線９１ｃの上端には
、折り線９１ｃの上端を先端とする高さＷａの正三角形の折り部９１ｄが形成されている
。折り部９１ｄにおいて、折り線９１ｄの延長線上をなす位置の中央折り線９１ｅを挟ん
で左右に二等辺三角形をなす左折面９１ｆと右折面９１ｇが形成される。左折面９１ｆの
斜辺９１ｈと右折面９１ｇの斜辺９１ｉは山折れの折り線とし、中央折り線９１ｅを谷折
れの折り線としている。
【００６９】
　仕掛シート９３を折り線９３で折り畳むと、折り畳み構造体９１が右側に移動しながら
起立し始め、折り部９１ｄの折り畳みも開始される。折り部９１ｄの折り畳みが開始され
ると、右折面９１ｇは正面から見て、上方に持ち上がりながら反時計回り方向に旋回する
。逆に、仕掛シート９３を閉じ状態から開き方向に開くと、右折面９１ｇは正面から見て
時計回り方向に旋回する。
【００７０】
　従動移動体９２は右折面９１ｇに貼り付けられ、従動移動体９２の先端部に絵等のマー
クＭが表示される。仕掛シート９３の開閉により、従動移動体９２が折り畳み構造体９１
の背面側で旋回する。折り込み構造体９１には、移動体９２の旋回範囲内で、マークＭの
移動軌跡中に開口９１ｊが形成され、外観シート９４の窓９４ａを開口９１ｊに合わせて
いる。例えば図１０（ｂ）に示すように、仕掛シート９３を９０度開いた位置で、マーク
Ｍが開口９１ｊに臨むようにしている。
【００７１】
　したがって、図９に示すクリアファイルに仕掛シート９３を差し込んだ状態で外カバー
２を開閉すると、マークＭが窓９４ａ内に出たり入ったりする。このため、折り畳み構造
体９１のポップアップ動作に加えて従動移動体９２が折り畳み構造体９１とは別の移動動
作を行うので、使用者により一層の注目を与えて高い広告効果が得られる。
【００７２】
〔その他の変形例〕
　なお、上記第１乃至第９の実施の形態においては、二つ折りのクリアファイルとして構
成したが、これに限らず、三つ折り、四つ折り、観音開き折りなどのクリアファイルとし
ても構成することができる。すなわち、本考案でいう「二つ折りファイル」とは、少なく
とも二つ折りの部分を有するという趣旨である。
【００７３】
　また、上記第１乃至第９の実施の形態及びその変形例においては、クリアファイルに本
考案を適用したが、これに限らず、本考案の主旨を逸脱しない範囲で他の形式のファイル
（例えば紙製のファイル）にも適用可能である。また、本考案に係るファイルをノベルテ
ィとしてだけでなく、商品として販売することもできる。
【符号の説明】
【００７４】
Ｌ…折り線、　Ａ…仕掛部、　１，２０，３０，４０，５０，７０，８０…二つ折りクリ
アファイル（クリアファイル）、　２…外カバー、　３…折り線、　４…第１シート部、
　５…第２シート部、　６，６Ａ，６Ｂ…第１ポケット、　７，７Ａ，７Ｂ…第２ポケッ
ト、　８，８Ａ，８Ｂ…第１内シート部、　９，９Ａ，９Ｂ…第２内シート部、　８ａ，
９ａ…第１辺、　８ｂ，９ｂ…第２辺、　８ｃ，９ｃ…第３辺、　１１，２１，４１…折
り畳み構造体、　１１Ａ，２１Ａ，４１Ａ…第１構造体部、　１１Ｂ，２１Ｂ，４１Ｂ…
第２構造体部、　１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ…つなぎ目、　１１ｅ～１１ｊ…切れ
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目、　２１ｎ…外側側辺、　２１ａ…左つなぎ部、　２１ｏ…外側側辺、　２１ｂ…右つ
なぎ部、　３１…背景シート、　３２…ポジ像、　３２Ａ…第１ポジ像、　３２Ｂ…第２
ポジ像、　３３…折り線、　４０…クリアファイル、　４１ｅ…折り線、　４１ａ，４１
ｂ…折り線、　４１ｃ，４１ｄ…糊代部、　表示部５１…スリットアニメーション、　５
２…イラスト部、　５３…ベース部、　５４…フィルム部、　５５…支持部、　５２ａ，
５２ｂ…犬、　６１…ムービングピクチャー表示部、　６２…転向ベルト、　６３ａ，６
３ｂ，６３ｃ，６３ｄ，６３ｅ…ピクチャーカード、　６４…折り線、　６５…貼り付け
部、　６２ａ…基端側、　６２ｂ…他端側、　６７…ガイド板、　６６…ベース部材、　
８１，８２…仕掛けシート、　９１…折り畳み構造体、　９１ａ…一端、　９１ｂ…他端
、　９１ｃ…折り線、　９１ｄ…折り部、　９１ｅ…中央折り線、　９１ｆ…左折面、　
９１ｇ…右折面、　９１ｈ…斜辺、　９１ｉ…斜辺、　９１ｊ…開口、　９２…従動移動
体、　９３…仕掛シート、　９３ａ…折り線、　９３ｂ…第１仕掛シート部、　９３ｃ…
第２仕掛シート部、　９４…外観シート、　９４ａ…窓部、　Ｍ…マーク

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

