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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の綴杆部と、前記綴杆部を連結するための連結部と、綴杆部を構成する綴杆を開閉
させるときの中心となる軸部とを備え、
　前記連結部は、前記軸部を中心にして左右に分かれた、第１連結部及び第２連結部を備
え、
　前記綴杆部を構成する一対の綴杆は、前記連結部を構成する第１連結部及び第２連結部
の各々に、連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて、閉じたとき略環状となるように向き
合って基部にて連設され、綴杆の連結部に連設された基部とは反対側の自由端に、綴杆を
閉じたときに向き合った綴杆に係止するための綴杆係止部を形成され、
　前記第１連結部に突設された綴杆は、被綴じ物を綴じるときにその先端にて係止されて
閉じられるとともに指で抓んで係止された先端を脱係されて開かれる抓み綴杆が、複数を
連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて並列して形成され、且つ、前記第２連結部に突設
された綴杆は、被綴じ物を綴じるときにその先端にて係止されて閉じられるとともに指で
抓んで係止された先端を脱係されて開かれる抓み綴杆が、複数を連結部の長手方向に適宜
な間隔をおいて並列して形成され、
　前記綴杆係止部は、間隔をおいて並列された一方の抓み綴杆と他方の抓み綴杆とを綴杆
の回転方向と交差する方向に綴杆を変位させて、係止又は脱係するように形成され、
　前記軸部は、シャフト部と、前記連結部の長手方向にのびて一対の連結部を連結するシ
ャフト部を装填するための受け部とを備え、
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　前記受け部は、第１連結部に連設された第１受け部と、第２連結部に連設された第２受
け部とを有し、前記第１受け部及び第２受け部は、連結部の長手方向において間欠的に形
成され、前記綴杆を開閉するときに前記シャフト部を中心にして回転し且つ一対の綴杆を
シャフト部の長手方向に相対変位するように形成され、
　前記綴杆は、綴杆の回転方向及び回転方向と交差する方向において脱係しないようにす
るための、脱係防止部が形成され、前記脱係防止部は、頂部側において複数の抓み綴杆の
間隔を縮める方向側とは反対側に向けて突き出る係止凸部と、基部側において係止凸部に
続いて凹み形成される係止凹部とを有し、
　前記抓み綴杆は、前記綴杆係止部を係止又は脱係するように変位させるときに、間隔を
おいて並列された、抓み綴杆を抓むための空間において綴杆を抓むことにより、綴杆の回
転方向と交差する方向において間隔をおいて形成された複数の抓み綴杆の間隔を縮めて変
位させるように形成された、綴具。
【請求項２】
　複数の綴杆部と、前記綴杆部を連結するための連結部と、綴杆部を構成する綴杆を開閉
させるときの中心となる軸部とを備え、
　前記連結部は、前記軸部を中心にして左右に分かれた、第１連結部及び第２連結部を備
え、
　前記綴杆部を構成する一対の綴杆は、前記連結部を構成する第１連結部及び第２連結部
の各々に、連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて、閉じたとき略環状となるように向き
合って基部にて連設され、綴杆の連結部に連設された基部とは反対側の自由端に、綴杆を
閉じたときに向き合った綴杆に係止するための綴杆係止部を形成され、
　前記第１連結部に突設された綴杆は、被綴じ物を綴じるときにその先端にて係止されて
閉じられるとともに指で抓んで係止された先端を脱係されて開かれる弾力性を備えた抓み
綴杆が、複数を連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて並列して形成され、且つ、前記第
２連結部に突設された綴杆は、被綴じ物を綴じるときにその先端にて係止されて閉じられ
るとともに指で抓んで係止された先端を脱係されて開かれる弾力性を備えた抓み綴杆が、
複数を連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて並列して形成され、
　前記綴杆係止部は、間隔をおいて並列された一方の綴杆と他方の綴杆とを綴杆の回転方
向と交差する方向に綴杆を変位させて係止又は脱係するように、一方の綴杆の凸部及び凹
部と他方の綴杆の凹部及び凸部とが係合するように構成され、一方の綴杆の凸部及び凹部
と他方の綴杆の凹部及び凸部とは、逆方向に向けて突き出し凹まされ、
　前記綴杆は、綴杆の回転方向及び回転方向と交差する方向において脱係しないようにす
るための、脱係防止部が形成され、前記脱係防止部は、頂部側において複数の抓み綴杆の
間隔を縮める方向側とは反対側に向けて突き出る係止凸部と、基部側において係止凸部に
続いて凹み形成される係止凹部とを有し、
　前記抓み綴杆は、前記綴杆係止部を係止又は脱係するように変位させるときに、間隔を
おいて並列された、抓み綴杆を抓むための空間において綴杆を抓むことにより、綴杆の回
転方向と交差する方向において間隔をおいて形成された複数の抓み綴杆の間隔を縮めて変
位させるように形成された、綴具。
【請求項３】
　複数の綴杆部と、前記綴杆部を連結するための連結部と、連結部を連結するヒンジ部と
を備え、
　前記連結部は、前記ヒンジ部を中心にして左右に分かれた、第１連結部及び第２連結部
を備え、
　前記綴杆部を構成する一対の綴杆は、前記連結部を構成する第１連結部及び第２連結部
の各々に、連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて、閉じたとき略環状となるように向き
合って基部にて連設され、綴杆の連結部に連設された基部とは反対側の自由端に、綴杆を
閉じたときに向き合った綴杆に係止するための綴杆係止部を形成され、
　前記第１連結部に突設された綴杆は、被綴じ物を綴じるときにその先端にて係止されて
閉じられるとともに指で抓んで係止された先端を脱係されて開かれる弾力性を備えた抓み
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綴杆が、複数を連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて並列して形成され、且つ、前記第
２連結部に突設された綴杆は、被綴じ物を綴じるときにその先端にて係止されて閉じられ
るとともに指で抓んで係止された先端を脱係されて開かれる弾力性を備えた抓み綴杆が、
複数を連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて並列して形成され、
　前記綴杆係止部は、間隔をおいて並列された一方の綴杆と他方の綴杆とを綴杆の回転方
向と交差する方向に綴杆を変位させて係止又は脱係するように、一方の綴杆の凸部及び凹
部と他方の綴杆の凹部及び凸部とが係合するように構成され、一方の綴杆の凸部及び凹部
と他方の綴杆の凹部及び凸部とは、逆方向に向けて突き出し凹まされ、
　前記綴杆は、綴杆の回転方向及び回転方向と交差する方向において脱係しないようにす
るための、脱係防止部が形成され、前記脱係防止部は、頂部側において複数の抓み綴杆の
間隔を縮める方向側とは反対側に向けて突き出る係止凸部と、基部側において係止凸部に
続いて凹み形成される係止凹部とを有し、
　前記第１連結部及び第２連結部は、第１連結部と第２連結部とが向き合う領域である対
向部を備え、綴具を閉じたときに対向部において密着するように形成され、
　前記抓み綴杆は、前記綴杆係止部を係止又は脱係するように変位させるときに、間隔を
おいて並列された、抓み綴杆を抓むための空間において綴杆を抓むことにより、綴杆の回
転方向と交差する方向において間隔をおいて形成された複数の抓み綴杆の間隔を縮めて変
位させるように形成された、綴具。
【請求項４】
　前記綴杆部は、連結部を中心にして左右に分かれた、第１綴杆及び第２綴杆を備え、
　前記第１綴杆は、抓まれる一対の抓み綴杆が綴杆係止部を脱係する方向における端側に
形成され、
　前記第２綴杆は、抓まれる一対の抓み綴杆が綴杆係止部を脱係する方向における端側で
あって、前記第１綴杆の端側とは反対側の端側に形成された、請求項１ないし請求項３の
いずれかに記載の綴具。
【請求項５】
　前記脱係防止部の係止凸部は、突き出たり滑りながら係止凹部に嵌まるように、なだら
かな傾斜面が自由端から形成された、請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の綴具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ファイリング用の綴具に関するものであり、特に、例えばセルリング式ノ
ート又は綴じ穴のあるリーフを綴じるファイル・バインダ類に用いられる綴具である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、リング状の部材を用いて、穴の開いたリーフを綴じていたノートは、そのリング
の形状に沿って、３６０°リーフを広げること、すなわち開くだけでなく、リーフを折り
返しノートの表面側と裏面側とを重ねることができ、１８０度しか開かないノートと比し
て半分のスペースで活用することができた。しかし、このセルリング式ノートは、リーフ
の差し替えができない欠点があった。
　一方、特許第３４４０３５６号及び実開平７－１７５７８号の綴具を用いたノート、す
なわちリーフを綴じる綴杆部が開閉可能なノートは、リーフの差し替えが可能である。
【０００３】
【特許文献１】特許第３４４０３５６号
【特許文献２】実開平７－１７５７８号
【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、特許第３４４０３５６号の綴具は、複数の櫛部（２）を有する２本の主
部材（１）からなる綴具であって、主部材（１ａ）の先端（７ａ）にスライド可能なリン
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グ部材（４）を設け、かつ、このリング部材（４）の内側の形状は主部材（１ａ）と主部
材（１ｂ）とを一体に合わせた外形とほぼ同一もしくは少し小さなものであり、リーフの
差し換えのために、２本の主部材を分離した後に、複数の櫛部の先端の嵌合手段を嵌合す
るときに、多くの櫛部を嵌合するために比較的手間がかかった。
　また、実開平７－１７５７８号の綴具は、複数の綴環を起立した第１部材と第２部材と
を共通の軸線で枢着している。したがって、第１部材と第２部材とは分離しないが、綴環
１５，１７の基部に複数の綴環を連結する棒状の連結部を形成し、その連結部の内側面か
ら張出部２３を突設しているために、例えば、机の上に置いて綴具を開こうとしても、綴
環の基部の外側が机の面に突き出たり、綴環が充分開かず、リーフの出し入れが比較的困
難である。また、合成樹脂による一体成形は、製造用金型が複雑な構造となり、困難であ
る。
　それゆえに、この発明の主たる目的は、製造が容易で、リーフの差し換えをし易いよう
に綴杆を開き易く且つ閉じ易い綴具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明にかかる綴具は、複数の綴杆部と、前記綴杆部を連結するための連結部と、綴
杆部を構成する綴杆を開閉させるときの中心となる軸部とを備え、前記連結部は、前記軸
部を中心にして左右に分かれた、第１連結部及び第２連結部を備え、前記綴杆部を構成す
る一対の綴杆は、前記連結部を構成する第１連結部及び第２連結部の各々に、連結部の長
手方向に適宜な間隔をおいて、閉じたとき略環状となるように向き合って基部にて連設さ
れ、綴杆の連結部に連設された基部とは反対側の自由端に、綴杆を閉じたときに向き合っ
た綴杆に係止するための綴杆係止部を形成され、前記第１連結部に突設された綴杆は、被
綴じ物を綴じるときにその先端にて係止されて閉じられるとともに指で抓んで係止された
先端を脱係されて開かれる抓み綴杆が、複数を連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて並
列して形成され、且つ、前記第２連結部に突設された綴杆は、被綴じ物を綴じるときにそ
の先端にて係止されて閉じられるとともに指で抓んで係止された先端を脱係されて開かれ
る抓み綴杆が、複数を連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて並列して形成され、前記綴
