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(57)【要約】
【解決手段】インク乾きを防止する手段を備えるスライ
ド式筆記具において、ペン先孔及び内壁から突出したシ
ャッター軸支持部を有する中空の軸（１０）と、前記軸
の内部に収納されるカートリッジ（２０）と、前記軸に
形成される挿入孔に挿入されるノック部と、カートリッ
ジのペン先延長軸に設けられる一対の押込部と、前記カ
ートリッジの一端を囲む後側Ｏリング（３０）と、前記
後側Ｏリング（３０）に保持され、ペン先を外部から遮
断する球面のシャッター部を備えるボールシャッター（
４０）と、前記シャッター部及び前記ペン先孔と当接す
る前側Ｏリング（５０）と、第１端が前記カートリッジ
の下端段部と当接し、第２端が前記後側Ｏリングの段部
と当接するスプリングとを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インク乾きを防止する手段を備えるスライド式筆記具において、
　第１端のペン先孔（１３）と、内壁から突出したシャッター軸支持部（１２）とを有す
る中空の軸（１０）と；
　前記ペン先孔（１３）の中心と対応する位置に前記軸（１０）の内部に収納され、前記
軸（１０）の第２端に形成される挿入孔（１４）に挿入されるノック部（２９）と、その
ペン先延長軸の一端に一対の押込部（２２）とを備えるカートリッジ（２０）と；
　前記カートリッジ（２０）の一端を囲む後側Ｏリング（３０）と；
　前記後側Ｏリング（３０）に保持され、ペン先（２４）を外部から遮断した状態で収容
し、球面のシャッター部（４３）を備える中空の球形のボールシャッター（４０）と；
　前記シャッター部（４３）と当接し、前記ペン先孔（１３）と密着する前側Ｏリング（
５０）と；
　第１端が前記カートリッジ（２０）の下端段部と当接し、第２端が前記後側Ｏリング（
３０）の段部と当接し、作動の際、前記カートリッジ（２０）のストローク距離内で前記
後側Ｏリング（３０）又は前記カートリッジ（２０）のいずれか一方を軸方向に押し出す
スプリング（７）と；を備え、
　前記押込部（２２）の作用によって前記ボールシャッター（４０）が回転して、前記シ
ャッター部（４３）が前記前側Ｏリング５０を開口し、前記ペン先（２４）が前記ペン先
孔（１３）から突出することを特徴とするスライド式筆記具。
【請求項２】
　前記後側Ｏリング（３０）及び前側Ｏリング（５０）は熱硬化性のブチルゴム材質でな
り、この材質に適した成形方法で製作されることを特徴とする請求項１に記載のスライド
式筆記具。
【請求項３】
　前記後側Ｏリング（３０）と前記ボールシャッター（４０）の間、及び、前記ボールシ
ャッター（４０）と前記前側Ｏリング（５０）との間の密着及び分離の際に発生する摩擦
を最小にするために、人体に無害なシリコンオイルが潤滑油として塗布されることを特徴
とする請求項２に記載のスライド式筆記具。
【請求項４】
　前記後側Ｏリング（３０）は、
　前記カートリッジ（２０）のペン先延長軸（２３）の外周を気密に取り囲むように、前
記ペン先延長軸（２３）に相当する直径を有する円筒状の密着部（３２）と；
　前記密着部（３２）の直径より大きい直径を有し、前記ボールシャッター（４０）を保
持するボールシャッター支持部（３１）と；を備えることを特徴とする請求項１に記載の
スライド式筆記具。
【請求項５】
　前記ボールシャッター支持部（３１）は、前記ボールシャッター支持部の端面の両側か
ら突出した半月形のウイング部を備え、突起の周囲で所定の場所から離脱しないでボール
シャッターが回転し、前記ボールシャッター（４０）によって前記ペン先（２４）が密閉
されるように、前記ボールシャッター（４０）を支持することを特徴とする、請求項４に
記載のスライド式筆記具。
【請求項６】
　前記ボールシャッター（４０）は、
　前記ボールシャッターの下部に設けられる球面の前記シャッター部（４３）と；
　前記シャッター部（４３）の両端から垂直に伸び、互いに平行に配置され、前記ボール
シャッター支持部（３１）と面接触する一対の扇形の板状の側面（４４）と；
　前記側面（４４）の中心に設けられ、凹状に形成され、前記カートリッジ（２０）の押
込部（２２）からの力を直接的に受ける係止段（４２）と；
　両側面（４４）の前記係止段（４２）から外方に垂直に突出した突起であって、前記軸



