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(57)【要約】
　本出願に係る発明は、より簡易な構成で、かつ継続して口金と筆記用芯部材とをスムー
ズに出没させることができる回転繰出し式筆記具に関するものであり、その構成は、後部
外筒２と、後部外筒２に回転不可能に収容される内鞘４と、口金１２および筆記用芯部材
１３が出没可能な前部外筒１０とを有し、内鞘４には回転範囲規制用突出部４５およびレ
フィル摺動用カム４２と口金摺動用カム４３が形成され、レフィル摺動体６および口金摺
動体７が内鞘４に収容され、口金摺動体７はレフィル摺動体６に連結され、さらに内鞘４
に連結体９が接続された回転繰出し式筆記具であって、連結体９に対して後部外筒２を一
方向に回転させると、口金と筆記用芯部材とが前部外筒１０の開口部から突出した位置に
到達し、さらに回転させると、筆記用芯部材の先端が口金の前端面の開口部から突出した
位置に到達することを特徴とするものである。



(2) JP WO2007/010656 A1 2007.1.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前端面の開口した円筒状の後部外筒と、前記後部外筒に対して回転不可能に収容される
内鞘と、前後端面の開口した円筒状で前端面開口から口金および筆記用芯部材が出没可能
である前部外筒とを有し、
　前記内鞘には、前端面に回転範囲規制用突出部が備えられ、また内周面にレフィル摺動
用カムと口金摺動用カムが形成されており、
　さらに前記内鞘には軸心方向に摺動可能にかつ半径方向に移動不可能にレフィル摺動体
および口金摺動体が収容され、前記レフィル摺動体および口金摺動体は、その外側面にそ
れぞれ摺動凸部が形成され、該摺動凸部がそれぞれ前記レフィル摺動用カムおよび前記口
金摺動用カムに係合し、また前記口金摺動体は前記レフィル摺動体に対して摺動可能にか
つ回転不可能に連結され、
　またさらに、前記内鞘には回転可能にかつ軸方向に移動不可能に連結体が接続され、前
記連結体は、外側面に回転位置規制部材を備え、該回転位置規制部材が前記内鞘の回転を
規制し、前記連結体には前記口金摺動体が摺動可能に係合する、
構成を有する回転繰出し式筆記具であって、
　前記連結体に対して前記後部外筒を一方向に回転させると、前記内鞘が前記後部外筒と
共に同一方向に回転し、それにより口金と筆記用芯部材とが前端方向に推進して前記前部
外筒の開口部から突出した位置に到達し、同一方向にさらに回転させると、筆記用芯部材
が前端方向に推進して筆記用芯部材の先端が口金の前端面の開口部から突出した位置に到
達することを特徴とする回転繰出し式筆記具。
【請求項２】
　請求項１に記載の回転繰出し式筆記具において、前記後部外筒と前記前部外筒をつなぐ
連結部材を有し、前記連結部材は、中央にフランジ状の大径部を備え、該大径部の後端面
が前記後部外筒の前端面と摺接し、前記前部外筒が着脱可能に連結され、さらに前記連結
部材は前記連結体に着脱可能に連結されることを特徴とする回転繰出し式筆記具。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の回転繰出し式筆記具において、前記レフィル摺動用カムおよ
び前記口金摺動用カムが、任意の位置を起点として、軸心に対して第１の範囲において第
１の傾斜部を有し、第１の範囲に続く第２の範囲において前記レフィル摺動用カムが垂直
部を、前記口金摺動用カムが摺動体係止凹部を有し、続く第３の範囲において、前記レフ
ィル摺動用カムが第２の傾斜部を、前記口金摺動用カムが垂直部を有し、続く第４の範囲
において前記レフィル摺動用カムが摺動体係止凹部を有し、続く第５の範囲において、前
記レフィル摺動用カムおよび前記口金摺動用カムが回転規制用突出部を有することを特徴
とする回転繰出し式筆記具。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか一項に記載の回転繰出し式筆記具において、前記連結体が
その外側面に抵抗部材を備え、前記抵抗部材が後部外筒と摺接するように配設されたこと
を特徴とする回転繰出し式筆記具。
【請求項５】
　請求項４に記載の回転繰出し式筆記具において、前記抵抗部材がＯリングであることを
特徴とする回転繰出し式筆記具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筆記具に関し、特に口金と筆記用芯部材とを出没可能な回転繰出し式筆記具