杆係止部は、間隔をおいて並列された一方の抓み綴杆と他方の抓み綴杆とを綴杆の回転方
向と交差する方向に綴杆を変位させて、係止又は脱係するように形成され、前記軸部は、
シャフト部と、前記連結部の長手方向にのびて一対の連結部を連結するシャフト部を装填
するための受け部とを備え、前記受け部は、第１連結部に連設された第１受け部と、第２
連結部に連設された第２受け部とを有し、前記第１受け部及び第２受け部は、連結部の長
手方向において間欠的に形成され、前記綴杆を開閉するときに前記シャフト部を中心にし
て回転し且つ一対の綴杆をシャフト部の長手方向に相対変位するように形成され、前記綴
杆は、綴杆の回転方向及び回転方向と交差する方向において脱係しないようにするための
、脱係防止部が形成され、前記脱係防止部は、頂部側において複数の抓み綴杆の間隔を縮
める方向側とは反対側に向けて突き出る係止凸部と、基部側において係止凸部に続いて凹
み形成される係止凹部とを有し、前記抓み綴杆は、前記綴杆係止部を係止又は脱係するよ
うに変位させるときに、間隔をおいて並列された、抓み綴杆を抓むための空間において綴
杆を抓むことにより、綴杆の回転方向と交差する方向において間隔をおいて形成された複
数の抓み綴杆の間隔を縮めて変位させるように形成された、綴具である。
　この発明の請求項２にかかる綴具は、複数の綴杆部と、前記綴杆部を連結するための連
結部と、綴杆部を構成する綴杆を開閉させるときの中心となる軸部とを備え、前記連結部
は、前記軸部を中心にして左右に分かれた、第１連結部及び第２連結部を備え、前記綴杆
部を構成する一対の綴杆は、前記連結部を構成する第１連結部及び第２連結部の各々に、
連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて、閉じたとき略環状となるように向き合って基部
にて連設され、綴杆の連結部に連設された基部とは反対側の自由端に、綴杆を閉じたとき
に向き合った綴杆に係止するための綴杆係止部を形成され、前記第１連結部に突設された
綴杆は、被綴じ物を綴じるときにその先端にて係止されて閉じられるとともに指で抓んで
係止された先端を脱係されて開かれる弾力性を備えた抓み綴杆が、複数を連結部の長手方
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向に適宜な間隔をおいて並列して形成され、且つ、前記第２連結部に突設された綴杆は、
被綴じ物を綴じるときにその先端にて係止されて閉じられるとともに指で抓んで係止され
た先端を脱係されて開かれる弾力性を備えた抓み綴杆が、複数を連結部の長手方向に適宜
な間隔をおいて並列して形成され、前記綴杆係止部は、間隔をおいて並列された一方の綴
杆と他方の綴杆とを綴杆の回転方向と交差する方向に綴杆を変位させて係止又は脱係する
ように、一方の綴杆の凸部及び凹部と他方の綴杆の凹部及び凸部とが係合するように構成
され、一方の綴杆の凸部及び凹部と他方の綴杆の凹部及び凸部とは、逆方向に向けて突き
出し凹まされ、前記綴杆は、綴杆の回転方向及び回転方向と交差する方向において脱係し
ないようにするための、脱係防止部が形成され、前記脱係防止部は、頂部側において複数
の抓み綴杆の間隔を縮める方向側とは反対側に向けて突き出る係止凸部と、基部側におい
て係止凸部に続いて凹み形成される係止凹部とを有し、前記抓み綴杆は、前記綴杆係止部
を係止又は脱係するように変位させるときに、間隔をおいて並列された、抓み綴杆を抓む
ための空間において綴杆を抓むことにより、綴杆の回転方向と交差する方向において間隔
をおいて形成された複数の抓み綴杆の間隔を縮めて変位させるように形成された、綴具で
ある。
　この発明の請求項３にかかる綴具は、複数の綴杆部と、前記綴杆部を連結するための連
結部と、連結部を連結するヒンジ部とを備え、前記連結部は、前記ヒンジ部を中心にして
左右に分かれた、第１連結部及び第２連結部を備え、前記綴杆部を構成する一対の綴杆は
、前記連結部を構成する第１連結部及び第２連結部の各々に、連結部の長手方向に適宜な
間隔をおいて、閉じたとき略環状となるように向き合って基部にて連設され、綴杆の連結
部に連設された基部とは反対側の自由端に、綴杆を閉じたときに向き合った綴杆に係止す
るための綴杆係止部を形成され、前記第１連結部に突設された綴杆は、被綴じ物を綴じる
ときにその先端にて係止されて閉じられるとともに指で抓んで係止された先端を脱係され
て開かれる弾力性を備えた抓み綴杆が、複数を連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて並
列して形成され、且つ、前記第２連結部に突設された綴杆は、被綴じ物を綴じるときにそ
の先端にて係止されて閉じられるとともに指で抓んで係止された先端を脱係されて開かれ
る弾力性を備えた抓み綴杆が、複数を連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて並列して形
成され、前記綴杆係止部は、間隔をおいて並列された一方の綴杆と他方の綴杆とを綴杆の
回転方向と交差する方向に綴杆を変位させて係止又は脱係するように、一方の綴杆の凸部
及び凹部と他方の綴杆の凹部及び凸部とが係合するように構成され、一方の綴杆の凸部及
び凹部と他方の綴杆の凹部及び凸部とは、逆方向に向けて突き出し凹まされ、前記綴杆は
、綴杆の回転方向及び回転方向と交差する方向において脱係しないようにするための、脱
係防止部が形成され、前記脱係防止部は、頂部側において複数の抓み綴杆の間隔を縮める
方向側とは反対側に向けて突き出る係止凸部と、基部側において係止凸部に続いて凹み形
成される係止凹部とを有し、前記第１連結部及び第２連結部は、第１連結部と第２連結部
とが向き合う領域である対向部を備え、綴具を閉じたときに対向部において密着するよう
に形成され、前記抓み綴杆は、前記綴杆係止部を係止又は脱係するように変位させるとき
に、間隔をおいて並列された、抓み綴杆を抓むための空間において綴杆を抓むことにより
、綴杆の回転方向と交差する方向において間隔をおいて形成された複数の抓み綴杆の間隔
を縮めて変位させるように形成された、綴具である。
　この発明の請求項４にかかる綴具は、前記綴杆部は、連結部を中心にして左右に分かれ
た、第１綴杆及び第２綴杆を備え、前記第１綴杆は、抓まれる一対の抓み綴杆が綴杆係止
部を脱係する方向における端側に形成され、前記第２綴杆は、抓まれる一対の抓み綴杆が
綴杆係止部を脱係する方向における端側であって、前記第１綴杆の端側とは反対側の端側
に形成された、請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の綴具である。
　この発明の請求項５にかかる綴具は、前記脱係防止部の係止凸部は、突き出たり滑りな
がら係止凹部に嵌まるように、なだらかな傾斜面が自由端から形成された、請求項１ない
し請求項４のいずれかに記載の綴具である。
【発明の効果】
【０００６】
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　この発明によれば、複数の綴杆部と、前記綴杆部を連結するための連結部と、綴杆部を
構成する綴杆を開閉させるときの中心となる軸部とを備え、前記連結部は、前記軸部を中
心にして左右に分かれた、第１連結部及び第２連結部を備え、前記綴杆部を構成する一対
の綴杆は、前記連結部を構成する第１連結部及び第２連結部の各々に、連結部の長手方向
に適宜な間隔をおいて、閉じたとき略環状となるように向き合って基部にて連設され、綴
杆の連結部に連設された基部とは反対側の自由端に、綴杆を閉じたときに向き合った綴杆
に係止するための綴杆係止部を形成され、前記第１連結部に突設された綴杆は、被綴じ物
を綴じるときにその先端にて係止されて閉じられるとともに指で抓んで係止された先端を
脱係されて開かれる抓み綴杆が、複数を連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて並列して
形成され、且つ、前記第２連結部に突設された綴杆は、被綴じ物を綴じるときにその先端
にて係止されて閉じられるとともに指で抓んで係止された先端を脱係されて開かれる抓み
綴杆が、複数を連結部の長手方向に適宜な間隔をおいて並列して形成され、前記綴杆係止
部は、間隔をおいて並列された一方の抓み綴杆と他方の抓み綴杆とを綴杆の回転方向と交
差する方向に綴杆を変位させて、係止又は脱係するように形成され、前記軸部は、シャフ
ト部と、前記連結部の長手方向にのびて一対の連結部を連結するシャフト部を装填するた
めの受け部とを備え、前記受け部は、第１連結部に連設された第１受け部と、第２連結部
に連設された第２受け部とを有し、前記第１受け部及び第２受け部は、連結部の長手方向
において間欠的に形成され、前記綴杆を開閉するときに前記シャフト部を中心にして回転
し且つ一対の綴杆をシャフト部の長手方向に相対変位するように形成され、前記綴杆は、
綴杆の回転方向及び回転方向と交差する方向において脱係しないようにするための、脱係
防止部が形成され、前記脱係防止部は、頂部側において複数の抓み綴杆の間隔を縮める方
向側とは反対側に向けて突き出る係止凸部と、基部側において係止凸部に続いて凹み形成
される係止凹部とを有し、前記抓み綴杆は、前記綴杆係止部を係止又は脱係するように変
位させるときに、間隔をおいて並列された、抓み綴杆を抓むための空間において綴杆を抓
むことにより、綴杆の回転方向と交差する方向において間隔をおいて形成された複数の抓
み綴杆の間隔を縮めて変位させるように形成されているので、製造が容易で、リーフの差
し換えをし易いように綴杆を開き易く且つ閉じ易い綴具を提供することができる。また、
綴杆のうち抓む綴杆を抓むことにより綴杆部を一度に開くことができる綴具を提供するこ
とができる。
　請求項４の発明によれば、前記綴杆部は、連結部を中心にして左右に分かれた、第１綴
杆及び第２綴杆を備え、前記第１綴杆は、抓まれる一対の抓み綴杆が綴杆係止部を脱係す
る方向における端側に形成され、前記第２綴杆は、抓まれる一対の抓み綴杆が綴杆係止部
を脱係する方向における端側であって、前記第１綴杆の端側とは反対側の端側に形成され
ているので、綴杆を開閉するときに、間隙に指を入れて綴杆を抓み、一度に綴杆部を開閉
することができるように構成できる。
【０００７】
　この発明の上述の目的、その他の目的、特徴及び利点は、図を参照して行う以下の発明
を実施するための最良の形態の説明から一層明らかとなろう。
　この明細書及び特許請求の範囲において、リーフは、用紙、合成樹脂製ポケット、表紙
等の被綴じ物の総称である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１は、この発明にかかる綴具を用いたノートの斜視図解図であり、図２は、この発明
にかかる綴具の斜視図解図であり、（Ａ）は全体の図で、（Ｂ）は部分的に拡大した図で
あり、図３は、この発明にかかる綴具の斜視図解図であり、（Ａ）は全体の図で、（Ｂ）
は部分的に拡大した図であり、（Ｃ）（Ｄ）は半割杆の図であり、図４は、第１綴具部材
の斜視図解図であり、図５は、第２綴具部材の斜視図解図であり、図６は、この発明にか
かる綴具を分解した状態における斜視図解図であり、図７は、閉じた状態における綴具の
正面図解図であり、図８は、閉じた状態における綴具の背面図解図であり、図９は、図７
Ａ－Ａ断面図解図であり、図１０は、図７Ｂ－Ｂ断面図解図であり、図１１は、開き始め
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た状態における綴具の正面図解図であり、図１２は、開き始めた状態における綴具の背面
図解図であり、図１３は、開いた状態における綴具の正面図解図であり、図１４は、開い
た状態における綴具の背面図解図であり、図１５は、図１３Ａ－Ａ断面図解図であり、図
１６は、図１３Ｂ－Ｂ断面図解図である。
　この発明の綴具１０は、複数の綴杆部１２と、前記綴杆部１２を連結するための連結部
１４と、前記綴杆部１２を構成する綴杆を開閉させるときの中心となる軸部１６とを備え
る綴具であって、綴杆部１２を抓んで閉じている綴杆部１２を開くことができるように構
成されている。
　この綴具１０は、主として、一般的にセルリング式ノートと称されるノートに類似した
ノート用として構成され、綴具１０の綴杆部１２に沿ってリーフ１１０を回転させて３６
０度広げること、すなわち綴杆部１２に綴じられたリーフ１１０を綴杆に沿って捲り、３
６０度捲りかえし、閉じたときに両端にあるリーフ１１０の表側と裏側とが軸部１６を挟
んで接し合うことができるように、構成されている。
