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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
インキ収容筒の先端部に、ボールを回転自在に抱持したボールペンチップを直接あるいは
チップホルダーを介して装着したボールペンレフィルであり、前記ボールペンレフィルの
構成部品が同一である、同一品種の軸筒に配設するボールペンレフィル群において、前記
ボールペンレフィル群の各インキ収容筒に、黒色ボールペン用インキを収容するとともに
、各黒色ボールペン用インキが色差を有し、かつ、ボールペンレフィル群のうち一種のボ
ールペンレフィルが、黒色着色剤と、該黒色着色剤を除く有色着色剤とからなる黒色ボー
ルペン用インキを収容するとともに、前記ボールペンレフィルが、黒色着色剤と略同色部
及び該黒色着色剤を除く有色着色剤と略同色部を有することを特徴とする同一品種の軸筒
に配設するボールペンレフィル群。
【請求項２】
前記ボールペンレフィル群の各インキ収容筒に収容するボールペン用インキが、前記黒色
着色剤と、該黒色着色剤を除く有色着色剤とからなる黒色ボールペン用インキと、黒色着
色剤からなる一種の黒色ボールペン用インキとからなる黒色ボールペン用インキであるこ
とを特徴とする請求項１に記載の同一品種の軸筒に配設するボールペンレフィル群。
【請求項３】
前記黒色着色剤と、該黒色着色剤を除く有色着色剤とからなる黒色ボールペン用インキが
、黒色着色剤の色と、有色着色剤の色からなる色相において、彩度が、１０％以上、５０
％未満であることを特徴とする請求項１または２に記載の同一品種の軸筒に配設するボー
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ルペンレフィル群。
【請求項４】
前記黒色着色剤と、該黒色着色剤を除く有色着色剤とからなるボールペン用インキが、前
記黒色着色剤の含有量をＡ質量％、前記該黒色着色剤を除く有色着色剤の含有量をＢ質量
％とした時、１．０≦Ａ／Ｂ≦１０．０の関係を満足することを特徴とする請求項１ない
し３の何れか１項に記載の同一品種の軸筒に配設するボールペンレフィル群。
【請求項５】
前記ボールペン用レフィルのインキ消費量が、５０ｍｇ～３００ｍｇ／１００ｍであるこ
とを特徴とする請求項１ないし４の何れか１項に記載の同一品種の軸筒に配設するボール
ペンレフィル群。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インキ収容筒の先端部に、ボールを回転自在に抱持したボールペンチップを
直接あるいはチップホルダーを介して装着したボールペンレフィルであり、前記構成部品
が同一である、同一品種の軸筒に配設するボールペンレフィル群に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から特開平１０－２６４５７６号「ボールペンのリフィール」で開示のように、イ
ンキ収容筒の先端に、ボールを回転自在に抱持したボールペンチップを直接あるいはチッ
プホルダーを介して装着し、内部にボールペン用インキを直に収容してなるボールペンレ
フィルは、良く知られている。
【０００３】
　また、ボールペンレフィルは、同一品種の軸筒に配設するボールペンレフィル群として
、異なるボール径や内部に充填するインキ色、例えば、黒、赤、青等、異ならせることで
、多面的に展開している。
【０００４】
　このように、色の異なるボールペンレフィルを、同一品種の軸筒に配設するボールペン
レフィル群として提供することで、使用目的や筆記する紙面等の色に対応した色を選択し
て使用している。その中でも、黒色は他の色に比べて、使用頻度が多く、生産量も非常に
多い。
【特許文献１】特開平１０－２６４５７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、同一の色相であっても、彩度や明度によって受ける色感は、異なってくる。
例えば、赤色、橙色、黄色は暖色系であるため、黒色であっても、こうした色を帯びた黒
は、暖かみを有する。一方、青緑、青、青紫は、寒色系であるため、こうした色を帯びた
