
JP 4689513 B2 2011.5.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
軸筒内に複数の筆記体を前後方向に移動可能に収容し、前記各々の筆記体を弾発体により
後方に付勢し、前記各々の筆記体の後端に、各々の筆記体に対応した操作体を連結し、軸
筒の側壁に前後方向に延びる複数の窓孔を径方向に貫設し、前記各々の窓孔から径方向外
方に前記各々の操作体を突出させ、一つの操作体を窓孔に沿って前方にスライドさせるこ
とにより、その一つの操作体に連結された筆記体のペン先を軸筒の前端孔から突出させる
とともに、先に突出状態にあった他の筆記体のペン先を軸筒内に没入させる多芯筆記具で
あって、軸筒の後端に、窓孔を後方に開口させる開閉自在の開口部を設け、前記開口部を
介して筆記体及び操作体を、軸筒内から取り外し可能且つ軸筒内に挿入可能に構成したこ
とを特徴とする多芯筆記具。
【請求項２】
前記開口部を介して筆記体と操作体とを連結状態で、軸筒内から取り外し可能且つ軸筒内
に挿入可能に構成した請求項１記載の多芯筆記具。
【請求項３】
前記開口部を閉鎖した際、没入状態の筆記体の操作体が当接可能な当接壁部を軸筒の後端
部に形成し、前記開口部を開口した際、前記当接壁部の全てまたは一部が前記軸筒の後端
部から取り除かれる請求項１または２記載の多芯筆記具。
【請求項４】
前記軸筒の後端部に、前記開口部を開閉自在とする蓋部を設けた請求項１乃至３のいずれ
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かに記載の多芯筆記具。
【請求項５】
前記蓋部の前面に、没入状態の筆記体の操作体が当接可能な当接壁部を形成した請求項４
記載の多芯筆記具。
【請求項６】
前記蓋部の一端部が、軸筒の後端部に回動自在に接続される請求項４または５記載の多芯
筆記具。
【請求項７】
前記蓋部の他端部に係合部を設け、軸筒の後端部に、前記蓋部の係合部と係脱自在の被係
合部を設けた請求項６記載の多芯筆記具。
【請求項８】
前記軸筒の内壁に弾発体の前端が軸方向に当接する弾発体支持部を設け、前記弾発体支持
部に、弾発体の前端部を径方向に保持する保持部を形成した請求項１乃至７のいずれかに
記載の多芯筆記具。
【請求項９】
前記開口部を開口した際、弾発体の後方への付勢によって没入状態の操作体が前記開口部
から外部に突出される請求項１乃至８のいずれかに記載の多芯筆記具。
【請求項１０】
前記蓋部が開口部を閉鎖する過程で、前記蓋部が操作体を前方に押圧してなる請求項９記
載の多芯筆記具。
【請求項１１】
前記各々の操作体は、それが連結される筆記体の内部に収容されたインキの色に着色され
る請求項１乃至１０のいずれかに記載の多芯筆記具。
【請求項１２】
軸筒の後端部の開口部の内壁の両側に、操作体の側面の挿入時の向きを規制するガイド部
を備えた請求項１乃至１１のいずれかに記載の多芯筆記具。
【請求項１３】
前記軸筒内に３本以上の筆記体を収容し、軸筒の後部側壁に３本以上の窓孔を設け、前記
窓孔を後方に開口させる開口部によって軸筒後端部を３本以上に径方向に分割し、前記軸
筒後端部の分割片の一つに、前記開口部を開閉自在にする蓋部をヒンジにより接続し、前
記軸筒後端部の他の分割片の各々に被係合部を設け、前記蓋部の前面に、前記被係合部の
各々と係脱自在な係合部を設けた請求項１乃至１２のいずれかに記載の多芯筆記具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多芯筆記具に関する。詳細には、軸筒内に複数の筆記体を収容した多芯筆記
具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の筆記具において、特許文献１には、各筆記体の後部に隆起部を設けた摺動
体を連接し、隆起部を軸筒の外方に突出させ、隆起部を摺動体に着脱自在に装着したこと
により、使用者の好みにあった筆記体に交換した際に、誤った筆記体の選択をすることな
く、また隆起部の形状や色柄も選択可能とした構成が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－１１５８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記従来の多芯筆記具は、ユーザーが、交換前に軸筒内に収容されていた筆記体とは異
なる種類の筆記体に交換する際、摺動体を軸筒内に残した状態で、摺動体から筆記体と隆
起部とを取り外し、その後、摺動体に新たな筆記体と新たな隆起部とを取り付ける。その
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ため、筆記体の交換作業が複雑であり、ユーザーが迅速且つ確実な交換を行うことができ
ないおそれがあり、さらに、複数の筆記体を同時に交換する場合、誤って、筆記体とその
筆記体に対応しない隆起部とを一つの摺動体に取り付けるおそれがある。また、前記隆起
部は、小さな部品であるため、紛失しやすい。
【０００４】
　本発明は、前記従来の問題点を解決するものであって、ユーザーが好みの筆記体とそれ
に対応した操作体を軸筒内に交換可能に収容でき、しかも、筆記体及び操作体を迅速且つ
確実に交換することができる多芯筆記具を提供しようとするものである。尚、本発明にお