　通常、綴じ穴のある筆記する用紙の表側及び裏側に該用紙よりも比較的硬質の表紙が積
層されており、この明細書及び特許請求の範囲においては、リーフ１１０の表側及び裏側
には、用紙、合成樹脂製ポケット等の表面側の表表紙の表側と裏面側の裏表紙の裏側とを
含まれる。
【０００９】
　前記綴杆部１２を構成する綴杆は、一対の綴杆が向き合うように、前記連結部１４を構
成する一対の連結部１４の各々にその長手方向に適宜な間隔をおいて、連結部１４の外側
部ないし上側部から突設され、前記綴杆部１２は、前記軸部１６を中心にして左右に分か
れた、対称形である第１綴杆２０及び第２綴杆３０を備える。
　前記連結部１４は、前記軸部１６を中心にして左右に分かれた、対称形である第１連結
部５０及び第２連結部６０を備え、第１連結部５０及び第２連結部６０は、向こう側から
手前側に連続して長手方向に直線状にのびる略柱状である。
【００１０】
　この実施の形態においては、第１綴杆２０及び第１連結部５０は、第１綴具部材１８Ａ
に形成され、第２綴杆３０及び第２連結部６０は、第２綴具部材１８Ｂに形成され、第１
綴具部材１８Ａと第２綴具部材１８Ｂとは、対称形に形成されている。第１綴具部材１８
Ａは、合成樹脂で一体成形され、同様に、第２綴具部材１８Ｂは、合成樹脂で一体成形さ
れている。
【００１１】
　前記連結部１４は、綴杆部１２に綴じられたリーフ１１０を第１綴杆２０及び第２綴杆
３０に沿って捲り、３６０度捲りかえし、閉じたときに両端にあるリーフ１１０の表側と
裏側とが軸部１６を挟んで接し合うことができるように、下部において第１綴杆２０及び
第２綴杆３０の基部と近接した位置に軸部１６を連設されている。
　前記軸部１６は、前記連結部１４（第１連結部５０と第２連結部６０）の長手方向にの
びて一対の連結部１４（第１連結部５０と第２連結部６０と）を連結し、前記第１綴杆２
０の自由端２０ｂと第２綴杆３０の自由端３０ｂとを合わせて閉鎖するとき及び第１綴杆
２０の自由端２０ｂと第２綴杆３０の自由端３０ｂとを離間させるときに回転中心となり
、綴杆部１２に綴じられたリーフ１１０を第１綴杆２０及び第２綴杆３０に沿って捲り、
３６０度捲りかえすことができるように構成されている。
【００１２】
　綴杆部１２は、第１綴杆２０及び第２綴杆３０の連結部１４に連設された基部２０ａ及
び基部３０ａとは反対側の自由端２０ｂ及び自由端３０ｂに、第１綴杆２０及び第２綴杆
３０を閉鎖したときに係止するための綴杆係止部を形成されている。すなわち、第１綴杆
２０は、基部２０ａとは反対側の頂部である自由端２０ｂに第１綴杆の綴杆係止部２２を
形成され、第２綴杆３０は、基部３０ａとは反対側の頂部である自由端３０ｂに第２綴杆
の綴杆係止部３２を形成されている。
　綴杆部１２は、基部２０ａ及び基部３０ａから頂部に至る高さ方向（垂直方向）と、第
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１綴杆２０の外周部（外側部）から第２綴杆３０の外周部（外側部）に至る幅方向（水平
方向）とを備え、第１綴杆２０及び第２綴杆３０の厚さ（外周部と内周部との間の長さ）
よりも、綴具の長さ方向における第１綴杆２０及び第２綴杆３０の幅の方が長い、断面長
方形状である。そして、第１綴杆２０及び第２綴杆３０は、基部２０ａ及び基部３０ａか
ら頂部に至るまで、リーフ１１０を捲ることができるように、リーフ１１０の綴じ穴１１
２に貫挿される形状に構成されている。
　前記第１綴杆の綴杆係止部２２及び第２綴杆の綴杆係止部３２は、係止する第１綴杆２
０及び第２綴杆３０の回転方向と交差する方向に、すなわち軸部１６の長手方向に第１綴
杆２０及び第２綴杆３０を相対移動して、第１綴杆２０及び第２綴杆３０の先端を合わせ
て閉鎖するときに係止し又は第１綴杆２０及び第２綴杆３０の先端を離間させるときに脱
係するように形成されている。
【００１３】
　第１綴杆２０は、閉じたときに略円環状の綴杆となるように、半円弧状の半割杆２０Ａ
から構成され、第２綴杆３０は、閉じたときに略円環状の綴杆となるように、半円弧状の
半割杆３０Ａから構成され、半割杆２０Ａと半割杆３０Ａとは対向するように構成されて
いる。
　そして、リーフ１１０に予め穿設された綴じ穴１１２に挿通して、リーフ１１０を綴じ
ることができるように、半割杆２０Ａと半割杆３０Ａとの先端、すなわち第１綴杆２０及
び第２綴杆３０の頂部において、係止ないし連繋するように構成されている。
【００１４】
　第１綴杆２０を構成する半割杆２０Ａは２種の綴杆を備える。
　すなわち、第１綴杆２０は、リーフ１１０を綴じるときにその先端にて係止されて閉じ
られるとともに指で抓んで係止された先端を脱係されて開かれる第１抓み綴杆１２０ａ，
第３抓み綴杆１２０ｂ，第５抓み綴杆１２０ｃ及び第７抓み綴杆１２０ｄと、リーフ１１
０を綴じるときにその先端にて接し合わされて閉じられるとともに前記抓み綴杆が開かれ
ると一緒に開かれる第１非抓み綴杆４０とを備える。
　第２綴杆３０を構成する半割杆３０Ａは、前記第１綴杆２０と同様に、２種の綴杆を備
える。
　すなわち、第２綴杆３０は、リーフ１１０を綴じるときにその先端にて係止されて閉じ
られるとともに指で抓んで係止された先端を脱係されて開かれる第２抓み綴杆１３０ａ，
第４抓み綴杆１３０ｂ，第６抓み綴杆１３０ｃ及び第８抓み綴杆１３０ｄと、リーフ１１
０を綴じるときにその先端にて接し合わされて閉じられるとともに前記抓み綴杆が開かれ
ると一緒に開かれる第２非抓み綴杆４２とを備える。
【００１５】
　「抓む」とは、間隔をおいて並列された少なくとも２本の半割杆２０Ａと半割杆２０Ａ
と又は半割杆３０Ａと半割杆３０Ａとを例えば人指し指と親指とで抓み、２本の半割杆２
０Ａと半割杆２０Ａ又は２本の半割杆３０Ａと半割杆３０Ａの間隔を縮めて、半割杆２０
Ａと対向し係合している半割杆３０Ａ及び半割杆３０Ａと対向し係合している半割杆２０
Ａとの係合を外すことをいう。
　この実施の形態においては、第１抓み綴杆１２０ａと第２抓み綴杆１３０ａとが対向し
係合され、第３抓み綴杆１２０ｂと第４抓み綴杆１３０ｂとが対向し係合され、第５抓み
綴杆１２０ｃと第６抓み綴杆１３０ｃとが対向し係合され、第７抓み綴杆１２０ｄと第８
抓み綴杆１３０ｄとが対向し係合されている。
　そして、第１綴杆２０の第１抓み綴杆１２０ａと第３抓み綴杆１２０ｂとが例えば左手
の人指し指と親指とによって抓まれその間隔を縮められて、第２綴杆３０の第２抓み綴杆
１３０ａ及び第４抓み綴杆１３０ｂとの係合を外され幅方向に回転して第１綴杆２０を開
くように構成され、第２綴杆３０の第６抓み綴杆１３０ｃと第８抓み綴杆１３０ｄとが例
えば右手の人指し指と親指とによってその間隔を縮められて、第１綴杆２０の第５抓み綴
杆１２０ｃ及び第７抓み綴杆１２０ｄとの係合が外され幅方向に回転して第２綴杆３０を
開くように構成されている。
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【００１６】
　第１綴杆２０を構成する半割杆２０Ａと第２綴杆３０を構成する半割杆３０Ａとは、半
割杆２０Ａの第１綴杆の綴杆係止部２２と、半割杆３０Ａの第２綴杆の綴杆係止部３２と
を係止することにより、略円環状に連結される。
　そして、第１綴杆２０と第２綴杆３０とは、第１綴杆の第１抓み綴杆１２０ａの綴杆係
止部２２と第１綴杆の第３抓み綴杆１２０ｂの綴杆係止部２２とを指で抓むことにより、
係止された第１綴杆の第１抓み綴杆１２０ａの綴杆係止部２２と第２綴杆の第２抓み綴杆
１３０ａの綴杆係止部３２及び第１綴杆の第３抓み綴杆１２０ｂの綴杆係止部２２と第２
綴杆の第４抓み綴杆１３０ｂの綴杆係止部３２を脱係させることができるとともに、第２
綴杆の第６抓み綴杆１３０ｃの綴杆係止部３２と第２綴杆の第８抓み綴杆１３０ｄの綴杆
係止部３２とを指で抓むことにより、係止された第２綴杆の第６抓み綴杆１３０ｃの綴杆
係止部３２と第１綴杆の第５抓み綴杆１２０ｃの綴杆係止部２２及び第２綴杆の第８抓み
綴杆１３０ｄの綴杆係止部３２と第１綴杆の第７抓み綴杆１２０ｄの綴杆係止部２２を脱
係させることができるように、構成されている。
【００１７】
　第１綴杆２０を構成する半割杆２０Ａの先端に形成された第１抓み綴杆１２０ａの綴杆
係止部２２ａを構成する先端の第１綴杆の凸部２４及びその第１綴杆の凸部２４に続く第
１綴杆の凹部２６と、第２綴杆３０を構成する半割杆３０Ａの第２抓み綴杆１３０ａの綴
杆係止部３２ａを構成する先端の第２綴杆の凸部３４及びその先端の第２綴杆の凸部３４
に続く第２綴杆の凹部３６とは、第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき係合するよ
うに逆方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている。
　すなわち、第１綴杆２０を構成する半割杆２０Ａの先端に形成された第１抓み綴杆１２
０ａの綴杆係止部２２ａを構成する第１綴杆の凸部２４は、抓む方向とは反対側である向
こう側に向けて突き出されている。そして、その第１綴杆の凸部２４に続く第１綴杆の凹
部２６は、手前側に向けて凹んでいる。半割杆３０Ａの先端に形成された第２抓み綴杆１
３０ａの綴杆係止部３２ａを構成する第２綴杆の凸部３４は、抓む方向側である手前側に
向けて突き出されている。そして、その先端の第２綴杆の凸部３４に続く第２綴杆の凹部
３６は、向こう側に向けて凹んでいる。
　第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき係合するように、第１綴杆の凸部２４及び
第１綴杆の凹部２６と第２綴杆の凸部３４及び第２綴杆の凹部３６とは、逆方向に向けて
突き出しあるいは凹み形成されている。
　半割杆２０Ａの第１抓み綴杆１２０ａの綴杆係止部２２ａを構成する第１綴杆の凸部２
４と半割杆３０Ａの第２抓み綴杆１３０ａの綴杆係止部３２ａを構成する第２綴杆の凸部
３４とは、反対方向に向けて突き出し設けられている。
　また、半割杆２０Ａの第１抓み綴杆１２０ａの綴杆係止部２２ａを構成する第１綴杆の
凹部２６と半割杆３０Ａの第２抓み綴杆１３０ａの綴杆係止部３２ａを構成する第２綴杆
の凹部３６とは、反対方向に向けて凹み形成されている。
【００１８】
　第１綴杆２０を構成する半割杆２０Ａの先端に形成された第３抓み綴杆１２０ｂの綴杆
係止部２２ｂを構成する先端の第１綴杆の凸部２４及びその第１綴杆の凸部２４に続く第
１綴杆の凹部２６と、第２綴杆３０を構成する半割杆３０Ａの第４抓み綴杆１３０ｂの綴
杆係止部３２ｂを構成する先端の第２綴杆の凸部３４及びその先端の第２綴杆の凸部３４
に続く第２綴杆の凹部３６とは、第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき係合するよ
うに逆方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている。
　すなわち、第１綴杆２０を構成する半割杆２０Ａの先端に形成された第３抓み綴杆１２
０ｂの綴杆係止部２２ｂを構成する第１綴杆の凸部２４は、抓む方向とは反対側である手
前側に向けて突き出されている。そして、その第１綴杆の凸部２４に続く第１綴杆の凹部
２６は、向こう側に向けて凹んでいる。半割杆３０Ａの先端に形成された第４抓み綴杆１
３０ｂの綴杆係止部３２ｂを構成する第２綴杆の凸部３４は、抓む方向側である向こう側
に向けて突き出されている。そして、その先端の第２綴杆の凸部３４に続く第２綴杆の凹
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部３６は、手前側に向けて凹んでいる。
　第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき係合するように、第１綴杆の凸部２４及び
第１綴杆の凹部２６と第２綴杆の凸部３４及び第２綴杆の凹部３６とは、逆方向に向けて
突き出しあるいは凹み形成されている。
　半割杆２０Ａの第３抓み綴杆１２０ｂの綴杆係止部２２ｂを構成する第１綴杆の凸部２
４と半割杆３０Ａの第４抓み綴杆１３０ｂの綴杆係止部３２ｂを構成する第２綴杆の凸部
３４とは、反対方向に向けて突き出し設けられている。
　また、半割杆２０Ａの第３抓み綴杆１２０ｂの綴杆係止部２２ｂを構成する第１綴杆の
凹部２６と半割杆３０Ａの第４抓み綴杆１３０ｂの綴杆係止部３２ｂを構成する第２綴杆
の凹部３６とは、反対方向に向けて凹み形成されている。
【００１９】
　第１綴杆２０を構成する半割杆２０Ａの先端に形成された第５抓み綴杆１２０ｃの綴杆
係止部２２ｃを構成する先端の第１綴杆の凸部２４及びその第１綴杆の凸部２４に続く第
