
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸筒内に、カム溝に沿って摺動可能な固定カムと回転カムを、固定カムに形成した山型
状の凹凸部に回転カムに形成した噛合部を噛み合わせて配設し、ノック体を押圧すること
により固定カム及び回転カムを摺動し、回転カムの回転に伴い筆記体の筆記先端部を軸筒
の先端開口部より出没する繰出機構を有したノック式筆記具において、前記回転カムに、
固定カム内に挿入する棒状突出部を形成するとともに該棒状突出部の外周面に外方に突出
した係止突起を形成し、該係止突起より軸筒の先端開口部側の固定カムの内壁面に、前記
係止突起の端面が当接可能な内方に突出した係止段部を、前記係止突起の端面か

前記係止突起の端面が前記固定カムの係止段部に
当接することで固定カムの後退を阻止してなることを特徴とするノック式筆記具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カム溝と、回転カムと、固定カムとノック体からなる、筆記体の筆記先端部を
軸筒の先端開口部より出没する繰出機構を有したノック式筆記具に関する。
【０００２】
【従来技術】
従来、例えば、先端に山型状の凹凸部と外周面に複数の突起を有した固定カムを固着した
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らの軸心
に沿った方向の離間距離が、固定カムの凹凸部の軸心に沿った方向の距離とほぼ同等で回
転カムが回転可能な距離の位置に設け、