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、後部外筒を前部外筒に対して相対的に回転させることで、筆記用芯部材を筆記具
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本体に対して出没可能に操作することができる、いわゆる回転繰出し方式の筆記具が知ら
れている。
【０００３】
　これによれば、非筆記時には筆記用芯部材を筆記具本体に収納することが可能であるた
め、該筆記具を衣類のポケット等に収容して携帯するような場合でも、衣類をインクで汚
さずに携帯することができる。
【０００４】
　しかしながら、この筆記具では、筆記用芯部材は本体に収納可能であるが、口金は収納
されなかった。そのため、筆記具を衣類のポケット等に収容した場合、先端の鋭利な口金
が衣類に接触し、衣類を傷つけてしまうおそれがあった。また、外部からの圧力により口
金が人体に突き刺さり、該筆記具を携帯している者が怪我をするおそれもあった。さらに
外部からの衝撃により口金が変形してしまうおそれもあった。
【０００５】
　これに対し、口金をも筆記具本体に収容することができる回転繰出し式筆記具が提案さ
れている（例えば、特許文献１参照）。この筆記具は、口金及び筆記用芯部材が共に筆記
具本体に収納された非筆記状態において、前部外筒に対して後部外筒を相対的に一方向に
回転させると、まず口金が突出し、さらに同一方向に回転させると口金から筆記用芯部材
を突出させることができる。そして反対方向に回転させると、まず筆記用芯部材が口金内
に収容され、さらに回転させると口金が筆記具本体に収容される構成を有するものである
。
【特許文献１】実公平７－３２１３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記従来例に係る筆記具は以下の構成を有する。
【０００７】
　すなわち、口金が前部外筒の開口から後方に後退し、また筆記用芯部材が口金の開口か
ら後方に後退した位置にある状態で、前部外筒に対して後部外筒を一方向に回転させると
、まず、中間スリーブユニットを構成する繰出しパイプの内周面のねじ溝に沿って内側ス
リーブユニットの外周面の凸部が前進して口金が突出する。
【０００８】
　口金突出状態では、内側スリーブユニットの凸部はねじ溝の前端から押し出された位置
にある。また口金突出状態になる直前に、連結部材の突起が繰出しパイプの内周面のねじ
溝の最後端部に係合する。これにより、さらに回転させると、連結部材の突起がねじ溝に
沿って前進し、筆記用芯部材が突出するという構成である。
【０００９】
　したがって、前記従来例に係る筆記具においては、内側スリーブユニットの凸部がねじ
溝から押し出され、連結部材の突起がねじ溝に係合する前の状態では、中間スリーブユニ
ット内での内側スリーブユニットと連結部材の軸心方向における位置は、内側スリーブユ
ニットの凸部を後端方向に付勢する圧縮コイルばねと連結部材を後端方向に付勢する圧縮
コイルばねとによって規制されることとなる。
【００１０】
　そのため、内側スリーブユニットの凸部がねじ溝の前端から押し出され、続いて連結部
材の突起がねじ溝に係合する動作がスムーズに行われるためには、内側スリーブユニット
の凸部を付勢する圧縮コイルばねと連結部材を付勢する圧縮コイルばねとの相関バランス
を精度よく調整しなければならないという問題があった。
【００１１】
　また、筆記具の継続した使用により圧縮コイルばねの相関バランスが変化することがあ
り、その結果、口金および筆記用芯部材の繰出し動作をスムーズに行うことができなくな
るという問題があった。
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【００１２】
　本発明は、このような問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とする処は、より
簡易な構成で、かつ継続して口金と筆記用芯部材とをスムーズに出没させることができる
回転繰出し式筆記具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、下記の技術的構成により前記目的を達成できたものである。
【００１４】
　（１）前端面の開口した円筒状の後部外筒と、前記後部外筒に対して回転不可能に収容
される内鞘と、前後端面の開口した円筒状で前端面開口から口金および筆記用芯部材が出
没可能である前部外筒とを有し、前記内鞘には、前端面に回転範囲規制用突出部が備えら
れ、また内周面にレフィル摺動用カムと口金摺動用カムが形成されており、さらに前記内
鞘には軸心方向に摺動可能にかつ半径方向に移動不可能にレフィル摺動体および口金摺動
