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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸筒内にシャープペンシル体を含む複数本の筆記体を配設し、任意の筆記体を出没手段
により選択して軸筒の先端より突出させ筆記を行う複合筆記具において、チャックの頭部
に締具を外嵌し、チャックの後部に固着されたコネクターと連結具の間にチャックスプリ
ングを張架し、チャックを後方に付勢することによりチャックの頭部が締具に押圧される
とともに、締具が連結具に押圧されてチャックが閉じられ芯を強く保持し、前部に口金を
取り付けた連結具に外パイプを着脱可能に取り付け、更に、外パイプ内に押圧部材を長手
方向に摺動可能に内蔵し、前記押圧部材に芯タンクを固着し、外パイプと芯タンクの間に
筆圧より強い力で筆圧スプリングを張架し、コネクターと押圧部材を適宜離間してシャー
プペンシル体を構成するとともに、前記芯タンクを出没手段に連結し、シャープペンシル
体の口金を軸筒の先端より突出させた時、口金の外段が軸筒の内段に当接し、筆圧スプリ
ングを圧縮させてシャープペンシル体を筆記状態とし、この筆記状態で筆記を行う時ある
いは芯タンクを前進させることにより押圧部材がコネクターに当接してチャックを前進さ
せ芯を繰り出す時に、口金の揺動を防止することを特徴とする複合筆記具。
【請求項２】
　軸筒内にシャープペンシル体を含む複数本の筆記体を配設し、任意の筆記体を出没手段
により選択して軸筒の先端より突出させ筆記を行う複合筆記具において、チャックの頭部
に締具を外嵌し、チャックの後部に固着されたコネクターと連結具の間にチャックスプリ
ングを張架し、チャックを後方に付勢することによりチャックの頭部が締具に押圧される
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とともに、締具が連結具に押圧されてチャックが閉じられ芯を強く保持し、前部に口金を
取り付けた連結具内に押圧部材を長手方向に摺動可能に内蔵し、前記押圧部材に芯タンク
を着脱可能に取り付け、連結具と押圧部材の間に筆圧より強い力で筆圧スプリングを張架
し、コネクターと押圧部材を適宜離間してシャープペンシル体を構成するとともに、前記
芯タンクを出没手段に連結し、シャープペンシル体の口金を軸筒の先端より突出させた時
、口金の外段が軸筒の内段に当接し、筆圧スプリングを圧縮させてシャープペンシル体を
筆記状態とし、この筆記状態で、筆記を行う時あるいは芯タンクを前進させることにより
押圧部材がコネクターに当接してチャックを前進させ芯を繰り出す時に、口金の揺動を防
止することを特徴とする複合筆記具。
【請求項３】
　軸筒の内段をテーパー状に形成するとともに、前記軸筒の内段に当接される口金の外段
をテーパー状に形成したことを特徴とする請求項１又は２記載の複合筆記具。
【請求項４】
　軸筒を構成する前軸に金属製の先金を取り付け、口金の外段に当接される内段を先金に
形成したことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の複合筆記具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軸筒内にシャープペンシル体を含む複数本の筆記体を配設した複合筆記具に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、胴及びキャップからなる軸筒内にノック式シャープペンシル体を含む複数本の筆
記体をコイルスプリングにより軸筒の後端方向に付勢して配設し、キャップを回転するこ
とにより任意の筆記体を選択して軸筒の先端より突出させて筆記を行う複合筆記具が知ら
れている。（特許文献１の図４参照）
【特許文献１】特公平６－３３０３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記した複合筆記具は、キャップを回転させてノック式シャープペンシル体の
先端を胴より突出させた筆記状態となった時、ノック式シャープペンシル体の口金に形成
された外段が胴の先端部内段とわずかではあるが離間した状態となっている。この状態は
、上記した複合筆記具に限らず、複合筆記具においては一般的な筆記状態である。しかし
、この状態で筆記を行うと、胴の先端孔内で口金が揺動してしまい、筆記しにくい状態と
なっていた。また、芯を繰り出す為にキャップを押圧した場合には、口金の外段を胴の内
段に当接した後に芯を繰り出す為に、キャップを押圧する毎に口金が前進してしまい、使
用者に不快感を与えてしまう問題があった。
【０００４】
　本発明は、上記課題を解消する複合筆記具を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、軸筒内にシャープペンシル体を含む複数本の筆記体を配設し、任意の筆記体