(3) JP 2009-535233 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

（１０）のシャッター軸支持部（１２）に支持されるシャッター軸（４１）と；を備える
ことを特徴とする請求項１に記載のスライド式筆記具。
【請求項７】
　前記ボールシャッター（４０）はカム状のシャッター軸（４１）を備えることで、前記
シャッター軸（４１）が回転したとき、前記シャッター軸の中心が上方に移動して前記ボ
ールシャッター（４０）が上方に移動することを特徴とする請求項５に記載のスライド式
筆記具。
【請求項８】
　前記シャッター軸支持部（１２）の下部は平面で、シャッター軸の両側は、シャッター
軸支持部の上部は幅が広く、シャッター軸支持部の下部は幅が狭くなるように、シャッタ
ー軸支持部の両側は下部から上方に傾いており、前記シャッター軸は、前記シャッター軸
支持部１２の下部及び傾斜部と接触しながら回転することによって傾斜部に沿って上方に
動き、前記ボールシャッター（４０）を押し上げることを特徴とする請求項５に記載のス
ライド式筆記具。
【請求項９】
　前記前側Ｏリング（５０）は、
　前記ボールシャッター（４０）のシャッター（４３）と密着し、前記軸の内壁と密接し
て、軸（１０）に挿入される密着部５２と；
　前記ペン先孔（１３）の内壁及び端部と密着するように、軸に挿入されるヘッド部（５
１）とを備えることを特徴とする請求項１に記載のスライド式筆記具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は筆記具に関し、特に、カートリッジから供給されるインクが出るペン先を筆記
具の使用時にだけ突出させ、不使用時には気密な状態でペン先を筆記具の内部に収納する
乾き防止装置を備えたノック式筆記具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、筆記具は、固定式筆記具と、回転式筆記具と、ノック式筆記具と、スライド式
筆記具とに大別される。固定式筆記具は、カートリッジ（芯）が固定されており、キャッ
プがペン先を覆うために使用される。回転式筆記具は、軸の一部を回転させたときに、螺
旋状パイプに沿って芯の一部が外部に突出する。ノック式筆記具は、軸の一部が押された
とき、スプリングの弾性力に抗って芯が突出する。さらに、スライド式筆記具は、芯が軸
から突出及び軸に収納されるようにスライドさせる。
【０００３】
　スライド式筆記具は、別のふたを開閉する不便さなしに使用することができる利点があ
るが、ペン先が突出するペン先孔が筆記具の一端に空けられている。このため、このよう
なスライド式の構造は、油性インクなどのように不揮発性、または揮発性が弱い筆記具に
だけ限定して適用可能である問題点がある。
【０００４】
　一方、揮発性の強いマーカーペン、修正ペン、ボールペン、蛍光ペンなどは、キャップ
を取り付けなければならず、キャップを開閉する不便さがある。揮発性の強い筆記具にキ
ャップが使用される理由は、ペン先が空気中に放置される場合、ペン先のインクが乾き、
これによって筆記具の寿命が短縮されるからである。
【０００５】
　このような問題点を解決するために、液状や半液状のインク、または揮発性や不揮発性
インクを使用する筆記具において、ペン先を保護することによって、インクの乾きを防止
する筆記具を開発するための努力がなされている。
【０００６】
　ペン先の乾きを防止し、ペン先を保護するための技術が提案されている。このような筆
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記具は、スライド式の構造を備え、筆記具の押しボタンを一度押せば、ゴムの引張力によ
ってペン先部位を覆っているカバーが開き、もう一度押しボタンを押せば、カバーが閉じ
ることによって、インクの乾きを防止する。
【０００７】
　しかし、このような筆記具は、ゴムの張力を利用するので、カバーの開閉が迅速に行わ
れず、耐久性が低く、さらに、孔を一時的に閉めているカバーの能力が非常に劣る欠点が
ある。
【０００８】
　また、他の従来技術として、大韓民国特許出願２０００年第６５６９３号の「分離しな
い弾性体キャップを備えた筆記具」が提案されている。この文献によると、この筆記具は
弾性体のキャップを備える。このキャップは、キャップの所定の位置にペン先が貫通する
切開溝を備える。切開溝の反対方向のキャップの所定の部分は、筆記具のガイド溝に密接
している。このため、キャップが後方に移動したとき、ペン先が露出することによって、