体が収容され、前記レフィル摺動体および口金摺動体は、その外側面にそれぞれ摺動凸部
が形成され、該摺動凸部がそれぞれ前記レフィル摺動用カムおよび前記口金摺動用カムに
係合し、また前記口金摺動体は前記レフィル摺動体に対して摺動可能にかつ回転不可能に
連結され、またさらに、前記内鞘には回転可能にかつ軸方向に移動不可能に連結体が接続
され、前記連結体は、外側面に回転位置規制部材を備え、該回転位置規制部材が前記内鞘
の回転を規制し、前記連結体には前記口金摺動体が摺動可能に係合する、構成を有する回
転繰出し式筆記具であって、前記連結体に対して前記後部外筒を一方向に回転させると、
前記内鞘が前記後部外筒と共に同一方向に回転し、それにより口金と筆記用芯部材とが前
端方向に推進して前記前部外筒の開口部から突出した位置に到達し、同一方向にさらに回
転させると、筆記用芯部材が前端方向に推進して筆記用芯部材の先端が口金の前端面の開
口部から突出した位置に到達することを特徴とする回転繰出し式筆記具。
【００１５】
　（２）上記（１）に記載の回転繰出し式筆記具において、前記後部外筒と前記前部外筒
をつなぐ連結部材を有し、前記連結部材は、中央にフランジ状の大径部を備え、該大径部
の後端面が前記後部外筒の前端面と摺接し、前記前部外筒が着脱可能に連結され、さらに
前記連結部材は前記連結体に着脱可能に連結されることを特徴とする回転繰出し式筆記具
。
【００１６】
　（３）上記（１）または（２）に記載の回転繰出し式筆記具において、前記レフィル摺
動用カムおよび前記口金摺動用カムが、任意の位置を起点として、軸心に対して第１の範
囲において第１の傾斜部を有し、第１の範囲に続く第２の範囲において前記レフィル摺動
用カムが垂直部を、前記口金摺動用カムが摺動体係止凹部を有し、続く第３の範囲におい
て、前記レフィル摺動用カムが第２の傾斜部を、前記口金摺動用カムが垂直部を有し、続
く第４の範囲において前記レフィル摺動用カムが摺動体係止凹部を有し、続く第５の範囲
において、前記レフィル摺動用カムおよび前記口金摺動用カムが回転規制用突出部を有す
ることを特徴とする回転繰出し式筆記具。
【００１７】
　（４）上記（１）ないし（３）のいずれかに記載の回転繰出し式筆記具において、前記
連結体がその外側面に抵抗部材を備え、前記抵抗部材が後部外筒と摺接するように配設さ
れたことを特徴とする回転繰出し式筆記具。
【００１８】
　（５）上記（４）に記載の回転繰出し式筆記具において、前記抵抗部材がＯリングであ
ることを特徴とする回転繰出し式筆記具。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、より簡易な構成で、かつ継続して口金と筆記用芯部材とをスムーズに
出没させることができる回転繰出し式筆記具を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】全部品の組み立て状態の概略断面図
【図２】後部外筒の概略断面図
【図３】頭冠ビスの概略断面図
【図４】（ａ）および（ｂ）は内鞘を説明する図
【図５】（ａ）ないし（ｄ）は内鞘を説明する図
【図６】レフィル摺動用カムおよび口金摺動用カムの展開図
【図７】ナットの概略断面図
【図８】（ａ）ないし（ｆ）はレフィル摺動体の説明図
【図９】（ａ）ないし（ｄ）は口金摺動体の説明図
【図１０】（ａ）ないし（ｃ）は口金摺動体の説明図
【図１１】（ａ）ないし（ｅ）は連結体の説明図
【図１２】連結ネジの概略断面図
【図１３】（ａ）および（ｂ）は内胴の説明図
【図１４】口金の概略断面図
【図１５】筆記具前部の概略断面図
【図１６】筆記用芯部材の正面図
【図１７】（ａ）ないし（ｃ）は筆記具の操作説明図
【図１８】レフィル摺動用カム、口金摺同様カムおよび回転範囲規制用突出部の関係を示
す図
【符号の説明】
【００２１】
１　筆記具
２　後部外筒
４　内鞘
６　レフィル摺動体
７　口金摺動体
８　連結ネジ
９　連結体
１０　前部外筒
１１　内胴
１２　口金
１３　筆記用芯部材
４２　レフィル摺動用カム
４３　口金摺動用カム
４５　回転範囲規制用突出部
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下本発明の実施例について、図面を参照しながら説明する。
【００２３】
　ただし、この実施例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置等は
、特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のもので
はない。
【実施例１】
【００２４】
