
JP 5945019 B2 2016.7.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱変色性インキを内蔵した熱変色性筆記具であって、軸筒内に筆記体を前後方向に移動
可能、且つ弾発体によって後方に付勢して収容し、前記軸筒の外面に操作部を設け、前記
操作部を操作することにより前記筆記体のペン先を前記軸筒の前端孔から出没可能に構成
し、前記軸筒又は前記操作部の外面にクリップを備え、前記筆記体の内部に熱変色性イン
キを収容し、前記筆記体の前端に前記熱変色性インキが吐出可能なペン先を設け、前記操
作部の後端外面に、前記熱変色性インキの筆跡を摩擦しその際に生じる摩擦熱で該筆跡を
熱変色可能な低摩耗性の摩擦部を２色成形により一体に形成又は固着するとともに、前記
摩擦部の外面に凸曲面を設け、ペン先の突出状態、ペン先の没入状態の何れの状態でも、
前記摩擦部による前記筆跡の熱変色が可能であることを特徴とする熱変色性筆記具。
【請求項２】
　前記操作部を前記軸筒の後端部に設け、前記操作部を前方に押圧操作することによりペ
ン先没入状態からペン先突出状態にする出没機構を備える請求項１記載の熱変色性筆記具
。
【請求項３】
　前記操作部を前記軸筒の側壁より径方向外方に突出させ、前記操作部を前方に押圧操作
することによりペン先没入状態からペン先突出状態にする出没機構を備える請求項１記載
の熱変色性筆記具。
【請求項４】
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　前記軸筒の後部に前記操作部を設け、前記操作部を前記軸筒の前部に対して回転操作す
ることによりペン先を出没させる出没機構を備える請求項１記載の熱変色性筆記具。
【請求項５】
　前記操作部の外周面に、前記摩擦部を用いて摩擦する際に把持可能な把持部を設けた請
求項１ないし４の何れか１項に記載の熱変色性筆記具。
【請求項６】
　前記熱変色性インキが、低温側変色点（完全発色温度ｔ１）が－３０℃～－１０℃の範
囲の任意の温度に設定され、高温側変色点（完全消色温度ｔ４）が６０℃～８０℃の範囲
の任意の温度に設定され、ヒステリシス幅ΔＨが４０℃～６０℃の範囲を示す可逆熱変色
性組成物であり、前記摩擦部の摩擦によって生じる摩擦熱で前記筆跡の熱変色を可能とし
た請求項１ないし５の何れか１項に記載の熱変色性筆記具。
【請求項７】
　前記筆記体のペン先がボールペンチップであり、ペン先乾燥防止機構として、ボールを
前方に付勢する弾発体が、圧縮コイルスプリングの前端にロッド部を備え、前記ボールペ
ンチップの前端縁部を内向きにかしめて、その内面に前記ボールを圧接させた請求項１な
いし６の何れか１項に記載の熱変色性筆記具。
【請求項８】
　前記軸筒が、少なくとも前軸と該前軸の後端に着脱自在に螺着される後軸とからなり、
前記軸筒内から前記筆記体を取り出して交換することが可能である請求項１ないし７の何
れか１項に記載の熱変色性筆記具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱変色性筆記具に関する。詳細には、熱変色性インキを内蔵した熱変色性筆
記具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、熱変色性インキを内蔵した熱変色性筆記具において、特許文献１には、熱変色性
インキによる筆跡を摩擦熱で熱変色させるための摩擦体を、キャップの頂部に設ける構成
や、軸胴の後端に設ける構成が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】日本特開２００４－１４８７４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記従来の熱変色性筆記具は、キャップ式であるため、キャップの着脱動作を両手で行
なう必要があり、片手しか使用できない場合、迅速に筆記可能状態または保管状態にする
ことが困難である。また、前記従来の熱変色性筆記具は、摩擦体を軸胴の後端に設ける構
成の場合、筆記後、筆跡を摩擦変色する際に、軸胴の把持箇所をペン先側から後端側に反
転させ、軸胴を大きく持ち替える必要あり、迅速に摩擦変色作業に移行できない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、前記従来の問題点を解決するものであって、熱変色性筆跡を容易に摩擦変色
することができるとともに、片手しか使用できない場合でも、迅速に筆記可能状態（ペン
先突出状態）または保管状態（ペン先没入状態）にすることができる、熱変色性インキを
内蔵した熱変色性筆記具を提供しようとするものである。尚、本発明で、「前」とは、ペ
ン先側を指し、「後」とは、その反対側を指す。尚、本発明で、「ペン先没入状態」とは
、ペン先が軸筒内に没入した状態をいい、「ペン先突出状態」とは、ペン先が軸筒の前端
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より外部に突出した状態をいう。
【０００６】
　［１］本願の第１の発明は、熱変色性インキを内蔵した熱変色性筆記具であって、軸筒
２内に筆記体８を前後方向に移動可能に収容し、軸筒２の外面に操作部５を設け、前記操
作部５を操作することにより前記筆記体８のペン先８１を軸筒２の前端孔３１から出没可
能に構成し、前記筆記体８の内部に熱変色性インキ８３を収容し、前記筆記体８の前端に
前記熱変色性インキ８３が吐出可能なペン先８１を設け、前記軸筒２の外面に、前記熱変
色性インキ８３の筆跡を摩擦しその際に生じる摩擦熱で該筆跡を熱変色可能な摩擦部４を
設けたことを要件とする。
【０００７】
　前記第１の発明の熱変色性筆記具１は、操作部５の操作によって筆記体８のペン先８１
を軸筒２の前端孔３１から出没可能に構成したことにより、片手で迅速に筆記可能状態（
ペン先突出状態）または保管状態（ペン先没入状態）にすることができる。さらに、前記
第１の発明は、軸筒２の外面に摩擦部４を設けたことにより、軸筒２を片手に把持した状
態のまま、熱変色性インキ８３による筆跡を容易に摩擦変色させることができる。尚、前
記第１の発明において、前記摩擦部４は、軸筒２の外面（即ち熱変色性筆記具１の外面）
の少なくとも一部に設けられればよく、前記摩擦部４の設ける箇所は、例えば、軸筒２の
前端部外面、軸筒２の後端部外面、軸筒２の側壁外面、軸筒２の外面より突出するクリッ
プの外面、またはペン先８１を出没作動させるために軸筒２の外面より突出する操作部５
の外面等が挙げられる。尚、本発明は、少なくとも１本の筆記体８が軸筒２内に前後方向
に移動可能に収容される構成であればよく、例えば、１本の筆記体８が軸筒２内に前後方
向に移動可能に収容される構成、または複数本の筆記体８が軸筒２内に前後方向に移動可
能に収容される構成が挙げられる。
【０００８】
　前記第１の発明の熱変色性筆記具１において、前記軸筒２内には、操作部５の操作によ
りペン先８１を出没させる出没機構が設けられる。前記操作部５は、軸筒２の後端や軸筒
２の側壁に設けられる。前記操作部５は、熱変色性筆記具１を片手で把持した状態で、そ
の把持した手によって、操作可能である。本発明の出没機構は、前記操作部５を軸筒２の
後端部に設け、前記操作部５を、筆記体８の後方付勢に抗して前方に押圧操作することに
より、ペン先没入状態からペン先突出状態にする構成（いわゆる後端ノック式）が好まし
い。しかし、本発明の出没機構は、これ以外にも、前記操作部５を軸筒２側壁より径方向
外方に突出させ、前記操作部５を後方付勢に抗して前方に押圧操作することにより、ペン
先没入状態からペン先突出状態にする構成（いわゆるサイドスライド式）、前記操作部５
を軸筒２側壁より径方向外方に突出させ、前記操作部５を径方向内方に押圧操作すること
により、ペン先没入状態からペン先突出状態にする構成（いわゆるサイドノック式）、ま
たは、軸筒２の後部に設けた操作部５を軸筒２の前部に対して回転させることによりペン
先８１を出没させる構成（いわゆる回転式）等を採用することができる。
【０００９】
　［２］本願の第２の発明は、前記第１の発明において、前記摩擦部４を軸筒２の前端に