黒は、冷たく落ち着いた感じを有する。また、暖色系の色は、実際よりも近く感じる進出
色であるため、こうした色を帯びた黒は、実際よりも遠く感じる後退色である寒色系を帯
びた黒と距離感も異なる。
【０００６】
　しかしながら、前述の通り、同一品種の軸筒に配設するボールペンレフィル群は、黒、
赤、青等、異なる色による複数色のボールペンレフィルを有した群ではあるが、黒色は、
１種類しかなかった。
【０００７】
　本発明はこうした事実に鑑みてなされたもので、同一品種の軸筒に配設するボールペン
レフィル群において、複数の黒色のボールペン用インキを収容したボールペンレフィル群
を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本発明は、インキ収容筒の先端部に、ボールを回転自在に抱持したボールペンチップを
直接あるいはチップホルダーを介して装着したボールペンレフィルであり、前記構成部品
が同一である、同一品種の軸筒に配設するボールペンレフィル群において、前記ボールペ
ンレフィル群の各インキ収容筒に、黒色のボールペン用インキを収容するとともに、各黒
色のボールペン用インキが色差を有することを特徴とする。
【０００９】
　また、前記ボールペンレフィル群の各インキ収容筒に収容するボールペン用インキが、
黒色着色剤からなる一種の黒色ボールペン用インキと、前記黒色着色剤と、該黒色着色剤
を除く有色着色剤とからなる他種の黒色ボールペン用インキであることを特徴とする。
【００１０】
　また、前記黒色着色剤と、該黒色着色剤を除く有色着色剤とからなる他種のボールペン
用インキが、前記黒色着色剤の含有量をＡ質量％、前記該黒色着色剤を除く有色着色剤の
含有量をＢ質量％とした時、１．０≦Ａ／Ｂ≦１０．０の関係を満足することを特徴とす
る。
【００１１】
　さらにまた、前記黒色着色剤と、該黒色着色剤を除く有色着色剤とからなる他種の黒色
ボールペン用インキが、黒色着色剤の色と、有色着色剤の色からなる色相において、彩度
が、１０％以上、５０％未満であることを特徴とする。
【００１２】
　さらにまた、前記黒色着色剤と、該黒色着色剤を除く有色着色剤とからなる他種の黒色
ボールペン用インキを収容した他種のボールペンレフィルが、黒色着色剤と略同色部及び
該黒色着色剤を除く有色着色剤と略同色部を有することを特徴とする。
【００１３】
　さらにまた、前記ボールペン用レフィルのインキ消費量が、５０ｍｇ～３００ｍｇ／１
００ｍであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、同一品種の軸筒に配設するボールペンレフィル群において、複数の黒色のボ
ールペン用インキを収容したボールペンレフィル群を提供することができた。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の第一の特徴は、同一品種の軸筒に配設するボールペンレフィル群において、該
ボールペンレフィル群の各インキ収容筒に収容するボールペン用インキが、黒色であると
ともに、各ボールペン用インキが色差を有することである。
【００１６】
　黒色で、色差を有するには、明度を変えることによっても実現可能であるが、黒色着色
剤からなる、一種のボールペン用インキと、黒色着色剤と、黒色着色剤を除く有色着色剤
を含有することで、他の色味を帯びた黒色が実現できるので最も好ましい。尚、黒色着色
剤の色及び黒色着色剤を除く有色着色剤の色とは、ボールペン用インキ中において、溶解
又は分散後に呈する色のことである。
【００１７】
　尚、色差については、色差計（東京電色（株）製、ＴＣ－３６００）にて、例えば、一
種のボールペン用インキを基準とし、他種のボールペン用インキを測定することによって
色差を求めることができる。
【００１８】
　本発明に用いる黒色着色剤としては、染料、及び／または、顔料が用いることができる
。染料については、直接染料、酸性染料、塩基性染料などが採用可能である。顔料につい
ては、無機、有機、加工顔料などが挙げられる。これらの黒色着色剤の含有量は、インキ
組成物全量に対し、１質量％～２０質量％が好ましく、さらに、インキ経時安定性を考慮