いて、「前」とはペン先側を指し、「後」とは反対側を指す。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
【０００６】
【０００７】
【０００８】
[１]本発明は、軸筒２内に複数の筆記体６を前後方向に移動可能に収容し、前記各々の筆
記体６を弾発体８により後方に付勢し、前記各々の筆記体６の後端に、各々の筆記体６に
対応した操作体７を連結し、軸筒２の側壁に前後方向に延びる複数の窓孔４１を径方向に
貫設し、前記各々の窓孔４１から径方向外方に前記各々の操作体７を突出させ、一つの操
作体７を窓孔４１に沿って前方にスライドさせることにより、その一つの操作体７に連結
された筆記体６のペン先６１を軸筒２の前端孔３１から突出させるとともに、先に突出状
態にあった他の筆記体６のペン先６１を軸筒２内に没入させる多芯筆記具であって、軸筒
２の後端に、窓孔４１を後方に開口させる開閉自在の開口部４２を設け、前記開口部４２
を介して筆記体６及び操作体７を、軸筒２内から取り外し可能且つ軸筒２内に挿入可能に
構成したこと（構成１）を要件とする。
【０００９】
前記多芯筆記具１（構成１）は、開口部４２を介して筆記体６及び操作体７が軸筒２から
取り外し交換可能となることにより、ユーザーが軸筒２内の筆記体６を取り外して好みの
筆記体６に交換できると同時に、操作体７も、軸筒２内から取り外してその筆記体６に適
正に対応したものに交換でき、筆記体６と操作体７との誤った連結を防止できる。仮に、
操作体７が軸筒２内から取り外し交換できない構成の場合、交換できる筆記体６の種類は
、軸筒２内に収容された操作体７に対応した筆記体６のみに限られ、ユーザーが好みの筆
記体６を自由に交換できない。また、前記多芯筆記具１（構成１）は、筆記体６及び操作
体７の二つの部品または二つの構成要素を、同一箇所（即ち開口部４２）を介して交換で
きるため、筆記体６及び操作体７の交換作業が単純になり、その交換作業を迅速且つ確実
に行うことができる。尚、前記多芯筆記具１（構成１）において、前記軸筒２の後端の開
口部４２は、少なくとも、操作体７を軸筒２内から取り外す時及び操作体７を軸筒２内に
挿入する時に開口していればよい。
【００１０】
［２］前記多芯筆記具１（構成１）において、前記開口部４２を介して筆記体６と操作体
７とを連結状態で、軸筒２内から取り外し可能且つ軸筒２内に挿入可能に構成すること（
構成２）が好ましい。
【００１１】
　前記多芯筆記具１（構成２）は、筆記体６及び操作体７を連結状態で、軸筒２内から取
り外し可能且つ軸筒２内に挿入可能に構成したことにより、筆記体６及び操作体７の交換
作業が、より一層、単純になり、いかなるユーザーでもその交換作業を迅速且つ確実に行
うことができる。また、前記多芯筆記具１（構成２）は、筆記体６と操作体７とを連結状
態でユーザーに提供すれば、ユーザーが、筆記体６と操作体７とを連結することが不要と
なり、筆記体６の交換の際、筆記体６とその筆記体６に対応した操作体７とを誤って連結
することを、確実に防止できる。
【００１２】
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[３]前記多芯筆記具１（構成１または２）において、前記開口部４２を閉鎖した際、没入
状態の筆記体６の操作体７が当接可能な当接壁部５１を軸筒２の後端部に形成し、前記開
口部４２を開口した際、前記当接壁部５１の全てまたは一部が前記軸筒２の後端部から取
り除かれること（構成３)が好ましい。
【００１３】
前記多芯筆記具１（構成３）は、開口部４２を開口した際、当接壁部５１の全てまたは一
部が軸筒２の後端部から除去されるため、開口部４２を開口した際、没入状態の筆記体６
の操作体７が当接可能な位置に当接壁部５１の全てまたは一部が存在しない。それにより
、操作体７の交換時に、前記軸筒２後端の開口部４２を十分に大きく開口でき、操作体７
を軸筒２内から容易に取り外すことができる。もし、当接壁部５１の全てが軸筒２の後端
に固定されて移動できない構成の場合、軸筒２後端の開口部４２が窓孔４１を後方に開口
させるとしても、操作体７の交換時、開口部４２の後方への開口量が不十分となり、開口
部４２から操作体７を容易に取り外すことが困難となるおそれがある。
【００１４】
[４] 前記多芯筆記具１（構成１乃至３）において、前記軸筒２の後端部に、前記開口部
４２を開閉自在とする蓋部５を設けたこと（構成４）が好ましい。
【００１５】
前記多芯筆記具１（構成４）は、蓋部５を設けたことにより開口部４２を確実に閉鎖する
ことができる。もし、蓋部５が存在しない場合、開口部４２を確実に閉鎖することが困難
となる。
【００１６】
[５]また、前記多芯筆記具１（構成４）において、前記蓋部５の前面に、没入状態の筆記
体６の操作体７が当接可能な当接壁部５１を形成すること（構成５）が好ましい。
【００１７】
前記多芯筆記具１（構成５）は、操作体７の交換時に、蓋部５を開くことにより、当接壁
部５１を操作体７と当接する位置から移動させ、前記軸筒２後端の開口部４２を十分に大
きく開口でき、操作体７を軸筒２内から容易に取り外すことができる。もし、当接壁部５
１が軸筒２の後端に固定されて移動できない構成の場合、軸筒２後端の開口部４２が窓孔