１綴杆の凹部２６と、第２綴杆３０を構成する半割杆３０Ａの第６抓み綴杆１３０ｃの綴
杆係止部３２ｃを構成する先端の第２綴杆の凸部３４及びその先端の第２綴杆の凸部３４
に続く第２綴杆の凹部３６とは、第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき係合するよ
うに逆方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている。
　すなわち、第１綴杆２０を構成する半割杆２０Ａの先端に形成された第５抓み綴杆１２
０ｃの綴杆係止部２２ｃを構成する第１綴杆の凸部２４は、抓む方向側である手前側に向
けて突き出されている。そして、その第１綴杆の凸部２４に続く第１綴杆の凹部２６は、
向こう側に向けて凹んでいる。半割杆３０Ａの先端に形成された第６抓み綴杆１３０ｃの
綴杆係止部３２ｃを構成する第２綴杆の凸部３４は、抓む方向とは反対側である向こう側
に向けて突き出されている。そして、その先端の第２綴杆の凸部３４に続く第２綴杆の凹
部３６は、手前側に向けて凹んでいる。
　第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき係合するように、第１綴杆の凸部２４及び
第１綴杆の凹部２６と第２綴杆の凸部３４及び第２綴杆の凹部３６とは、逆方向に向けて
突き出しあるいは凹み形成されている。
　半割杆２０Ａの第５抓み綴杆１２０ｃの綴杆係止部２２ｃを構成する第１綴杆の凸部２
４と半割杆３０Ａの第６抓み綴杆１３０ｃの綴杆係止部３２ｃを構成する第２綴杆の凸部
３４とは、反対方向に向けて突き出し設けられている。
　また、半割杆２０Ａの第５抓み綴杆１２０ｃの綴杆係止部２２ｃを構成する第１綴杆の
凹部２６と半割杆３０Ａの第６抓み綴杆１３０ｃの綴杆係止部３２ｃを構成する第２綴杆
の凹部３６とは、反対方向に向けて凹み形成されている。
【００２０】
　第１綴杆２０を構成する半割杆２０Ａの先端に形成された第７抓み綴杆１２０ｄの綴杆
係止部２２ｄを構成する先端の第１綴杆の凸部２４及びその第１綴杆の凸部２４に続く第
１綴杆の凹部２６と、第２綴杆３０を構成する半割杆３０Ａの第８抓み綴杆１３０ｄの綴
杆係止部３２ｄを構成する先端の第２綴杆の凸部３４及びその先端の第２綴杆の凸部３４
に続く第２綴杆の凹部３６とは、第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき係合するよ
うに逆方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている。
　すなわち、第１綴杆２０を構成する半割杆２０Ａの先端に形成された第７抓み綴杆１２
０ｄの綴杆係止部２２ｄを構成する第１綴杆の凸部２４は、抓む方向側である向こう側に
向けて突き出されている。そして、その第１綴杆の凸部２４に続く第１綴杆の凹部２６は
、手前側に向けて凹んでいる。半割杆３０Ａの先端に形成された第８抓み綴杆１３０ｄの
綴杆係止部３２ｄを構成する第２綴杆の凸部３４は、抓む方向とは反対側である手前側に
向けて突き出されている。そして、その先端の第２綴杆の凸部３４に続く第２綴杆の凹部
３６は、向こう側に向けて凹んでいる。
　第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき係合するように、第１綴杆の凸部２４及び
第１綴杆の凹部２６と第２綴杆の凸部３４及び第２綴杆の凹部３６とは、逆方向に向けて
突き出しあるいは凹み形成されている。
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　半割杆２０Ａの第７抓み綴杆１２０ｄの綴杆係止部２２ｄを構成する第１綴杆の凸部２
４と半割杆３０Ａの第８抓み綴杆１３０ｄの綴杆係止部３２ｄを構成する第２綴杆の凸部
３４とは、反対方向に向けて突き出し設けられている。
　また、半割杆２０Ａの第７抓み綴杆１２０ｄの綴杆係止部２２ｄを構成する第１綴杆の
凹部２６と半割杆３０Ａの第８抓み綴杆１３０ｄの綴杆係止部３２ｄを構成する第２綴杆
の凹部３６とは、反対方向に向けて凹み形成されている。
【００２１】
　前記第１抓み綴杆１２０ａの綴杆係止部２２ａ及び第２抓み綴杆１３０ａの綴杆係止部
３２ａは、第１綴杆２０及び第２綴杆３０の回転方向及び回転方向と交差する方向に脱係
しないように、第１綴杆２０及び第２綴杆３０の回転方向と交差する方向にのびる脱係防
止部２８及び脱係防止部３８が形成されている。
　第１抓み綴杆１２０ａの脱係防止部２８は、頂部側において抓む側とは反対側の向こう
側に向けて突き出る鉤鼻状係止凸部２８ａと、基部２０ａ側において手前側に向けて凹む
係止凹部２８ｂとを有し、自由端側の係止凸部２８ａから続いて基部２０ａ側に係止凹部
２８ｂが形成されている。
　第２抓み綴杆１３０ａの脱係防止部３８は、頂部側において抓む方向である手前側に向
けて突き出る鉤鼻状係止凸部３８ａと、基部３０ａ側において向こう側に向けて凹む係止
凹部３８ｂとを有し、自由端側の係止凸部３８ａから続いて基部３０ａ側に係止凹部３８
ｂが形成されている。
　第１綴杆２０の第１抓み綴杆１２０ａと第２綴杆３０の第２抓み綴杆１３０ａとを閉じ
たとき、第１抓み綴杆１２０ａの脱係防止部２８の係止凸部２８ａは脱係防止部３８の係
止凹部３８ｂに嵌合され、第２抓み綴杆１３０ａの脱係防止部３８の係止凸部３８ａは脱
係防止部２８の係止凹部２８ｂに嵌合され、係止凸部２８ａと係止凸部３８ａとは、第１
綴杆２０と第２綴杆３０とを回転方向に引いたときに、突き当たる。
　第１抓み綴杆１２０ａの綴杆係止部２２ａの脱係防止部２８は、第２抓み綴杆１３０ａ
の綴杆係止部３２ａの上部に向けて突き出され、第１抓み綴杆１２０ａの綴杆係止部２２
ａと第２抓み綴杆１３０ａの綴杆係止部３２ａとを係合したときに、第２綴杆３０が上方
に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　第２抓み綴杆１３０ａの綴杆係止部３２ａの脱係防止部３８は、第１抓み綴杆１２０ａ
の綴杆係止部２２ａの上部に向けて突き出され、第１抓み綴杆１２０ａの綴杆係止部２２
ａと第２抓み綴杆１３０ａの綴杆係止部３２ａとを係合したときに、第１綴杆２０が上方
に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　このように、この実施の形態においては、第１抓み綴杆１２０ａの向こう側の第１空間
部１２２ａと第３抓み綴杆１２０ｂの手前側の第３空間部１２２ｂとに指を入れて、第１
抓み綴杆１２０ａ及び第３抓み綴杆１２０ｂの頂部を指で抓むことにより、第１抓み綴杆
１２０ａ及び第３抓み綴杆１２０ｂとを変位させて、第１綴杆２０の半割杆２０Ａの第１
抓み綴杆１２０ａの綴杆係止部２２ａと第２綴杆３０の半割杆３０Ａの第２抓み綴杆１３
０ａの綴杆係止部３２ａとの係合を外すことができる。
　なお、閉じるときにおいては、脱係防止部２８の係止凸部２８ａと脱係防止部３８の係
止凸部３８ａとは、突き出たり滑りながら係止凹部３８ｂ及び係止凹部２８ｂに嵌まるよ
うに、なだらかな傾斜面が自由端から形成されている。
【００２２】
　前記第３抓み綴杆１２０ｂの綴杆係止部２２ｂ及び第４抓み綴杆１３０ｂの綴杆係止部
３２ｂは、第１綴杆２０及び第２綴杆３０の回転方向及び回転方向と交差する方向に脱係
しないように、第１綴杆２０及び第２綴杆３０の回転方向と交差する方向にのびる脱係防
止部２８及び脱係防止部３８が形成されている。
　第３抓み綴杆１２０ｂの脱係防止部２８は、頂部側において抓む側とは反対側の手前側
に向けて突き出る鉤鼻状係止凸部２８ａと、基部２０ａ側において向こう側に向けて凹む
係止凹部２８ｂとを有し、自由端側の係止凸部２８ａから続いて基部２０ａ側に係止凹部
２８ｂが形成されている。
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　第４抓み綴杆１３０ｂの脱係防止部３８は、頂部側において抓む方向である向こう側に
向けて突き出る鉤鼻状係止凸部３８ａと、基部３０ａ側において手前側に向けて凹む係止
凹部３８ｂとを有し、自由端側の係止凸部３８ａから続いて基部３０ａ側に係止凹部３８
ｂが形成されている。
　第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき、第３抓み綴杆１２０ｂの脱係防止部２８
の係止凸部２８ａは脱係防止部３８の係止凹部３８ｂに嵌合され、第４抓み綴杆１３０ｂ
の脱係防止部３８の係止凸部３８ａは脱係防止部２８の係止凹部２８ｂに嵌合され、係止
凸部２８ａと係止凸部３８ａとは、第１綴杆２０と第２綴杆３０とを回転方向に引いたと
きに、突き当たる。
　第３抓み綴杆１２０ｂの綴杆係止部２２ｂの脱係防止部２８は、第４抓み綴杆１３０ｂ
の綴杆係止部３２ｂの上部に向けて突き出され、第３抓み綴杆１２０ｂの綴杆係止部２２
ｂと第４抓み綴杆１３０ｂの綴杆係止部３２ｂとを係合したときに、第２綴杆３０が上方
に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　第４抓み綴杆１３０ｂの綴杆係止部３２ｂの脱係防止部３８は、第３抓み綴杆１２０ｂ
の綴杆係止部２２ｂの上部に向けて突き出され、第３抓み綴杆１２０ｂの綴杆係止部２２
ｂと第４抓み綴杆１３０ｂの綴杆係止部３２ｂとを係合したときに、第１綴杆２０が上方
に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　このように、この実施の形態においては、第１抓み綴杆１２０ａ及び第３抓み綴杆１２
０ｂの頂部を指で抓むことにより、第１抓み綴杆１２０ａ及び第３抓み綴杆１２０ｂとを
変位させて、第１綴杆２０の半割杆２０Ａの第３抓み綴杆１２０ｂの綴杆係止部２２ｂと
第２綴杆３０の半割杆３０Ａの第４抓み綴杆１３０ｂの綴杆係止部３２ｂとの係合を外す
ことができる。
　なお、閉じるときにおいては、脱係防止部２８の係止凸部２８ａと脱係防止部３８の係
止凸部３８ａとは、突き出たり滑りながら係止凹部３８ｂ及び係止凹部２８ｂに嵌まるよ
うに、なだらかな傾斜面が自由端から形成されている。
【００２３】
　前記第５抓み綴杆１２０ｃの綴杆係止部２２ｃ及び第６抓み綴杆１３０ｃの綴杆係止部
３２ｃは、第１綴杆２０及び第２綴杆３０の回転方向及び回転方向と交差する方向に脱係
しないように、第１綴杆２０及び第２綴杆３０の回転方向と交差する方向にのびる脱係防
止部２８及び脱係防止部３８が形成されている。
　第５抓み綴杆１２０ｃの脱係防止部２８は、頂部側において抓む方向である手前側に向
けて突き出る鉤鼻状係止凸部２８ａと、基部２０ａ側において向こう側に向けて凹む係止
凹部２８ｂとを有し、自由端側の係止凸部２８ａから続いて基部２０ａ側に係止凹部２８
ｂが形成されている。
　第６抓み綴杆１３０ｃの脱係防止部３８は、頂部側において抓む方向とは反対側である
向こう側に向けて突き出る鉤鼻状係止凸部３８ａと、基部３０ａ側において手前側に向け
て凹む係止凹部３８ｂとを有し、自由端側の係止凸部３８ａから続いて基部３０ａ側に係
止凹部３８ｂが形成されている。
　第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき、第５抓み綴杆１２０ｃの脱係防止部２８
の係止凸部２８ａは脱係防止部３８の係止凹部３８ｂに嵌合され、第６抓み綴杆１３０ｃ
の脱係防止部３８の係止凸部３８ａは脱係防止部２８の係止凹部２８ｂに嵌合され、係止
凸部２８ａと係止凸部３８ａとは、第１綴杆２０と第２綴杆３０とを回転方向に引いたと
きに、突き当たる。
　第５抓み綴杆１２０ｃの綴杆係止部２２ｃの脱係防止部２８は、第６抓み綴杆１３０ｃ
の綴杆係止部３２ｃの上部に向けて突き出され、第５抓み綴杆１２０ｃの綴杆係止部２２
ｃと第６抓み綴杆１３０ｃの綴杆係止部３２ｃとを係合したときに、第２綴杆３０が上方
に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　第６抓み綴杆１３０ｃの綴杆係止部３２ｃの脱係防止部３８は、第５抓み綴杆１２０ｃ
の綴杆係止部２２ｃの上部に向けて突き出され、第５抓み綴杆１２０ｃの綴杆係止部２２
ｃと第６抓み綴杆１３０ｃの綴杆係止部３２ｃとを係合したときに、第１綴杆２０が上方
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に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　このように、この実施の形態においては、第６抓み綴杆１３０ｃの向こう側の第６空間
部１２４ｃ及び第８抓み綴杆１３０ｄの手前側の第８空間部１２４ｄに指を入れて、第６