設け、ペン先没入状態において、摩擦部４前端がペン先８１前端より前方に位置し、ペン
先突出状態において、ペン先８１前端が摩擦部４前端より前方に位置することを要件とす
る。
【００１０】
　前記第２の発明の熱変色性筆記具１は、ペン先突出状態において、摩擦部４が被筆記面
に接触することを回避でき、円滑な筆記が可能となる。また、前記第２の発明の熱変色性
筆記具１は、ペン先没入状態において、軸筒２の前端に設けた摩擦部４で筆跡を摩擦する
ことができるため、筆記後、軸筒２を大きく持ち替えることが不要となり、迅速に摩擦変
色作業に移行できる。
【００１１】
　［３］本願の第３の発明は、前記第２の発明において、前記前端孔３１を有する軸筒２
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のペン先支持部３が硬質材料よりなり、前記軸筒２のペン先支持部３の前端外面に軟質材
料よりなる摩擦部４を設けたことを要件とする。
【００１２】
　前記第３の発明の熱変色性筆記具１は、ペン先支持部３が硬質材料からなるため、軸筒
２の前端孔３１から外部にペン先８１が突出した状態（筆記時）において、ペン先８１外
面または筆記体８のペン先８１近傍外面が、硬質材料からなるペン先支持部３の前端孔３
１内面により支持される。それにより、ペン先８１のぐらつきが抑えられ、安定した筆記
感が得られる。また、前記硬質材料よりなるペン先支持部３の前端外面に軟質材料よりな
る摩擦部４を形成したことにより、筆跡を摩擦変色させる際、摩擦部４のぐらつきが抑え
られ、安定した摩擦変色作業が可能となる。
【００１３】
　［４］本願の第４の発明は、前記第２の発明において、前記摩擦部４と前記筆記体８と
が非接触状態に維持されることを要件とする。
【００１４】
　前記第４の発明の熱変色性筆記具１は、ペン先出没時、摩擦部４と筆記体８（即ちペン
先８１及び筆記体８のペン先８１近傍外面）とが非接触状態に維持されるため、インキの
付着による摩擦部４の汚れを防止できるとともに、円滑なペン先出没作動が得られる。
【００１５】
　［５］本願の第５の発明は、前記第２の発明において、前記摩擦部４の前端外周縁４１
が凸曲面または傾斜面からなることを要件とする。
【００１６】
　それにより、前記第５の発明の熱変色性筆記具１は、前端外周縁に尖った角部を形成す
ることがなく、摩擦変色時の摩擦部４と被筆記面との円滑な接触が可能となるとともに、
摩擦部４と被筆記面との適正な接触面積が得られることにより摩擦熱の発生が容易となる
。尚、前記傾斜面とは、軸線に対して傾斜した面（テーパ面）をいう。
【００１７】
　［６］本願の第６の発明は、前記第２の発明において、前記摩擦部４の外面とペン先突
出状態のペン先前端とに接する接線と、軸線とのなす角度αを、１０度～６０度（好まし
くは１５度～６０度、さらに好ましくは２０度～５０度）の範囲に設定したことを要件と
する。
【００１８】
　それにより、前記第６の発明の熱変色性筆記具１は、摩擦部４の適正な摩擦変色性能が
得られるとともに、ペン先突出状態（筆記時）において、ペン先８１を容易に視認でき且
つ摩擦部４と被筆記面との非接触状態が維持される。
【００１９】
　［７］本願の第７の発明は、前記第２の発明において、前記摩擦部４を環状に設けるこ
とを要件とする。
【００２０】
　それにより、前記第７の発明の熱変色性筆記具１は、摩擦部４を用いて摩擦する前に摩
擦部４の周方向の向きを確認することが不要となり、迅速に摩擦変色作業を開始すること
ができる。
【００２１】
　［８］本願の第８の発明は、前記第２の発明において、前記操作部５を軸筒２の後端部
に設け、前記操作部５を前方に押圧操作することによりペン先没入状態からペン先突出状
態にする出没機構を備えることを要件とする。
【００２２】
　それにより、前記第８の発明の熱変色性筆記具１は、摩擦変色作業後、軸筒２の把持箇
所をペン先側から後端側に反転させ軸筒２を大きく持ち替える必要がなく、迅速にペン先
突出操作に移行できる。
【００２３】
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　［９］本願の第９の発明は、前記第２の発明において、前記操作部５を軸筒２の側壁よ
り径方向外方に突出させ、前記操作部５を前方に押圧操作することによりペン先没入状態
からペン先突出状態にする出没機構を備えることを要件とする。
【００２４】
　それにより、前記第９の発明の熱変色性筆記具１は、摩擦変色作業後、軸筒２の把持箇
所をペン先側から後端側に反転させ軸筒２を大きく持ち替える必要がなく、迅速にペン先
突出操作に移行できる。
【００２５】
　［１０］本願の第１０の発明は、前記第２の発明において、前記操作部５を軸筒２の側
壁より径方向外方に突出させ、前記操作部５を径方向内方に押圧操作することによりペン
先没入状態からペン先突出状態にする出没機構を備えることを要件とする。
【００２６】
　それにより、前記第１０の発明の熱変色性筆記具１は、摩擦変色作業後、軸筒２の把持
箇所をペン先側から後端側に反転させ軸筒２を大きく持ち替える必要がなく、迅速にペン
先突出操作に移行できる。
【００２７】
　［１１］本願の第１１の発明は、前記第２の発明において、軸筒２の後部に操作部５を
設け、前記操作部５を軸筒２の前部に対して回転操作することによりペン先８１を出没さ
せる出没機構を備えることを要件とする。
【００２８】
　それにより、前記第１１の発明の熱変色性筆記具１は、摩擦変色作業後、軸筒２の把持
箇所をペン先側から後端側に反転させ軸筒２を大きく持ち替える必要がなく、迅速にペン
先突出操作に移行できる。
【００２９】
　［１２］本願の第１２の発明は、前記第１の発明において、前記摩擦部４を軸筒２の後
端に設けたことを要件とする。それにより、前記第１２の発明の熱変色性筆記具１は、ペ
ン先突出状態であっても、摩擦部４で熱変色性インキ８３の筆跡を摩擦することができる
。
【００３０】
　［１３］本願の第１３の発明は、前記第１２の発明において、軸筒２の後端部に操作部
５を設け、前記操作部５を軸筒２の前部に対して前方に押圧操作することによりペン先没
入状態からペン先突出状態にする出没機構を備え、前記操作部５の後端外面に摩擦部４を
設け、前記操作部５の外周面に、前記摩擦部４を用いて摩擦する際に把持可能な把持部５
１を設けたことを要件とする。
【００３１】
　前記第１３の発明の熱変色性筆記具１は、前記操作部５の外周面に、前記摩擦部４を用
いて摩擦する際に把持可能な把持部５１を設けたことにより、摩擦変色時、安定した把持
が可能となる。前記把持部５１は、軸方向の長さを１０ｍｍ以上（好ましくは１５ｍｍ以
上）に設定することが有効である。また、前記第１３の発明の熱変色性筆記具１は、操作
部５の後端外面に軟質材料よりなる摩擦部４を設けることにより、操作部５を前方に押圧
操作する際の指との滑り止めがなされる。
【００３２】
　［１４］本願の第１４の発明は、前記第１２の発明において、軸筒２の後部に操作部５
を設け、前記操作部５を軸筒２の前部に対して回転操作することによりペン先没入状態か
らペン先突出状態にする出没機構を備え、前記操作部５の後端外面に摩擦部４を設け、前
記操作部５の外周面に、前記摩擦部４を用いて摩擦する際に把持可能な把持部５１を設け
たことを要件とする。
【００３３】
　前記第１４の発明の熱変色性筆記具１は、前記操作部５の外周面に、前記摩擦部４を用
いて摩擦する際に把持可能な把持部５１を設けたことにより、摩擦変色時、安定した把持
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が可能となる。前記把持部５１は、軸方向の長さを１０ｍｍ以上（好ましくは１５ｍｍ以
上）に設定することが有効である。
【００３４】
　［１５］本願の第１５の発明は、前記第１２の発明において、前記操作部５を軸筒２の
側壁より径方向外方に突出させ、前記操作部５を前方に押圧操作することによりペン先没
入状態からペン先突出状態にする出没機構を備えることを要件とする。
【００３５】
　前記第１５の発明の熱変色性筆記具１は、操作部５を摩擦部４に対して独立して設ける
ことができ、操作部５の外観や大きさを自由に設定できる。