４１を後方に開口させるとしても、操作体７の交換時、開口部４２の後方への開口量が不
十分となり、開口部４２から操作体７を容易に取り外すことが困難となるおそれがある。
【００１８】
前記多芯筆記具１（構成５）において、前記開閉自在の蓋部５は、少なくとも、開口部４
２の閉鎖時に当接壁部５１が、操作部７１と当接可能な適正な位置に配置されればよく、
開口部４２を完全に閉鎖する必要はない。また、前記蓋部５は、少なくともその1箇所が
、圧入、乗り越え係合、または螺合等により軸筒２の後端部に着脱自在に取り付けられる
。前記蓋部５は、当接壁部５１に筆記体６の操作体７が当接された際、少なくとも弾発体
８の後方付勢力によっても外れることがないよう、取り付けられる。
【００１９】
[６]前記多芯筆記具１（構成４または５）において、前記蓋部５の一端部が、軸筒２の後
端部に回動自在に接続されること(構成６)が好ましい。
【００２０】
前記多芯筆記具１（構成６）は、前記蓋部５が、開口部４２を開閉する際、軸筒２の後端
部に取り付けられ、軸筒２から離脱されない。そのため、蓋部５の紛失を防止できる。仮
に、蓋部５が紛失してしまうと、没入状態の筆記体６の操作部７１と当接する当接壁部５
１を失うことになり、多芯筆記具として使用することができなくなる。尚、前記蓋部５は
、開口部４２を閉鎖状態から後方に回動して開口する構成、または開口部４２を閉鎖状態
から周方向に回動して開口する構成のいずれであってもよい。
【００２１】
［７］前記多芯筆記具（構成６）において、前記蓋部５の他端部（即ち蓋部５の一端部の
反対側の端部）に係合部５３を設け、軸筒の後端部に、前記蓋部の係合部と係脱自在の被
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係合部４５を設けること(構成７)が好ましい。
【００２２】
前記多芯筆記具１（構成７）は、蓋部５が開口部４２を容易に開口させることができると
ともに、蓋部５が開口部４２を確実に閉鎖状態に維持できる。
【００２３】
［８］前記多芯筆記具１（構成１乃至７）において、前記軸筒２の内壁に弾発体８の前端
が軸方向に当接する弾発体支持部９を設け、前記弾発体支持部９に、弾発体８の前端部を
径方向に保持する保持部９２を形成すること（構成８）が好ましい。
【００２４】
前記多芯筆記具１（構成８）により、操作体７を軸筒２内から取り外すとき、弾発体８の
前端部が保持部９２により径方向に保持されているため、弾発体８が軸筒２内から外部に
脱落することを防止できる。もし、弾発体８が軸筒２内から外部に脱落すると、新たな操
作体７を挿入する際に再び弾発体８を挿入する手間を要し、その上、弾発体８が紛失する
おそれがある。前記保持部９２が弾発体８の前端部を保持する構成は、例えば、弾発体８
の前端部外面を径方向内方に保持する構成、あるいは、弾発体８の前端部内面を径方向外
方に保持する構成が挙げられる。
【００２５】
［９］前記多芯筆記具１（構成１乃至８）において、前記開口部４２を開口した際、弾発
体８の後方への付勢によって没入状態の操作体７が前記開口部４２から外部に突出される
こと（構成９）が好ましい。
【００２６】
前記多芯筆記具１（構成９）は、開口部４２を開口した際、軸筒２後端の開口部４２から
後方に、各々の操作体７が突出状態にあるため、軸筒２後端の開口部４２を下向きにしな
くても、操作体７を容易に取り出すことができる。
【００２７】
［１０］前記多芯筆記具１（構成９）において、前記蓋部５が開口部４２を閉鎖する過程
で、前記蓋部５が操作体７を前方に押圧してなること（構成１０）が好ましい。
【００２８】
前記多芯筆記具１（構成１０）は、開口部４２を蓋部５により閉鎖する操作によって、操
作体７を前方に押圧するため、蓋部５により開口部４２を閉鎖する前に、突出状態にある
操作体７を指で前方に押圧する必要がない。それにより、開口部４２を蓋部４２で閉鎖す
る作業が容易となる。
【００２９】
［１１］前記多芯筆記具１（構成１乃至１０）において、前記各々の操作体７は、それが
連結される筆記体６の内部に収容されたインキの色に着色されること（構成１１）が好ま
しい。
【００３０】
前記多芯筆記具１（構成１１）は、各々の操作体７が、それが連結される筆記体６の内部
に収容されたインキの色と同じ色または略同じ色に着色され、ペン先突出操作する筆記体
６のインキ色を、軸筒２の窓孔４１から露出する操作部７１により容易に識別することが
できる。前記多芯筆記具１（構成１１）は、特に、開口部４２を開口した際に開口部４２
から操作体７が突出状態にある場合（構成９の場合）、取り外すべきインキ色の筆記体６
に連結された操作体７を、開口部４２から突出するその筆記体の操作体７のインキ色を視
認することにより、開口部４２から容易に識別できる。また、前記着色された操作体７が
連結された状態の筆記体６が、軸筒２内に収容する前の状態(即ち軸筒２の外部にある状
態)の場合、筆記体６のインキ色を、操作体７を視認することによって、比較的遠くから
でも容易に識別できる。
【００３１】
［１２］前記多芯筆記具１（構成１乃至１１）において、軸筒２の後端部の開口部４２の
内壁の両側に、操作体７の側面の挿入時の向きを規制するガイド部４２１を備えたこと(
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構成１２)が好ましい。