抓み綴杆１３０ｃ及び第８抓み綴杆１３０ｄの頂部を指で抓むことにより、第６抓み綴杆
１３０ｃ及び第８抓み綴杆１３０ｄとを変位させて、第１綴杆２０の半割杆２０Ａの第５
抓み綴杆１２０ｃの綴杆係止部２２ｃと第２綴杆３０の半割杆３０Ａの第６抓み綴杆１３
０ｃの綴杆係止部３２ｃとの係合を外すことができる。
　なお、閉じるときにおいては、脱係防止部２８の係止凸部２８ａと脱係防止部３８の係
止凸部３８ａとは、突き出たり滑りながら係止凹部３８ｂ及び係止凹部２８ｂに嵌まるよ
うに、なだらかな傾斜面が自由端から形成されている。
【００２４】
　前記第７抓み綴杆１２０ｄの綴杆係止部２２ｄ及び第８抓み綴杆１３０ｄの綴杆係止部
３２ｄは、第１綴杆２０及び第２綴杆３０の回転方向及び回転方向と交差する方向に脱係
しないように、第１綴杆２０及び第２綴杆３０の回転方向と交差する方向にのびる脱係防
止部２８及び脱係防止部３８が形成されている。
　第７抓み綴杆１２０ｄの脱係防止部２８は、頂部側において抓む方向である向こう側に
向けて突き出る鉤鼻状係止凸部２８ａと、基部２０ａ側において向こう側に向けて凹む係
止凹部２８ｂとを有し、自由端側の係止凸部２８ａから続いて基部２０ａ側に係止凹部２
８ｂが形成されている。
　第８抓み綴杆１３０ｄの脱係防止部３８は、頂部側において抓む方向とは反対側である
手前側に向けて突き出る鉤鼻状係止凸部３８ａと、基部３０ａ側において手前側に向けて
凹む係止凹部３８ｂとを有し、自由端側の係止凸部３８ａから続いて基部３０ａ側に係止
凹部３８ｂが形成されている。
　第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき、第７抓み綴杆１２０ｄの脱係防止部２８
の係止凸部２８ａは脱係防止部３８の係止凹部３８ｂに嵌合され、第８抓み綴杆１３０ｄ
の脱係防止部３８の係止凸部３８ａは脱係防止部２８の係止凹部２８ｂに嵌合され、係止
凸部２８ａと係止凸部３８ａとは、第１綴杆２０と第２綴杆３０とを回転方向に引いたと
きに、突き当たる。
　第７抓み綴杆１２０ｄの綴杆係止部２２ｄの脱係防止部２８は、第８抓み綴杆１３０ｄ
の綴杆係止部３２ｄの上部に向けて突き出され、第７抓み綴杆１２０ｄの綴杆係止部２２
ｄと、第８抓み綴杆１３０ｄの綴杆係止部３２ｄとを係合したときに、第２綴杆３０が上
方に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　第８抓み綴杆１３０ｄの綴杆係止部３２ｄの脱係防止部３８は、第７抓み綴杆１２０ｄ
の綴杆係止部２２ｄの上部に向けて突き出され、第７抓み綴杆１２０ｄの綴杆係止部２２
ｄと第８抓み綴杆１３０ｄの綴杆係止部３２ｄとを係合したときに、第１綴杆２０が上方
に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　このように、この実施の形態においては、第６抓み綴杆１３０ｃ及び第８抓み綴杆１３
０ｄの頂部を指で抓むことにより、第６抓み綴杆１３０ｃ及び第８抓み綴杆１３０ｄとを
変位させて、第１綴杆２０の半割杆２０Ａの第７抓み綴杆１２０ｄの綴杆係止部２２ｄと
第２綴杆３０の半割杆３０Ａの第８抓み綴杆１３０ｄの綴杆係止部３２ｄとの係合を外す
ことができる。
　なお、閉じるときにおいては、脱係防止部２８の係止凸部２８ａと脱係防止部３８の係
止凸部３８ａとは、突き出たり滑りながら係止凹部３８ｂ及び係止凹部２８ｂに嵌まるよ
うに、なだらかな傾斜面が自由端から形成されている。
【００２５】
　第１綴杆２０を構成する半割杆２０Ａの第１非抓み綴杆４０は、第１連繋部４６を構成
する先端の第１非抓み綴杆４０の凸部４６ａ及びその第１非抓み綴杆４０の凸部４６ａに
続く第１非抓み綴杆４０の凹部４６ｂを備え、第２綴杆３０を構成する半割杆３０Ａの第
２非抓み綴杆４２は、第２連繋部４８を構成する先端の第２非抓み綴杆４２の凸部４８ａ
及びその先端の第２非抓み綴杆４２の凸部４８ａに続く第２非抓み綴杆４２の凹部４８ｂ
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とを備えている。第１非抓み綴杆４０のの凸部４６ａ及び凹部４６ｂと第２非抓み綴杆４
２の凸部４８ａ及び凹部４８ｂとは、第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき係合す
るように逆方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている。
　すなわち、第１綴杆２０を構成する半割杆２０Ａの第１非抓み綴杆４０の第１連繋部４
６を構成する第１非抓み綴杆４０の凸部４６ａは、手前側に向けて突き出されている。そ
して、その第１非抓み綴杆４０の凸部４６ａに続く第１非抓み綴杆４０の凹部４６ｂは、
向こう側に向けて凹んでいる。半割杆３０Ａの先端に形成された第２非抓み綴杆４２の第
２連繋部４８を構成する第２非抓み綴杆４２の凸部４８ａは、向こう側に向けて突き出さ
れている。そして、その先端の第２非抓み綴杆４２の凸部４８ａに続く第２非抓み綴杆４
２の凹部４８ｂは、手前側に向けて凹んでいる。
　第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉じたとき連繋するように、第１非抓み綴杆４０の凸
部４６ａ及び第１非抓み綴杆４０の凹部４６ｂと第２非抓み綴杆４２の凸部４８ａ及び第
２非抓み綴杆４２の凹部４８ｂとは、逆方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されてい
る。
　半割杆２０Ａの第１非抓み綴杆４０の第１連繋部４６を構成する第１非抓み綴杆４０の
凸部４６ａと半割杆３０Ａの第２非抓み綴杆４２の第２連繋部４８を構成する第２非抓み
綴杆４２の凸部４８ａとは、反対方向に向けて突き出し設けられている。
　また、半割杆２０Ａの第１非抓み綴杆４０の第１連繋部４６を構成する第１非抓み綴杆
４０の凹部４６ｂと半割杆３０Ａの第２非抓み綴杆４２の第２連繋部４８を構成する第２
非抓み綴杆４２の凹部４８ｂとは、反対方向に向けて凹み形成されている。
【００２６】
　前記連結部１４を構成する第１綴具部材１８Ａの第１連結部５０は、第１連結部５０と
第２連結部６０とが向き合う領域である第１連結部の対向部５６と、前記第１連結部の対
向部５６と相対し第１綴杆２０が突設された第１連結部の外側部５２と、前記第１連結部
の対向部５６と第１連結部の外側部５２との間において前記第１連結部の対向部５６及び
第１連結部の外側部５２に交差する面で、軸部１６が連設された第１連結部の下側部５８
とを備える。
　前記連結部１４を構成する第２綴具部材１８Ｂの第２連結部６０は、第１連結部５０と
第２連結部６０とが向き合う領域である第２連結部の対向部６６と、前記第２連結部の対
向部６６と相対し第２綴杆３０が突設された第２連結部の外側部６２と、前記第２連結部
の対向部６６と第２連結部の外側部６２との間において前記第２連結部の対向部６６及び
第２連結部の外側部６２に交差する面で、軸部１６が連設された第２連結部の下側部６８
とを備える。
　この実施の形態においては、第１連結部５０及び第２連結部６０は、略四角柱状である
。
　そして、第１連結部の対向部５６と第２連結部の対向部６６とは、回転方向と直交し綴
具１０を閉じたときに垂直にすなわち高さ方向にのびる平面であって、図９及び図１０に
示すように綴具１０を閉じたときに密着するように形成されている。
【００２７】
　前記連結部１４は、その側面に、第１綴杆２０及び第２綴杆３０の開き角度をリーフ１
１０の挿入し易い角度、例えば約６０～７０度に規制するための開き角規制部７０及び開
き角規制部７２を形成されている。
　第１綴具部材１８Ａの開き角規制部７０は、第１連結部５０の第１連結部の下側部５８
の第１受け部８０に連続して形成された断面略半円弧状であり、第１連結部の下側部５８
から下方に向けてのびる接合面７０ａを備え、一方、第２綴具部材１８Ｂの開き角規制部
７２は、第２連結部６０の第２連結部の下側部６８の第２受け部９０に連続して形成され
た断面略半円弧状であり、第２連結部の下側部６８から下方に向けてのびる接合面７２ａ
を備える。
　そして、綴杆部１２を閉じたときに、開き角規制部７０の接合面７０ａと開き角規制部
７２の接合面７２ａとは、図９において示すように、略７０度開いた傾斜面であって対向
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しており、綴杆部１２を開いたときに、開き角規制部７０の接合面７０ａと開き角規制部
７２の接合面７２ａとは、図１５において示すように、接し合い、半割杆１０Ａと半割杆
３０Ａの開き角度を、リーフ１１０の挿入しや易い角度に規制する。
【００２８】
　前記軸部１６は、シャフト部１００の受け部とシャフト部１００とを備える。
　受け部は、第１連結部５０に連設された第１受け部８０と第２連結部６０に連設された
第２受け部９０とから構成され、前記シャフト部１００は、前記連結部１４の長手方向に
沿って、向こう側から手前側に連続してのび、第１綴具部材と第２綴具部材とを連結する
。
　前記第１受け部８０及び第２受け部９０は、前記綴杆部１２及び／又は連結部１４に連
設され、シャフト部１００を装填するための開口部（第１受け部８０の開口部８４及び第
２受け部９０の開口部９４）を側面に形成され、前記半割杆２０Ａ及び半割杆３０Ａの先
端を合わせて閉鎖するとき及び半割杆２０Ａ及び半割杆３０Ａの先端を離間させるときに
回転中心となり、第１綴杆２０及び第２綴杆３０に綴じられたリーフ１１０を第１綴杆２
０及び第２綴杆３０に沿って捲り、３６０度捲りかえすことができるように構成されてい
る。
【００２９】
　前記第１受け部８０及び第２受け部９０は、前記連結部１４の長手方向に間欠的に形成
され、半割杆２０Ａ及び半割杆３０Ａが前記シャフト部１００を中心にして回転し且つ第
１綴杆２０及び第２綴杆３０を開閉するときに長手方向に相対変位するように形成されて
いる。
【００３０】
　前記シャフト部１００は、断面円形の棒状の金属棒である。それに対応して、前記第１
受け部８０及び第２受け部９０は、全体が弧状で、その内側の円弧部８６及び円弧部９６
に前記シャフト部１００を装填され、且つその外側の上部において、前記半割杆２０Ａ及
び半割杆３０Ａの張り出し方向とは反対方向に張り出すように、前記連結部１４が連設さ
れている。
　この実施の形態においては、シャフト部１００と第１受け部８０及び第２受け部９０と
は別部材であり、第１受け部８０は、合成樹脂により、第１綴具部材１８Ａと一体に形成
され、第２受け部９０は、合成樹脂により、第２綴具部材１８Ｂと一体に形成されている
。
　そして、シャフト部１００は、第１綴具部材１８Ａの最も向こう側の第１受け部８０か
ら、第２綴具部材１８Ｂの最も手前側の第２受け部９０に至るように、形成されている。
【００３１】
　第１綴具部材１８Ａ側の第１受け部８０は、シャフト部１００に装填されたときに、隣
接する第１受け部８０の間に、第１収容部８２を間欠的に形成され、第２綴具部材１８Ｂ
側の第２受け部９０は、シャフト部１００に装填されたときに、隣接する第２受け部９０
の間に、第２収容部９２を間欠的に形成されている。
　そして、第１綴杆２０と第２綴杆３０とを閉鎖したときに、軸部１６の軸線上において
、第１綴具部材１８Ａは、第１収容部８２に第２綴具部材１８Ｂの第２受け部９０を収容
させ、且つ、第２綴具部材１８Ｂは、第２収容部９２に第１綴具部材１８Ａの第１受け部
８０を収容させて、隣接する第１綴具部材１８Ａの第１受け部８０と第２綴具部材１８Ｂ
の第２受け部９０との間及び隣接する第２綴具部材１８Ｂの第２受け部９０と第１綴具部
材１８Ａの第１受け部８０との間に適宜な間隔をあけて整列される。隣接する第１綴具部
材１８Ａの第１受け部８０と第２綴具部材１８Ｂの第２受け部９０との間及び隣接する第
２綴具部材１８Ｂの第２受け部９０と第１綴具部材１８Ａの第１受け部８０との間におけ
る適宜な間隔とは、第１綴杆２０と第２綴杆３０とを連結部１４の長手方向すなわち手前
側及び向こう側に向けて相対移動させて、第１綴杆の綴杆係止部２２と第２綴杆の綴杆係
止部３２とを脱係させるに必要な長さをいう。
　それとともに、第１綴具部材１８Ａと第２綴具部材１８Ｂとは、第１綴杆２０と第２綴
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杆３０とを開閉するときに半割杆２０Ａと半割杆３０Ａとを相対変位するように、前記シ
ャフト部１００に摺動自在に装填されている。
　この実施の形態においては、第１綴具部材１８Ａの第１綴杆２０を向こう側に移動させ
