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(57)【要約】
【課題】筆記具の組立て作業性の向上に寄与する軸構造
を提供する。
【解決手段】筆記具の軸構造においては、キャップ４側
にリブ２２を設け、軸筒３の後端側の突出部２０にスリ
ット２１を設けることで、接着剤の使用無しに、軸筒３
の後端部にキャップ４を強い力で固着させることができ
る。さらに、リブ２２とスリット２１との協働によりキ
ャップ４の回り止め及び位置決めをも可能にしている。
例えば、キャップ４の外面に文字や絵柄などの表示部分
Ｒがある場合に、組立て作業時に、これら表示部分Ｒと
軸筒３との位置合わせに狂いが生じることが無くなる。
さらに、軸筒３の突出部２０を消しゴム受けとして利用
することができる。従って、シャープペンシル型リフィ
ールを採用している筆記具及びボールペン型リフィール
のみで構成されている筆記具の何れの場合であっても、
軸筒３の共通化を実現することができる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸筒の後端部にキャップが装着された筆記具の軸構造において、
　前記軸筒の後端部には筒状の突出部が設けられ、この突出部には、軸線方向に延在する
スリットが設けられ、前記キャップの内周面には、前記軸線方向に延在して前記スリット
内に挿入されるリブが設けられ、前記スリット内に前記リブが圧入されることを特徴とす
る筆記具の軸構造。
【請求項２】
　前記キャップの前記内周面には、前記突出部の外壁面に当接して前記スリットの幅を狭
める加締め部が設けられていることを特徴とする請求項１記載の筆記具の軸構造。
【請求項３】
　前記加締め部は、前記軸線を中心に環状に延在する略Ｃ字状の帯状面として形成された
第１の加締め部を有することを特徴とする請求項２記載の筆記具の軸構造。
【請求項４】
　前記加締め部は、
　前記第１の加締め部よりも前記キャップの開口側に位置して前記突出部の前記外壁面に
当接する第２の加締め部と、
　前記第１の加締め部よりも前記キャップの閉鎖側に位置して前記突出部の前記外壁面に
当接する第３の加締め部とを更に有することを特徴とする請求項３に記載の筆記具の軸構
造。
【請求項５】
　前記リブの前記キャップの開口側端部には、前記スリットの幅より狭いガイド部が形成
されていることを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の筆記具の軸構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ボールペンやシャープペンシルなどの筆記具における軸構造に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、このような分野の技術として、特開平１０－２８７０８５号公報がある。この公
報に記載された複合筆記具は、シャープペンシルとして機能するリフィールと、ボールペ
ンとして機能するリフィールとを収容するための外筒を備え、この外筒にはクリップが設
けられている。外筒の後端からは作動カム筒が突出し、作動カム筒の遊端は、消しゴム受
けとして円筒状に形成され、消しゴムを隠すようにして、キャップが作動カム筒に着脱自
在に装着されている。また、シャープペンシル型リフィールを採用しない筆記具にあって
は、消しゴムの必要がないので、キャップは、紛失防止のために、作動カム筒に接着剤を
介して固定されることになる。また、作動カム筒に設けられたリブが、キャップの内周面
に設けられたキー溝内に入り込むことで、キャップの回り止めが達成される。
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２８７０８５号公報
【特許文献２】特開２００２－５９６８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前述した従来の筆記具にあっては、作動カム筒に設けられたリブが、キ
ャップの内周面に設けられたキー溝に入り込むことで、キャップの回り止めを達成してい
るが、リブとキー溝との協働によるキャップの圧入固定は予定されておらず、このことは
、キャップの開口側にキー溝が設けられていることから推測できる。例えば、キャップの
開口側のキー溝内に作動カム筒のリブを圧入すると仮定した場合、リブを介して強い力が
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キャップに加わることになるので、キャップは、強度的に弱くなっているキー溝の箇所で
