
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸筒内に芯の把持・解放を行うチャック体が配置され、また、前記軸筒の中間部の側面
に配置されたノック部材を押圧することによって芯の繰り出しを行うシャ－プペンシルで
あって、

前記チャック体を芯タンクの
前方に固定すると共に、その芯タンクには回転子を回転不能に取り付けるが、前記軸筒に
対しては回転可能に配置すると共に

ノック部材の押圧動作によっ
て

の回転子の回転によって前記芯タンクに固定されたチャック体を回転
させるチャック体回転手段を備えたシャ－プペンシル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、軸筒内に芯の把持・解放を行うチャック体が配置され、また、ノック部材を
押圧することによって芯の繰り出しを行うシャ－プペンシルに関する。
【０００２】
【従来の技術】
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前記ノック部材を押圧することによって前進するスライダ－を前記軸筒内に配置
し、そのスライダ－の内側に芯タンクを摺動自在に配置すると共に、その芯タンクの前方
に前記スライダ－の前端面と当接する鍔部を形成し、また、

、その回転子の後方に摺動子を配置し、その摺動子の
後端面に前記芯タンクに形成した後端鍔部を当接させ、前記

前記芯タンク、並びに、摺動子を移動せしめ、その摺動子の移動によって回転子を回転
せしめると共に、そ



　芯繰り出し機構を内蔵するシャ－プペンシルの軸筒の後端に前記芯繰り出し機構を作動
せしめるノック部材を有するシャ－プペンシルとして、実開昭６１－１２５４８２号公報
が知られている。先具の内側でチャック体の前方には、芯を保持する摺接片が形成された
スライダ部材が前後動自在に配置されている。また、そのスライダ部材の先端には、芯ガ
イドが固定されている。さらに、前記チャック体の後方には、芯タンクが取り付けられて
おり、その芯タンクの後部には前記チャック体を前後動せしめ、芯を繰り出すノック部材
が着脱自在に取り付けられている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上記従来技術にあっては、筆記による芯の摩耗に伴ってスライダ部材が後退す
るため、芯ガイド内に芯が没入していても筆記することができ、もって、芯が露出せず芯
の中間部における折損が防止できるものの、筆記により芯の先端が片減りし、芯の先端が
鋭角な形状になってしまい、その状態でシャ－プペンシルを持ち変え再び筆記すると鋭角
な部分が、紙面に当接する際の衝撃や筆記圧力によって折損してしまうものであった。そ
して、折損した状態で筆記すると、紙面に折損した芯の先端が
非常に違和感があった。
　また、芯の先端が片減りすると、芯の端面が楕円状になってしまい、その結果、筆記線
の幅が次第に太くなってしまうものであった。ここで、細い状態の筆記線の幅を保つため
には、細い径の芯で筆記する方法もあるが、芯が細いため折損強度が低下してしまう。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、軸筒内に芯の把持・解放を行うチ
ャック体が配置され、また、前記軸筒の中間部の側面に配置されたノック部材を押圧する
ことによって芯の繰り出しを行うシャ－プペンシルであって、

前記チャック体を芯タンクの前方に固定すると共に、その芯タン
クには回転子を回転不能に取り付けるが、前記軸筒に対しては回転可能に配置すると共に

ノック部材の押圧動作によって
の回転子の回転

によって前記芯タンクに固定されたチャック体を回転させるチャック体回転手段を備えた
ことを要旨とするものである。
【０００５】
【実施例】
　第１例を図１～図７に示し説明する。軸筒１の中間部の側面にノック駒（ノック部材）
３０を配置せしめることによって、軸筒１（シャ－プペンシル）を持ち変えることなく、
芯の回転操作、並びに、芯の繰り出し操作を行えるようにした例である。以下、具体的に
説明する。軸筒１の内側には、スライダ－３１が前後動可能に配置されており、そのスラ
イダ－３１の側面には、傾斜面３２が形成された押圧凸部３３が前後に２箇所形成されて
いる。一方、前記軸筒１の側面に形成された窓孔３４に配置されたノック駒３０の側面に
は、前記押圧凸部３３の傾斜面３２に当接・摺動する係合片３４が形成されている。尚、
その係合片３４には、前記押圧凸部３３との当接・摺動性を良くするために傾斜面部３５
が形成されている。
【０００６】
　前記スライダ－３１の内側には、芯タンク３６が摺動自在に配置されており、その芯タ
ンク３６の前方には、前記スライダ－３１の前端面と当接する鍔部３７が形成されている
。また、その鍔部３７の前方の芯タンク３６の側面には、対向する位置に縦リブ３８が形
成されている。
　前記芯タンク３６の前方には、中継ぎ部材３９が弾撥部材４０によって後方に付勢され
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ひっかかった状態となり、

前記ノック部材を押圧する
ことによって前進するスライダ－を前記軸筒内に配置し、そのスライダ－の内側に芯タン
クを摺動自在に配置すると共に、その芯タンクの前方に前記スライダ－の前端面と当接す
る鍔部を形成し、また、

、その回転子の後方に摺動子を配置し、その摺動子の後端面に前記芯タンクに形成した後
端鍔部を当接させ、前記 前記芯タンク、並びに、摺動子を
移動せしめ、その摺動子の移動によって回転子を回転せしめると共に、そ



た状態で配置されている。その中継ぎ部材３９の後方には、大径筒部４１が形成されてお
り、その大径筒部４１の内面には、前記芯タンク３６の縦リブ３８が係合・摺動する縦溝
４２が形成されている。尚、中継ぎ部材３９の前方には、前例と同様にチャック体３やチ
ャックリング４が設けられている。符号５は、軸筒１の前端に着脱自在に取り付けられた
先部材であり、芯戻り止め部材６が内接している。
【０００７】
　前記芯タンク３６の後方には、対向する位置に突部４３が形成されており、