【００３２】
前記多芯筆記具１（構成１２）は、ガイド部４２１により、操作体７を不適正な向きで軸
筒２内に挿入することを抑止できる。さらに、前記ガイド部４２１は、操作体７の操作部
７１が径方向外方に向いた状態でのみ、挿入可能な形状に設定することが好ましい。それ
により、操作体７を、径方向の内と外の向きを逆向き（即ち操作体７の操作部７１が内方
に向いた状態）で挿入した場合、操作体７が開口部４２から軸筒２内に挿入不能となり、
操作体７の誤った組み付けを防止できる。
【００３３】
［１３］前記多芯筆記具１（構成１乃至１２）において、前記軸筒２内に３本以上の筆記
体６を収容し、軸筒２の後部側壁に３本以上の窓孔４１を設け、前記窓孔４１を後方に開
口させる開口部４２によって軸筒２後端部を３本以上に径方向に分割し、前記軸筒２後端
部の分割片の一つに、前記開口部４２を開閉自在にする蓋部５をヒンジにより接続し、前
記軸筒２後端部の他の分割片の各々に被係合部４５を設け、前記蓋部５の前面に、前記被
係合部４５の各々と係脱自在な係合部５３を設けたこと（構成１３）が好ましい。
【００３４】
前記多芯筆記具（構成１３）は、径方向に分割された軸筒２後端部を各々の分割片が、蓋
部５の係合によって径方向に変形することが抑えられる。また、前記多芯筆記具（構成１
３）は、蓋部５により、開口部４２を確実に閉鎖することができ、しかも、係合部５３と
被係合部４５の係合により、開口部４２を確実に閉鎖状態に維持でき、さらに、ヒンジに
より接続されることにより、蓋部５の紛失を防止できる。
【００３５】
【００３６】
【００３７】
【００３８】
尚、本発明で、筆記体６に対応した操作体７とは、筆記体６に対応した識別表示を有する
操作体７であることが好ましい。前記識別表示は、例えば、インキ色表示、ペン先サイズ
の表示、筆跡幅の表示、ペン先種類の表示等が挙げられる。また、本発明で、筆記体６と
は、例えば、ボールペン、マーキングペン、シャープペンシル等が挙げられる。尚、本発
明で、軸筒２は、筆記体６のペン先６１が突出可能な前端孔３１を備えた前軸３と、側壁
に窓孔４１を備え且つ後端に開口部４２を備える後軸４とからなる構成でもよい。また、
前記前軸３に対して前記後軸４が前後方向に移動可能に構成し、筆記体６としてシャープ
ペンシルを採用し、前記後軸４の前進により鉛芯の繰り出しを可能にできる。また、本発
明で、軸筒２内に収容する筆記体６の本数は、２本以上であればよく、具体的には、２本
、３本、４本、５本、６本等が挙げられる。尚、本発明で、筆記体６と操作体７とを連結
状態にするために、筆記体６と操作体７とを一体に形成すること（即ち一部材により構成
すること）も可能である。
【発明の効果】
【００３９】
【００４０】
請求項１の多芯筆記具によれば、開口部を介して筆記体及び操作体が交換可能となり、ユ
ーザーが好みの筆記体に交換できると同時に、操作体も、その筆記体に適正に対応したも
のに交換でき、筆記体と操作体との誤った連結を防止できる。また、筆記体及び操作体の
交換作業が単純になり、その交換作業を迅速且つ確実に行うことができる。
【００４１】
請求項２の多芯筆記具によれば、筆記体及び操作体の交換作業が、より一層、単純になり
、いかなるユーザーでもその交換作業を迅速且つ確実に行うことができる。また、筆記体
と操作体とを連結状態でユーザーに提供すれば、ユーザーが、筆記体と操作体とを連結す
ることが不要となり、筆記体の交換の際、筆記体とその筆記体に対応した操作体とを誤っ
て連結することを、確実に防止できる。
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【００４２】
請求項３の多芯筆記具によれば、操作体の交換時に、軸筒後端の開口部を十分に大きく開
口でき、操作体を軸筒内から容易に取り外すことができる。
【００４３】
請求項４の多芯筆記具によれば、蓋部を設けたことにより開口部を確実に閉鎖することが
できる。
【００４４】
請求項５の多芯筆記具によれば、操作体の交換時に、当接壁部を操作体と当接する位置か
ら移動させ、軸筒後端の開口部を十分に大きく開口でき、操作体を軸筒内から容易に取り
外すことができる。
【００４５】
請求項６の多芯筆記具によれば、蓋部の紛失を防止できる。
【００４６】
請求項７の多芯筆記具によれば、蓋部が開口部を容易に開口させることができるとともに
、蓋部が開口部を確実に閉鎖状態に維持できる。
【００４７】
請求項８の多芯筆記具によれば、操作体を軸筒内から取り外すとき、弾発体が軸筒内から
外部に脱落することを防止できる。
【００４８】
請求項９の多芯筆記具によれば、開口部を開口した際、軸筒後端の開口部を下向きにしな
くても、操作体を容易に取り外すことができる。
【００４９】
請求項１０の多芯筆記具によれば、開口部を蓋部で閉鎖する作業が容易となる。
【００５０】
請求項１１の多芯筆記具によれば、ペン先突出操作する筆記体のインキ色を、軸筒の窓孔
から露出する操作部により、容易に識別することができる。
【００５１】
請求項１２の多芯筆記具によれば、ガイド部により、操作体を不適正な向きで軸筒内に挿
入することを抑止できる。
【００５２】
請求項１３の多芯筆記具によれば、径方向に分割された軸筒後端部を各々の分割片が、蓋
部の係合によって径方向に変形することが抑えられる。