【００３６】
　［１６］本願の第１６の発明は、前記第１２の発明において、前記操作部５を軸筒２の
側壁より径方向外方に突出させ、前記操作部５を径方向内方に押圧操作することによりペ
ン先没入状態からペン先突出状態にする出没機構を備えることを要件とする。
【００３７】
　前記第１６の発明の熱変色性筆記具１は、操作部５を摩擦部４に対して独立して設ける
ことができ、操作部５の外観や大きさを自由に設定できる。
【００３８】
　［１７］本願の第１７の発明は、前記第１２の発明において、摩擦部操作部２ｄを軸筒
２の外面に設け、前記摩擦部操作部２ｄを操作することにより、摩擦部４を軸筒２の後端
から出没可能に構成したことを要件とする。
【００３９】
　前記第１７の発明の熱変色性筆記具１は、摩擦時には、摩擦部４を軸筒２の後端から外
部に突出させて摩擦に使用でき、一方、非摩擦時や保管時には、摩擦部４を軸筒２内に没
入させ、摩擦部４の汚れを防止できる。尚、前記摩擦部操作部２ｄは、例えば、軸筒２に
対して回転操作するタイプ、または軸筒２に対して前後にスライド操作するタイプが挙げ
られる。
【００４０】
　［１８］本願の第１８の発明は、前記第１の発明において、前記摩擦部４を、軸筒２の
前端及び軸筒２の後端に設け、ペン先没入状態において、前記軸筒２の前端に設けた摩擦
部４の前端が、ペン先前端より前方に位置し、ペン先突出状態において、ペン先前端が、
前記軸筒２の前端に設けた摩擦部４の前端より前方に位置することを要件とする。
【００４１】
　前記第１８の発明の熱変色性筆記具１は、ペン先突出状態において、軸筒２の前端に設
けた摩擦部４が被筆記面に接触することを回避でき、円滑な筆記が可能となる。また、前
記第１８の発明の熱変色性筆記具１は、ペン先没入状態において、軸筒２の前端に設けた
摩擦部４で筆跡を摩擦することができるため、筆記後、軸筒２を大きく持ち替えることが
不要となり、迅速に摩擦変色作業に移行できる。また、前記第１８の発明の熱変色性筆記
具１は、ペン先突出状態であっても、軸筒２の後端に設けた摩擦部４で熱変色性インキ８
３の筆跡を摩擦することができる。
【００４２】
　［１９］本願の第１９の発明は、前記第１の発明において、軸筒２内に、複数本の筆記
体８を前後方向に移動可能に収容し、前記複数本の筆記体８の各々のペン先８１を軸筒２
の前端孔３１から択一的に出没可能に構成し、前記各々の筆記体８のペン先８１から吐出
される熱変色性インキ８３による筆跡を、前記軸筒２外面に設けた摩擦部４によって摩擦
し、その際に生じる摩擦熱で前記筆跡の各々が熱変色可能であることを要件とする。
【００４３】
　前記第１９の発明の熱変色性筆記具１は、熱変色性インキ８３による、複数（少なくと
も２種類）の筆跡を１本の筆記具で得ることができる。また、前記第１９の発明の熱変色
性筆記具１は、各々の筆記体８のペン先８１から吐出される熱変色性インキ８３の筆跡が
、摩擦部４によって熱変色可能であるため、各々の筆記体８による熱変色性インキ８３の
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筆跡を、摩擦部４によって一度に熱変色させることができる。
【００４４】
　［２０］本願の第２０の発明は、前記第１の発明において、軸筒２内に、複数本の筆記
体８を前後方向に移動可能に収容し、前記複数本の筆記体８の各々のペン先８１を軸筒２
の前端孔３１から択一的に出没可能に構成し、前記軸筒２の前端部に着脱自在のキャップ
１１を設け、前記キャップ１１を軸筒２の前端部に装着したとき、前記キャップ１１が軸
筒２の前端孔３１を密閉してなり、前記各々の筆記体８のペン先８１から吐出される熱変
色性インキ８３による筆跡を、前記軸筒２外面に設けた摩擦部４によって摩擦し、その際
に生じる摩擦熱で前記筆跡の各々が熱変色可能であることを要件とする。
【００４５】
　前記第２０の発明の熱変色性筆記具１は、熱変色性インキ８３による、複数（少なくと
も２種類）の筆跡を１本の筆記具で得ることができる。前記第２０の発明の熱変色性筆記
具１は、各々の筆記体８のペン先８１から吐出される熱変色性インキ８３の筆跡の各々が
、摩擦部４によって熱変色可能であるため、各々の筆記体８による熱変色性インキ８３の
筆跡を、摩擦部４によって一度に熱変色させることができる。また、前記第２０の発明の
熱変色性筆記具１は、キャップ１１を軸筒２の前端部に装着した際、キャップ１１が軸筒
２の前端孔３１を密閉してなることにより、非筆記時、各々の筆記体８のペン先８１から
のインキの蒸発を防止できる。
【００４６】
　［２１］本願の第２１の発明は、前記第２０の発明において、軸筒２内に、各々の筆記
体８の外面と密接摺動するシール部１０１を設け、キャップ１１を軸筒２の前端部に装着
したとき、前記シール部１０１とキャップ１１との間で各々の筆記体８のペン先８１を密
封してなることを要件とする。
【００４７】
　前記第２１の発明の熱変色性筆記具１は、キャップ１１を軸筒２の前端部に装着したと
き、シール部１０１とキャップ１１との間で密封空間を形成でき、非筆記時、各々の筆記
体８のペン先８１を確実に密封することができる。
【００４８】
　［２２］本願の第２２の発明は、前記第２１の発明において、前記筆記体８の各々を後
方に付勢する弾発体７を軸筒２内に収容し、前記弾発体７の各々の後端を支持する弾発体
支持部２ｂを軸筒２内に設け、前記弾発体支持部２ｂに前記シール部１０１を備えるシー
ル体１０を固定してなることを要件とする。
【００４９】
　前記第２２の発明の熱変色性筆記具１は、弾発体支持部２ｂに前記シール部１０１を備
えるシール体１０を固定してなることにより、シール体１０の確実な固定が可能となる。
【００５０】
　［２３］本願の第２３の発明は、前記第１９の発明において、前記各々の筆記体８の内
部に収容された熱変色性インキ８３の発色状態の色が互いに異なることを要件とする。
【００５１】
　前記第２３の発明の熱変色性筆記具１は、各々の筆記体８の内部に収容された熱変色性
インキ８３による、発色状態の色が異なる複数種の筆跡を、摩擦部４の摩擦熱により一度
に熱変色させることができる。また、前記第２３の発明の熱変色性筆記具１は、各々の熱
変色性インキ８３の筆跡が重なった状態の場合でも、異なる発色状態の色によって前記複
数種の筆跡の各々を識別できる。
【００５２】
　［２４］本願の第２４の発明は、前記第１９の発明において、前記各々の筆記体８の内
部に収容された熱変色性インキ８３の、摩擦部４の摩擦熱による変色温度を２５℃～９５
℃に設定したことを要件とする。
【００５３】
　前記第２４の発明の熱変色性筆記具１は、摩擦部４による摩擦熱によって、各々の筆記
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体８の熱変色性インキ８３による複数種の筆跡を、確実に、一度に熱変色させることがで
きる。もし、各々の筆記体８の熱変色性インキ８３の変色温度が、前記温度範囲から外れ
ている場合、複数種の筆跡を、摩擦部４の摩擦熱で一度に熱変色できないおそれがある。
【００５４】
　［２５］本願の第２５の発明は、前記第２０の発明において、前記キャップ１１の外面
に、前記熱変色性インキ８３の筆跡を摩擦しその際に生じる摩擦熱で該筆跡を熱変色可能
な摩擦部４を設けたことを要件とする。
【００５５】
　前記第２５の発明の熱変色性筆記具１は、キャップ１１の外面に摩擦部４を設けたこと
により、キャップ１１を軸筒２の後端部に装着させた状態、キャップ１１が軸筒２と分離
した状態、及びキャップ１１が軸筒２のペン先側に装着された状態において、キャップ１
１外面の摩擦部４を使用できる。即ち、前記第２５の発明の熱変色性筆記具１は、キャッ
プ１１が軸筒２に対していかなる状態であっても、筆記使用後、即座に熱変色性インキ８
３の筆跡を摩擦により熱変色させることができる。
【００５６】
　［２６］本願の第２６の発明は、前記第１の発明において、前記軸筒２の前端部に着脱
自在のキャップ１１を設け、前記キャップ１１を軸筒２の前端部に装着したとき、前記キ
ャップ１１が軸筒２の前端孔３１を密閉してなることを要件とする。
【００５７】
　前記第２６の発明の熱変色性筆記具１は、キャップ１１を軸筒２の前端部に装着した際