回転不能ではあるが前後動可能な位置に設けられてい
る。また、回転子１１の後方には、摺動子１３が配置されている。そして、回転子１１や
摺動子１３に形成されている縦リブ１９、２１は、カム部２３の縦溝２５に前後動可能に
係合している。 軸筒１とは別体で形成してある。また、前記芯タンク
３６の後端には、後端鍔部４４が形成されており、前記摺動子１３の後端面に当接し得る
ようになっている。
　尚、前記軸筒１の中間部の内側には、環状リング４５が固定されており、その環状リン
グ４５と回転子１１との間には弾撥部材４６が張設されている。
　符号４７はキャップであり、そのキャップ４７にはクリップ４８が一体形成されている
。
【０００８】
　次に作用について説明する（図５、図６参照）。筆記している最中に、芯が片減りし筆
記線が太くなってしまった場合には、芯を紙面に当接させながら、或いは、シャープペン
シルを一旦、紙面より持ち上げ、ノック駒３０を押圧する。この押圧動作により、スライ
ダ－３１が前進すると共に、そのスライダ－３１の前端面と芯タンク３６の鍔部３７との
当接によって、その芯タンク３６も弾撥部材４６の弾撥力に抗しながら前進する。そして
、芯タンクの３６の前進によって、その芯タンク３６の後端鍔部４４が摺動子１３を前進
せしめる。この摺動子１３の前進に伴い、その摺動子１３の突起２１の山形傾斜面２２が
回転子１１の縦リブ１９の傾斜面２０を押圧する。そして、この押圧動作によって回転子
１１が前進し、カム部２３の縦溝部２５から前記回転子１１の縦リブ１９が外れると共に
、山形傾斜面２２と傾斜面２０との係合によって回転子１１が回転する。そして、この回
転により回転子１１は、前記カム部２３の傾斜面２６と縦リブ１９の傾斜面２０との摺接
により、また、弾撥部材４６の後方への付勢力によって傾斜面２６に案内されながら回転
・後退する。
【０００９】
　この回転子１１の回転により芯タンク３６が回転せしめられ、その芯タンク３６の縦リ
ブ３８と中継ぎ部材３９のスリット４２との係合により、中継ぎ部材３９に固定されてい
るチャック体３とそのチャック体３に把持されている芯Ｌが回転する。
　尚、このとき、芯タンク３６の下端面と中継ぎ部材３９との間には、隙間が形成されて
いるので、また、芯タンク３６の縦リブ３８が中継ぎ部材３９のスリット４２を摺動する
ので、芯タンク３６は押圧されることもなく、よって、前進せず、芯Ｌが繰り出されない
。
　芯を繰り出す場合には、前記ノック駒３０をさらに押圧する。この押圧操作によって、
芯タンク３６の下端内面が中継ぎ部材３９に当接し、その中継ぎ部材３９を押圧前進せし
める。そして、その中継ぎ部材３９の押圧前進によってチャック体３も前進し、芯Ｌが繰
り出される（図１２参照）。
【００１０】
【発明の効果】
　本発明は、軸筒内に芯の把持・解放を行うチャック体が配置され、また、前記軸筒の中
間部の側面に配置されたノック部材を押圧することによって芯の繰り出しを行うシャ－プ
ペンシルであって、

前記チャック体を
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その突部４
３は回転子１１のスリット１２に、

このカム部２３は、

前記ノック部材を押圧することによって前進するスライダ－を前記軸
筒内に配置し、そのスライダ－の内側に芯タンクを摺動自在に配置すると共に、その芯タ
ンクの前方に前記スライダ－の前端面と当接する鍔部を形成し、また、



芯タンクの前方に固定すると共に、その芯タンクには回転子を回転不能に取り付けるが、
前記軸筒に対しては回転可能に配置すると共に

ノック部材の押圧
動作によって

の回転子の回転によって前記芯タンクに固定されたチャッ
ク体を回転させるチャック体回転手段を備えたので、芯に片減りが発生せず、芯の先端の
折損が防止されると共に、一定の幅の筆記線を描くことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の１例を示す縦断面図。
【図２】　要部部品を示す斜視図。
【図３】　要部部品を示す面斜視図。
【図４】　図１のＢ－Ｂ線断面図。
【図５】　要部部品を示す面斜視図。
【図６】　芯の回転動作を示す縦断面図。
【図７】　芯の繰り出し動作を示す縦断面図。
【符号の説明】
　１　　　軸筒
　３　　　チャック体
　４　　　チャックリング
　５　　　先部材
　６　　　芯戻り止め部材
　１１　　回転子
　１２　　スリット
　１３　　摺動子
　１９　　縦リブ
　２０　　傾斜面部
　２１　　縦リブ
　２２　　山形傾斜面
　２３　　カム部
　２５　　縦溝部
　２６　　傾斜面
　３０　　ノック駒
　３１　　スライダ－
　３２　　傾斜面
　３３　　押圧凸部
　３４　　窓孔
　３５　　傾斜面部
　３６　　芯タンク
　３７　　鍔部
　３８　　縦リブ
　３９　　中継ぎ部材
　４０　　弾撥部材
　４１　　大径筒部
　４２　　縦溝
　４３　　突部
　４４　　後端鍔部
　４５　　環状リング
　４６　　弾撥部材
　４７　　キャップ
　４８　　クリップ
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、その回転子の後方に摺動子を配置し、そ
の摺動子の後端面に前記芯タンクに形成した後端鍔部を当接させ、前記

前記芯タンク、並びに、摺動子を移動せしめ、その摺動子の移動によって回
転子を回転せしめると共に、そ



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(6) JP 3852172 B2 2006.11.29



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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