割れ易くなってしまう。従って、前述した従来の筆記具を、ボールペン型のリフィールの
みで構成させる場合には、キャップを作動カム筒に接着剤で固定する必要があり、筆記具
の組立て作業性を悪くするといった問題点があった。
【０００５】
　本発明は、筆記具の組立て作業性の向上に寄与する軸構造を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る筆記具の軸構造は、軸筒の後端部にキャップが装着された筆記具の軸構造
において、軸筒の後端部には筒状の突出部が設けられ、この突出部には、軸線方向に延在
するスリットが設けられ、キャップの内周面には、軸線方向に延在してスリット内に挿入
されるリブが設けられ、スリット内にリブが圧入されることを特徴とする。
【０００７】
　この筆記具の軸構造においては、キャップ側にリブを設け、軸筒の後端側の突出部にス
リットを設けることで、スリット内にリブを強い力で圧入しても、キャップが割れてしま
う事態を回避させることができ、接着剤の使用無しに、軸筒の後端部にキャップを強い力
で固着させることができる。従って、筆記具の使用中にキャップに対して指等で横方向か
ら無理な強い力が加えられた場合や、筆記具が床に落下した時の衝撃などによって、キャ
ップが筆記具から不用意に脱落してしまうことを防止できる。そして、キャップの装着に
あたって、接着剤無しの組立てが可能であり、これによって筆記具の作業性の向上も図ら
れている。さらに、リブとスリットとの協働によりキャップの回り止め及び位置決めをも
可能にしている。これにより、軸筒に対するキャップの位置合わせを容易に行うことがで
き、例えば、キャップの外面に文字や絵柄などの表示部分がある場合に、組立て作業時に
、これら表示部分と軸筒との位置合わせに狂いが生じることが無くなる。さらに、軸筒の
突出部を、円柱状の消しゴムを収容するための消しゴム受けとして利用する場合、突出部
のスリットは、短くなった消しゴムを押し出す際にピンなどを差し込むための溝として利
用することができる。従って、軸筒側にスリットを形成することで、シャープペンシル型
リフィールを採用している筆記具及びボールペン型リフィールのみで構成されている筆記
具の何れの場合であっても、軸筒の共通化を実現することができる。
【０００８】
　また、キャップの内周面には、突出部の外壁面に当接してスリットの幅を狭める加締め
部が設けられていると好適である。
　このような構成を採用した場合、簡単な構成をもって、より強い加締め力でキャップを
軸筒に固着させることができる。
【０００９】
　また、加締め部は、軸線を中心に環状に延在する略Ｃ字状の帯状面として形成された第
１の加締め部を有すると好適である。
　このように、第１の加締め部が帯状になっているので、第１の加締め部の表面と突出部
の外壁面との間の接触面積を大きくすることができ、高い摩擦力を伴った強い加締め力で
キャップを軸筒に固着させることができる。
【００１０】
　また、加締め部は、第１の加締め部よりもキャップの開口側に位置して突出部の外壁面
に当接する第２の加締め部と、第１の加締め部よりもキャップの閉鎖側に位置して突出部
の外壁面に当接する第３の加締め部とを更に有すると好適である。
　このように、第１の加締め部とは別の第２及び第３の加締め部を用いることで、より強
い加締め力でキャップを軸筒に固着させることができる。
【００１１】
　また、リブのキャップの開口側端部には、スリットの幅より狭いガイド部が形成されて
いると好適である。
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　このようなガイド部の採用によって、スリット内にリブを差し込み易くなり、筆記具の
組立て作業性の向上が図られる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、筆記具の組立て作業性の向上が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しつつ本発明に係る筆記具の軸構造の好適な実施形態について詳細に
説明する。なお、ペン先側を「前方側」として以下説明する。
【００１４】
　図１に示すように、筆記具１は、４色のボールペン型リフィールを有する多色筆記具で
ある。このノック式筆記具１は、４本のボールペン型のリフィール２と、各リフィール２
を収容する樹脂製の軸筒３と、軸筒３の後端部に装着された樹脂製のキャップ４と、軸筒
３の軸線Ｌ方向にスライド自在な開閉式クリップ６と、軸筒３に固定された滑り止め用の
グリップ７とを備えている。
【００１５】
　軸筒３の後部には４本のガイド溝８が形成され、４本のガイド溝８のうちの３本のガイ