筆記可能な状態になる。逆に、キャップが前方に移動したとき、キャップはインクの乾き
を防止する。この筆記具の中間部分は通常の筆記具の胴体の形状と同一の形状となってい
る。
【０００９】
　しかし、大韓民国特許出願２０００年第６５６９３号に記載された筆記具は、ペン先が
切開溝を通じて突出することによって、切開溝の周囲がペン先のインクによって汚れる問
題がある。さらに、弾性変形が予想されるゴムリングのような補助具で切開溝を閉じるの
で、ペン先が切開溝に直接接触して、ペン先が破損したり故障するおそれがあり、筆記具
の耐久性が相対的に低下する問題がある。また、ゴムリングが切開溝の外に露出している
ので、外部の物体との接触によってゴムリングが破損するおそれがある。さらに、筆記具
の頻繁な使用の後、切開溝が変形することによって、ペン先の気密性が低下するおそれが
ある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は前述した問題点を解決するためになされたもので、その目的は、直接的に駆動
することによって、迅速に開閉する乾き防止装置を備え、簡単に使用できることによって
、カートリッジの端部であるペン先が接触することなく軸から出入し、ペン先の気密を維
持することができるスライド式筆記具を提供することである。さらに、本発明のスライド
式筆記具は、キャップを使用することなく、ペン先のインクの乾きを防止することを目的
とする。
【００１１】
　また、本発明の他の目的は、ペン先のインクの揮発を最小限とするように、気密機能を
持つ前後のＯリングを特殊なゴム材で製作した乾き防止装置を備えたスライド式筆記具を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記のような本発明の目的を達成するために、本発明は、インク乾きを防止する手段を
備えるスライド式筆記具において、第１端のペン先孔１３と、内壁から突出したシャッタ
ー軸支持部１２とを有する中空の軸１０と；前記ペン先孔１３の中心と対応する位置に前
記軸１０の内部に収納され、前記軸１０の第２端に形成される挿入孔１４に挿入されるノ
ック部２９と、そのペン先延長軸の一端に一対の押込部２２とを備えるカートリッジ２０
と；前記カートリッジ２０の一端を囲む後側Ｏリング３０と；前記後側Ｏリング３０に保
持され、ペン先２４を外部から遮断した状態で収容し、球面のシャッター部４３を備える
中空の球形のボールシャッター４０と；前記シャッター部４３と当接し、前記ペン先孔１
３と密着する前側Ｏリング５０と；第１端が前記カートリッジ２０の下端段部と当接し、
第２端が前記後側Ｏリング３０の段部と当接し、作動の際、前記カートリッジ２０のスト
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ローク距離内で前記後側Ｏリング３０又は前記カートリッジ２０のいずれか一方を軸方向
に押し出すスプリング７と；を備え、前記押込部２２の作用によって前記ボールシャッタ
ー４０が回転して、前記シャッター部４３が前記前側Ｏリング５０を開口し、前記ペン先
２４が前記ペン先孔１３から突出することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　前述したように、本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具は、別に取り付けら
れるキャップを開閉する不便さなしに使用することができ、ペン先の出入によって軸のペ
ン先突出用の穴を開くまたは閉じることによって、インクの乾きを防止することができる
利点がある。
【００１４】
　また、本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具は、制御モジュールが一体に形
成されているので、組み立てが簡単で部品のコストを節減することができる。このため、
この筆記具は、消費者に魅力的であることから、市場に受け入れられやすい。
【００１５】
　さらに、本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具は、ペン先を収容する軸の内
部空間を、球型ドアとホルダーによって密閉することができる。このため、インクの寿命
を延ばし、製品性能を最大に引き出すことができる利点がある。
【００１６】