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すれば、１質量％～１０質量％が最も好ましい。
【００１９】
　また、本発明に用いる黒色着色剤を除く有色着色剤は、青、赤、黄、緑等の黒色を除く
有色着色剤が利用可能であり、染料及び／または顔料を用いることができる。染料につい
ては、直接染料、酸性染料、塩基性染料などが採用可能である。顔料については、無機、
有機、加工顔料などが挙げられる。これらの染料および顔料は、２種以上組み合わせて使
用することができ、含有量は、前述した黒色着色剤よりも少なく、且つインキ組成物全量
に対し、０．１質量％～５．０質量％が好ましく、０．５質量％～４．０質量％が最も好
ましい。
【００２０】
　尚、黒色着色剤と、該黒色着色剤を除く有色着色剤には、染料を用いることが最も好適
である。これは、染料は、インキ中での溶解安定性が良い。また、染料を２種以上入れて
も、溶解安定するため、色調も長期間良好であるためである。
【００２１】
　具体的には、黒色着色剤に用いられる染料として、ダイレクトブラック１７、同１９、
同２２、同３２、同３８、同５１、同７１、同１５４、同１６８、同１９５、アシッドブ
ラック１、同２、同２４、同２６、同３１、同５２、同１０７、Ｃ．Ｉ．ベ－シックブラ
ック２等が例示できる。
【００２２】
　また有色着色剤に用いられる染料の具体例として、直接染料は、ダイレクトエロー４、
同２６、同４４、同５０、ダイレクトレッド１、同２、同４、同２３、同３１、同３７、
同３９、同７５、同８０、同８１、同８３、同２２５、同２２６、同２２７、ダイレクト
ブルー１、同３、同１５、同４１、同７１、同８６、同１０６、同１１９、ダイレクトオ
レンジ６等、酸性染料は、アシッドブラック１、同２、同２４、同２６、同３１、同５２
、同１０７、アシッドオレンジ５６、アシッドエロー３、同１７、同１９、同２３、同４
２、同４９、同６１、アシッドレッド８、同９、同１４、同１８、同５１、同５２、同７
３、同８７、同９２、同９４、アシッドブルー１、同７、同９、同２２、同６２、同９０
、同１０３、アシッドグリーン３、同９、同１６、同２５、同２７、アシッドバイオレッ
ト１５、同１７等が挙げられ、これらを１種又は２種以上用いることができる。更にまた
、塩基性染料としては、Ｃ．Ｉ．ベ－シックエロ－１、同２、同２１、Ｃ．Ｉ．ベ－シッ
クオレンジ２、同１４、同３２、Ｃ．Ｉ．ベ－シックレッド１、同２、同９、同１４、Ｃ
．Ｉ．ベ－シックバイオレット１、同３、同７、同１０、Ｃ．Ｉ．ベ－シックブル－３、
同７、同２６、ベ－シックグリ－ン４、Ｃ．Ｉ．ベ－シックブラウン１２、Ｃ．Ｉ．ベ－
シックブラック２、メチルバイオレット、ビクトリアブルーＦＢ、マラカイトグリーン、
ローダミンのシリーズ等が挙げられ、これらを１種又は２種以上用いることができる。
【００２３】
　黒色着色剤と、該黒色着色剤を除く有色着色剤とからなる他種の黒色ボールペン用イン
キは、黒色着色剤の色と、黒色着色剤を除く有色着色剤の色からなる色相において、黒色
着色剤単独の彩度を０％、該黒色着色剤を除く有色着色剤単独の彩度を１００％としたと
き、彩度が、１０％より小さいと、黒色着色剤の発色が強く、黒色着色剤を除く有色着色
剤の色味が判断し難く、５０％以上であると、該黒色着色剤を除く有色着色剤の色味が強
く、黒色に視認しにくいため、１０％以上、５０％未満が好ましく、２５％以下が最も好
ましい。
【００２４】
　また、黒色着色剤をＡ質量％、該黒色着色剤を除く有色着色剤をＢ質量％とした時、Ａ
／Ｂ＜１．０であると、該黒色着色剤を除く有色着色剤の色味が強く、黒色に視認しにく
い。Ａ／Ｂ＞１０．０であると、黒色着色剤の発色が強く、黒色着色剤を除く有色着色剤
の色味が判断し難い。そのため、Ａ、Ｂの関係は、１．０≦Ａ／Ｂ≦１０．０が好ましく
、２．０≦Ａ／Ｂ≦５．０が最も好ましい。
【００２５】
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　また、黒色着色剤と、黒色着色剤を除く有色着色剤とからなる他種の黒色ボールペン用
インキは、黒色着色剤の色と、有色着色剤の色からなる色相において、黒色着色剤単独の