【００５３】
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　本発明を実施するための最良の形態を説明する。
【００５５】
［第1の実施の形態］
図１乃至図７に本発明の第１の実施の形態を示す。
本実施の形態の多芯筆記具１は、軸筒２内に複数本（具体的には２本）の筆記体６が前後
方向に移動可能に収容されている。前記各々の筆記体６は、弾発体８（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。
【００５６】
（軸筒）
前記軸筒２は、先細状の円筒体からなる前軸３と、該前軸３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４とからなる。前記前軸３の前端には、筆記体６のペン
先６１が突出可能な前端孔３１が軸方向に貫設される。前記前軸３及び後軸４は、合成樹
脂（例えば、ポリカーボネイト等）の射出成形により得られる。
【００５７】
前記後軸４の後部の側壁には、複数本（具体的には２本）の前後方向に延びる細長状の窓
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孔４１が、径方向に貫設される。前記２本の窓孔は、互いに、軸線に対して対称の位置に
形成される。また、前記後軸４の後端部には、軸方向に貫通し且つ径方向外方に開口する
開口部４２が形成される。前記開口部４２は、後軸４の後端（即ち軸筒２の後端）におい
て窓孔４１と連通され、それにより、窓孔４１後端が後方に切り欠かれ後方に開口されて
いる。一方、前記窓孔４１の前端は常時閉鎖されている。
【００５８】
前記開口部４２の両側の内壁には、操作体７の挿入時、操作体７の側面と摺動し、操作体
７の側面の向きを規制するガイド部４２１が形成される。さらに、前記ガイド部４２１に
は、操作体７の抜け止め突起７６が挿入可能な凹部４２１ａが形成される。前記ガイド部
４２１は、操作体７の操作部７１が径方向外方に向いた状態でのみ、挿入可能な形状に設
定される。
【００５９】
また、前記後軸４の窓孔４１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４３が形成され、前記係止壁部４３に、ペン先６１が突出した際の筆記体６の操作
体７の後端が係止される。
【００６０】
前記後軸４の窓孔４１の相互間の側壁外面には、クリップ４４が設けられる。
【００６１】
（蓋部）
前記後軸４の後端部には、前記開口部４２を開閉自在にする蓋部５が回動自在に設けられ
る。前記蓋部５の一端部は、クリップ４４基部に、ヒンジ部５２により回動自在に取り付
けられる。前記ヒンジ部５２は、ペン先下向きでクリップ４４を正面視したときのクリッ
プ４４の左右方向に延設され、それにより、前記蓋部５は、略前後方向に回動自在となる
。前記蓋部５の前面には、当接壁部５１が形成される。前記当接壁部５１に、没入状態の
筆記体６の後端に連結された各々の操作体７の後端が、衝止される。本実施の形態では、
前記ヒンジ部５２は、具体的には、回動軸により回動自在に接続される構成が採用されて
いるが、これ以外にも、屈曲変形可能な可撓性を有する連結部または薄肉部により一体に
接続される構成であってもよい。
【００６２】
前記蓋部５の他端部の前面には、係合部５３が設けられる（具体的には係合凹部または係
合孔部が形成される）。後軸４の後端には、前記係合部５３と係合可能な被係合部４５が
設けられる（具体的には係合凸部が突設される）。前記係合部５３（係合凹部または係合
孔部）の内面（具体的には径方向内面）には、内向突起が形成され、一方、前記被係合部
４５（係合凸部）の外面（具体的には径方向外面）には、前記内向突起と乗り越え係止可
能な外向突起が形成される。
【００６３】
前記係合部５３と前記被係合部４５とは、蓋部５が開口部４２を閉鎖した際、互いに係合
状態にあり（具体的には内向突起と外向突起が乗り越え係止状態にあり）、弾発体８の後
方への付勢による操作体７と蓋部５前面の当接壁部５１との当接では、その係合状態は解
除されず、蓋部５が開くことはない。
【００６４】
また、前記係合部５３と被係合部４５の構成以外にも、前記係合部５３が係合凸部よりな
り、前記被係合部４５が係合凹部または係合孔部からなる構成でもよい。前記係合部５３
と被係合部４５の構成は、一方が凸部であり且つ他方が凹部または孔部である構成により
、後方に開口された窓孔４１により複数に分割された後軸２後端部（後軸４後端部）が、
径方向及び周方向に変形することが抑えられ、筆記使用時（開口部４２の閉鎖時）、窓孔
４１の形状を適正に維持できる。
【００６５】
（筆記体）
前記各々の筆記体６は、ボールペンレフィルであり、前端にボールが回転可能に抱持され
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たボールペンチップ（即ちペン先６１）と、該ボールペンチップを前端に備え且つ後端が
開口されたインキ収容管６２とからなる。前記インキ収容管６２の内部には、剪断減粘性
を有する水性ゲルインキ、低粘度の水性インキ、低粘度の油性インキ、または高粘度の油
性インキからなるインキが収容される。前記インキが、剪断減粘性を有する水性ゲルイン