を出没手段により選択して軸筒の先端より突出させ筆記を行う複合筆記具において、チャ
ックの頭部に締具を外嵌し、チャックの後部に固着されたコネクターと連結具の間にチャ
ックスプリングを張架し、チャックを後方に付勢することによりチャックの頭部が締具に
押圧されるとともに、締具が連結具に押圧されてチャックが閉じられ芯を強く保持し、前
部に口金を取り付けた連結具に外パイプを着脱可能に取り付け、更に、外パイプ内に押圧
部材を長手方向に摺動可能に内蔵し、前記押圧部材に芯タンクを固着し、外パイプと芯タ
ンクの間に筆圧より強い力で筆圧スプリングを張架し、コネクターと押圧部材を適宜離間
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してシャープペンシル体を構成するとともに、前記芯タンクを出没手段に連結し、シャー
プペンシル体の口金を軸筒の先端より突出させた時、口金の外段が軸筒の内段に当接し、
筆圧スプリングを圧縮させてシャープペンシル体を筆記状態とし、この筆記状態で、筆記
を行う時あるいは芯タンクを前進させることにより押圧部材がコネクターに当接してチャ
ックを前進させ芯を繰り出す時に、口金の揺動を防止することを第１の要旨とする。
【０００６】
　また、軸筒内にシャープペンシル体を含む複数本の筆記体を配設し、任意の筆記体を出
没手段により選択して軸筒の先端より突出させ筆記を行う複合筆記具において、チャック
の頭部に締具を外嵌し、チャックの後部に固着されたコネクターと連結具の間にチャック
スプリングを張架し、チャックを後方に付勢することによりチャックの頭部が締具に押圧
されるとともに、締具が連結具に押圧されてチャックが閉じられ芯を強く保持し、前部に
口金を取り付けた連結具内に押圧部材を長手方向に摺動可能に内蔵し、前記押圧部材に芯
タンクを着脱可能に取り付け、連結具と押圧部材の間に筆圧より強い力で筆圧スプリング
を張架し、コネクターと押圧部材を適宜離間してシャープペンシル体を構成するとともに
、前記芯タンクを出没手段に連結し、シャープペンシル体の口金を軸筒の先端より突出さ
せた時、口金の外段が軸筒の内段に当接し、筆圧スプリングを圧縮させてシャープペンシ
ル体を筆記状態とし、この筆記状態で、筆記を行う時あるいは芯タンクを前進させること
により押圧部材がコネクターに当接してチャックを前進させ芯を繰り出す時に、口金の揺
動を防止することを第２の要旨とする。
【０００７】
　更に、軸筒の内段をテーパー状に形成するとともに、前記軸筒の内段に当接される口金
の外段をテーパー状に形成したことを第３の要旨とする。
【０００８】
　更にまた、軸筒を構成する前軸に金属製の先金を取り付け、口金の外段に当接される内
段を先金に形成したことを第４の要旨とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の複合筆記具は、シャープペンシル体の口金を軸筒の先端より突出して筆記状態
とした時、口金の外段を軸筒の内段に当接させているので、筆記を行う時や、芯タンクを
前進させて芯を繰り出す時に、口金が揺動しないという効果が奏せられるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　芯タンクを前進させてシャープペンシル体の口金を軸筒の先端より突出させた時、口金
が軸筒の径方向及び長手方向に揺動しない複合筆記具を実現した。
【実施例１】
【００１１】
　以下、図１に基づいて本発明における実施例１の複合筆記具に用いるシャープペンシル
体を説明する。また、図１の左側を前方とし、右側を後方とする。先ず、前部を複数に分
割して拡開可能なチャック１の頭部１Ａに締具２を外嵌し、このチャック１の後部に合成
樹脂製のコネクター３を圧入固着する。また、連結具４の内段４Ａとコネクター３の前端
との間にチャックスプリング５を２００ｇ程度の力で張架し、チャック１に外嵌された締
具２を連結具４の前端に当接してチャック１が閉じられ、チャック１により芯６が保持さ
れる。この連結具４の前部には、口金７が螺合あるいは圧入により取り付けられ、更に、
口金７内に芯６を適度の力で保持するゴム製の芯ホルダー８が取り付けられている。
【００１２】
　また、前記連結具４には外パイプ９が着脱可能に嵌合されて連結される。この外パイプ
９内には押圧部材１０が長手方向に摺動可能に内蔵され、押圧部材１０の後部には芯タン
ク１１が固着される。更に、芯タンク１１の前端外鍔１１Ａと外パイプ９の後端内鍔９Ａ
の間には、筆圧より強い５００ｇ程度の力で筆圧スプリング１２が張架され、コネクター
３の後端と押圧部材１０の前端とは適宜離間して構成される。前記芯タンク１１内に予備
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の芯６が収納されてシャープペンシル体が構成される。