ノック体と、前記凹凸部に噛み合う噛合部を有し外周面に複数のカム突起を周状に有した
回転カムと、軸筒の内壁面に形成したカム溝とからなり、ノック体を押圧することにより
回転カムが前進、回転、後退し、回転カムに当接した筆記体の筆記先端部を軸筒の先端開
口部より出没する繰出機構を有したノック式筆記具は知られている。その従来のノック式
筆記具の構造について、図を用いて説明するが、図１０及び図１１に示す従来のノック式
筆記具５１は、軸筒２の内壁面に軸心方向に沿って延びたカム溝３を形成した構造のもの
である。図示していないが、軸筒の後端部に装着する円筒状の脚部と、軸筒の後端部内に
挿入する内筒部を有したクリップを軸筒の後端部に装着したノック式筆記具においては、
カム溝をクリップの内筒部の内壁面に形成したものもある。基本的な各部材の作用は同じ
なので、図４に示すように、カム溝３を軸筒２の内壁面に形成した構造として説明する。
【０００３】
ノック体４には、図６に示すような、先端に山型状の凹凸部５を有し外周面にカム溝３に
係合する複数の突起６を周状に有した固定カム７が固着してある。固定カム７の突起６は
、山型状の凹凸部５の頂部５ａの線上（一点鎖線上）に位置するように形成してある。回
転カム９は、図７に示すように、カム溝３に係合する複数のカム突起１１を外周面に周状
に設け、該カム突起１１の後端（図において上側端部）を前記凹凸部５に噛み合う傾斜面
１０ａで構成した噛合部１０としてある。固定カム７の突起６及び回転カム９のカム突起
１１をカム溝３に係合した際に、凹凸部５の頂部５ａは噛合部１０の傾斜面１０ａの半ば
位の位置で当接するようにしてある。図４及び図５に示すように、カム溝３は、軸径方向
の深さが深いカム溝３－１と浅いカム溝３－２とが交互に軸筒２の内壁面に形成してある
。カム溝３を構成する軸心に沿った方向に延びた突片１４の先端は傾斜壁面１５に形成し
てある。浅いカム溝３－２は、回転カム９のカム突起１１が係合して摺動できないようカ
ム溝３－２の底部１６にカム突起１１が衝接するようにしてある。前記底部１６の先端も
、図９に示すように傾斜面としてある。こうした構造により浅いカム溝３－２の先端は、
カム突起１１の傾斜面１０ａを係止可能な係止部１７としてある。
【０００４】
図示していないが、回転カム９の先端又は内壁面には、筆記体、例えばボールペンレフィ
ールがコイルスプリングによりノック体４側に付勢されて後端部を当接して配してある。
【０００５】
次に、動作について説明する。図９はカム溝３－１、３－２における固定カム７の凹凸部
５と回転カム９の噛合部１０とカム突起１１の位置関係を表した概念図であるが、図９を
用いて説明すると、ノック体４を軸筒２の先端方向に押圧することにより、ノック体４に
連動して固定カム７は深いカム溝３－１と浅いカム溝３－２に係合した突起６に導かれて
、固定カム７に連接した回転カム９は深いカム溝３－１に係合したカム突起１１ａ、１１
ｂに導かれて前進する。カム突起１１ａ、１１ｂが深いカム溝３－１の先端に達してカム
溝３－１から離脱すると、固定カム７の凹凸部５の頂部５ａは回転カム９の噛合部１０の
傾斜面１０ａの途中に当接しており、かつコイルスプリング（図示せず）により後方へ付
勢された筆記体の後端部を受けているので、回転カム９は後方へ後退しようとして右から
左に回転する（図において、噛合部１０の傾斜面１０ａが右下がりのため）。それにとも
ない、下図に示すように、回転カム９のカム突起１１ｂの後端（噛合部１０）は、カム溝
３を形成する突片１４の先端の傾斜壁面１５に当接して滑り、浅いカム溝３－２に対向し
た位置に位置するが、カム突起１１ｂの後端がカム溝３－２の底部１６に衝接し、カム溝
３－２に係合せずにカム突起１１の傾斜面１０ａを係止部１７に係止する。その結果、回
転カム９及び筆記体はそれ以上後退することができず、筆記体の筆記先端部は、軸筒２の
先端開口部（図示せず）より突出した状態で維持される。
【０００６】
この時、回転カム９は、レフィールの後方への付勢力を受けながらカム突起１１をカム溝
３の係止部１７に係止しているので軸筒２内でがたつくことはないが、ノック体４及び固
定カム７は、回転カム９の後端面と元の位置（固定カム７の突起６がカム溝３の後端３ａ
に当接した状態）との間を摺動可能となり、がたついてしまう。そのために、従来ではコ
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イルスプリング２０を回転カム９と固定カム７との間に配設して、コイルスプリング２０
の付勢力によりノック体４及び固定カム７を元の位置に強制的に復帰させるようにしてい
るものもある。
【０００７】
しかし、前記したような構造では、筆記体の筆記先端が軸筒の先端開口部から露出してい
るのかどうか、ノック体の状態（長さ）から判断がつかないために、図１０及び図１１に
示すように、回転カム９の後端に固定カム７内に挿入する棒状突出部１３を形成し、該棒
状突出部１３の外周面に係止突起１８を設け、固定カム７の内壁面に前記係止突起１８に
当接可能な係止段部１９を形成し、ノック体４が元の位置に戻る途中で前記係止段部１９
が係止突起１８に衝接して、ノック体４が元の位置に復帰しないようにした構造のものも
ある。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
従来、前記したようなノック体、固定カム、回転カム及びカム溝で構成された繰出機構を
有したノック式筆記具においては、軸筒の先端開口部から軸筒内に収容した筆記体の筆記
先端部を突出させた際に、ノック体のがたつきを防止するために回転カムとノック体との
間にコイルスプリングを配設してノック体を後方に付勢して固定した構造のものがあるが
、しかし、こうした構造にあっては、当然コイルスプリングを配設するための工程が必要
となるし、その工程時にコイルスプリング同士が絡み合ってしまうので一つづつにする必
要性が生じるなど、コイルスプリングの取り扱いにおいては煩わしさがある。また、コイ
ルスプリングの部材としてのコストも掛かってしまうし、前記したようなことから製造コ
ストも高いものとなってしまっていた。本発明はこうした問題に鑑みてなされたもので、
コイルスプリングを配設することなく、軸筒の先端開口部から軸筒内に収容したレフイー
ルの筆記先端部を突出させた際に、ノック体の状態（長さ）から筆記体の筆記先端が軸筒
の先端開口部から露出しているのかどうか判断でき、かつノック体のがたつきを極力抑え
たノック式筆記具を得ることを目的とするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、軸筒内に、カム溝に沿って摺動可能な固定カムと回転カムを、固定カムに形
成した山型状の凹凸部に回転カムに形成した噛合部を噛み合わせて配設し、ノック体を押
圧することにより固定カム及び回転カムを摺動し、回転カムの回転に伴い筆記体の筆記先
端部を軸筒の先端開口部より出没する繰出機構を有したノック式筆記具において、前記回
転カムに、固定カム内に挿入する棒状突出部を形成するとともに該棒状突出部の外周面に
外方に突出した係止突起を形成し、該係止突起より軸筒の先端開口部側の固定カムの内壁
面に、前記係止突起の端面が当接可能な内方に突出した係止段部を、前記係止突起の端面
か