且つ第２綴具部材１８Ｂの２綴杆３０を手前側に移動させて、閉じていた第１綴杆２０と
第２綴杆３０とを開く。
　この実施の形態においては、第１綴具部材１８Ａの向こう側の第１受け部８０の開口部
８４は、向こう側が塞がれている。又、第２綴具部材１８Ｂの手前側の第２受け部９０の
開口部９４は、手前側が塞がれている。従って、シャフト部１００の向こう側端は向こう
側の第１受け部８０により抜け出ることを防止され、シャフト部１００の手前側端は手前
側の第２受け部９０により抜け出ることを防止される。
【００３２】
　半割杆２０Ａの基部２０ａの外周部及び半割杆３０Ａの基部３０ａの外周部は、連結部
１４の下部と同じ位置に、その下部が位置するように形成され、軸部１６の第１受け部８
０の外側及び第２受け部９０の外側は、連結部１４の下部と同じ位置に、その上部が位置
するように形成されている。
　この実施の形態においては、軸部１６の第１受け部８０は、開口部８４が半割杆２０Ａ
の外周部に接し、軸部１６の第２受け部９０は、開口部９４が半割杆３０Ａの外周部に接
し、第１連結部５０は、半割杆２０Ａの内周部から第１受け部８０の開口部８４までの間
の高さを有し、第２連結部６０は、半割杆３０Ａの内周部から第２受け部９０の開口部９
４までの間の高さを有している。
【００３３】
　前記連結部１４の幅（幅方向における）は、軸部１６の第１受け部８０又は軸部１６の
第２受け部９０の幅（幅方向における）の２分の１以下である。これは、第１連結部５０
の幅と第２連結部６０の幅とを合わせた幅が、軸部１６の第１受け部８０及び軸部１６の
第２受け部９０の幅と同等又はそれ以下の方が、リーフ１１０を３６０度捲りかえして、
軸部１６を挟んでリーフ１１０の表面と裏面とを比較的間隔をあけずに接し合わせること
ができるようにするためである。
【００３４】
　前記第１連結部５０の中央あたりに存する前記第１綴具部材１８Ａの第１収容部８２と
前記第２連結部６０の中央あたりに存する第２綴具部材１８Ｂの第２収容部９２との間に
、前記シャフト部１００の長手方向にテンション（引張力又は圧縮力）をかける弾発部材
１０２が、圧縮された状態で介装されている。弾発部材１０２は、鋼線をコイル形に巻い
て作られたコイルバネにより形成され、筒形のコイルバネの輪の中にシャフト部１００を
挿通されている。
　そして、弾発部材１０２は、その向こう側端が第２綴具部材１８Ｂの第２受け部９０の
手前側端に接し、その手前側端が第１綴具部材１８Ａの第１受け部８０の向こう側端に接
して、復元力（均一な）によって第１綴具部材１８Ａを手前側に押し下げ且つ第２綴具部
材１８Ｂを向こう側に押し上げるように構成されている。
　而して、弾発部材１０２は、綴杆部１２を閉じているときには、第１綴杆の綴杆係止部
２２と第２綴杆の綴杆係止部３２とを係合させる方向に作用している。
　表側の第１抓み綴杆１２０ａと第３抓み綴杆１２０ｂとを指で抓むとともに裏側の第６
抓み綴杆１３０ｃと第８抓み綴杆１３０ｄとを指で抓むことにより、係止された表側の第
１抓み綴杆１２０ａと第２抓み綴杆１３０ａと及び第３抓み綴杆１２０ｂと第４抓み綴杆
１３０ｂと並びに第５抓み綴杆１２０ｃと第６抓み綴杆１３０ｃと及び第７抓み綴杆１２
０ｄと第８抓み綴杆１３０ｄとの係合を外すときには、弾発部材１０２の弾発力に抗して
第１綴具部材１８Ａの第１綴杆２０を表側に回転させ且つ第２綴具部材１８Ｂの２綴杆３
０を裏側に回転させて、閉じていた第１綴杆２０と第２綴杆３０とを開く。
【００３５】
　綴具１０は、第１綴杆２０及び第２綴杆３０に、リーフ１１０の高さ方向に適宜な間隔
をあけて連続して設けられた綴じ穴１１２を貫挿し、リーフ１１０の高さ方向にのびる綴
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じ代側端縁１１４の側に軸部１６を位置させ、綴じ穴１１２と綴じ代側端縁１１４との間
に第１綴杆２０及び第２綴杆３０が架け渡されるようにして、リーフ１１０を綴じ、ノー
トを形成する。
　綴具１０は、綴具１０の長さ方向が、幅方向にのびる端縁に綴じ穴１１２を形成したリ
ーフ１１０の幅方向にのびるように、リーフ１１０を綴じて、ノートを形成してもよい。
【００３６】
　綴具１０に綴じられたリーフ１１０は、図１７において示すように、軸部１６側に向け
て捲りかえされ、閉じられて積層されていたときのリーフの表側１１０ａとリーフの裏側
１１０ｂとを軸部１６を挟んで接し合わせるようにして、筆記等に用いることができる。
【００３７】
　この発明の実施の形態によれば、綴杆部１２及び連結部１４は、一対の第１綴具部材１
８Ａ及び第２綴具部材１８Ｂの各々に形成され、前記綴杆部１２を構成する綴杆２０，３
０は、第１綴具部材１８Ａ側の第１綴杆２０と第２綴具部材１８Ｂ側の第２綴杆３０とが
向き合うように、前記連結部１４の長手方向に適宜な間隔をおいて、連結部１４の外側部
ないし上側部から突設されているので、綴杆部１２を開いたときに綴杆部１２の最下部が
例えば机の天板等の表面に接地して水平安定し易く、且つ綴杆部１２を適宜な角度に開き
易い。
　この発明の実施の形態によれば、綴杆部１２は、前記軸部１６を中心にして左右に分か
れた、対称形である第１綴杆２０及び第２綴杆３０を備え、前記連結部１４は、前記軸部
１６を中心にして左右に分かれた、対称形である第１連結部５０及び第２連結部６０を備
えているので、同一の金型で左右の部材を成形することができ、製造がし易い。
　この発明の実施の形態によれば、連結部１４は、向き合う第１連結部５０及び第２連結
部６０の対向部５６，６６と、前記対向部５６，６６と相対し綴杆２０，３０が突設され
た外側部５２，６２と、前記対向部５６，６６と外側部５２，６２との間において前記対
向部５６，６６及び外側部５２，６２に交差する面で、軸部１６が連設された下側部５８
，６８とを備えているので、第１連結部の対向部５６と第２連結部の対向部６６とは、回
転方向と直交し綴具１０を閉じたときに垂直にすなわち高さ方向にのびる平面であって、
綴具１０を閉じたときに密着するように形成すれば、綴具１０を閉じたときに第１綴杆の
綴杆係止部２２と第２綴杆の綴杆係止部３２との係合状態を安定的に保つことができ、綴
杆部１２を構成する第１綴杆２０と第２綴杆３０とにより構成される円環状の径を縮むよ
うに作用することを少なくすることができる。
　この発明の実施の形態によれば、受け部８０，９０は、前記連結部１４の長手方向に間
欠的に形成され、綴杆部１２が前記シャフト部１００を中心にして回転し且つ綴杆部１２
を開閉するときに長手方向に相対変位するように形成されているので、複数の綴杆２０，
３０で構成される綴杆部１２を一度に開閉させることができる。
　この発明の実施の形態によれば、シャフト部１００は、断面円形の棒状であり、前記受
け部８０，９０は、全体が弧状で、その内側の円弧部に前記シャフト部１００を装填され
、且つその外側の上部において、前記綴杆２０，３０の張り出し方向とは反対方向に張り
出すように、前記連結部１４が連設されているので、複数の綴杆２０，３０で構成される
綴杆部１２を一度に開閉させることができ、且つ、綴杆部１２の最下部が例えば机の天板
等の表面に接地して水平安定し易く、且つ綴杆部１２を適宜な角度に開き易い。
　この発明の実施の形態によれば、綴杆２０，３０の基部２０ａ，３０ａは、連結部１４
の下部と同じ位置に、下部が位置するように形成され、軸部１６の受け部８０，９０は、
連結部１４の下部と同じ位置に、上部が位置するように形成されているので、綴杆部１２
を開いたときに綴杆部１２の最下部が例えば机の天板等の表面に接地して水平安定し易く
、且つ綴杆部１２を適宜な角度に開き易い。
　この発明の実施の形態によれば、連結部１４の幅は、軸部１６の幅の２分の１以下であ
るので、軸部１６の幅よりはみ出すことがなく、リーフ１１０を綴杆２０，３０に沿って
捲り、３６０度開いたときにリーフ１１０の表側と裏側との間の隙間が少なく、比較的平
坦となり、筆記もし易い。
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　この発明の実施の形態によれば、軸部１６の受け部８０，９０は、受け部８０，９０の
開口部８４，９４が綴杆２０，３０の外周部に接し、連結部１４は、綴杆２０，３０の内
周部から受け部８０，９０の開口部８４，９４までの間の高さを有するので、リーフ１１
０を綴杆２０，３０に沿って捲り、３６０度開いたときにリーフの表側１１０ａと裏側１
１０ｂとの間の隙間が少なく、比較的平坦となり、筆記もし易い。
　この発明の実施の形態によれば、綴杆係止部２２，３２は、綴杆２０，３０の回転方向
において係止及び脱係するように、第１綴杆２０の凸部２４及び凹部２６と第２綴杆３０
の凹部３６及び凸部３４とが係合するように構成され、且つ、綴杆２０，３０の回転方向
と交差する方向に脱係しないように綴杆２０，３０の回転方向にのびる脱係防止部２８，
３８が形成されているので、綴杆２０，３０の回転方向と交差する方向に、閉じられた綴
杆の綴杆係止部２２，３２が脱係しにくい。
【００３８】
　この発明の実施の綴具１０は、その綴杆部１２に、リーフ１１０の綴じ穴１１２を貫挿
させて綴じられた、ノートを構成でき、又、表表紙と裏表紙と背表紙とを備えた表紙に固
定して、ファイル・バインダ類を構成できる。
【００３９】
　この発明は、前記実施の形態に限らず、この発明の思想に基づき種々変更することがで
きる。
　前記実施の形態の綴具１０は、同時に、第１綴杆２０の第１抓み綴杆１２０ａと第３抓
み綴杆１２０ｂ及び第２綴杆３０の第６抓み綴杆１３０ｃと第８抓み綴杆１３０ｄを抓む
ことにより、第１抓み綴杆の綴杆係止部２２ａと第３抓み綴杆の綴杆係止部２２ｂ及び第
６抓み綴杆の綴杆係止部３２ｃと第８抓み綴杆の綴杆係止部３２ｄの係合を解除して、第
１綴杆２０と第２綴杆３０とを幅方向に回転させて開くように構成される。
　これに対し、前記実施の形態の綴具１０とは異なり、図１８及び１９に示すように、第
１綴杆２０側又は第２綴杆３０側を抓むことにより第１綴杆２０の綴杆係止部２２と第２
綴杆３０の綴杆係止部３２との係合を解除するようにしてもよい。
　図１８及び１９図示綴具１０は、第１抓み綴杆１２０ａの向こう側の第１空間部１２２
ａと第３抓み綴杆１２０ｂの手前側の第３空間部１２２ｂとに指を入れて、第１綴杆２０
の第１抓み綴杆１２０ａと第３抓み綴杆１２０ｂとを、及び第５抓み綴杆１２０ｃの向こ
う側の第５空間部１２２ｃと第７抓み綴杆１２０ｄの手前側の第７空間部１２２ｄとに指
を入れて、第５抓み綴杆１２０ｃと第７抓み綴杆１２０ｄとを抓むことにより、第１抓み
綴杆１２０ａと第２抓み綴杆１３０ａ，第３抓み綴杆１２０ｂと第４抓み綴杆１３０ｂ，
第５抓み綴杆１２０ｃと第６抓み綴杆１３０ｃ及び第７抓み綴杆１２０ｄと第８抓み綴杆
１３０ｄの係合を解除できるように構成されている。
【００４０】
　図１８図示綴具１０は、第１抓み綴杆１２０ａの第１抓み綴杆の綴杆係止部２２ａと第
５抓み綴杆１２０ｃの第５抓み綴杆の綴杆係止部２２ｃの構成を同じ構成とし且つ第３抓
み綴杆１２０ｂの第３抓み綴杆の綴杆係止部２２ｂと第７抓み綴杆１２０ｄの第７抓み綴
杆の綴杆係止部２２ｄの構成を同じ構成とするとともに、第２抓み綴杆１３０ａの第２抓
み綴杆の綴杆係止部３２ａと第６抓み綴杆１３０ｃの第６抓み綴杆の綴杆係止部３２ｃの
構成を同じ構成とし且つ第４抓み綴杆１３０ｂの第４抓み綴杆の綴杆係止部３２ｂと第８
抓み綴杆１３０ｄの第８抓み綴杆の綴杆係止部３２ｄの構成を同じ構成としている。
【００４１】
　この図１８図示綴具１０は、第１抓み綴杆１２０ａと第３抓み綴杆１２０ｂ及び第５抓
み綴杆１２０ｃと第７抓み綴杆１２０ｄを抓むときには、綴具１０に綴じられた裏側のリ
ーフ１１０を机等に押さえつけて、第１抓み綴杆１２０ａと第３抓み綴杆１２０ｂ及び第
５抓み綴杆１２０ｃと第７抓み綴杆１２０ｄを抓んで、第２抓み綴杆１３０ａと第４抓み
綴杆１３０ｂ及び第６抓み綴杆１３０ｃと第８抓み綴杆１３０ｄとの係合を外すとともに
、第１抓み綴杆１２０ａと第３抓み綴杆１２０ｂ及び第５抓み綴杆１２０ｃと第７抓み綴
杆１２０ｄを幅方向（表側）に回転させることにより、第１綴杆２０と第２綴杆３０とを
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開くことができる。
【００４２】
　また、図１８図示綴具１０は、第１抓み綴杆１２０ａ及び第３抓み綴杆１２０ｂと第５
抓み綴杆１２０ｃ及び第７抓み綴杆１２０ｄとを同時に開くのではなく、次のようにして
開くことも可能である。
　第１抓み綴杆１２０ａと第３抓み綴杆１２０ｂとを指で抓むとき、それと係合している