　以下に実施例１に係る回転繰出し式筆記具を説明する。
【００２５】
　図１は、本実施例に係る回転繰出し式筆記具の全部品の組み立て状態の概略断面図であ
る。図１において、筆記具１は、後部外筒２と、後部外筒２に着脱可能に装着された頭冠
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ビス３と、後部外筒２内に収容された内鞘４と、内鞘４内に収容されたナット５と、内鞘
４内に摺動可能に収容されたレフィル摺動体６および口金摺動体７と、後部外筒２と摺接
する連結部材としての連結ネジ８と、連結ネジ８に着脱可能に装着された連結体９と、連
結ネジ８に着脱可能に装着された二部材で構成される前部外筒１０と、前部外筒１０内に
摺動可能に収容された内胴１１と、内胴１１に装着された口金１２と、内胴１１および口
金摺動体７内に収容された筆記用芯部材１３と、前部外筒１０と内胴１１との間および筆
記用芯部材１３と口金１２との間に配置されたリターンバネ１４とを有する。
【００２６】
　図２は、後部外筒２の概略断面図である。図２に示すように、後部外筒２は、後端面に
開口部２１を有する前後端面の開口した円筒状部材である。後端面の開口部２１には後述
する頭冠ビス３の凸部が挿入され、後部外筒２の後端面の縁部において頭冠ビス３の裏面
縁部が摺接する。もちろん頭冠ビス３を着脱しない構成であってもよく、この場合には後
部外筒２の後端面には開口部を設けない。
【００２７】
　また、後端面あるいは外側面に従来周知のクリップ部材２２を着脱可能な構成であって
もよい。図２では、クリップ部材２２が後部外筒２の後端面に位置する構成が示されてい
る。この構成において、クリップ部材２２は、後部外筒２の後端面と頭冠ビス３の裏面縁
部により挟持される。
【００２８】
　後部外筒２の内側面は、内鞘４の外側面と係合する。後部外筒２の前端面は、後述する
連結ネジ８の大径部後端面に摺接する。前端部の内側面は、後述する連結体９の外側面と
摺接され、後部外筒２および内鞘４が連結体９に対して相対的に回転可能である。
【００２９】
　図３は、頭冠ビス３の概略断面図である。図３に示すように、頭冠ビス３は凸部３１を
有する断面Ｔ字状の形状である。凸部３１は後述する内鞘４の後端面開口部に挿入される
。また、凸部３１の先端部外側面には螺溝３３が周設され、後述するナット５の後端部内
側面に周設された螺溝と螺合する。
【００３０】
　頭冠ビス３の表面部３２には、彫刻やホログラムを付すことが可能である。また表面部
３２を樹脂カバーで覆うことも可能である。あるいは表面部３２に紐通し用穴を有する突
起を設ける構成であってもよい。
【００３１】
　図４は、内鞘４の説明図であり、図４（ａ）は平面図、図４（ｂ）は図４（ａ）の概略
正面断面図である。また図５は図４に示す内鞘４の説明図であり、図５（ａ）は図４（ｂ
）のＡ－Ａ線断面図、図５（ｂ）は図４（ｂ）のＢ－Ｂ線断面図、図５（ｃ）は図４（ｂ
）のＣ－Ｃ線断面図、図５（ｄ）は図４（ｂ）のＤ－Ｄ線端面図である。
【００３２】
　図４（ｂ）に示すように、内鞘４は前後端面の開口した円筒状部材である。図５（ａ）
に明示されるように、その後端には後端部４１が設けられる。後端部４１の断面形状は、
円の相対抗面を弧状に切断し、かつ中心に円形開口部を有するものである。図１に示すよ
うに、後端部４１が後部外筒２の開口部２１から突出し、また、外側面は後部外筒２の内
側面と摩擦的に係合あるいは接着固定されて、内鞘４は後部外筒２に対して回転不可能に
係合する。
【００３３】
　図４（ａ）および図５（ｂ）に示されるように、内鞘４の後部には軸心方向に条溝が形
成される。
【００３４】
　後部外筒２の開口部２１から突出した後端部４１の開口部には、頭冠ビス３の凸部３１
が挿入され、後端部４１の内側面と凸部３１の基部が摩擦的に係合する。また、凸部３１
の先端部は内鞘４の後端部４１を貫通した状態となる。
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【００３５】
　図４（ａ）および図５（ｃ）に示されるように、内鞘４の前部にスリット４４が形成さ
れる。該スリット４４に、後述する連結体９の後部外側面に形成された凸部が収容される
。図４（ａ）および図５（ｄ）に示されるように、前端面には回転範囲規制用突出部４５
が形成される。
【００３６】
　内周面後端側に、レフィル摺動用カム４２が形成され、内周面前端側に口金摺動用カム
４３が形成される。
【００３７】
　レフィル摺動用カム４２および口金摺動用カム４３について以下に詳述する。図６は内
鞘４の内側面に形成されたレフィル摺動用カム４２および口金摺動用カム４３の展開図で