キ、低粘度の水性インキ、または低粘度の油性インキの場合、インキ収容管６２内のイン
キの後端には、インキの消費に伴い前進する高粘度流体からなる追従体が充填される。
【００６６】
また、前記ボールペンチップは、前端に回転可能に抱持されたボールを弾発体等により前
方に付勢し、前端縁部の内面にボールを密接させる構成でもよい。また、ボールペンチッ
プは、インキ収容管６２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を介してインキ収容管の前端開口部に固着される。
【００６７】
（操作体）
前記各々の筆記体６の後端（即ちインキ収容管６２の後端開口部）には、操作体７が取り
付けられる。前記各々の操作体７は、後端部に形成され且つ軸筒２の窓孔４１から外部に
突出する操作部７１と、該操作部７１の反対側に設けられる後側突出部７３と、該操作部
７１の反対側の後側突出部７３の前方に設けられる前側突出部７２と、前端部に形成され
且つインキ収容管６２の後端開口部に嵌入される嵌入部７４と、該嵌入部７４の後方に形
成される鍔部７５とを備える。前記嵌入部７４は、インキ収容管６２の後端開口部に嵌入
された際、インキ収容管６２の後端開口部を完全には塞がず、インキ収容管６２の内部と
外部とを通気可能にする。また、前記鍔部７５の前面には、弾発体８の後端が係止される
。また、前記操作体７の両方の側面には抜け止め突起７６が形成される。前記抜け止め突
起７６は窓孔４１の両方の側壁内面に係合可能である。
【００６８】
筆記体６のペン先６１が没入状態のとき、その筆記体６に取り付けられた操作体７の後端
部は、蓋部５の前面に形成された当接壁部５１に衝止される。一方、筆記体６のペン先６
１が突出状態のとき、その筆記体６に取り付けられた操作体７の後端部は、軸筒２の内壁
に形成された係止壁部４３に係止される。
【００６９】
ペン先没入状態にある筆記体６の後端に連結された操作体７の前側突出部７２は、その操
作体７の操作部７１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他の筆記体
６の後端に連結された操作体７の後側突出部７３と当接され、他の筆記体６のペン先突出
状態が解除される。
【００７０】
（識別表示）
前記各々の操作体７は、連結される筆記体６の内部（即ちインキ収容管６２内部）に収容
されたインキの色と略同じ色に着色される。具体的には、前記操作体７の各々は、連結さ
れる筆記体６のインキ色と略同じ色に着色された合成樹脂の成形体からなる。それにより
、前記操作体７は、インキ色表示からなる識別表示を有する。例えば、インキ色が黒色の
筆記体６に連結する操作体７は黒色に着色され、インキ色が青色の筆記体６に連結する操
作体７は青色に着色され、インキ色が赤色の筆記体６に連結する操作体７は赤色に着色さ
れ、インキ色が緑色の筆記体６に連結する操作体７は緑色に着色される。本実施の形態で
は、インキ色の互いに異なる２本の筆記体６を軸筒２内に収容している。
【００７１】
特に、インキ収容管６２が不透明材料からなる構成の場合またはインキ収容管６２が透明
材料からなるとともに内部のインキが染料インキである構成の場合、内部のインキ色を外
部より視認することが困難であるが、操作体７をインキの色と略同じ色に着色したことが
有効に作用し、軸筒２外部に存在する交換前の筆記体６において、内部のインキ色を外部
より容易に識別できる。
【００７２】
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また、各々の筆記体６がペン先６１のボールのサイズが互いに異なるボールペンの場合、
ペン先６１のボールの外径寸法を表す数字よりなる識別表示を、操作体７の操作部７１に
設けることが好ましい。また、各々の筆記体６がペン先６１の形状が互いに異なる筆記具
の場合、ペン先６１の形状に対応した識別表示を、操作体７の操作部７１に設けることが
好ましい。また、前記ペン先６１のボールの外径寸法を表す数字からなる識別表示、及び
ペン先６１の形状に対応した識別表示は、前記インキ色に着色された操作体７の操作部７
１に設けることもできる。前記識別表示は、印刷、シール貼付、凸設、凹設等の手段によ
り、操作体７に設けられる。
【００７３】
（弾発体支持部）
軸筒２の内壁（即ち後軸４の内壁）には、円筒状の弾発体支持部９が設けられる。前記弾
発体支持部９は、筆記体６が挿通される複数（具体的には２個）の内孔９１が軸方向に貫
設されている。前記弾発体支持部９の後面と、各々の操作体７の鍔部７５の前面との間に
は、弾発体８が配置される。前記各々の弾発体８の内部に筆記体６が遊挿されるとともに
、各々の弾発体８の前端は弾発体支持部９の後面により係止され、各々の弾発体８の後端
は操作体７の鍔部７５の前面に係止される。
【００７４】
また、弾発体支持部９の後面の各々の内孔９１の周囲には、後方に突出する筒状突出部よ
りなる保持部９２が形成される。前記各々の保持部９２の内面は、各々の弾発体８の前端
部外面が圧入保持される。それにより、各々の筆記体６及び操作体７を交換する際、軸筒
２内から開口部４２を通して各々の弾発体８が脱落することを防止できる。
【００７５】
前記各々の弾発体８は、各々の操作体７（即ち各々の筆記体６）を、常時、後方に付勢し