第２抓み綴杆１３０ａと第４抓み綴杆１３０ｂとを軽く指で抓み、係合を外した後、第１
抓み綴杆１２０ａと第３抓み綴杆１２０ｂを幅方向に回転させて開く。
　次に、第５抓み綴杆１２０ｃと第７抓み綴杆１２０ｄとを指で抓むとき、それと係合し
ている第６抓み綴杆１３０ｃと第８抓み綴杆１３０ｄとを軽く指で抓み、係合を外した後
、第５抓み綴杆１２０ｃと第７抓み綴杆１２０ｄを幅方向に回転させて開く。
【００４３】
　図２０は、図１図示綴具の変形例の平面図解図であり、（Ａ）は閉じた状態の図で、（
Ｂ）は綴具の開き方を示す図であり、図２１は、図１８図示綴具の変形例の平面図解図で
あり、（Ａ）は閉じた状態の図で、（Ｂ）は綴具の開き方を示す図であり、図２２は、図
１図示綴具の変形例の平面図解図であり、（Ａ）は閉じた状態の図で、（Ｂ）は綴具の開
き方を示す図である。
　第１綴杆２０は、複数の半割杆２０Ａを等間隔に形成され、それに対応して、第２綴杆
３０は、複数の半割杆３０Ａを等間隔に形成されているので、図２０及び２１に示すよう
に、第１抓み綴杆１２０ａと第３抓み綴杆１２０ｂ及び第６抓み綴杆１３０ｃと第８抓み
綴杆１３０ｄを指で抓むときに、隣接する第１非抓み綴杆４０及び第２非抓み綴杆４２と
の間に指を差し込む空間が狭い場合、半割杆２０Ａの間隔を広くするか第３抓み綴杆１２
０ｂと抓むとき指を入れる側の第１非抓み綴杆４０及び第６抓み綴杆１３０ｃと抓むとき
指を入れる側の第２非抓み綴杆４２との間隔を広くするとよい。
　また、図２２に示すように、第３抓み綴杆１２０ｂを抓むとき指を入れる側の第１非抓
み綴杆４０及び第６抓み綴杆１３０ｃを抓むとき指を入れる側の第２非抓み綴杆４２面を
切り欠いて凹み部を形成し、指を指し込む空間を広く形成してもよい。
【００４４】
　図２３は、別の実施の形態である綴具の開いた状態における斜視図解図であり、図２４
は、図２３図示綴具の開き方を示す平面図解図であり、図２５は、図２３図示綴具を用い
たノートにおける綴具の平面図解図である。
　この発明にかかる別の綴具５１０は、複数の綴杆部５１２と、前記綴杆部５１２を連結
するための連結部５１４とを備える綴具であって、綴杆部５１２を連結部５１４の長さ方
向に変位させて閉じている綴杆部５１２を開くことができるように構成されている。
　綴具５１０は、綴杆部５１２と連結部５１４とを、比較的弾力性を有する合成樹脂で一
体成形されている。
　この綴具５１０は、図２３ないし２５において示すように、主として、一般的にセルリ
ング式ノートと称されるノートに類似したノート用として構成され、綴具５１０の綴杆部
５１２に沿ってリーフ１１０を回転させて３６０度広げること、すなわち綴杆部５１２に
綴じられたリーフ１１０を綴杆に沿って捲り、３６０度捲りかえし、閉じたときに両端に
あるリーフ１１０の表側と裏側とが軸部５１６を挟んで接し合うことができるように、構
成されている。
　通常、綴じ穴のある筆記する用紙の表側及び裏側に該用紙よりも比較的硬質の表紙が積
層されており、この明細書及び特許請求の範囲においては、リーフ１１０の表側及び裏側
には、用紙、合成樹脂製ポケット等の表面側の表表紙の表側と裏面側の裏表紙の裏側とを
含まれる。
【００４５】
　前記綴杆部５１２を構成する綴杆は、一対の綴杆が向き合うように、前記連結部５１４
を構成する一対の連結部５１４の各々にその長手方向に適宜な間隔をおいて、連結部５１
４の外側部ないし上側部から突設され、前記綴杆部５１２は、前記軸部５１６を中心にし



(20) JP 5049985 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

て左右に分かれ、対向する第１綴杆５２０と第２綴杆５３０とを備える。
　前記連結部５１４は、向こう側から手前側に連続して長手方向に直線状にのびる略柱状
である。
【００４６】
　この実施の形態においては、第１綴杆５２０は、長く形成され、第２綴杆５３０は、短
く形成され、第１綴杆５２０の方が第２綴杆５３０と比較してより弾力性を有し変位させ
易いように形成されている。
【００４７】
　前記連結部５１４は、綴杆部５１２に綴じられたリーフ１１０を第１綴杆５２０及び第
２綴杆５３０に沿って捲り、３６０度捲りかえし、閉じたときに両端にあるリーフ１１０
の表側と裏側とが連結部５１４を挟んで接し合うことができるように、下部において第１
綴杆５２０及び第２綴杆５３０の基部と近接した位置に連設されている。
　前記連結部５１４は、前記第１綴杆５２０の自由端５２０ｂと第２綴杆５３０の自由端
５３０ｂとを合わせて閉鎖するとき及び第１綴杆５２０の自由端５２０ｂと第２綴杆５３
０の自由端５３０ｂとを離間させるときに回転中心となり、綴杆部５１２に綴じられたリ
ーフ１１０を第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０に沿って捲り、３６０度捲りかえすこと
ができるように構成されている。
【００４８】
　綴杆部５１２は、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０の連結部５１４に連設された基部
５２０ａ及び基部５３０ａとは反対側の自由端５２０ｂ及び自由端５３０ｂに、第１綴杆
５２０及び第２綴杆５３０を閉鎖したときに係止するための綴杆係止部を形成されている
。すなわち、第１綴杆５２０は、基部５２０ａとは反対側の頂部である自由端５２０ｂに
第１綴杆の綴杆係止部５２２を形成され、第２綴杆５３０は、基部５３０ａとは反対側の
頂部である自由端５３０ｂに第２綴杆の綴杆係止部５３２を形成されている。
　この実施の形態における綴具５１０の第１綴杆の綴杆係止部５２２及び第２綴杆の綴杆
係止部５３２は、前記図１図示綴具１０の第１綴杆の綴杆係止部２２及び第２綴杆の綴杆
係止部３２と同じように構成されている。
　綴杆部５１２は、基部５２０ａ及び基部５３０ａから頂部に至る高さ方向（垂直方向）
と、第１綴杆５２０の外周部（外側部）から第２綴杆５３０の外周部（外側部）に至る幅
方向（水平方向）とを備え、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０の厚さ（外周部と内周部
との間の長さ）よりも、綴具の長さ方向における第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０の幅
の方が長い、断面長方形状である。そして、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０は、基部
５２０ａ及び基部５３０ａから頂部に至るまで、リーフ１１０を捲ることができるように
、リーフ１１０の綴じ穴１１２に貫挿される形状に構成されている。
　前記第１綴杆の綴杆係止部５２２及び第２綴杆の綴杆係止部５３２は、係止する第１綴
杆５２０及び第２綴杆５３０の回転方向と交差する方向に、すなわち連結部５１４の長さ
方向に第１綴杆５２０と第２綴杆５３０とを相対移動して、第１綴杆５２０及び第２綴杆
５３０の先端を合わせて閉鎖するときに係止し又は第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０の
先端を離間させるときに脱係するように形成されている。
【００４９】
　第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０は、無負荷時すなわち成形時においては、第１綴杆
の綴杆係止部５２２と第２綴杆の綴杆係止部５３２とが係合しないでわずかに開いた状態
になるように、構成されている。
　綴杆部５１２を閉じるときにおいては、第１綴杆５２０の第１綴杆の綴杆係止部５２２
と第２綴杆５３０の第２綴杆の綴杆係止部５３２とを係合させて、略円環状となるように
構成されている。
【００５０】
　第１綴杆５２０を構成する半割杆５２０Ａは、リーフ１１０を綴じるときにその先端に
て係止されて閉じられるとともに指で抓んで係止された先端を脱係されて開かれる第１抓
み綴杆６２０ａ，第３抓み綴杆６２０ｂ，第５抓み綴杆６２０ｃ及び第７抓み綴杆６２０
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ｄとを備える。
　第２綴杆５３０を構成する半割杆５３０Ａは、前記第１綴杆５２０と同様に、リーフ１
１０を綴じるときにその先端にて係止されて閉じられるとともに指で抓んで係止された先
端を脱係されて開かれる第２抓み綴杆６３０ａ，第４抓み綴杆６３０ｂ，第６抓み綴杆６
３０ｃ及び第８抓み綴杆６３０ｄとを備える。
【００５１】
　「抓む」とは、間隔をおいて並列された少なくとも２本の半割杆５２０Ａと半割杆５２
０Ａと又は半割杆５３０Ａと半割杆５３０Ａとを例えば人指し指と親指とで抓み、２本の
半割杆５２０Ａと半割杆５２０Ａ又は２本の半割杆５３０Ａと半割杆５３０Ａの間隔を縮
めて、半割杆５２０Ａと対向し係合している半割杆５３０Ａ及び半割杆５３０Ａと対向し
係合している半割杆５２０Ａとの係合を外すことをいう。
　この実施の形態においては、第１抓み綴杆６２０ａと第２抓み綴杆６３０ａとが対向し
係合され、第３抓み綴杆６２０ｂと第４抓み綴杆６３０ｂとが対向し係合され、第５抓み
綴杆６２０ｃと第６抓み綴杆６３０ｃとが対向し係合され、第７抓み綴杆６２０ｄと第８
抓み綴杆６３０ｄとが対向し係合されている。
　そして、第１綴杆５２０の第１抓み綴杆６２０ａと第３抓み綴杆６２０ｂとが例えば左
手の人指し指と親指とによって抓まれその間隔を縮められて、第２綴杆５３０の第２抓み
綴杆６３０ａ及び第４抓み綴杆６３０ｂとの係合を外され幅方向に回転して第１綴杆５２
０を開くように構成され、第２綴杆５３０の第６抓み綴杆６３０ｃと第８抓み綴杆６３０
ｄとが例えば右手の人指し指と親指とによってその間隔を縮められて、第１綴杆５２０の
第５抓み綴杆６２０ｃ及び第７抓み綴杆６２０ｄとの係合が外され幅方向に回転して第２
綴杆５３０を開くように構成されている。
【００５２】
　第１綴杆５２０を構成する半割杆５２０Ａと第２綴杆５３０を構成する半割杆５３０Ａ
とは、半割杆５２０Ａの第１綴杆の綴杆係止部５２２と、半割杆５３０Ａの第２綴杆の綴
杆係止部５３２とを係止することにより、略円環状に連結される。
　そして、第１綴杆５２０と第２綴杆５３０とは、第１抓み綴杆６２０ａの第１綴杆の綴
杆係止部５２２と第３抓み綴杆６２０ｂの第１綴杆の綴杆係止部５２２とを指で抓むこと
により、係止された第６抓み綴杆６３０ｃの第２綴杆の綴杆係止部５３２と第８抓み綴杆
６３０ｄの第２綴杆の綴杆係止部５３２とを指で抓むことにより、係止された第１抓み綴
杆６２０ａの第１綴杆の綴杆係止部５２２と第２抓み綴杆６３０ａの第２綴杆の綴杆係止
部５３２及び第３抓み綴杆６２０ｂの第１綴杆の綴杆係止部５２２と第４抓み綴杆６３０
ｂの第２綴杆の綴杆係止部５３２を脱係させることができるとともに、第６抓み綴杆６３
０ｃの第２綴杆の綴杆係止部５３２と第８抓み綴杆６３０ｄの第２綴杆の綴杆係止部５３
２とを指で抓むことにより、係止された第６抓み綴杆６３０ｃの第２綴杆の綴杆係止部５
３２と第５抓み綴杆６２０ｃの第１綴杆の綴杆係止部５２２及び第８抓み綴杆６３０ｄの
第２綴杆の綴杆係止部５３２と第７抓み綴杆６２０ｄの第１綴杆の綴杆係止部５２２を脱
係させることができるように、構成されている。
【００５３】
　第１綴杆５２０を構成する半割杆５２０Ａの先端に形成された第１抓み綴杆６２０ａの
綴杆係止部５２２ａを構成する先端の第１綴杆の凸部５２４及びその第１綴杆の凸部５２
４に続く第１綴杆の凹部５２６と、第２綴杆５３０を構成する半割杆５３０Ａの第２抓み
綴杆６３０ａの綴杆係止部５３２ａを構成する先端の第２綴杆の凸部５３４及びその先端
の第２綴杆の凸部５３４に続く第２綴杆の凹部５３６とは、第１綴杆５２０と第２綴杆５
３０とを閉じたとき係合するように逆方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている
。
　すなわち、第１綴杆５２０を構成する半割杆５２０Ａの先端に形成された第１抓み綴杆
６２０ａの綴杆係止部５２２ａを構成する第１綴杆の凸部５２４は、抓む方向とは反対側
である向こう側に向けて突き出されている。そして、その第１綴杆の凸部５２４に続く第
１綴杆の凹部５２６は、手前側に向けて凹んでいる。半割杆５３０Ａの先端に形成された
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第２抓み綴杆６３０ａの綴杆係止部５３２ａを構成する第２綴杆の凸部５３４は、抓む方
向側である手前側に向けて突き出されている。そして、その先端の第２綴杆の凸部５３４
に続く第２綴杆の凹部５３６は、向こう側に向けて凹んでいる。