、キャップ１１が軸筒２の前端孔３１を密閉してなることにより、非筆記時、ペン先８１
からのインキの蒸発を防止できる出没式の熱変色性筆記具を得る。
【００５８】
　［２７］本願の第２７の発明は、前記第２６の発明において、前記キャップ１１の外面
に、前記熱変色性インキ８３の筆跡を摩擦しその際に生じる摩擦熱で該筆跡を熱変色可能
な摩擦部４を設けたことを要件とする。
【００５９】
　前記第２７の発明の熱変色性筆記具１は、キャップ１１の外面に摩擦部４を設けたこと
により、キャップ１１を軸筒２の後端部に装着させた状態、キャップ１１が軸筒２と分離
した状態、及びキャップ１１が軸筒２のペン先側に装着された状態において、キャップ１
１外面の摩擦部４を使用できる。即ち、前記第２７の発明の熱変色性筆記具１は、キャッ
プ１１が軸筒２に対していかなる状態であっても、筆記使用後、即座に熱変色性インキ８
３の筆跡を摩擦により熱変色させることができる。
【００６０】
・摩擦部
　尚、本発明で、前記摩擦部４を構成する軟質材料とは、弾性を有する樹脂（ゴム、エラ
ストマー）が挙げられ、例えば、シリコーン樹脂、ＳＢＳ樹脂（スチレン－ブタジエン－
スチレン共重合体）、ＳＥＢＳ樹脂（スチレン－エチレン－ブタジエン－スチレン共重合
体）、フッ素系樹脂、クロロプレン樹脂、ニトリル樹脂、ポリエステル系樹脂、エチレン
プロピレンジエンゴム（ＥＰＤＭ）等が挙げられる。前記摩擦部４を構成する軟質材料は
、高摩耗性の弾性材料（例えば、消しゴム等）からなるものよりも、紙面等の摩擦で摩耗
屑が殆ど生じない低摩耗性の弾性材料からなるものが有効である。前記摩擦部４は、軸筒
２のペン先支持部３の外面に２色成形により一体に形成する構成、または摩擦部４を構成
する別部品を軸筒２のペン先支持部３に固着（例えば、嵌着、圧入、螺着、接着）する構
成が挙げられる。前記摩擦部４は、軸筒２の軟質部材からなる把持部５１（グリップ部）
と一体に形成する構成でもよい。
【００６１】
・軸筒
　前記前端孔３１を備えた軸筒２のペン先支持部３は、ペン先突出状態のペン先８１外面
または筆記体８のペン先８１近傍外面を支持するものである。前記ペン先支持部３を構成
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する硬質材料は、合成樹脂（例えば、ポリカーボネイト、ポリプロプレン、ポリアセター
ル、ポリエチレンテレフタレート、ＡＢＳ樹脂等）または金属等が挙げられる。
【００６２】
・ペン先
　尚、本発明で、前記ペン先８１は、例えば、ボールペンチップ、繊維束の樹脂加工体、
繊維束の熱融着加工体、フェルト加工体、パイプ状ペン体、先端にスリットを有する万年
筆型板状ペン体、毛筆ペン体、合成樹脂の多孔質気泡体、軸方向のインキ誘導路を有する
合成樹脂の押出成形体等が挙げられる。前記ペン先８１がボールペンチップの場合、ペン
先没入状態のペン先乾燥防止機構として、ペン先ボールを前方に付勢し、チップ前端の内
向きのカシメ部（前端縁部）内面にボールを圧接させる構成が有効である。前記ペン先８
１が、ボールペンチップ以外の構成の場合、ペン先没入状態のペン先乾燥防止機構として
、軸筒２の前端孔３１を閉鎖し軸筒２内に没入状態のペン先８１を密封する構成が有効で
ある。
【００６３】
・熱変色性インキ
　尚、本発明で、前記熱変色性インキ８３は、可逆熱変色性インキが好ましい。前記可逆
熱変色性インキは、発色状態から加熱により消色する加熱消色型、発色状態又は消色状態
を互変的に特定温度域で記憶保持する色彩記憶保持型、又は、消色状態から加熱により発
色し、発色状態からの冷却により消色状態に復する加熱発色型等、種々のタイプを単独又
は併用して構成することができる。
【００６４】
　また、前記可逆熱変色性インキに含有される可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は、従
来より公知の（イ）電子供与性呈色性有機化合物、（ロ）電子受容性化合物、及び（ハ）
前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体、の必須三成分を少なくとも含む可逆熱
変色性組成物をマイクロカプセル中に内包させたものが有効である。
【００６５】
　本発明では、図６に示すように、温度変化による着色濃度の変化をプロットした曲線の
形状が、温度を変色温度域より低温側から上昇させていく場合と逆に変色温度域より高温
側から下降させていく場合とで異なる経路を辿って変色し、完全発色温度（ｔ１）以下の
低温域での発色状態、又は完全消色温度（ｔ４）以上の高温域での消色状態が、特定温度
域〔ｔ２～ｔ３の間の温度域（実質的二相保持温度域）〕で記憶保持できる色彩記憶保持
型熱変色性インキが適用されることが好ましい。図６において、ΔＨは、ヒステリシスの
程度を示す温度幅（即ちヒステリシス幅）を示す。ΔＨの値が小さいと、変色前後の両状
態のうち一方の状態しか存在しえない。ΔＨの値が大きいと、変色前後の各状態の保持が
容易となる。
【００６６】
　前記実質的二相保持温度域は、目的に応じて設定できるが、本発明では、前記高温側変
色点〔完全消色温度（ｔ４）〕を、２５℃～９５℃（好ましくは、３６℃～９０℃）の範
囲に設定し、前記低温側変色点〔完全発色温度（ｔ１）〕を、－３０℃～＋２０℃（好ま
しくは、－３０℃～＋１０℃）の範囲に設定することが有効である。それにより、常態（
日常の生活温度域）で呈する色彩の保持を有効に機能させることができると共に、可逆熱
変色性インキによる筆跡を摩擦部による摩擦熱で容易に変色することができる。
【００６７】
　前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は、粒子径の平均値が０．５～５．０μｍ、好
ましくは１～４μｍの範囲にあることが好ましい。平均粒子径が５．０μｍを越える系で
は、ボールペンチップやマーキングペンチップの毛細間隙からの流出性が低下し、平均粒
子径が０．５μｍ未満の系では高濃度の発色性を示し難くなる。
【００６８】
　前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は、インキ組成物全量に対し、２～５０重量％
（好ましくは３～４０重量％、更に好ましくは、４～３０重量％）配合することができる
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。２重量％未満では発色濃度が不充分であり、５０重量％を越えるとインキ流出性が低下
し、筆記性が阻害される。
【発明の効果】
【００６９】
　本発明は、熱変色性筆跡を容易に摩擦変色でき、且つ、片手しか使用できない場合でも
、迅速に筆記可能状態及び保管状態にすることができる、熱変色性インキを内蔵した熱変
色性筆記具を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の第１の実施の形態のペン先突出状態を示す一部切欠縦断面図である。
【図２】図１の要部拡大縦断面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態のペン先没入状態を示す一部切欠縦断面図である。
【図４】図３の要部拡大縦断面図である。
【図５】第１の実施の形態に用いた筆記体の縦断面図である。
【図６】熱変色性インキの変色挙動を示す説明図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態のペン先突出状態を示す一部切欠縦断面図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態のペン先突出状態を示す一部切欠縦断面図である。
【図９】本発明の第４の実施の形態のペン先突出状態を示す一部切欠縦断面図である。
【図１０】本発明の第５の実施の形態のペン先突出状態を示す一部切欠縦断面図である。
【図１１】第５の実施の形態に用いた筆記体の縦断面図である。
【図１２】本発明の第６の実施の形態のペン先突出状態を示す一部切欠縦断面図である。
【図１３】本発明の第７の実施の形態のペン先突出状態を示す一部切欠縦断面図である。