ある。
【００３８】
　任意の位置を起点として、軸心に対して０度から１８０度の範囲においては、レフィル
摺動用カム４２および口金摺動用カム４３共に軸心方向に対して任意の角度で傾斜した第
１の傾斜部６１、６２を有する。両傾斜部の軸心方向に対しての高さはほぼ同一である。
【００３９】
　１８０度の近傍のα２からα３の位置でレフィル摺動用カム４２は軸心方向に対して垂
直な垂直部６３を有し、β３からβ４の位置で口金摺動用カムは摺動体係止凹部６４を有
する。α３からα４の範囲においては、レフィル摺動用カム４２には軸心方向に対して任
意の角度で傾斜した第２の傾斜部６５を有し、β４の位置で口金摺動用カム４３は軸心方
向に対して垂直な垂直部６６を有する。α５の位置でレフィル摺動用カム４２は摺動体係
止凹部６７を有する。３６０度の近傍には、レフィル摺動用カム４２および口金摺動用カ
ム４３共に回転規制用突出部６８、６９を有する。αとβの位置関係は、以下の通りであ
る。
　　０＜β１＜α１＜α２＜β２＜１８０°＜β３＜α３＜β４＜α４＜α５＜３６０°
【００４０】
　図７は、ナット５の概略断面図である。図７に示すように、ナット５は前後端面の開口
した円筒状部材である。
【００４１】
　後端部の内側面には螺溝５１が周設される。頭冠ビス３の凸部３１を内鞘４の後端部４
１に挿入した状態において、凸部３１の先端部は内鞘４の後端部４１を貫通し、凸部３１
の螺溝３３がナット５の螺溝５１と螺合する。これにより、ナット５は頭冠ビス３に対し
て着脱可能に連結され、ナット５および頭冠ビス３が後部外筒２と内鞘４とを挟持する。
頭冠ビス３の螺溝３３とナット５の螺溝５１とが連結した状態では、ナット５および頭冠
ビス３は相対移動不可能であるが、螺合を緩めた状態ではナット５および頭冠ビス３は相
対回転可能となる。
【００４２】
　外側面後部は内鞘４の内側面に摺接する。ナット５の外側面は後述するレフィル摺動体
６の内側面とほぼ同径であり、レフィル摺動体５の内側面と摺接する。
【００４３】
　本実施例においてはナット５を独立した部材としたが、特にこれに限定されず、例えば
内鞘４と一体的に構成してもよい。
【００４４】
　図８は、レフィル摺動体６の説明図であり、図８（ａ）は平面図、図８（ｂ）は図８（
ａ）の部分正面図、図８（ｃ）は図８（ａ）の正面断面図、図８（ｄ）は底面図、図８（
ｅ）および（ｆ）はそれぞれ図８（ａ）の左右側面図である。
【００４５】
　図８（ｃ）に示すように、レフィル摺動体６は前後端面の開口した円筒状部材である。
レフィル摺動体６の後端面は内鞘４に係止される。内側面はナット５の外側面と摺接し、
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また外側面は内鞘４の内側面と摺接し、レフィル摺動体６は軸心方向に摺動可能にかつ半
径方向に移動不可能に、内鞘４およびナット５に支持される。後部外筒２、内鞘４および
ナット５は、レフィル摺動体６に対して相対的に回転可能である。
【００４６】
　レフィル摺動体６の外側面には、軸心方向に向かって摺動凸部８１が形成される。摺動
凸部８１は、内鞘４のレフィル摺動用カム４２に係合する。また、前端面には軸心方向に
向かって係合突起８２が突出する。係合突起８２は、その外側面に係合凸部８３を備え、
係合突起８２および係合凸部８３は後述する口金摺動体７の後部側面に形成されたスリッ
トに収容される。
【００４７】
　前部外側面には規制凸部８４が形成され、この規制凸部８４は口金摺動体７の後部に形
成された凹部と係合する。
【００４８】
　図９は、口金摺動体７の説明図であり、図９（ａ）は平面図、図９（ｂ）は図９（ａ）
の正面断面図、図９（ｃ）および（ｄ）はそれぞれ図９（ａ）の左右側面端面図である。
また図１０は図９に示す口金摺動体７の説明図であり、図１０（ａ）は図９（ｂ）のＡ－
Ａ線断面端面図、図１０（ｂ）は図９（ｂ）のＢ－Ｂ線断面端面図、図１０（ｃ）は図９
（ｂ）のＣ－Ｃ線断面端面図である。
【００４９】
　図９（ｂ）に示されるように、口金摺動体７は、前後端面の開口した円筒状部材である
。図１０（ｂ）に明示されるように、口金摺動体７の後部外側面に摺動凸部９１が形成さ
れる。摺動凸部９１は、内鞘４に形成された口金摺動用カム４３に係合する。
【００５０】
　口金摺動体７は、後部側面において軸心方向にスリット９２が形成される。該スリット
９２には、レフィル摺動体６の係合突起８２および係合凸部８３が収容される。これによ
りレフィル摺動体６が、口金摺動体７に対して摺動可能にかつ回転不可能に連結する。
【００５１】