前記係止突起の端面が前記固定カムの
係止段部に当接することで固定カムの後退を阻止してなることを特徴とするものである。
【００１０】
本発明においてノック体と固定カムは、ノック体の先端に一体に形成して設けても良いし
、固定カムを別体で形成し、ノック体の先端に連接又は固着したものであっても良い。ま
た、カム溝は軸筒内に形成するが、軸筒の内壁面に形成した構造のものでも良いし、また
は、軸筒の後端部に装着する円筒状の脚部と軸筒の後端部内に挿入する内筒部を有したク
リップを、軸筒の後端部に装着した構造であって、その内筒部の内壁面に設けた構造のも
のでも良い。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明のノック式筆記具の実施の形態を、図面を用いて説明する。図に示すように、本実
施の形態のノック式筆記具１は、前述した従来のノック式筆記具５１に見られる構造と同
様に形成してある。従来と同様に、軸筒２の内壁面には、軸心方向に沿って延びた軸径方
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らの軸心に沿った方向の離間距離が、固定カムの凹凸部の軸心に沿った方向の距離とほ
ぼ同等で回転カムが回転可能な距離の位置に設け、



向の深さが深いカム溝３－１と浅いカム溝３－２とを交互に形成したカム溝３を形成して
ある。ノック体４には、先端に山型状の凹凸部５を有し外周面にカム溝３に係合する複数
の突起６を周状に有した固定カム７が、円筒状の取付部８をノック体４内に挿入して接着
剤等により固着してあり、ノック体４に連動するようにしてある。前記突起６は、凹凸部
５の頂部５ａの線上（一点鎖線上）に位置するように形成してある。
【００１２】
回転カム９は、図７に示すように、前記凹凸部５に噛み合う噛合部１０と外周面にカム溝
３に係合する複数のカム突起１１を周状に有したカム部１２と、固定カム７内に遊嵌する
棒状突出部１３とからなる。カム突起１１の後端を前記凹凸部５に噛み合う傾斜面１０ａ
で構成した噛合部１０としてある。従来と同様に、カム溝３を構成する軸心に沿った方向
に延びた突片１４の先端は傾斜壁面１５に形成してあり、浅いカム溝３－２は、回転カム
９のカム突起１１が係合して摺動できないようカム溝３－２の底部１６にカム突起１１が
衝接するようにしてあり、カム溝の３－２の先端をカム突起１１の傾斜面１０ａを係止可
能な係止部１７としてある。前記棒状突出部１３には、後端の外周面に係止突起１８を形
成してある。
【００１３】
　従来と同様に、ノック体４は後端部を軸筒２の開口端部より露出して配設してあり、固
定カム７は突起６をカム溝３に係合して装着している。回転カム９は噛合部１０を固定カ
ム７の凹凸部５に当接させ、カム突起１１をカム溝３に係合して装着してある。固定カム
７の取付部８の内壁面には、従来のものと同様に、固定カム７の後退に伴い回転カム９の
棒状突出部１３に形成した係止突起１８に衝接可能な係止段部１９を、固定カム７の取付
部８の内壁面に設けてある。図３に示すように、係止突起１８と係止段部１９との離間距
離Ｘｍｍは、回転カム９の噛合部１０の傾斜面１０ａの頂部１０ｂから谷部１０ｃまでの
軸心に沿った方向の ：Ｌｍｍ ノック体４の押圧により固定カム７及び
回転カム９が前進して回転カム９のカム突起１１がカム溝３から離脱した際に、回転カム
９が固定カム７から離れて回転可能な距離としてある。回転カム９が固定カム７に対し回
転可能となるには、凹凸部５の頂部５ａが噛合部１０の傾斜面１０ａに当接した状態から
、凹凸部５の頂部５ａが噛合部１０の傾斜面１０ａの頂部１０ｂに当接する位置まで前後
動可能としなければならない。尚、図１～図３で示す本実施の形態のノック式筆記具１は
、回転カム９に形成した係止突起１８の位置を、従来のものに比べてカム部１２側に近い
位置に設けてあり、棒状突出部１３の長さは図７に示す従来の回転カム９の場合より短く
形成してある。
【００１４】
図示していないが、回転カム９の前方には、例えばインキを収容したボールペンレフィー
ル等の筆記体がコイルスプリングにより後方（ノック体５４側）に付勢して後端部を回転
カム９に当接してあるので、回転カム９は常に固定カム７に連接する。
【００１５】
本実施の形態のノック式筆記具１は、ノック体４を軸筒２の先端方向に押圧することによ
り、図９に示したように、ノック体４に連動して固定カム７は深いカム溝３－１と浅いカ
ム溝３－２に係合した突起６に導かれて、固定カム７に連接した回転カム９は深いカム溝
３－１に係合したカム突起１１ａ、１１ｂに導かれて前進する。前記したような固定カム
７における突起６と凹凸部５の頂部５ａとの位置関係により、凹凸部５の頂部５ａは、回
転カム９の噛合部１０の傾斜面１０ａの約中間点の位置で当接するので、回転カム９がカ
ム溝３の先端に達してカム突起１１ａ、１１ｂがカム溝３から離脱すると、回転カム９は
筆記体の後方への付勢力を受けて後退しようとして、凹凸部５の頂部５ａは噛合部１０の
傾斜面１０ａを滑り、結果として、回転カム９は回転する。それにともない、下図に示す
ように、カム突起１１ｂの後端が、カム溝３を形成する突片１４に設けた係止部１７の傾
斜壁面１５に当接して滑り、従来と同様に、浅いカム溝３－２に対向した位置に位置する
が、カム突起１１ｂの後端がカム溝３－２の底部１６に衝接し、カム溝３－２に係合せず
にカム突起１１の傾斜面１０ａを係止部１７に係止する。これにより、筆記体（図示せず