　そして、本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具は、使用者が本体に相当する
軸を片手で握り、指でスイッチを操作してペン先の出入を制御することができるので、非
常に便利に使用できる利点がある。
【００１７】
　ここで、本発明の好適な実施例を例示の目的で開示するが、この技術分野の当業者であ
れば本発明の技術思想の範疇を逸脱しない範囲内で多様な変形、追加及び置換が可能であ
ることが理解可能であろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面に基づいて、本発明の好適な実施例による乾き防止装置を備えたスライド式
筆記具について詳細に説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施例による乾き防止装置を備えたスライド式筆記具の外形を説明
するための分解斜視図であり、図２は、本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具
のカートリッジを示す斜視図である。
【００２０】
　また、図３は、ボールシャッターの全体斜視図であり、図４は、ボールシャッターの正
面図である。
【００２１】
　また、図５は、図３のボールシャッターの突起を示す部分拡大図であり、図６は後側Ｏ
リングの全体斜視図である。
【００２２】
　また、図７は、筆記具の軸の正断面図であり、図８は、筆記具の軸の側断面図である。
【００２３】
　図９は、前側Ｏリングの全体斜視図であり、図１０は、本発明の乾き防止装置を備えた
スライド式筆記具の全体が組み立てられた状態を示す正断面図であり、図１１は、図１０
の側断面図である。
【００２４】
　また、図１２～図２０は、本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具の作動状態
を示す断面図である。
【００２５】
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　本発明の筆記具は単一の本体または２分割可能な本体のいずれかによって構成された軸
１０を含む。特に、以下に詳細に説明する直接駆動方式で、迅速に開閉する乾き防止装置
を軸１０の内部に備える。
【００２６】
　ここで、本発明において、直接駆動方式とは、軸１０のペン先孔１３が乾き防止装置の
ボールシャッターによって密閉されているが、使用者がノック部２９を押したときに、そ
の力がボールシャッターに直接的に伝達されて、ボールシャッターが動作する方式をいう
。
【００２７】
　また、軸１０は、その円錐状の一端にペン先孔１３が形成されており、他端にノック部
２９が結合されている。
【００２８】
　すなわち、使用者は本発明の筆記具の軸１０を片手で握った後、親指で筆記具上端の押
込部にあたるノック部２９を押す。すると、ノック部２９とカートリッジに連動するボー
ルシャッターは、開放方向に回転角＋９０°回転しながら貫通路をペン先２４の軸方向に
一致させるようにするとともに、軸１０のペン先孔１３が開放する。
【００２９】
　その後、ペン先２４はボールシャッターの貫通路を通じて、ペン先孔１３の外部に突出
することで、ユーザが筆記具を使用可能となる。
【００３０】
　これとは反対に、使用者がノック部２９を押すと、軸１０の内部に設けられたスプリン
グによって、突出したペン先２４が元の位置、つまり軸１０の内部に収納される。このと
き、ボールシャッターは閉じる方向に回転角９０゜回転することによって、貫通路がペン
先２４の軸方向に垂直になるとともに、軸１０のペン先孔１３を閉じる。
【００３１】
　図１を参照すれば、本発明による乾き防止装置を有するスライド式筆記具は主に五つの
部品、すなわち、軸１０、カートリッジ２０、後側Ｏリング３０、ボールシャッター４０
、前側Ｏリング５０を含む。本発明の筆記具は、１０個以上の部品を使用した従来の筆記
具より少数の部品しか必要としないので、組み立てが容易である。
【００３２】
　本発明において、軸１０は、ゴム、シリコン、軟質プラスチック素材の中の１種の材質
を用いた射出成形またはモールド成形よって製作することができるので、一体のケースま
たは二つの部分に分割されるケースが構成される。
【００３３】
　また、軸１０は、プラスチックの一般的な特性、つまり弾性、可撓性、伸縮性を有する
。
【００３４】
　ここで、軸１０の一端には、カートリッジ２０のペン先２４が収納できる大きさのペン