ている。前記各々の弾発体８は、ペン先突出状態及び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６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７
の前後のがたつきが防止される。
【００７６】
（ペン先の出没）
本実施の形態におけるペン先６１の出没作動について説明する。
一つの操作体７の操作部７１を弾発体８の後方付勢に抗して窓孔４１に沿って前方にスラ
イド操作すると、そのスライド操作された操作体７の前側突出部７２が、先にペン先突出
状態にある他の筆記体６の操作体７の後側突出部７３を径方向外方に持ち上げる。それに
より、軸筒２内壁の係止壁部４３と操作体７との係止状態が解除され、他の筆記体６が弾
発体８の後方付勢により後方に移動され、他の筆記体６のペン先６１が軸筒２内に没入さ
れ、他の筆記体６の操作体７の後端が蓋部５の前面の当接壁部５１に当接衝止される。前
記他の筆記体６のペン先６１の没入と同時に、前記前方にスライド操作した操作体７に連
結された筆記体６のペン先６１が、軸筒２の前端孔３１より外部に突出されるとともに、
前方にスライド操作された操作体７の後端が軸筒２内壁の係止壁部４３に係止され、その
ペン先突出状態が維持される。
【００７７】
（筆記体及び操作体の交換）
本実施の形態における筆記体６及び操作体７の交換について説明する。
筆記体６を交換する際、蓋部５が軸筒２の後端の開口部４２を閉鎖した状態（図３及び図
６参照）から、蓋部５のヒンジ部５２と反対側の操作端部を後方に押圧し、係合部５３と
被係合部４５との係合を解除し、蓋部５を後方に回動させ、軸筒２の後端の開口部４２を
開口する。前記開口部４２を開口させると、前記開口部４２から各々の操作体７が、弾発
体８の後方付勢により後方外部に突出される。前記軸筒２の後端の開口部４２が開口した
状態（図５及び図７参照）で、操作体７を取り出すことにより、その操作体７と互いに連
結状態にある筆記体６を前記開口部４２を介して軸筒２内から取り出し、その後、互いに
連結状態にある新たな筆記体６と新たな操作体７とを前記開口部４２を介して軸筒２内に
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挿入する。そして、蓋部５の当接壁部５１に各々の操作体７の後端を当接させ、各々の操
作体７を前方に押圧しながら蓋部５を前方に回動させ、その後、係合部５３と被係止部４
５とを係合させ、開口部４２を閉鎖する。これにより、筆記体６及び操作体７の交換作業
が終了する。
【００７８】
［第２の実施の形態］
図８に本発明の第２の実施の形態を示す。
本実施の形態の多芯筆記具１は、図８に示すように、ヒンジ部５２と反対側の蓋部５の端
部（操作端部）にクリップを一体に形成し、蓋部５の閉鎖状態のときに前記クリップが前
方に延設状態となるように構成され、これにより、クリップを回動操作することで、蓋部
５を開閉操作できる。尚、他の構成は、第１の実施の形態と同様であるため、説明を省略
する。
【００７９】
［第３の実施の形態］
図９乃至図１１に本発明の第３の実施の形態を示す。
本実施の形態の多芯筆記具１は、前軸３と後軸４からなる軸筒２の内部に、３本の筆記体
６が前後方向に移動可能に収容される。前記各々の筆記体６の後端には操作体７が取り付
けられる。前記後軸４の後部側壁には、３本の窓孔４１が等間隔（即ち周方向に互いに１
２０度離れた位置）に配置される。前記各々の窓孔４１から径方向外方に操作体７の操作
部７１が突出される。
【００８０】
前記後軸４の後端壁には、前記各々の窓孔４１と連通する開口部４２が形成される。前記
開口部４２により、前記各々の窓孔４１が後方に開口される。前記開口部４２を通して、
前記操作体７と連結状態にある筆記体６が、軸筒２内から取り外し可能且つ軸筒２内に挿
入可能となる。
【００８１】
前記後軸４の後端部が前記各々の窓孔４１により径方向に３分割される。前記３分割され
た後軸４の後端部の一つの分割片には、クリップ４４が設けられる。前記クリップ４４の
基部にヒンジ部５２により蓋部５が回動自在に取り付けられる。前記蓋部５の前面には、
係合部５３（具体的には二つの係合凹部または二つの係合孔部）が設けられる。そして、
前記３分割された後軸４の後端部の他の二つの分割片の各々には、前記係合部５３と係合
可能な被係合部４５（具体的には係合凸部）が設けられる。前記係合部５３の内面（具体
的には二つの係合凹部の各々の径方向内面または二つの係合孔部の各々の径方向内面）に
は、内向突起が形成され、一方、前記被係合部４５の各々の外面（具体的には径方向外面
）には、前記内向突起と乗り越え係合可能な外向突起が形成される。前記係合部５３は、
前記被係合部４５の各々と係合可能であれば、一つの係合凹部または一つの係合孔部でも
よい。尚、本実施の形態における他の構成は、第１の実施の形態と同様であるため、説明
を省略する。
【００８２】
[第４の実施の形態］
図１２乃至図１４に本発明の第４の実施の形態を示す。
本実施の形態の多芯筆記具１は、前記第３の実施の形態の変形例であり、前記第３の実施
の形態と異なる点は、後軸４の後部側壁に、３本の窓孔４１と一つのクリップが等間隔（
即ち周方向に互いに９０度離れた位置）に配置される点と、各々の操作体７の前側突出部