10

20

30

40

50

(4) JP 3960847 B2 2007.8.15

距離 がほぼ同等で、



）の筆記先端部（図示せず）は、軸筒２の先端開口部（図示せず）より突出した状態で維
持される。
【００１６】
　この時、回転カム９は、筆記体の後方への付勢力を受けてカム突起１１がカム溝３の係
止部１７に係止しているので軸筒２内でがたつくことはない。固定カム７及びノック体４
も、若干後退するが、固定カム７の １９が回転カム の係止突起１８に衝接する
ので、ほんの僅かな後退 止まる。
【００１７】
尚、従来のノック式筆記具と同様に、再度、ノック体４を軸筒２の先端方向に押圧すると
、ノック体４及び固定カム７は回転カム９に当接して前進し、固定カム７の凹凸部５の頂
部５ａの回転カム９の噛合部１０の傾斜面１０ａへの当接による、前記と同様な作用から
、回転カム９のカム突起１１の後端部がカム溝３の係止部１７から離脱し、回転してカム
突起１１がカム溝３に係合して、回転カムは固定カム及びノック体とともに後退して、元
の位置に戻る。
【００１８】
【発明の効果】
本発明のノック式筆記具は前述したような構造なので、筆記体の筆記先端が軸筒の先端開
口部から突出した状態かどうか、ノック体の状態（位置）から判断することができ、さら
に、筆記体の筆記先端が軸筒の先端開口部から突出した状態において、若干前後動するが
、ノック体は僅かにがたつくだけで抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のノック式筆記具の実施の形態を示す、要部の縦断面図である。
【図２】図１において、ノック体を押圧した状態を示すノック式筆記具の要部の縦断面図
である。
【図３】図１における、固定カムに形成した係止段部と回転カムに形成した係止突起の位
置関係を示す、要部の拡大図である。
【図４】従来のノック式筆記具における、軸筒のカム溝部分を示す縦断面図である。
【図５】図４における、Ｉ－Ｉ線部分の拡大横断面図である。
【図６】従来のノック式筆記具における、固定カムの拡大平面図である。
【図７】従来のノック式筆記具における、回転カムの拡大平面図である。
【図８】図７における回転カムの底面図である。
【図９】ノック式筆記具における、カム溝と、固定カムの凹凸部と突起と、回転カムの噛
合部とカム突起の位置関係を表した概念図である。
【図１０】従来のノック式筆記具の実施の形態を示す、要部の縦断面図である。
【図１１】図１０において、ノック体を押圧した状態を示すノック式筆記具の要部の縦断
面図である。
【符号の説明】
１　ノック式筆記具
２　軸筒
３（３－１、３－２）　カム溝
４　ノック体
５　凹凸部
６　突起
７　固定カム
９　回転カム
１０　噛合部
１０ａ　傾斜面
１０ｂ　頂部
１０ｃ　谷部
１１（１１ａ、１１ｂ）　カム突起
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１３　棒状突出部
１８　係止突起
１９　係止段部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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