先孔１３が形成され、軸１０の他側にはカートリッジ２０の本体が収納できる大きさのカ
ートリッジ挿入孔１４が形成されている。
【００３５】
　また、軸１０の他端側の外周には、様々な形式に設計された動作制御部１１が、軸１０
と一体型に形成されるか、または軸１０と機構的に結合されている。望ましくは、動作制
御部１１は、係止部と係合することによって、ペン先２４の突出状態または収納状態を維
持する。
【００３６】
　また、円錐状に形成された軸１０の一端には、ペン先孔１３が形成されており、軸１０
の他端には、ノック部２９を含む以下に説明する構成を収容することができる内径を有す
る挿入孔１４が形成されている。筆記具の外部から見ると、ノック部２９は挿入孔１４に
挿入されている。
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【００３７】
　図１を参照すれば、ノック部２９は、使用者がノック部２９を押した力をカートリッジ
２０に伝達するように機能する。このようなノック部２９は小径部と大径部を有するチュ
ーブ状である。ノック部の小径部側の端部は開口しており、ノック部の他端である大径部
側の端部は閉塞している。
【００３８】
　また、本発明において、カートリッジ２０は、大容量タンク部を有する。インクタンク
は、その容量に対応する所定時間の間にペン先２４を通じて、連続的かつ均一にインクを
放出することができる
　ここで、カートリッジ２０の一端にはペン先２４が設けられる。このようなペン先２４
は、ペン先延長軸２３の一端に形成された孔に固定されていることによって、インクがペ
ン先に供給される。
【００３９】
　ペン先延長軸２３は、中空で円形のチューブ状を有し、ペン先にインクを供給し、タン
ク部の直径より小さな直径である。
【００４０】
　また、ペン先延長軸２３の端部には、ペン先２４が固定される。タンク部の内容物（す
なわち、インク）は、タンク部からペン先２４へ、筆記具の種類に対応する通常のインク
供給方式（例えば、毛細管現象、圧力差、吸引など）によって供給される。
【００４１】
　ペン先２４は、油性または水性インク用チップ、修正液排出用チップ、蛍光ペン用チッ
プ、マーカーペン用チップまたは他の種類のチップが、筆記具の種類に応じて使用され、
チップの種類に適したインク供給方式を使用することができる。
【００４２】
　カートリッジ２０は、動作制御部１１に連動して動作する。係止部には、カートリッジ
を有する通常の筆記具で使用される通常の繰り出しメカニズムを使用することができる。
【００４３】
　また、カートリッジ２０は、動作制御部１１に連動して動作する。大韓民国特許出願２
００３年第５５４１４号、同第５６９４０号に開示された繰り出しメカニズムであって、
安全なノック式と同一または類似の繰り出しメカニズムを係止部に有する。この出願は、
安全なノック式筆記具に関係し、本発明の出願人によって韓国特許庁に出願された。
【００４４】
　カートリッジ２０が軸１０のカートリッジ挿入孔１４を通じて挿入された後、使用者が
動作制御部１１を操作したとき、前述した繰り出しメカニズムによって、ペン先２４を軸
１０のペン先孔１３から突出またはペン先孔１３に収納するように、所定のストローク範
囲内で往復移動することができ、所定のストロークの両端で一時的に停止することができ
る。
【００４５】
　図２に示すように、カートリッジのペン先を収容するペン先延長軸２３の一端には、互
いに対称に設けられるように、押込部２２が形成されている。
【００４６】
　各押込部２２は、ペン先延長軸２３の端部から上向きに突出するように形成されている
。
【００４７】
　スプリング７の一端は、カートリッジ２０の段差部と当接している。
【００４８】
　スプリング７は、作動の際、カートリッジ２０のストローク距離の範囲内で後側Ｏリン
グ３０またはカートリッジ２０のいずれかを軸方向に押し出すように動作をする。
【００４９】
　例えば、カートリッジ２０とノック部２９とが前に所定のストローク距離だけ動くとき
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、スプリング７は圧縮される。これにより、スプリング７は圧縮状態から伸張状態に復元
しようとする弾性反発力を発生する。
【００５０】
　本発明において、カートリッジ２０のストローク距離はノック部２９のストローク距離
と同一である。
【００５１】
　後側Ｏリング３０及び前側Ｏリング５０はゴム系の弾性材料を用い油圧プレスで成形さ