【図１４】本発明の第８の実施の形態のペン先突出状態を示す一部切欠縦断面図である。
【図１５】本発明の第９の実施の形態のペン先突出状態を示す一部切欠縦断面図である。
【図１６】本発明の第１０の実施の形態のペン先突出状態を示す一部切欠縦断面図である
。
【図１７】本発明の第１１の実施の形態の非筆記状態を示す縦断面図である。
【図１８】本発明の第１２の実施の形態の非筆記状態を示す縦断面図である。
【図１９】図１８のＡ－Ａ線拡大断面図である。
【図２０】図１８の筆記状態を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００７１】
＜第１の実施の形態＞
　本発明の熱変色性筆記具の第１の実施の形態を図１乃至図５に示す。
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、軸筒２と、軸筒２内に前後方向に移動可能に収容
された筆記体８とからなる。
【００７２】
・軸筒
　前記軸筒２は、硬質材料（例えば、ポリカーボネイト樹脂）の射出成形によって得られ
る。前記軸筒２の前端部は、先細状に形成される。前記先細状の前端部の前端（即ち軸筒
２の前端）には前端孔３１が前後方向に貫設される。前記前端孔３１を通して、軸筒２内
に収容した筆記体８のペン先８１が出没可能（即ち外部に突出可能且つ軸筒２内に没入可
能）となる。前記軸筒２の後部外面には、ポケット等に挟持可能なクリップ６が突設され
る。また、前記軸筒２内には、筆記体８を常時後方に付勢する弾発体７（具体的には圧縮
コイルスプリング）が収容される。前記軸筒２は、前軸と該前軸の後端に着脱自在に螺着
される後軸とからなるため、前記軸筒２内から前記筆記体８を取り出して交換することが
可能である。
【００７３】
・ペン先支持部
　前記前端孔３１を備える軸筒２の前端は、ペン先８１が軸筒２の前端より外部に突出し
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た状態（筆記時）において、ペン先８１の径方向外面を支持するペン先支持部３となる。
前記ペン先支持部３は、軸筒２の前端に一体に形成されるため、軸筒２と同じ硬質材料（
例えば、ポリカーボネイト樹脂）によって構成される。
【００７４】
・摩擦部
　前記軸筒２の前端外面（即ちペン先支持部３の前端外面）に、軟質材料（例えば、ＳＢ
Ｓ樹脂、ＳＥＢＳ樹脂等の低摩耗性の弾性材料）からなる摩擦部４が設けられる。
【００７５】
　前記摩擦部４は、ペン先支持部３の前端外周面に環状に設けられる。それにより、摩擦
部４を用いて摩擦する前に摩擦部４の周方向の向きを確認することが不要となり、迅速に
摩擦変色作業を開始することができる。尚、前記摩擦部４の形状は、非環状（例えば、周
方向に複数分散される構成、周方向の１箇所に形成される構成等）でもよい。
【００７６】
　前記摩擦部４の前端外周縁４１には、凸曲面または傾斜面が形成される。それにより、
摩擦変色時、摩擦部４と被筆記面との円滑な接触が可能となるとともに、摩擦部４と被筆
記面との適正な接触面積が得られることにより摩擦熱の発生が容易となる。
【００７７】
　前記摩擦部４の径方向内面は、前端孔３１内面より径方向外方に位置する。即ち、前記
摩擦部４は、前端孔３１の内面より径方向内方に突出されていない。そのため、ペン先出
没時、前記摩擦部４と軸筒２内に収容された筆記体８（具体的にはペン先８１）との非接
触状態が維持される。それにより、軸筒２内に収容された筆記体８のペン先８１が出没す
る際、筆記体８（具体的にはペン先８１）が摩擦部４と接触せず、円滑なペン先８１の出
没作動が得られ、さらに、摩擦部４がインキの付着によって汚れることがない。
【００７８】
　前記摩擦部４は、軸筒２の前端外面に別部品を固着すること（例えば、嵌着、圧入、螺
着、接着等）により得られる。または、前記摩擦部４は、軸筒２との２色成形により得ら
れる。
【００７９】
・出没機構
　前記軸筒２には、ペン先を出没させる出没機構が内蔵されている。本実施の形態では、
前記出没機構として、いわゆる後端ノック式が採用される。前記出没機構は、前記軸筒２
の後端より後方に突出された操作部５を、前方に押圧することによって、筆記体８を後方
付勢に抗して前方に移動させ、ペン先没入状態からペン先突出状態にするものである。さ
らに、本実施の形態では、再度、操作部５を前方に押圧することにより、ペン先突出状態
からペン先没入状態にすることができる。
【００８０】
・筆記体
　前記筆記体８は、ペン先８１と、前記ペン先８１を前端に備え且つ内部に熱変色性イン
キ８３を収容するインキ収容部８２とからなる。前記ペン先８１より前記熱変色性インキ
８３が吐出される。
【００８１】
　前記ペン先８１は、前端に回転可能に抱持されたボール８１ａを備えるボールペンチッ
プからなる。前記ペン先８１の内部には、前端のボール８１ａを前方に押圧する弾発体８
１ｂが収容される。前記弾発体８１ｂは、圧縮コイルスプリングの前端部にロッド部を備
えた構成であり、前記ロッド部の前端がボール８１ａ後面に接触している。非筆記時、前
記弾発体８１ｂの前方付勢によりボール８１ａがボールペンチップ前端の内向きのカシメ
部内面に密接され、ペン先８１の前端からのインキの漏出及びインキの蒸発を防止できる
。
【００８２】
　前記インキ収容部８２は、ペン先８１を保持するペン先ホルダー８２ａと、前記ペン先
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ホルダー８２ａが前端に固着されるインキ収容管８２ｂとからなる。前記インキ収容部８
２内には、熱変色性インキ８３と、該インキ８３の後端に配置される追従体８４とが収容
される。
【００８３】
　前記熱変色性インキ８３は、低温側変色点（完全発色温度ｔ１）が－３０℃～－１０℃
の範囲の任意の温度に設定され、高温側変色点（完全消色温度ｔ４）が６０℃～８０℃の
範囲の任意の温度に設定され、ヒステリシス幅ΔＨが４０℃～６０℃の範囲を示す可逆熱
変色性インキが採用される。前記熱変色性インキ８３は、消色状態において、無色となる
。
【００８４】
　前記追従体８４は、インキの消費に伴い前進し且つインキの後退（即ち逆流）を防止す
るものであり、例えば、高粘度流体、弾性材料よりなる可動栓、または高粘度流体中に固
体物を収容させた構成等が挙げられる。
【００８５】
　前記インキ収容管８２ｂの後端には、通気孔を有する尾栓８５が嵌着される。
【００８６】
・角度α
　尚、本実施の形態において、前記摩擦部４の外面と突出状態のペン先８１前端とに接す
る接線と、軸線とのなす角度αは、１５度～５０度の範囲に設定される。それにより、摩
擦部４の適正な摩擦変色性能が得られるとともに、筆記時（ペン先突出時）、ペン先８１
を容易に視認でき且つ摩擦部４と被筆記面との非接触状態が維持される。
【００８７】
・筆記時（図１及び図２参照）
　本実施の形態の熱変色性筆記具１を片手に持ち、操作部５を前方に押圧操作することに
よって、迅速にペン先没入状態からペン先突出状態にすることできる。この突出状態のペ
ン先で、紙面等の被筆記面に筆記することにより、熱変色性インキ８３による筆跡を被筆
記面に形成することができる。
【００８８】
・摩擦変色時（図３及び図４参照）
　筆記後、前記熱変色性筆記具１を片手に持った状態で、熱変色性筆記具１を大きく持ち
替えること無く、操作部５を前方に押圧操作することによって、迅速にペン先突出状態か
らペン先没入状態にすることができる。前記ペン先没入状態において、摩擦部４を用いて
、被筆記面に形成された前記熱変色性インキ８３による筆跡を摩擦し、その際に生じる摩
擦熱で前記筆跡を熱変色させることができる。
【００８９】
＜第２の実施の形態＞
　本発明の熱変色性筆記具の第２の実施の形態を図７に示す。
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、第１の実施の形態の変形例であり、第１の実施の
形態と異なる点は、軸筒２の後端部外周面に、筒状の操作部５を前後方向に移動可能に設
けた点である。前記操作部５の外面には、ポケット等に挟持可能なクリップ６が突設され
ている。
【００９０】