ド溝８ａに沿ってノック部９が摺動し、各ノック部９の先端は、リフィール２の後端に差
し込まれている。開閉式クリップ６は、残りの１本のガイド溝８ｂに沿って軸線Ｌ方向に
可動し、クリップ６にＵ字状の板バネ１０を介して連結されたスライダ部１１の先端は、
リフィール２の後端に差し込まれ、スライダ部１１がガイド溝８ｂに沿って摺動する。
【００１６】
　このような構成の筆記具１では、ノック部９及びクリップ６の何れかを押し下げること
によって、軸筒３の先端からリフィール２の先端が突出し、残りのノック部９又はクリッ
プ６を押し下げることで、リフィール２の先端を軸筒３内に格納することができる。
【００１７】
　このような筆記具１に利用される軸筒３は、前軸３ａと後軸３ｂとからなり、前軸３ａ
の後側に設けられた雄ネジ部と後軸３ｂの前側に設けられた雌ネジ部との螺合によって、
前軸３ａと後軸３ｂは連結される。なお、前軸３ｂにグリップ７が固定されている。
【００１８】
　さらに、図２に示すように、後軸３ｂの後端部には、円筒状の突出部２０が軸筒３に一
体的に形成され、この突出部２０には、この後端面から軸線Ｌ方向に延在するスリット２
１が形成されている。そして、突出部２０にキャップ４が固定されている。
【００１９】
　この場合の筆記具１は、替芯としてボールペン型リフィール２のみが採用されているの
で、軸筒３からキャップ４が外れないようにする必要がある。さらに、キャップ４は、組
立て作業性の向上のために、軸筒３に対して接着剤無しで固定させる必要がある。
【００２０】
　そこで、図３～図５に示すように、キャップ４の内周面４ａには、軸線Ｌ方向に延在し
てスリット２１内に挿入される細長いリブ２２が一体的に成形されている。そして、この
リブ２２は、強度アップを図るためにキャップ４の奥に配置され、キャップ４の頭部４ｂ
から軸線Ｌ方向に延在するように形成されている。さらに、リブ２２のキャップ４の開口
側端部には、スリット２１の幅Ｗ２より狭いガイド部２２ａが形成され、ガイド部２２ａ
によって、スリット２１内にリブ２２が軸線Ｌ方向に差込み易くなり、筆記具１の組立て
作業性の向上が図られている。特に、ガイド部２２ａの先端を半円にすることで、リブ２
２をより差込み易くできる。
【００２１】
　この場合、リブ２２の幅Ｗ１に対してスリット２１の幅Ｗ２を小さくすることによって
、スリット２１に対するリブ２２の圧入が達成される。しかしながら、図６に示すように
、リブ２２の幅にＷ１に対してスリット２１の幅Ｗ２を僅かに大きくした場合でも、後述
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する加締め部３０によって、スリット２１の幅Ｗ２を狭めることができ、結果的にリブ２
２の圧入を実現させることもできる。
【００２２】
　さらに、スリット２１は、クリップ用のガイド溝８ｂに対応して形成されている。これ
は、キャップ４の頭部４ｂに文字や図柄などの表示部分（例えば「４」）Ｒが装飾されて
いるので、キャップ４のリブ２２を突出部２０のスリット２１に圧入した場合に、「４」
の向きが不揃いにならないようにするためである。また、「４」の頂部に対応した位置に
リブ２２を設けることで、クリップ６によって胸のポケットに筆記具１を留めた場合に、
「４」が利用者から見易くなる。
【００２３】
　このような筆記具１の軸構造においては、キャップ４側にリブ２２を設け、軸筒３の後
端側の突出部２０にスリット２１を設けることで、スリット２１内にリブ２２を強い力で
圧入しても、キャップ４が割れてしまう事態を回避させることができ、接着剤の使用無し
に、軸筒３の後端部にキャップ４を強い力で固着させることができる。従って、筆記具１
の使用中にキャップ４に指によって横方向から無理な強い力が加えられた場合や、筆記具
１が床に落下した時の衝撃などによって、キャップ４が筆記具１から不用意に脱落するこ
とを防止できる。そして、キャップ４の装着にあたって、接着剤無しのワンタッチ組立て
が可能であり、これによって筆記具１の作業性の向上も図られている。
【００２４】
　さらに、リブ２２とスリット２１との協働によりキャップ４の回り止め及び位置決めを
も可能にしている。これにより、軸筒３に対するキャップ４の位置合わせを容易に行うこ
とができる。例えば、キャップ４の外面に文字や絵柄などの表示部分Ｒがある場合に、組
立て作業時に、これら表示部分Ｒと軸筒３との位置合わせに狂いが生じることが無くなる
。
【００２５】
　軸筒３の突出部２０を、円柱状の消しゴムＡ（図７参照）を収容するための消しゴム受
けとして利用する場合、突出部２０のスリット２１は、短くなった消しゴムＡを押し出す