色の明度を０％、白色の明度を１００％としたとき、明度が、２５％より大きいと、白っ
ぽく霞んだ色となるため、各ボールペン用インキの明度は、２５％以下とすることが好ま
しい。
【００２６】
　その他として、溶解安定性、蒸発乾燥防止等を考慮し、グリセリン、エチレングリコー
ル等の水溶性有機溶剤、潤滑性の向上を考慮し、リン酸エステル系、シリコン系等の界面
活性剤や脂肪酸やその塩、トリエタノールアミン等のｐＨ調整剤、尿素、ソルビット等の
保湿剤、ベンゾトリアゾール等の防錆剤、１，２ベンゾイソチアゾリン－３－オン等の防
菌剤を添加することができる。また、分散剤も適宜添加可能で、水溶性樹脂として、アク
リル系樹脂、アルキッド樹脂、セルロース誘導体、ポリビニルピロリドン、ポリビニルア
ルコール等や、樹脂エマルジョンとして、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、スチレン－
ブタジエン系樹脂、ポリエステル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂等を添加することができる。
これらは単独又は２種以上組み合わせて使用することができる。
【００２７】
　また、インキ粘度調整剤を用いても良く、アクリル系樹脂、アルキッド樹脂、セルロー
ス誘導体、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール等の水溶性樹脂、キサンタンガ
ム、架橋型アクリル酸重合体、サクシノグリカン、ガーガム等の剪断減粘性付与剤等が挙
げられる。これらは、単独又は２種以上混合して使用してもよい。
【００２８】
　次に図面を参照しながら、本発明の同一品種の軸筒に配設するボールペンレフィル群の
実施例を説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
【００２９】
　実施例１
　インキ収容筒２の先端部に、ステンレス綱材からなるチップ本体のボール抱持室に、ボ
ール径がφ０．７ｍｍの超硬合金ボールを回転自在に抱持したボールペンチップ５を、黒
色のチップホルダー３を介して装着し、インキ収容筒２内に下記のインキ配合１によって
得られたボールペン用インキ６及びグリース状のインキ追従体７を直に充填するとともに
、黒色の尾栓を装着したボールペンレフィル１を作製した。
【００３０】
　インキ配合1
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９．５質量部
　水溶性有機溶剤（エチレングリコール）　　　　　　　　　　２０．０質量部
　黒色着色剤（ダイレクトブラック１５４）　　　　　　　　　　７．０質量部
　潤滑剤（リン酸エステル系界面活性剤）　　　　　　　　　　　０．５質量部
　潤滑剤（脂肪酸）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ０．５質量部
　ｐＨ調整剤（トリエタノールアミン）　　　　　　　　　　　　５．０質量部
　保湿剤（尿素）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０質量部
　保湿剤（ソルビット）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５質量部
　防菌剤（１，２ベンゾイソチアゾリン－３－オン）　　　　　　０．５質量部
　防錆剤（ベンゾトリアゾール）　　　　　　　　　　　　　　　０．５質量部
　剪断減粘性付与剤（サクシノグリカン）　　　　　　　　　　　０．１質量部
　剪断減粘性付与剤（キサンタンガム）　　　　　　　　　　　　０．２質量部
　剪断減粘性付与剤（架橋型アクリル酸重合体）　　　　　　　　０．２質量部
【００３１】
　インキ配合１は、先ず、黒色着色剤、水、水溶性有機溶剤、潤滑剤、保湿剤、ｐＨ調整
剤、防菌剤、防錆剤をマグネットホットスターラーで加温撹拌してベースインキを作成す
る。その後、上記作製したベースインキを加温しながら、剪断減粘性付与剤を投入してホ
モジナイザー攪拌機を用いて均一な状態となるまで充分に混合攪拌した後、濾紙を用い濾