　また、口金摺動体７の後部内側面には規制凹部９３が形成される。レフィル摺動体６の
規制凸部８４は、規制凹部９３に係合して、レフィル摺動体６が口金摺動体７に対して摺
動可能にかつ回転不可能に連結する。
【００５２】
　摺動凸部９１の前端面から前端部手前までの範囲で、外側面にガイド部９４が形成され
る。該ガイド部９４は、後述する連結体９の後部内側面に形成されたガイドレールに収容
される。口金摺動体７の前端面は、後述する内胴１１の後端面を係止する。
【００５３】
　図１１は、連結体９の説明図であり、図１１（ａ）は平面図、図１１（ｂ）は図１１（
ａ）の正面断面図、図１１（ｃ）は図１１（ｂ）の右側面端面図、図１１（ｄ）は図１１
（ｂ）のＢ－Ｂ線矢印方向断面端面図、図１１（ｅ）は図１１（ｂ）のＣ－Ｃ線矢印方向
断面端面図である。
【００５４】
　図１１（ｂ）に示されるように、連結体９は、前後端面の開口した円筒状部材である。
後部外側面には凸部１１１が形成される。凸部１１１は内鞘４のスリット４４に収容され
、これにより、内鞘４が連結体９に対して回転可能にかつ軸方向に移動不可能に連結され
る。
【００５５】
　後部内側面には、ガイドレール１１２が形成される。該ガイドレール１１２には口金摺
動体７の外側面に形成されたガイド部９４が収容され、口金摺動体７が連結体９に対して
摺動可能にかつ回転不可能に係合する。連結体９の内周面に対して、口金摺動体７の外側
面が摺接する。
【００５６】
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　中部外側面にフランジ状の内鞘係止部１１３が備えられ、内鞘係止部１１３の後方向側
面に、内鞘４の回転範囲規制用突出部４５の前端面が摺接する。内鞘係止部１１３から後
方向に回転位置規制部材１１４が設けられる。また、前部内側面には螺溝１１５が周設さ
れ、後述する連結ネジの後部外側面に周設された螺溝と螺合する。
【００５７】
　連結体９の外側面は、内鞘係止部１１３よりも後方向の外側面が内鞘４の内側面と摺接
し、前方向が後部外筒２の内側面と摺接して、後部外筒２および内鞘４は連結体９に対し
て摺動回転可能である。内鞘４の回転は、内鞘４の回転範囲規制用突出部４５が回転位置
規制部材１１４と係合する位置で規制される。
【００５８】
　連結体９の外側面にはＯリング収容溝１１６が周設される。Ｏリング収容溝１１６には
抵抗部材としてゴム製のＯリングが収容され、Ｏリングの外側面は後部外筒２の内側面と
摺接する。この構成により、Ｏリング外側面と後部外筒２との間に摩擦が生じ、内鞘４お
よび後部外筒２の回転に適度な抵抗を与えることができる。
【００５９】
　Ｏリングの材質は特にこれに限定されず、後部外筒２との摩擦により適度の抵抗を生じ
させるものであればよい。また、形状も特にこれに限定されない。
【００６０】
　図１２は、連結ネジ８の概略断面図である。図１２に示すように、連結ネジ８は、ほぼ
中央にフランジ状の大径部１２１を有する前後端面の開口した円筒状部材である。大径部
１２１の外側面は、後述する前部外筒１０および後部外筒２と共に筆記具１の外形を形成
する。大径部１２１の前方向側面は前部外筒１０の後端面と摺接する。また、大径部１２
１の後方向側面は後部外筒２の前端面と摺接する。
【００６１】
　連結ネジ８の後部外側面には螺溝１２２が周設され、連結体９の前部内側面に周設され
た螺溝１１５と螺合する。これにより、連結体９は連結ネジ８に対して着脱可能に連結さ
れる。後部内側面に内胴受け部１２３が形成され、後述する内胴１１の後端面が係止され
る。連結ネジ８の内側面は、内胴１１の後部外側面と摺接する。
【００６２】
　連結ネジ８の前部外側面にも螺溝１２４が周設され、後述する前部外筒１０の後部内側
面に周設された螺溝と螺合する。
【００６３】
　図１３は、内胴１１の説明図であり、図１３（ａ）は軸心方向断面図、図１３（ｂ）は
図１３（ａ）のＡ－Ａ線断面図である。
【００６４】
　図１３（ａ）に示されるように、内胴１１は、前後端面の開口した円筒状部材である。
内胴１１の後端面は連結ネジ８の内胴受け部１２３で係止される。また後端面は口金摺動
体７の前端面によっても係止される。図１３（ｂ）に明示されるように、後部内側面には
軸心方向に所定間隔で凸条１３１が形成され、凸条１３１が筆記用芯部材１３を摺動可能
に支持する。
【００６５】
　後部外側面にはバネ受け座１３２が形成され、該バネ受け座１３２は後述する口金摺動
体リターンバネの後端部を係止する。内胴１１には、筆記用芯部材１３が挿通される。ま
た、内胴１１は前部外筒１０に挿通する。前部外側面には螺溝１３３が周設され、後述す
る口金１２の後部内側面に周設された螺溝と螺合する。