【００１３】
　上記シャープペンシル体は、外パイプ９、押圧部材１０、筆圧スプリング１２及び芯タ
ンク１１が複合筆記具の出没手段に連結されており、芯タンク１１内に芯６を補充する場
合には、外パイプ９から連結具４を外して補充する。
【００１４】
　上記シャープペンシル体は従来知られている種々の複合筆記具に連結可能であるが、例
えば図２に示した振子式の複合筆記具に連結可能である。後軸１３内に内軸１４を固着し
、内軸１４には２つの摺動孔１４Ａ、１４Ｂが並設されている。この摺動孔１４Ａ、１４
Ｂは、それぞれ側面に開口した窓が形成され、この窓から駒１５及び摺動部材１６が挿入
される。前記摺動孔１４Ａにはシャープペンシル体の芯タンク１１が長手方向に摺動可能
に内蔵され、この芯タンク１１の後端に駒１５が固着される。摺動孔１４Ｂには摺動部材
１６が長手方向に摺動可能に内蔵され、この摺動部材１６にボールペンレフィール１７が
着脱可能に保持される。
【００１５】
　次に、それぞれの摺動孔１４Ａ、１４Ｂの前部に形成した内鍔と駒１５および摺動部材
１６との間にはリターンスプリング１８が張架され、駒１５および摺動部材１６を長手方
向後方に付勢している。更に、後軸１３内には押具１９が長手方向に摺動可能でかつ回動
不能に内蔵され、前記内軸１４の後端と押具１９の外段１９Ａとの間に張架された後スプ
リング２０により押具１９が後方に付勢されている。押具１９の前部には振子２１が重力
により揺動可能に設けられ、押具１９の後部内側には消しゴム２２が嵌合される。また、
押具１９の後部外側にはノブ２３が嵌合される。押具１９の周面上部より掘られた固定穴
１９Ｂにコイルスプリング２４により後軸１３の周面外側に付勢されて係止具２５が設け
られ、係止具２５の上面が後軸１３の内面に当接されている。
【００１６】
　更に、内軸１４には前軸２６が着脱可能に螺合されて、前軸２６と後軸１３により軸筒
が構成される。また、前軸２６には先端開口孔２６Ａが形成され、この先端開口孔２６Ａ
より後方に伸びてテーパー状の内段２６Ｂを形成する。尚、図示してないが後軸に前軸を
着脱可能に螺合し、軸筒を構成してもよい。
【００１７】
　次に、シャープペンシル体を出没させる操作を説明する。前記した図２の没入状態より
先ずシャープペンシル体を突出させるには、軸筒を傾けてシャープペンシル体の芯タンク
１１に連結された駒１５側に振子２１を寄せる。その後、軸筒の後端より突出したノブ２
３を押圧して、振子２１を駒１５に当接する。更にノブ２３を押圧すると、押具１９、振
子２１、駒１５およびシャープペンシル体が前進し、シャープペンシル体の口金７を前軸
２６の先端開口孔２６Ａより突出させて口金７の外段７Ａが前軸２６の内段２６Ｂに当接
し、筆圧スプリング１２を圧縮させる。更にノブ２３を押圧すると、係止具２５が後軸１
３の開口窓１３Ａに係止され、図３、図４および図５に示した筆記状態となる。従って、
筆記状態では口金７の外段７Ａが前軸２６の内段２６Ｂに当接されているので、口金７は
揺動することなく筆記が行える。また、コネクター３の後端と押圧部材１０の前端は適宜
離間している。
【００１８】
　この状態で筆記を行い、芯６が消耗した場合には、ノブ２３を押圧して押具１９及び振
子２１を前進させ、振子２１に当接された駒１５および芯タンク１１を前進させる。する
と、芯タンク１１の前部に固着された押圧部材１０が前進し、押圧部材１０がコネクター
３に当接される。コネクター３が前進させられるとチャック１も前進させられ、チャック
１に保持された芯６が一定量繰り出される。
【００１９】
　シャープペンシル体を没入させるには、クリップ２７を押圧することによりクリップ２
７の受部２７Ａで係止具２５を押圧し、係止具２５を後軸１３の開口窓１３Ａより外す。
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すると、後スプリング２０により後方に付勢されて押具１９が後退し、押具１９の後部外
段１９Ｃが後軸１３の内段１３Ｂに当接される。また、シャープペンシル体に連結された
駒１５はリターンスプリング１８により後方に付勢され、駒１５が内軸１４の後部内段１
４Ｃに当接され図２の状態に復帰する。
【００２０】
　また、ボールペン体を使用する場合には、シャープペンシル体を突出させた時と逆側に
軸筒を傾け、振子２１を摺動部材１６側に位置させる。そしてノブ２３を押圧すれば、ボ
ールペンレフィール１７が前軸２６の先端開口孔２６Ａより突出する。次に、クリップ２
７を押圧して係止具２５を後軸１３の開口窓１３Ａより外せば、ボールペンレフィール１
７は没入し図２の状態に復帰する。
【実施例２】
【００２１】
　以下、図６および図７に基づいて本発明における実施例２の複合筆記具に用いるシャー
プペンシル体を説明する。尚、図１と同一部材は同一の符号を付してその説明を省略する