れている。このため、後側Ｏリング及び前側Ｏリングは、撓みが繰り返されても、疲労に
耐えることができる。さらに、後述する後側Ｏリング３０、ボールシャッター４０及び前
側Ｏリング５０が互いに表面が密着することによって、極めて効果的にインクの乾きを防
止することができる。
【００５２】
　ゴムタイプの弾性材質は熱硬化性のブチルゴムである。各部品は、その材質に適した方
法で製作されることが好ましい。
【００５３】
　また、後側Ｏリング３０とボールシャッター４０との間、又は、ボールシャッター４０
と前側Ｏリング５０の間で、これらの部品が密着及び分離する際に発生するゴムの摩擦を
最小にするために、これらの部品に潤滑油が塗布される。潤滑油は、粘度１０万以上のシ
リコンオイルを使用する。
【００５４】
　図６に示すように、後側Ｏリング３０は、密着部３２とボールシャッター支持部３１と
を有する。
【００５５】
　密着部３２はペン先延長軸２３の直径に対応する直径を有する中空円筒であり、このた
め、密着部はカートリッジ２０のペン先延長軸２３の外周を密閉して取り囲むようになっ
ている。
【００５６】
　また、密着部３２の一端からは、密着部３２より大きな直径を有し、後述するボールシ
ャッター４０を収容するボールシャッター支持部３１が延設されている。
【００５７】
　ボールシャッター支持部３１は、半月形の突出したウィング部を有する。このウィング
部は、ボールシャッター支持部３１の端面の両側から突出するように形成されている。こ
のため、ボールシャッター支持部は、ボールシャッターが突起の周囲で所定の場所から離
脱しないでボールシャッターが回転するように、ボールシャッター４０を支持する。
【００５８】
　図３から図５に示すように、ボールシャッター４０は、シャッター軸４１、係止段４２
、シャッター部４３、側面４４、及び収容部４５を含む。
【００５９】
　シャッター部４３は、ペン先孔１３を開閉するドアとして機能する。ボールシャッター
４０は中空の球体である。、ボールシャッターの両側を通り、軸方向に定められた貫通路
が形成されており、筆記具の作動時にカートリッジが出入する通路となる。
【００６０】
　ボールシャッター４０の形は、ボールシャッターの下部の球型のシャッター部４３と、
シャッター部４３の両端から垂直になるように結合され、互いに平行な状態の一対の側面
４４とによって定められる。
【００６１】
　シャッター部４３は、後述される前側Ｏリング５０と密接して、後側Ｏリング３０と共
にペン先を密閉し、ペン先のインクが揮発しないようする。
【００６２】
　側面４４は、略２７０゜の弧を有する扇形の平板で、側面の中心に係止段４２が形成さ
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れている。
【００６３】
　係止段４２は凹状に形成され、カートリッジ２０の押込部２２からの力を直接的に受け
る。
【００６４】
　また、シャッター軸４１は係止段４２から両側面４４の外方に垂直に突出した突起であ
る。
【００６５】
　図３に示すように、各シャッター軸４１は、後述する軸１０のシャッター軸支持部１２
に据えられるので、シャッター軸はシャッター軸支持部１２の形状にしたがって動くよう
になる。
【００６６】
　各シャッター軸４１は、丸みを帯びた形状の棒であり、カムのような形状となっている
。そのため、各シャッター軸４１が回転したとき、点線のシャッター軸４１で示すように
、シャッター軸の中心が上昇する。これは、ボールシャッター４０が上に移動することを
意味する。
【００６７】
　すなわち、各シャッター軸４１の断面は、長軸ａと短縮ｂを有する半月型である。シャ
ッター軸が回転したとき、シャッター軸の中心は、ａからｂを減算した長さだけ上昇する
。
【００６８】
　したがって、ボールシャッターは、約０．３ｍｍ上昇しながら、前側Ｏリング５０との
接触状態から離れる。
【００６９】
　図７及び図８を参照すれば、シャッター軸支持部１２は、軸１０の内壁に形成されてい
る。
【００７０】
　図７に示すように、シャッター軸支持部１２は、ボールシャッター４０が収容される位
置で、シャッター軸４１を支えるように、突出して設けられている。
【００７１】
　シャッター軸支持部１２の下部は平面である。シャッター軸支持部の上部は幅が広く、
シャッター軸支持部の下部は幅が狭くなるように、シャッター軸支持部の両側は下部から
上方に傾いている。
【００７２】