【００６６】
　図１４は、口金１２の概略断面図である。図１４に示されるように、口金１２は前後端
面の開口した円錐状部材である。後部内側面には螺溝１４１が周設され、内胴１１の前部
外側面に周設された螺溝１３３と螺合し、口金１２は内胴１１に対して着脱可能に連結さ
れる。
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【００６７】
　中部内側面にはバネ受け座１４２が形成され、該バネ受け座１４２は後述するレフィル
摺動体リターンバネの前端部を係止する。前端面の開口部１４３からは、筆記用芯部材１
３が出没可能である。
【００６８】
　前部外筒１０を、図１５を用いて説明する。図１５は、筆記具１の前部の概略断面図で
ある。図１５に示されるように、前部外筒１０は、前後端面の開口した円筒状の部材であ
る。前部外筒１０は、先端筒部１５１およびグリップ部１５２とから成る。先端筒部１０
の後端面はバネ受け座１５３として、後述する口金摺動体リターンバネの前端部を係止す
る。
【００６９】
　先端筒部１５１には、内胴１１および口金１２が挿通される。先端筒部１５１の前端面
開口からは、口金１２および筆記用芯部材１３が出没可能である。
【００７０】
　グリップ部１５２の後部内側面には螺溝１５４が周設され、連結ネジ８の前部外側面に
周設された螺溝１２４と螺合し、前部外筒１０が連結ネジ８に対して着脱可能に連結され
る。連結した状態では連結ネジ８および前部外筒１０は相対移動不可能であるが、螺合を
緩めた状態では連結ネジ８および前部外筒１０は相対回転可能となる。
【００７１】
　グリップ部１５２の内側面は先端筒部１５１の外側面と摩擦的に係合あるいは接着固定
される。グリップ部１５２は種々の材質で形成され、例えばゴム等の弾性部材や木材、金
属等が用いられる。本実施例において前部外筒１０は、先端筒部１５１およびグリップ部
１５２とから成る構成としたが、先端筒部１５１およびグリップ部１５２が一体となった
構成であってもよい。
【００７２】
　続いて、図１５を用いてリターンバネについて説明する。図１５に示されるように、前
部外筒１０のグリップ部１５２および連結ネジ８の内周面と、内胴１１の外周面との間の
環状空間には口金摺動体リターンバネ１５５が収容され、先端筒部１５１のバネ受け座１
５３と内胴１１のバネ受け座１３２との間で延在している。
【００７３】
　口金１２および内胴１１の内周面と筆記用芯部材１３の外周面との間の環状空間にはレ
フィル摺動体リターンバネ１５６が収容され、口金１２のバネ受け座１４２と後述する筆
記用芯部材１３のカートリッジの外周面に形成されたバネ受け座との間で延在している。
【００７４】
　本実施例では、口金摺動体リターンバネ１５５およびレフィル摺動体リターンバネ１５
６はコイルばねを用いたが、特にこれに限定されず、他の弾性部材であってもよい。
【００７５】
　図１６は、筆記用芯部材１３の正面図である。筆記用芯部材１３は、従来周知のボール
ペンレフィルである。前後端の開口したインクを収容するカートリッジ１６１と、その後
端に嵌挿される尾栓１６２と、前端に嵌挿される先端部材（ボールペンチップ部）１６３
とからなる。筆記用芯部材１３の後部外側面は、レフィル摺動体６の係合突起８２の内側
面により挟持され、また筆記用芯部材１３の後端面はレフィル摺動体６の前端面により係
止される。筆記用芯部材１３のカートリッジ１６１の前部外周面にはバネ受け座１６４が
形成され、レフィル摺動体リターンバネ１５６の後端部を係止する。
【００７６】
　本実施例においては、筆記用芯部材はボールペンレフィルとしたが、特にこれに限定さ
れず、例えば従来周知のシャープペンシル機構であってもよい。
【００７７】
　続いて、本実施例に係る筆記具の作動について、図１７および図１８を用いて説明する
。
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【００７８】
　図１７は、本実施例に係る筆記具１の操作説明図、図１８は、レフィル摺動用カム４２
、口金摺同様カム４３および回転範囲規制用突出部４５の関係を示す展開図である。筆記
具１の非使用時には、図１７（ａ）に示すように、口金１２は前部外筒１０の前端開口部
から後方に後退した位置にある。また、筆記用芯部材１３は、口金１２の開口部１４３か
ら後方に後退した位置にある。
【００７９】
　この状態において、内胴１１と、内胴１１に連結する口金１２と、内胴１１を係止する
口金摺動体７は、口金摺動体リターンバネ１５５により、後端方向に付勢されている。ま
た、筆記用芯部材１３と、筆記用芯部材１３を係止するレフィル摺動体６は、レフィル摺