７２及び後側突出部７３の横断面形状が、径方向内方に向かって細くなる形状を有する点
である。前記各々の操作体７の前側突出部７２及び後側突出部７３の横断面形状が、径方
向内方に向かって細くなる形状を有することにより、前記各々の操作体７の前側突出部７
２同士及び後側突出部７３同士が互いに干渉して（即ちぶつかり合って）操作体７の適正
な作動が阻害されることを、防止できる。尚、本実施の形態における他の構成は、第１の
実施の形態及び第３の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
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【００８３】
［第５の実施の形態］
図１５乃至図１７に本発明の第５の実施の形態を示す。
本実施の形態の多芯筆記具１は、前軸３と後軸４からなる軸筒２の内部に、４本の筆記体
６が前後方向に移動可能に収容される。前記各々の筆記体６の後端には操作体７が取り付
けられる。前記後軸４の後部側壁には、４本の窓孔４１が等間隔（即ち周方向に互いに９
０度離れた位置）に配置される。前記各々の窓孔４１から径方向外方に操作体７の操作部
７１が突出される。
【００８４】
前記後軸４の後端壁には、前記各々の窓孔４１と連通する開口部４２が形成される。前記
開口部４２により、前記各々の窓孔４１が後方に開口される。前記開口部４２を通して、
前記操作体７と連結状態にある筆記体６が、軸筒２内から取り外し可能且つ軸筒２内に挿
入可能となる。
【００８５】
前記後軸４の後端部が前記各々の窓孔４１により径方向に４分割される。前記４分割され
た後軸４の後端部の一つの分割片には、クリップ４４が設けられる。前記クリップ４４の
基部にヒンジ部５２により蓋部５が回動自在に取り付けられる。前記蓋部５の前面には、
係合部５３（具体的には三つの係合凹部または三つの係合孔部）が設けられる。そして、
前記４分割された後軸４の後端部の他の三つの分割片の各々には、前記係合部５３と係合
可能な被係合部４５（具体的には係合凸部）が設けられる。前記係合部５３の内面（具体
的には三つの係合凹部の各々の径方向内面または三つの係合孔部の各々の径方向内面）に
は、内向突起が形成され、一方、前記被係合部４５の各々の外面（具体的には径方向外面
）には、前記内向突起と乗り越え係合可能な外向突起が形成される。
【００８６】
また、本実施の形態は、第４の実施の形態と同様、各々の操作体７の前側突出部７２及び
後側突出部７３の横断面形状が、径方向内方に向かって細くなる形状である。それにより
、前記各々の操作体７の前側突出部７２同士及び後側突出部７３同士が互いに干渉して（
即ちぶつかり合って）操作体７の適正な作動が阻害されることを、防止できる。尚、本実
施の形態における他の構成は、第１の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の多芯筆記具の第1の実施の形態の全ペン先没入状態（非筆記時）を示す
縦断面図である。
【図２】図１の多芯筆記具の一つのペン先が突出した状態（筆記時）を示す縦断面図であ
る。
【図３】図１の多芯筆記具の後端の開口部を閉鎖した状態を示す側面図である。
【図４】図３のＡ－Ａ線拡大断面図である。
【図５】図１の多芯筆記具の後端の開口部を開口した状態を示す側面図である。
【図６】図１の多芯筆記具の後端の開口部を閉鎖した状態を示す要部斜視図である。
【図７】図１の多芯筆記具の後端の開口部を開口した状態を示す要部斜視図である。
【図８】本発明の多芯筆記具の第２の実施の形態を示す要部側面図である。
【図９】本発明の多芯筆記具の第３の実施の形態の後端の開口部を閉鎖した状態を示す要
部側面図である。
【図１０】図９のＢ－Ｂ線拡大断面図である。
【図１１】図９の多芯筆記具の後端の開口部を開口した状態を示す要部斜視図である。
【図１２】本発明の多芯筆記具の第４の実施の形態の後端の開口部を閉鎖した状態を示す
要部側面図である。
【図１３】図１２のＣ－Ｃ線拡大断面図である。
【図１４】図１２の多芯筆記具の後端の開口部を開口した状態を示す要部斜視図である。
【図１５】本発明の多芯筆記具の第５の実施の形態の後端の開口部を閉鎖した状態を示す
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【図１６】図１５のＤ－Ｄ線拡大断面図である。
【図１７】図１５の多芯筆記具の後端の開口部を開口した状態を示す要部斜視図である。
【符号の説明】
【００８８】
１　多芯筆記具
２　軸筒
３　前軸
３１　前端孔
４　後軸
４１　窓孔
４２　開口部
４２１　ガイド部
４２１ａ　凹部
４３　係止壁部
４４　クリップ
４５　被係合部
５　蓋部
５１　当接壁部
５２　ヒンジ部
５３　係合部
６　筆記体
６１　ペン先（ボールペンチップ）
６２　インキ収容管
７　操作体
７１　操作部
７２　前側突出部
７３　後側突出部
７４　嵌入部
７５　鍔部
７６　抜け止め突起
８　弾発体
９　弾発体支持部
９１　内孔
９２　保持部
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【図１６】 【図１７】
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