　したがって、シャッター軸４１はシャッター軸支持部１２の下部及び傾斜部と接触しな
がら回転し、傾斜部に沿って上方に動き、ボールシャッター４０を押し上げる。
【００７３】
　図９に示すように、前側Ｏリング５０は、密着部５２と、ヘッド部５１とを有する。
【００７４】
　密着部５２は、ボールシャッター４０のシャッター部４３と密着する部分である。さら
に、密着部５２は、軸１０の内壁と密着するように、軸１０に挿入される。
【００７５】
　ヘッド部５１は、軸１０のペン先孔１３の内壁及び端部と密着するように、軸１０に挿
入される。
【００７６】
　図１０及び図１１の正断面図及び側断面図に示すように、前側Ｏリングの外表面が軸の
内壁と密着して固定されるように、前側Ｏリング５０は軸１０に保持されている。特に、
密着部５２はボールシャッター４０のシャッター４３と密着している。
【００７７】
　ボールシャッター４０のシャッター軸４１は軸１０のシャッター軸支持部１２に据えら
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れているので、シャッター軸はシャッター軸支持部１２の範囲内で回転することができる
。
【００７８】
　後側Ｏリング３０のボールシャッター支持部３１はボールシャッター４０を保持してお
り、特にボールシャッターの側面４４を囲んでいる。このため、ボールシャッター４０が
不用意に外れにくいようになっている。
【００７９】
　また、後側Ｏリング３０の密着部３２は、カートリッジ２０のペン先延長軸２３を囲ん
でいる。
【００８０】
　すなわち、ペン先２４は、密着部３２とシャッター４３によって外気と接触することな
く、ボールシャッター４０の収容部４５に収容されている。
【００８１】
　また、スプリング７の両端は、カートリッジ２０の連結部の段部と後側Ｏリング３０の
段部の間に介在しているので、スプリングは、軸１０に固定された後側Ｏリング３０とカ
ートリッジ２０とをわずかな復元力で押している。
【００８２】
　図１２から図２０は、ストロークの開始位置からボールシャッター４０がペン先孔１３
を閉鎖させるようにノック部が動作する状態を示す。すなわち、ボールシャッター４０の
貫通路はカートリッジ２０の軸方向に垂直な方向に向かっている。
【００８３】
　また、後述する前進方向と後退方向は、それぞれ、ペン先孔１３の方向とノック部２９
の方向を意味する。
【００８４】
　特に、図１２の閉じた状態は、図１０及び図１１の部品の組立が完了した状態である。
【００８５】
　また、図１２に示すように、ペン先２４はボールシャッター４０で囲まれた状態である
。スプリング７は、カートリッジ２０の連結部の段部と後側Ｏリング３０の段部とに当接
し、ペン先延長軸２３を囲んでおり、スプリング７のわずかな復元力によって後側Ｏリン
グ３０とカートリッジ２０が互いに押し力が加えられている。
【００８６】
　また、押込部２２は係止段４２から離れている。
【００８７】
　この状態で、図１３に示すように、ノック部に力が加わったとき、カートリッジ２０が
前進する。このとき、押込部２２がボールシャッター４０の係止段４２を押すことによっ
て、ボールシャッターはシャッター軸４１を中心に回転する。
【００８８】
　この場合、シャッター軸４１はシャッター軸支持部１２上で回転する。
【００８９】
　また、ボールシャッター４０が回転することによって、前側Ｏリング５０の密着部５２
との密着状態が解除される。
【００９０】
　図１４に示すように、ノック部がさらに続けて押されるとき、押込部２２は係止段４２
を継続して押す。これによって、ボールシャッター４０はさらに回転し、密着部５２がシ
ャッター４３からさらに回転して、開く。
【００９１】
　また、図１５に示すように、押込部２２がさらに続けて前進することによって、ペン先
２４が密着部５２とシャッター４３の間の開口を通じて突出する。
【００９２】
　また、シャッター軸４１の回転によって、ボールシャッター４０の全体が上昇する。
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【００９３】
　このため、図１６に示すように、ペン先延長軸２３と共にカートリッジ２０のペン先も
、ペン先孔１３の外に突出する。ノック部が軸１０にかかって、それ以上前進できなくな
るまで、カートリッジ２０は、ボールシャッター４０の収容部４５を通じて、前進し、ペ
ン先孔１３の外に突出する。このように軸１０の外に突出して固定されたペン先２４が使