際にピンなどを差し込むための溝として利用することができる。従って、軸筒３側にスリ
ット２１を形成することで、シャープペンシル型リフィール（図示せず）を採用している
筆記具及びボールペン型リフィール２のみで構成されている筆記具の何れの場合であって
も、軸筒３の共通化を実現することができる。なお、シャープペンシル型リフィール（図
示せず）を採用している筆記具に利用される図示しないキャップは、着脱可能にする必要
があるので、弾性力及び耐摩耗性が高い材質（例えばポリプロピレン）によって形成され
、リブは設けていない。
【００２６】
　リブ２２の幅Ｗ１に対してスリット２１の幅Ｗ２が僅かに大きくなっている場合、キャ
ップ４の内周面４ａには、突出部２０の外壁面に当接してスリット２１の幅Ｗ２を狭める
ための加締め部３０が設けられている。この加締め部３０は、第１の加締め部３１と第２
の加締め部３２と第３の加締め部３３とからなり、簡単な構成をもって、より強い加締め
力でキャップ４をワンタッチで軸筒３に固着させることを可能にしている。
【００２７】
　第１の加締め部３１は、軸線Ｌを中心に環状に延在する略Ｃ字状の帯状面として形成さ
れている。この第１の加締め部３１は、リブ２２の少し手前側から中央付近まで延在し、
第１の加締め部３１の内径は、突出部２０の外径より小さくなっているので、リブ２２に
対する直接的で且つ確実な加締め力を発揮している。また、第１の加締め部３１は帯状に
なっているので、第１の加締め部３１の表面と突出部２０の外壁面との間の接触面積を大
きくすることができ、高い摩擦力を伴った強い加締め力でキャップ４を軸筒３に固定させ
ることができる（図６参照）。
【００２８】
　第２の加締め部３２は、第１の加締め部３１よりもキャップ４の開口側に位置して突出
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の略中間に位置して、軸線Ｌを中心に凸リング状に形成されている。第２の加締め部３２
の内径は、突出部２０の外径より小さくなっているが、第１の加締め部３１の内径と略同
じか又は少し大きくなっている。
【００２９】
　第３の加締め部３３は、キャップ４の閉鎖側（頭部４ｂ側）で第１の加締め部３１の後
端に隣接して突出部２０の外壁面に当接する。この第３の加締め部３３は、軸線Ｌを中心
に凸リング状に形成され、第３の加締め部３３の内径は、第１の加締め部３１の内径より
小さくなっている。
【００３０】
　このように、第１の加締め部３１とは別の第２及び第３の加締め部３２，３３を用いる
ことで、より強い加締め力でキャップ４を軸筒３の突出部２０に固着させることができる
。また、第３の加締め部３３は、キャップ４の頭部４ｂの近傍に設けられているので、一
番強い加締め力を発揮させることができる。
【００３１】
　本発明は、前述した実施形態に限定されないことは言うまでもない。例えば、第１の加
締め部３１は、キャップ４の内周面４ａ上で軸線Ｌを中心に凸リング状に形成されてもよ
く、内周面４ａで周方向に点在する凸部であってもよい。第２及び第３の加締め部３２，
３３は、略Ｃ字状の帯状面であってもよく、内周面４ａで周方向に点在する凸部であって
もよい。
【００３２】
　加締め部３０に関して、第１～第３の加締め部３１～３３のいずれか一であっても、任
意の組み合わせであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に係る筆記具の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】本発明に係る筆記具の軸構造を示す斜視図である。
【図３】キャップを示す正面図である。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図である。
【図５】キャップに設けられたリブを示す斜視図である。
【図６】加締め部によって突出部が縮径される状態を示す断面図である。
【図７】軸筒と消しゴムとを示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１…筆記具、３…軸筒、４…キャップ、４ａ…キャップの内周面、２０…突出部、２１
…スリット、２２…リブ、２２ａ…ガイド部、３０…加締め部、３１…第１の加締め部、
３２…第２の加締め部、３３…第３の加締め部、Ｌ…軸線、Ｗ１…リブの幅、Ｗ２…スリ
ットの幅、Ｒ…表示部分。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】
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