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過を行って、黒色のボールペン用インキ６を得ている。
【００３２】
　ボールペンレフィル１１、２１は、ボールペンレフィル１と同様に、インキ収容筒１２
、２２の先端部に、ボール径がφ０．７ｍｍボールを回転自在に抱持したボールペンチッ
プ１４、２４を、チップホルダー１３、２３を介して装着している。ボールペンレフィル
１、１１、２１の外径や全長等、構成部品は同一であるため、図示はしていないが、同一
品種の軸筒本体に配設することができる。
【００３３】
　ボールペンレフィル１１には、インキ配合２の黒色のボールペン用インキ、ボールペン
レフィル２１には、インキ配合３の黒色のボールペン用インキをそれぞれ直に収容してあ
る。尚、各インキ配合、インキ消費量、インキ粘度は、表１に示す通りである。
【００３４】
　表１

【００３５】
　ボールペン用インキ６は、黒色着色剤に呈する黒色、ボールペン用インキ１６は、黒色
着色剤に呈する黒色に、有色着色剤の黄色味を帯びた色、ボールペン用インキ２６は、黒
色着色剤に呈する黒色に、有色着色剤の青味を帯びた色となるため色差を有するボールペ
ン用インキを収容したボールペンレフィル群としてある。
【００３６】
　尚。ボールペンレフィル１１、２１には、例えば黒色の尾栓と、黄色のチップホルダー
等、黒色着色剤と同色の部品と、有色着色剤と同色又は近似した色の部品を備えて、ボー
ルペンレフィル１との差別化を行うことが好ましく、個々の部品にて、二色を施すことが
生産上、混在を防ぐために最も好ましい。
【００３７】
　また、１００ｍ当たりのインキ消費量が多いほど、筆跡が視認しやすい。具体的には、
１００ｍ当たりのインキ消費量が、５０ｍｇ以上とする。但し、インキ消費量が多すぎる
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と、擦過性や浸透性等、新たな課題が発生する恐れがあるため、１００ｍ当たりのインキ
消費量が、５０ｍｇ～３００ｍｇ、好ましくは８０ｍｇ～２５０ｍｇとする。
【００３８】
　本実施例では、便宜上、剪断減粘性を付与した水性ボールペン用インキを用いているが
、油性インキや水性インキ等、特に限定されるものではない。また、インキ粘度も特に限
定されるものではないが、２０℃、剪断速度３８４ｓｅｃ－１（１００ｒｐｍ）における
粘度が１００ｍＰａ・ｓを超えると、１００ｍ当たりのインキ消費量を多くし難くなるた
め、１００ｍＰａ・ｓ以下、好ましくは７０ｍＰａ・ｓ以下とする。また、１０ｍＰａ・
ｓ未満だと、チップ先端からの垂れ下がりが発生し易くなるため、１０ｍＰａ・ｓ以上、
１００ｍＰａ・ｓ以下とすることが最も好ましい。
【００３９】
　インキ粘度は、ブルックフィールド社製ＤＶ－ＩＩ粘度計（Ｎｏ２７ローター）を用い
て２０℃の環境下で、剪断速度３８４ｓｅｃ－１（１００ｒｐｍ）の条件にてインキ粘度
を測定することができる。また、図示はしていないが、チップ内にボールを押圧するコイ
ルスプリングを内蔵し、チップ先端からのインキ漏れ出しを抑制することが最も好ましい
。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明の同一品種の軸筒に配設するボールペンレフィル群は、インキの種類、出没機構
に有無に限定されるものではないので、ノック式ボールペン、キャップ式ボールペン等、
広く利用可能であり、複合筆記具のように、同一の軸筒内に複数本収容することもできる
。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】実施例１のボールペンレフィルを示す、縦断面図である。
【図２】他のボールペンレフィルを示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１、１１、２１　ボールペンレフィル
　２、１２、２２　インキ収容筒
　３、１３、２３　チップホルダー
　４、１４、２４　ボールペンチップ
　５、１５、２５　尾栓
　６、１６、２６　ボールペン用インキ
　７、１７、２７　インキ追従体
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