　尚、前記第２の実施の形態において、他の構成及び作用効果は、第１の実施の形態と共
通であるため説明を省略する。
【００９１】
＜第３の実施の形態＞
　本発明の熱変色性筆記具の第３の実施の形態を図８に示す。
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、第１の実施の形態の変形例であり、第１の実施の
形態と異なる点は、軸筒２の後端部外周面に、操作部５を軸筒２に対して回転可能に設け
た点である。前記操作部５の外面には、ポケット等に挟持可能なクリップ６が突設されて
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いる。
【００９２】
　即ち、本実施の形態の出没機構は、いわゆる回転式であり、軸筒２に対して操作部５を
回転操作することにより、前端孔３１よりペン先８１を出没させるものである。
【００９３】
　尚、前記第３の実施の形態において、他の構成及び作用効果は、第１の実施の形態と共
通であるため説明を省略する。
【００９４】
＜第４の実施の形態＞
　本発明の熱変色性筆記具の第４の実施の形態を図９に示す。
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、第１の実施の形態の変形例であり、第１の実施の
形態と異なる点は、軸筒２の側壁に形成された孔より、操作部５が径方向外方に突出され
た点である。
【００９５】
　即ち、本実施の形態の出没機構は、いわゆるサイドノック式であり、前記操作部５を径
方向内方に押圧操作することにより、前端孔３１よりペン先８１を出没させるものである
。
【００９６】
　尚、前記第４の実施の形態において、他の構成及び作用効果は、第１の実施の形態と共
通であるため説明を省略する。
【００９７】
＜第５の実施の形態＞
　本発明の熱変色性筆記具の第５の実施の形態を図１０及び図１１に示す。
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、軸筒２と、軸筒２内に前後方向に移動可能に収容
された複数本の筆記体８とからなる。
【００９８】
　軸筒２内には、複数本の筆記体８の各々が前後方向（軸方向）に移動可能に収容されて
いる。前記筆記体８の各々は、弾発体７（具体的には圧縮コイルスプリング）により、後
方に付勢されている。
【００９９】
　前記軸筒２には、ペン先８１を出没させる出没機構が内蔵されている。本実施の形態で
は、前記出没機構として、いわゆるサイドスライド式が採用される。前記出没機構は、軸
筒２側壁より径方向外方に突出された各々の操作部５を、弾発体７の後方付勢に抗して前
方に押圧操作することにより、前端孔３１よりペン先８１を出没させるものである。
【０１００】
　前記軸筒２は、先細状の円筒体からなる前軸２ａと、該前軸２ａの後端部と螺合または
圧入により取り付けられる円筒状の弾発体支持部２ｂと、該弾発体支持部２ｂの後端部と
螺合または圧入により取り付けられる円筒状の後軸２ｃとからなる。
【０１０１】
　前記前軸２ａの前端には、筆記体８の各々が択一的に突出可能な前端孔３１が軸方向に
貫設される。
【０１０２】
　前記後軸２ｃの後部の側壁には、軸筒２内に収容する筆記体８の本数に応じた複数（こ
こでは２本）の前後方向に延びる細長状の窓孔２１が、径方向に貫設される。また、前記
後軸２ｃの窓孔２１の相互間の側壁内面には、前後方向に延びるリブよりなる係止壁部２
２が形成され、前記係止壁部２２に、ペン先８１が突出した際のその突出したペン先８１
に対応した操作体９の後端が係止される。前記後軸２ｃの後端壁内面には、当接壁部２３
が形成され、前記当接壁部２３に、ペン先８１が没入した際のその没入したペン先８１に
対応した操作体９の後端が係止される。
【０１０３】
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　前記筆記体８の各々は、ボールペンレフィルであり、前端にボール８１ａが回転可能に
抱持されたペン先８１と、該ペン先８１を前端に備え且つ後端が開口されたインキ収容管
８２ｂとからなる。前記インキ収容管８２ｂの内部には、剪断減粘性を有する水性ゲルよ
りなる熱変色性インキが収容される。前記インキ収容管８２ｂ内の熱変色性インキ８３の
後端には、該インキ８３の消費に伴い前進する高粘度流体からなる追従体８４が充填され
る。
【０１０４】
　前記ペン先８１の各々は、前端に回転可能に抱持されたボール８１ａを備えるボールペ
ンチップからなる。前記ペン先８１の各々の内部には、前端のボール８１ａを前方に押圧
する弾発体８１ｂが収容される。前記弾発体８１ｂは、圧縮コイルスプリングの前端部に
ロッド部を備えた構成であり、前記ロッド部の前端がボール８１ａ後面に接触している。
非筆記時、前記弾発体８１ｂの前方付勢によりボール８１ａがボールペンチップ前端の内
向きの前端縁部内面に密接され、ペン先８１の各々の前端からのインキの漏出及びインキ
の蒸発を防止できる。また、ペン先８１は、インキ収容管８２ｂの前端開口部に圧入等に
より直接、取り付けてもよいが、本実施の形態ではペン先ホルダー８２ａを介してインキ
収容管８２ｂの前端開口部に固着される。
【０１０５】
　前記熱変色性インキ８３の各々は、低温側変色点（完全発色温度ｔ１）が－３０℃～－
１０℃の範囲の任意の温度に設定され、高温側変色点（完全消色温度ｔ４）が６０℃～８
０℃の範囲の任意の温度に設定され、ヒステリシス幅ΔＨが４０℃～６０℃の範囲を示す
可逆熱変色性組成物を有するインキが採用される。前記熱変色性インキ８３の各々は、発
色状態において、例えば、黒、青、赤、黄、緑、橙、紫、紺、ピンク、水色等を呈する。
前記熱変色性インキ８３の各々は、消色状態において、無色となる。前記熱変色性インキ
８３の各々は、発色状態において、異なる色を呈する。
【０１０６】
　前記筆記体８の各々の後端には、操作体９が取り付けられる。前記各々の操作体９は、
後端部に形成され且つ軸筒２の窓孔２１から外部に突出する操作部５と、該操作部５の反
対側に設けられる後側突出部９１と、該操作部５の反対側の後側突出部９１の前方に設け
られる前側突出部９２と、前端部に形成され且つインキ収容管８２ｂの後端開口部に嵌入
される嵌入部９３と、該嵌入部９３の後方に形成される鍔部９４とを備える。前記嵌入部
９３は、インキ収容管８２ｂの後端開口部に嵌入された際、インキ収容管８２ｂの後端開
口部を完全には塞がず、インキ収容管８２ｂの内部と外部とを通気可能にする。また、前
記鍔部９４の前面には、弾発体７の後端が係止される。
【０１０７】
　筆記体８のペン先８１のいずれかが没入状態のとき、そのペン先没入状態の筆記体８に
取り付けられた操作体９の後端部は、軸筒２の後端部内壁に形成された当接壁部２３に当
接される。一方、筆記体８のペン先８１のいずれか突出状態のとき、そのペン先突出状態
の筆記体８に取り付けられた操作体９の後端部は、軸筒２の内壁に形成された係止壁部２
２に係止される。
【０１０８】
　ペン先没入状態にある筆記体８の後端に連結された操作体９の前側突出部９２は、その
操作体９の操作部５を前方にスライド操作した際、先にペン先突出状態にある筆記体８の
後端に連結された操作体９の後側突出部９１と当接され、筆記体８のペン先突出状態が解
除される。
【０１０９】
　軸筒２の内壁（即ち後軸２ｃの前端部内面）には、円筒状の弾発体支持部２ｂが固着さ
れる。前記弾発体支持部２ｂは、円板状の支持壁部を備え、前記支持壁部に、筆記体８が
挿通される複数（ここでは２個）の内孔が軸方向に貫設され。前記弾発体支持部２ｂの後
面（即ち支持壁部の後面）と、各々の操作体９の鍔部９４の前面との間には、各々の弾発
体７が配置される。前記各々の弾発体７の内部に筆記体８の各々が遊挿されるとともに、
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各々の弾発体７の前端が弾発体支持部２ｂの後面により係止され、各々の弾発体７の後端
が操作体９の鍔部９４の前面に係止される。
【０１１０】
　前記弾発体支持部２ｂの前面（即ち支持壁部の後面）には筒状部が前方に延設され、そ
の筒状部内面と後軸２ｃの後端部外面とが螺合または圧入により取り付けられる。