。連結具１０４の内段１０４Ａとコネクター３の段部との間にチャックスプリング５を２
００ｇ程度の力で張架し、チャック１に外嵌された締具２を連結具１０４の前端に当接し
てチャック１が閉じられ、チャック１により芯６が保持される。連結具１０４の上下には
係止窓１０４Ｂが互いに対向して形成される。押圧部材１１０の前部外面には係止突起１
１０Ａが上下に対向して形成され、この係止突起１１０Ａは前端が傾斜されて形成される
とともに後端は垂直に形成される。更に、押圧部材１１０の前部には両端に互いに対向し
て開口窓１１０Ｂが形成され、押圧部材１１０の前部が撓み可能に構成される。
【００２２】
　前記押圧部材１１０は、前部が連結具１０４内に後方から挿入され、押圧部材１１０の
係止突起１１０Ａが連結具１０４の係止窓１０４Ｂに係合され、押圧部材１１０は連結具
１０４内を長手方向に摺動可能に連結される。更に、連結具１０４の後端と押圧部材１１
０の外鍔１１０Ｃとの間には、筆圧より強い５００ｇ程度の力で筆圧スプリング１２が張
架され、コネクター３の後端と押圧部材１１０の前端とは適宜離間して構成される。この
押圧部材１１０の後部には芯タンク１１１が着脱可能に嵌合される。前記芯タンク１１１
内に予備の芯６が収納されてシャープペンシル体が構成される。
【００２３】
　上記シャープペンシル体は、芯タンク１１１のみが複合筆記具の出没手段に連結され、
芯タンク１１１内に芯６を補充する場合には、芯タンク１１１から押圧部材１１０を外し
て補充する。
【実施例３】
【００２４】
　図８に基づいて本発明における実施例３の複合筆記具を説明する。尚、図１と同一部材
は同一の符号を付してその説明を省略する。合成樹脂製の前軸１２６に金属製の先金２８
を螺合等により取り付ける。この先金２８に先端開口孔２８Ａおよびテーパー状の内段２
８Ｂを形成する。
【００２５】
　そして、シャープペンシル体を先金２８の先端開口孔２８Ａより突出させた時には、先
金２８の内段２８Ｂに口金７の外段７Ａが当接される。この先金２８、前軸１２６および
図示していないが後軸等により軸筒を構成する。
【００２６】
　この実施例３の場合には、前軸１２６を合成樹脂で構成しても、金属製の先金２８によ
り先端開口孔２８Ａおよび内段２８Ｂが補強されるので先端開口孔２８Ａおよび内段２８
Ｂが破損する恐れはない。
【００２７】
　尚、図示していないが、軸筒は、前軸と後軸を螺合あるいは嵌合等の連結手段により構
成したり、更には複数の部材を圧入、螺合等により一体に構成することも可能である。ま
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た、口金の外段及び軸筒の内段は互いに合致されるテーパー状に形成すれば、中心が合わ
されるので一番好ましいが、テーパー状にしなくても当接さえしていれば口金の揺動を防
止することは可能である。
【００２８】
　また、本発明に用いられる複合筆記具の出没手段は、上記実施例に限定されるものでは
なく、前軸に対して後軸を回動することによりシャープペンシル体を出没させる出没手段
や、シャープペンシル体に連結され後軸の側面より突出したレバーを前進させてシャープ
ペンシル体を突出させる出没手段等、従来知られている種々の出没手段が利用可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　シャープペンシル体を含む複数本の筆記体を配設した複合筆記具において、シャープペ
ンシル体を突出させて筆記状態とした時、口金の外段が軸筒の内段に当接して口金の揺動
を防止する複合筆記具に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施例１のシャープペンシル体を示す主要部断面図である。（実施例１
）
【図２】本発明の実施例１の複合筆記具を示す断面図である。（実施例１）
【図３】本発明の実施例１の複合筆記具において、シャープペンシル体が突出した筆記状
態を示す断面図である。（実施例１）
【図４】図３の主要部を示す拡大断面図である。（実施例１）
【図５】図３のＡ－Ａ線を示す断面図である。（実施例１）
【図６】実施例２のシャープペンシル体を示す主要部断面図である。（実施例２）
【図７】実施例２の押圧部材を示す主要部正面図である。（実施例２）
【図８】実施例３の複合筆記具を示す主要部断面図である。（実施例３）
【符号の説明】
【００３１】
　１　チャック
　１Ａ　チャック１の頭部
　２　締具
　３　コネクター
　４　連結具
　５　チャックスプリング
　６　芯
　７　口金
　７Ａ　口金７の外段
　９　外パイプ
　１０　押圧部材
　１１　芯タンク
　１２　筆圧スプリング
　２６　前軸
　２８　先金
　２８Ｂ　先金２８の内段
　１０４　連結具
　１１０　押圧部材
　１１１　芯タンク
　１２６　前軸
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