動体リターンバネ１５６により、後端方向に付勢されている。
【００８０】
　前部外筒１０および連結ネジ８に対して、後部外筒２および内鞘４を一方向に回転させ
ると、口金摺動体７が口金摺動体リターンバネ１５５の付勢力に逆らって前端方向に推進
する。またレフィル摺動体６もまたレフィル摺動体リターンバネ１５６の付勢力に逆らっ
て前端方向に推進する。
【００８１】
　すなわち、図１８に示すように、口金１２および筆記用芯部材１３が収納状態において
後部外筒２および内鞘４を一方向に回転させると、回転０度から１８０度までは、レフィ
ル摺動用カム４２の第１の傾斜部６１とレフィル摺動体６の摺動凸部８１とが係合し、摺
動凸部８１が第１の傾斜部６１に押されて前端方向にスライド移動する。また、同様に口
金摺動用カム４３の第１の傾斜部６２と口金摺動体７の摺動凸部９１とが係合し、摺動凸
部９１が第１の傾斜部６２に押されて前端方向にスライド移動する。１８０度の位置で、
口金摺動体７の摺動凸部９１は摺動体係止凹部６４に係止される。
【００８２】
　レフィル摺動用カム４２の第１の傾斜部６１と口金摺動用カム４３の第１の傾斜部６２
とはほぼ同じ傾斜角度および高さであるため、レフィル摺動体６と口金摺動体７はほぼ同
じ距離だけ前方に摺動する。したがって、口金１２と筆記用芯部材１３との相対的な位置
関係は摺動前後においてほとんど変化しない。これにより口金摺動体７およびレフィル摺
動体６は、図１７（ｂ）に示す位置に至り、前部外筒１０の前端開口部から口金１２およ
び筆記用芯部材１３が突出する。
【００８３】
　続いて、後部外筒２および内鞘４を同一方向にさらに回転させると、レフィル摺動体６
のみがレフィル摺動体リターンバネ１５６の付勢力に逆らって前端方向に推進する。
【００８４】
　すなわち、図１８に示すように、口金１２および筆記用芯部材１３が前部外筒１０の前
端開口部から突出している状態において、後部外筒２および内鞘４を同一方向にさらに回
転させると、回転１８０度から２７０度の範囲で、レフィル摺動用カム４２の第２の傾斜
部６５とレフィル摺動体６の摺動凸部８１とが係合し、レフィル摺動体６の摺動凸部８１
が第２の傾斜部６５に押されて前端方向にスライド移動する。２７０度の位置で、レフィ
ル摺動体６の摺動凸部８１は摺動体係止凹部６７に係止される。一方、口金摺動体７は、
その摺動凸部９１と口金摺動用カム４３の垂直部６６とが係合するため、前端方向にスラ
イド移動することはない。
【００８５】
　これによりレフィル摺動体は図１７（ｃ）に示すように、口金１２の前端面開口部１４
３から筆記用芯部材１３のボールペンチップ部１６３が突出する位置に到達する。
【００８６】
　レフィル摺動用カム４２および口金摺動用カム４３は、回転規制用突出部６８、６９を
有し、これによりレフィル摺動体６の摺動凸部８１および口金摺動体７の摺動凸部９１が
それぞれ係止されるため、後部外筒２および内鞘４は２７０度以上回転させることはでき
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転位置規制部材１１４と係合するため、これによっても後部外筒２および内鞘４のこれ以
上の回転は規制される。
【００８７】
　筆記用芯部材１３のボールペンチップ部１６３および口金１２を筆記具１本体に収容す
る場合には、後部外筒２および内鞘４を前述の回転と反対の方向に回転させる。これによ
り、口金摺動体リターンバネ１５５およびレフィル摺動体リターンバネ１５６の付勢力に
よって、前述の動作と逆の順序で口金１２および筆記用芯部材１３が筆記具１本体に収容
される。なお、口金１２および筆記用芯部材１３の筆記具１本体への収容は、リターンバ
ネの付勢力によるものだけでなく、機構的に行う構成としてもよい。
【００８８】
　筆記用芯部材１３を交換する場合には、連結ネジ８と連結体９との螺合を緩めて、連結
ネジ８および前部外筒１０と、後部外筒２とを切り離す。この状態で後部外筒２側にある
筆記用芯部材１３を前方に引っ張ることで、筆記用芯部材１３を後部外筒２から引き抜く
ことができる。
【００８９】
　そして新しい筆記用芯部材１３を後部外筒２に挿入し、筆記用芯部材１３の後端面をレ
フィル摺動体６の前端面に係止させる。前部外筒１０と連結ネジ８とを装着し、連結ネジ
８と連結体９の螺溝を螺合させる。以上の動作により筆記用芯部材１３を交換することが
できる。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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