【０１１１】
　前記各々の弾発体７は、各々の操作体９を、常時、後方に付勢している。前記各々の弾
発体７は、ペン先突出状態、ペン先没入状態のいずれにおいても圧縮状態（即ち筆記体８
が後方に付勢された状態）にあり、それにより、各々の操作体９の前後のがたつきが防止
される。
【０１１２】
　軸筒２の前端部外面（即ち前軸２ａの前端部外面）には、軟質材料（例えば、ＳＢＳ樹
脂、ＳＥＢＳ樹脂等の低摩耗性の弾性材料）よりなる摩擦部４が形成される。前記摩擦部
４は、軸筒２外面に、２色成形、嵌合、圧入、螺合、接着等の手段により、固着される。
【０１１３】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１を片手に持ち、一つの操作部５を前方に押圧操作する
ことによって、迅速にペン先没入状態からペン先突出状態にすることできる。この突出状
態のペン先で、紙面等の被筆記面に筆記することにより、熱変色性インキ８３による筆跡
を被筆記面に形成することができる。
【０１１４】
　筆記後、前記熱変色性筆記具１を片手に持った状態で、熱変色性筆記具１を大きく持ち
替えること無く、他の操作部５（即ちペン先没入状態にある筆記体８に連結された操作体
９）を前方に押圧操作することによって、迅速にペン先突出状態からペン先没入状態にす
ることができる。このペン先没入状態における摩擦部４で、被筆記面に形成された前記熱
変色性インキ８３による筆跡を摩擦し、その際に生じる摩擦熱で前記筆跡を熱変色させる
ことができる。
【０１１５】
　尚、前記第５の実施の形態において、他の構成及び作用効果は、第１の実施の形態と共
通であるため説明を省略する。
【０１１６】
＜第６の実施の形態＞
　本発明の熱変色性筆記具の第６の実施の形態を図１２に示す。
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、第２の実施の形態の変形例であり、操作部５の後
端外面に軟質材料（例えば、ＳＢＳ樹脂、ＳＥＢＳ樹脂等の低摩耗性の弾性材料）よりな
る摩擦部４を設けた点が、前記第２の実施の形態と異なる。
【０１１７】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、前記操作部５の外周面に、前記摩擦部４を用いて
摩擦する際に把持可能な把持部５１が設けられる。それにより、摩擦変色時、安定した把
持が可能となる。前記把持部５１は、軸方向の長さが１０ｍｍ以上（好ましくは１５ｍｍ
以上）に設定される。また、本実施の形態の熱変色性筆記具１は、操作部５の後端外面に
軟質材料よりなる摩擦部４を設けることにより、操作部５を前方に押圧操作する際の指と
の滑り止めがなされる。
【０１１８】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１を用いて筆記した後、前記熱変色性筆記具１の操作部
５の把持部５１を把持し、摩擦部４で、被筆記面に形成された前記熱変色性インキ８３に
よる筆跡を摩擦し、その際に生じる摩擦熱で前記筆跡を熱変色させることができる。それ
により、本実施の形態の熱変色性筆記具１は、前記摩擦変色する際、ペン先８１を軸筒２
内に没入させることが不要となり、ペン先突出状態、ペン先没入状態の何れの状態でも摩
擦変色可能である。
【０１１９】
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　尚、前記第６の実施の形態において、他の構成及び作用効果については、第１及び第２
の実施の形態と共通であるため説明を省略する。
【０１２０】
＜第７の実施の形態＞
　本発明の熱変色性筆記具の第７の実施の形態を図１３に示す。
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、第３の実施の形態の変形例であり、操作部５の後
端外面に軟質材料（例えば、ＳＢＳ樹脂、ＳＥＢＳ樹脂等の低摩耗性の弾性材料）よりな
る摩擦部４を設けた点が、前記第３の実施の形態と異なる。
【０１２１】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、前記操作部５の外周面に、前記摩擦部４を用いて
摩擦する際に把持可能な把持部５１が設けられる。それにより、摩擦変色時、安定した把
持が可能となる。前記把持部５１は、軸方向の長さが１０ｍｍ以上（好ましくは１５ｍｍ
以上）に設定される。
【０１２２】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１を用いて筆記した後、前記熱変色性筆記具１の操作部
５の把持部５１を把持し、摩擦部４で、被筆記面に形成された前記熱変色性インキ８３に
よる筆跡を摩擦し、その際に生じる摩擦熱で前記筆跡を熱変色させることができる。それ
により、本実施の形態の熱変色性筆記具１は、前記摩擦変色する際、ペン先８１を軸筒２
内に没入させることが不要となり、ペン先突出状態、ペン先没入状態の何れの状態でも摩
擦変色可能である。
【０１２３】
　尚、前記第７の実施の形態において、他の構成及び作用効果については、第１及び第３
の実施の形態と共通であるため説明を省略する。
【０１２４】
＜第８の実施の形態＞
　本発明の熱変色性筆記具の第８の実施の形態を図１４に示す。
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、第４の実施の形態の変形例であり、軸筒２の後端
外面に軟質材料（例えば、ＳＢＳ樹脂、ＳＥＢＳ樹脂等の低摩耗性の弾性材料）よりなる
摩擦部４を設けた点が、前記第４の実施の形態と異なる。
【０１２５】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、操作部５を摩擦部４に対して独立して設けること
ができ、操作部５の外観や大きさを自由に設定できる。また、本実施の形態の熱変色性筆
記具１は、摩擦変色時、軸筒２の後部を把持することにより、安定した把持が可能となる
。
【０１２６】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１を用いて筆記した後、前記熱変色性筆記具１の軸筒２
後部を把持し、摩擦部４で、被筆記面に形成された前記熱変色性インキ８３による筆跡を
摩擦し、その際に生じる摩擦熱で前記筆跡を熱変色させることができる。それにより、本
実施の形態の熱変色性筆記具１は、前記摩擦変色する際、ペン先８１を軸筒２内に没入さ
せることが不要となり、ペン先突出状態、ペン先没入状態の何れの状態でも摩擦変色可能
である。
【０１２７】
　尚、前記第８の実施の形態において、他の構成及び作用効果については、第１及び第４
の実施の形態と共通であるため説明を省略する。
【０１２８】
＜第９の実施の形態＞
　本発明の熱変色性筆記具の第９の実施の形態を図１５に示す。
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、第５の実施の形態の変形例であり、軸筒２の後端
外面に軟質材料（例えば、ＳＢＳ樹脂、ＳＥＢＳ樹脂等の低摩耗性の弾性材料）よりなる
摩擦部４を設けた点が、前記第５の実施の形態と異なる。
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【０１２９】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、操作部５を摩擦部４に対して独立して設けること
ができ、操作部５の外観や大きさを自由に設定できる。また、本実施の形態の熱変色性筆
記具１は、摩擦変色時、軸筒２の後部を把持することにより、安定した把持が可能となる
。
【０１３０】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１を用いて筆記した後、前記熱変色性筆記具１の軸筒２
後部を把持し、摩擦部４で、被筆記面に形成された前記熱変色性インキ８３による筆跡を
摩擦し、その際に生じる摩擦熱で前記筆跡を熱変色させることができる。それにより、本
実施の形態の熱変色性筆記具１は、前記摩擦変色する際、ペン先８１を軸筒２内に没入さ