用される。
【００９４】
　また、ペン先２４を軸１０の内部に収容し、ペン先を軸の内部に密閉するため、使用者
はノック部を押して軸１０からペン先を離脱させる。
【００９５】
　これにより、図１７に示すように、カートリッジ２０は後退する。このとき、押込部２
２がボールシャッター４０の係止段４２にかかって、係止段４２を押し上げる。
【００９６】
　係止段４２が押し上げられることによって、ボールシャッター４０はシャッター軸４１
を中心に回転する。
【００９７】
　このように、押込部２２の係止段４２が押し上げられ続けることによって、ボールシャ
ッター４０も回転する。これによって、図１８に示すように、ペン先はボールシャッター
４０の収容部４５に収容され、シャッター４３はペン先孔１３をゆっくりと塞ぐ。
【００９８】
　また、ボールシャッター４０は、ペン先孔側に移動しながら、カム状のシャッター軸４
１によって回転する。
【００９９】
　図２０または図１２に示すように、カートリッジ２０が後退し続けるとき、押込部２２
が継続して係止段４２を上向きに押し上げ、ボールシャッター４０は前側Ｏリング５０と
密接して、ペン先孔１３を閉じる。ペン先２４は、ボールシャッター４０の収容部４５内
に収容される。そして、ペン先は、後側Ｏリング３０と前側Ｏリング５０の間で密閉され
ることによって、インクの蒸発を最小化することになる。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の一実施例による乾き防止装置を有するスライド式筆記具の外形を示す分
解斜視図である。
【図２】本発明の乾き防止装置を有するスライド式筆記具のカートリッジを示す斜視図で
ある。
【図３】ボールシャッターの全体斜視図である。
【図４】図３のボールシャッターの正面図である。
【図５】図３のボールシャッターの突起を示す部分拡大図である。
【図６】後側Ｏリングの斜視図である。
【図７】筆記具の軸の正断面図である。
【図８】筆記具の軸の側断面図である。
【図９】前側Ｏリングの斜視図である。
【図１０】本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具が組み立てられた状態を示す
正断面図である。
【図１１】図１０の側断面図である。
【図１２】本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具の作動状態を示す断面図であ
る。
【図１３】発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具の作動状態を示す断面図である
。
【図１４】本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具の作動状態を示す断面図であ
る。
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【図１５】本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具の作動状態を示す断面図であ
る。
【図１６】本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具の作動状態を示す断面図であ
る。
【図１７】本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具の作動状態を示す断面図であ
る。
【図１８】本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具の作動状態を示す断面図であ
る。
【図１９】本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具の作動状態を示す断面図であ
る。
【図２０】本発明の乾き防止装置を備えたスライド式筆記具の作動状態を示す断面図であ
る。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１３】
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【図１５】
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【図１９】
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