せることが不要となり、ペン先突出状態、ペン先没入状態の何れの状態でも摩擦変色可能
である。
【０１３１】
　尚、前記第９の実施の形態において、他の構成及び作用効果については、第１及び第５
の実施の形態と共通であるため説明を省略する。
【０１３２】
＜第１０の実施の形態＞
　本発明の熱変色性筆記具の第１０の実施の形態を図１６に示す。
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、第８の実施の形態の変形例であり、摩擦部操作部
２ｄを軸筒２の外面に設け、前記摩擦部操作部２ｄを回転操作することにより、摩擦部４
を軸筒２の後端から出没可能に構成した点が、前記第５の実施の形態と異なる。
【０１３３】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、摩擦時には、摩擦部４を軸筒２の後端から外部に
突出させて摩擦に使用でき、一方、非摩擦時や保管時には、摩擦部４を軸筒２内に没入さ
せ、摩擦部４の汚れを防止できる。
【０１３４】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１を用いて筆記した後、前記熱変色性筆記具１の軸筒２
後部を把持し、摩擦部操作部２ｄを軸筒２に対して回転操作することにより、摩擦部４を
軸筒２の後端より外部に突出させ、その突出状態の摩擦部４で、被筆記面に形成された前
記熱変色性インキ８３による筆跡を摩擦し、その際に生じる摩擦熱で前記筆跡を熱変色さ
せることができる。本実施の形態の熱変色性筆記具１は、前記摩擦変色する際、ペン先８
１を軸筒２内に没入させることが不要となり、ペン先突出状態、ペン先没入状態の何れの
状態でも摩擦変色可能である。
【０１３５】
　尚、前記第１０の実施の形態において、他の構成及び作用効果については、第１及び第
５の実施の形態と共通であるため説明を省略する。
【０１３６】
＜第１１の実施の形態＞
　本発明の熱変色性筆記具の第１１の実施の形態を図１７に示す。
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、第２の実施の形態の変形例であり、軸筒２の前端
外面に摩擦部４を設けるとともに、操作部５の後端外面に軟質材料（例えば、ＳＢＳ樹脂
、ＳＥＢＳ樹脂等の低摩耗性の弾性材料）よりなる摩擦部４を設けた点が、前記第２の実
施の形態と異なる。前記操作部５の後端外面に設けた摩擦部４は、外面に凸曲面を備える
。前記軸筒２の前端外面に設けた摩擦部４と、前記操作部５の後端外面に設けた摩擦部４
とは、形状が異なり、摩擦時の被筆記面との接触面積の大きさが異なる。
【０１３７】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、操作部５の後端外面に設けた摩擦部４を用いて摩
擦する際に把持可能な把持部５１が、前記操作部５の外周面に設けられる。それにより、
摩擦変色時、安定した把持が可能となる。前記把持部５１は、軸方向の長さが１０ｍｍ以
上（好ましくは１５ｍｍ以上）に設定される。また、本実施の形態の熱変色性筆記具１は
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、操作部５の後端外面に軟質材料よりなる摩擦部４を設けたことにより、操作部５を前方
に押圧操作する際の指との滑り止めがなされる。
【０１３８】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１を用いて筆記した後、前記熱変色性筆記具１の操作部
５の把持部５１を把持し、操作部５の後端外面に設けた摩擦部４で、被筆記面に形成され
た前記熱変色性インキ８３による筆跡を摩擦し、その際に生じる摩擦熱で前記筆跡を熱変
色させることができる。それにより、本実施の形態の熱変色性筆記具１は、前記摩擦変色
する際、ペン先８１を軸筒２内に没入させることが不要となり、ペン先突出状態、ペン先
没入状態の何れの状態でも摩擦変色可能である。
【０１３９】
　また、本実施の形態の熱変色性筆記具１を用いて筆記した後、ペン先没入状態にして、
軸筒２の前端外面に設けた摩擦部４を用いて、被筆記面に形成された前記熱変色性インキ
８３による筆跡を摩擦し、その際に生じる摩擦熱で前記筆跡を熱変色させることができる
。
【０１４０】
　尚、前記第１１の実施の形態において、他の構成及び作用効果については、第１及び第
２の実施の形態と共通であるため説明を省略する。
【０１４１】
＜第１２の実施の形態＞
　本発明の熱変色性筆記具の第１２の実施の形態を図１８乃至図２０に示す。
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、第５の実施の形態の変形例であり、第５の実施の
形態と異なる点は、軸筒２の前端部及び軸筒２の後端部に着脱自在のキャップ１１を設け
た点である。
【０１４２】
　前記弾発体支持部２ｂの前面（即ち支持壁部の前面）と、軸筒２aの後端とにより、弾
性材料よりなる円板状のシール体１０が挟持固定される。前記シール体１０は軸筒２aの
後端と環状に密接される。前記シール体１０は、複数（ここでは２個）の孔が貫設され、
前記孔の内周面と各々の筆記体８の外周面とが環状に密接摺動される。前記孔が、筆記体
８の各々の外面と密接摺動するシール部１０１を構成する。
【０１４３】
　キャップ１１は、非筆記時または保管時、軸筒２の前端部の外面に装着される。キャッ
プ１１を軸筒２の前端部の外面に装着した際、キャップ１１内面が、軸筒２の前端部の外
面と環状に密接し、それにより、軸筒２の前端孔３１が密閉される。筆記時、キャップ１
１を軸筒２の前端部から取り外し、キャップ１１を軸筒２の後端部外面に装着し、キャッ
プ１１の紛失を防止できる。
【０１４４】
　キャップ１１の頂部外面、軸筒２の前端部外面（即ち軸筒２aの前端部外面）、及び軸
筒２の後端部外面（即ち後軸２ｃの後端部外面）には、摩擦部４が形成される。前記摩擦
部４は、摩擦時に磨耗屑が殆ど生じない低摩耗性の弾性材料（例えば、ＳＢＳ樹脂、ＳＥ
ＢＳ樹脂）よりなる摩擦部４が形成される。前記摩擦部４は、キャップ１１外面及び軸筒
２外面に、２色成形、嵌合、圧入、螺合、接着等の手段により固着される。
【０１４５】
　尚、前記第１２の実施の形態において、他の構成及び作用効果については、第１及び第
５の実施の形態と共通であるため説明を省略する。
【０１４６】
　本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱
することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである
。
　本出願は、２００７年２月２６日出願の日本特許出願（特願２００７－０４６２２６）
、２００７年７月２１日出願の日本特許出願（特願２００７－１９０２６１）、２００８
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年１月１５日出願の日本特許出願（特願２００８－００５２６７）に基づくものであり、
その内容はここに参照として取り込まれる。
【符号の説明】
【０１４７】
　１　　　熱変色性筆記具
　２　　　軸筒
　２ａ　　前軸
　２ｂ　　弾発体支持部
　２ｃ　　後軸
　２ｄ　　摩擦部操作部
　２１　　窓孔
　２２　　係止壁部
　２３　　当接壁部
　３　　　ペン先支持部
　３１　　前端孔
　４　　　摩擦部
　４１　　前端外周縁
　５　　　操作部
　５１　　把持部
　６　　　クリップ
　７　　　弾発体
　８　　　筆記体
　８１　　ペン先
　８１ａ　ボール
　８１ｂ　弾発体
　８２　　インキ収容部
　８２ａ　ペン先ホルダー
　８２ｂ　インキ収容管
　８３　　インキ
　８４　　追従体
　８５　　尾栓
　９　　　操作体
　９１　　後側突出部
　９２　　前側突出部
　９３　　嵌入部
　９４　　鍔部
　１０　　シール体
　１０１　シール部
　１１　　キャップ
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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