　第１綴杆５２０と第２綴杆５３０とを閉じたとき係合するように、第１綴杆の凸部５２
４及び第１綴杆の凹部５２６と第２綴杆の凸部５３４及び第２綴杆の凹部５３６とは、逆
方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている。
　半割杆５２０Ａの第１抓み綴杆６２０ａの綴杆係止部５２２ａを構成する第１綴杆の凸
部５２４と半割杆５３０Ａの第２抓み綴杆６３０ａの綴杆係止部５３２ａを構成する第２
綴杆の凸部５３４とは、反対方向に向けて突き出し設けられている。
　また、半割杆５２０Ａの第１抓み綴杆６２０ａの綴杆係止部５２２ａを構成する第１綴
杆の凹部５２６と半割杆５３０Ａの第２抓み綴杆６３０ａの綴杆係止部５３２ａを構成す
る第２綴杆の凹部５３６とは、反対方向に向けて凹み形成されている。
【００５４】
　第１綴杆５２０を構成する半割杆５２０Ａの先端に形成された第３抓み綴杆６２０ｂの
綴杆係止部５２２ｂを構成する先端の第１綴杆の凸部５２４及びその第１綴杆の凸部５２
４に続く第１綴杆の凹部５２６と、第２綴杆５３０を構成する半割杆５３０Ａの第４抓み
綴杆６３０ｂの綴杆係止部５３２ｂを構成する先端の第２綴杆の凸部５３４及びその先端
の第２綴杆の凸部５３４に続く第２綴杆の凹部５３６とは、第１綴杆５２０と第２綴杆５
３０とを閉じたとき係合するように逆方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている
。
　すなわち、第１綴杆５２０を構成する半割杆５２０Ａの先端に形成された第３抓み綴杆
６２０ｂの綴杆係止部５２２ｂを構成する第１綴杆の凸部５２４は、抓む方向とは反対側
である手前側に向けて突き出されている。そして、その第１綴杆の凸部５２４に続く第１
綴杆の凹部５２６は、向こう側に向けて凹んでいる。半割杆５３０Ａの先端に形成された
第４抓み綴杆６３０ｂの綴杆係止部５３２ｂを構成する第２綴杆の凸部５３４は、抓む方
向側である向こう側に向けて突き出されている。そして、その先端の第２綴杆の凸部５３
４に続く第２綴杆の凹部５３６は、手前側に向けて凹んでいる。
　第１綴杆５２０と第２綴杆５３０とを閉じたとき係合するように、第１綴杆の凸部５２
４及び第１綴杆の凹部５２６と第２綴杆の凸部５３４及び第２綴杆の凹部５３６とは、逆
方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている。
　半割杆５２０Ａの第３抓み綴杆６２０ｂの綴杆係止部５２２ｂを構成する第１綴杆の凸
部５２４と半割杆５３０Ａの第４抓み綴杆６３０ｂの綴杆係止部５３２ｂを構成する第２
綴杆の凸部５３４とは、反対方向に向けて突き出し設けられている。
　また、半割杆５２０Ａの第３抓み綴杆６２０ｂの綴杆係止部５２２ｂを構成する第１綴
杆の凹部５２６と半割杆５３０Ａの第４抓み綴杆６３０ｂの綴杆係止部５３２ｂを構成す
る第２綴杆の凹部５３６とは、反対方向に向けて凹み形成されている。
【００５５】
　第１綴杆５２０を構成する半割杆５２０Ａの先端に形成された第５抓み綴杆６２０ｃの
綴杆係止部５２２ｃを構成する先端の第１綴杆の凸部５２４及びその第１綴杆の凸部５２
４に続く第１綴杆の凹部５２６と、第２綴杆５３０を構成する半割杆５３０Ａの第６抓み
綴杆６３０ｃの綴杆係止部５３２ｃを構成する先端の第２綴杆の凸部５３４及びその先端
の第２綴杆の凸部５３４に続く第２綴杆の凹部５３６とは、第１綴杆５２０と第２綴杆５
３０とを閉じたとき係合するように逆方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている
。
　すなわち、第１綴杆５２０を構成する半割杆５２０Ａの先端に形成された第５抓み綴杆
６２０ｃの綴杆係止部５２２ｃを構成する第１綴杆の凸部５２４は、抓む方向側である手
前側に向けて突き出されている。そして、その第１綴杆の凸部５２４に続く第１綴杆の凹
部５２６は、向こう側に向けて凹んでいる。半割杆５３０Ａの先端に形成された第６抓み
綴杆６３０ｃの綴杆係止部５３２ｃを構成する第２綴杆の凸部５３４は、抓む方向とは反
対側である向こう側に向けて突き出されている。そして、その先端の第２綴杆の凸部５３
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４に続く第２綴杆の凹部５３６は、手前側に向けて凹んでいる。
　第１綴杆５２０と第２綴杆５３０とを閉じたとき係合するように、第１綴杆の凸部５２
４及び第１綴杆の凹部５２６と第２綴杆の凸部５３４及び第２綴杆の凹部５３６とは、逆
方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている。
　半割杆５２０Ａの第５抓み綴杆６２０ｃの綴杆係止部５２２ｃを構成する第１綴杆の凸
部５２４と半割杆５３０Ａの第６抓み綴杆６３０ｃの綴杆係止部５３２ｃを構成する第２
綴杆の凸部５３４とは、反対方向に向けて突き出し設けられている。
　また、半割杆５２０Ａの第５抓み綴杆６２０ｃの綴杆係止部５２２ｃを構成する第１綴
杆の凹部５２６と半割杆５３０Ａの第６抓み綴杆６３０ｃの綴杆係止部５３２ｃを構成す
る第２綴杆の凹部５３６とは、反対方向に向けて凹み形成されている。
【００５６】
　第１綴杆５２０を構成する半割杆５２０Ａの先端に形成された第７抓み綴杆６２０ｄの
綴杆係止部５２２ｄを構成する先端の第１綴杆の凸部５２４及びその第１綴杆の凸部５２
４に続く第１綴杆の凹部５２６と、第２綴杆５３０を構成する半割杆５３０Ａの第８抓み
綴杆６３０ｄの綴杆係止部５３２ｄを構成する先端の第２綴杆の凸部５３４及びその先端
の第２綴杆の凸部５３４に続く第２綴杆の凹部５３６とは、第１綴杆５２０と第２綴杆５
３０とを閉じたとき係合するように逆方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている
。
　すなわち、第１綴杆５２０を構成する半割杆５２０Ａの先端に形成された第７抓み綴杆
６２０ｄの綴杆係止部５２２ｄを構成する第１綴杆の凸部５２４は、抓む方向側である向
こう側に向けて突き出されている。そして、その第１綴杆の凸部５２４に続く第１綴杆の
凹部５２６は、手前側に向けて凹んでいる。半割杆５３０Ａの先端に形成された第８抓み
綴杆６３０ｄの綴杆係止部５３２ｄを構成する第２綴杆の凸部５３４は、抓む方向とは反
対側である手前側に向けて突き出されている。そして、その先端の第２綴杆の凸部５３４
に続く第２綴杆の凹部５３６は、向こう側に向けて凹んでいる。
　第１綴杆５２０と第２綴杆５３０とを閉じたとき係合するように、第１綴杆の凸部５２
４及び第１綴杆の凹部５２６と第２綴杆の凸部５３４及び第２綴杆の凹部５３６とは、逆
方向に向けて突き出しあるいは凹み形成されている。
　半割杆５２０Ａの第７抓み綴杆６２０ｄの綴杆係止部５２２ｄを構成する第１綴杆の凸
部５２４と半割杆５３０Ａの第８抓み綴杆６３０ｄの綴杆係止部５３２ｄを構成する第２
綴杆の凸部５３４とは、反対方向に向けて突き出し設けられている。
　また、半割杆５２０Ａの第７抓み綴杆６２０ｄの綴杆係止部５２２ｄを構成する第１綴
杆の凹部５２６と半割杆５３０Ａの第８抓み綴杆６３０ｄの綴杆係止部５３２ｄを構成す
る第２綴杆の凹部５３６とは、反対方向に向けて凹み形成されている。
【００５７】
　前記第１抓み綴杆６２０ａの綴杆係止部５２２ａ及び第２抓み綴杆６３０ａの綴杆係止
部５３２ａは、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０の回転方向及び回転方向と交差する方
向に脱係しないように、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０の回転方向と交差する方向に
のびる脱係防止部５２８及び脱係防止部５３８が形成されている。
　第１抓み綴杆６２０ａの脱係防止部５２８は、頂部側において抓む側とは反対側の向こ
う側に向けて突き出る鉤鼻状係止凸部５２８ａと、基部５２０ａ側において手前側に向け
て凹む係止凹部５２８ｂとを有し、自由端側の係止凸部５２８ａから続いて基部５２０ａ
側に係止凹部５２８ｂが形成されている。
　第２抓み綴杆６３０ａの脱係防止部５３８は、頂部側において抓む方向である手前側に
向けて突き出る鉤鼻状係止凸部５３８ａと、基部５３０ａ側において向こう側に向けて凹
む係止凹部５３８ｂとを有し、自由端側の係止凸部５３８ａから続いて基部５３０ａ側に
係止凹部５３８ｂが形成されている。
　第１綴杆５２０の第１抓み綴杆６２０ａと第２綴杆５３０の第２抓み綴杆６３０ａとを
閉じたとき、第１抓み綴杆６２０ａの脱係防止部５２８の係止凸部５２８ａは脱係防止部
５３８の係止凹部５３８ｂに嵌合され、第２抓み綴杆６３０ａの脱係防止部５３８の係止
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凸部５３８ａは脱係防止部５２８の係止凹部５２８ｂに嵌合され、係止凸部５２８ａと係
止凸部５３８ａとは、第１綴杆５２０と第２綴杆５３０とを回転方向に引いたときに、突
き当たる。
　第１抓み綴杆６２０ａの綴杆係止部５２２ａの脱係防止部５２８は、第２抓み綴杆６３
０ａの綴杆係止部５３２ａの上部に向けて突き出され、第１抓み綴杆６２０ａの綴杆係止
部５２２ａと第２抓み綴杆６３０ａの綴杆係止部５３２ａとを係合したときに、第２綴杆
５３０が上方に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　第２抓み綴杆６３０ａの綴杆係止部５３２ａの脱係防止部５３８は、第１抓み綴杆６２
０ａの綴杆係止部５２２ａの上部に向けて突き出され、第１抓み綴杆６２０ａの綴杆係止
部５２２ａと第２抓み綴杆６３０ａの綴杆係止部５３２ａとを係合したときに、第１綴杆
５２０が上方に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　このように、この実施の形態においては、第１抓み綴杆６２０ａ及び第３抓み綴杆６２
０ｂの頂部を指で抓むことにより、第１抓み綴杆６２０ａ及び第３抓み綴杆６２０ｂとを
変位させて、第１綴杆５２０の半割杆５２０Ａの第１抓み綴杆６２０ａの綴杆係止部５２
２ａと第２綴杆５３０の半割杆５３０Ａの第２抓み綴杆６３０ａの綴杆係止部５３２ａと
の係合を外すことができる。
　なお、閉じるときにおいては、脱係防止部５２８の係止凸部５２８ａと脱係防止部５３
８の係止凸部５３８ａとは、突き出たり滑りながら係止凹部５３８ｂ及び係止凹部５２８
ｂに嵌まるように、なだらかな傾斜面が自由端から形成されている。
【００５８】
　前記第３抓み綴杆６２０ｂの綴杆係止部５２２ｂ及び第４抓み綴杆６３０ｂの綴杆係止
部５３２ｂは、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０の回転方向及び回転方向と交差する方
向に脱係しないように、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０の回転方向と交差する方向に
のびる脱係防止部５２８及び脱係防止部５３８が形成されている。
　第３抓み綴杆６２０ｂの脱係防止部５２８は、頂部側において抓む側とは反対側の手前
側に向けて突き出る鉤鼻状係止凸部５２８ａと、基部５２０ａ側において向こう側に向け
て凹む係止凹部５２８ｂとを有し、自由端側の係止凸部５２８ａから続いて基部５２０ａ
側に係止凹部５２８ｂが形成されている。
　第４抓み綴杆６３０ｂの脱係防止部５３８は、頂部側において抓む方向である向こう側
に向けて突き出る鉤鼻状係止凸部５３８ａと、基部５３０ａ側において手前側に向けて凹
む係止凹部５３８ｂとを有し、自由端側の係止凸部５３８ａから続いて基部５３０ａ側に
係止凹部５３８ｂが形成されている。
　第１綴杆５２０と第２綴杆５３０とを閉じたとき、第３抓み綴杆６２０ｂの脱係防止部
５２８の係止凸部５２８ａは脱係防止部５３８の係止凹部５３８ｂに嵌合され、第４抓み
綴杆６３０ｂの脱係防止部５３８の係止凸部５３８ａは脱係防止部５２８の係止凹部５２
８ｂに嵌合され、係止凸部５２８ａと係止凸部５３８ａとは、第１綴杆５２０と第２綴杆
５３０とを回転方向に引いたときに、突き当たる。
　第３抓み綴杆６２０ｂの綴杆係止部５２２ｂの脱係防止部５２８は、第４抓み綴杆６３
０ｂの綴杆係止部５３２ｂの上部に向けて突き出され、第３抓み綴杆６２０ｂの綴杆係止
部５２２ｂと第４抓み綴杆６３０ｂの綴杆係止部５３２ｂとを係合したときに、第２綴杆
５３０が上方に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　第４抓み綴杆６３０ｂの綴杆係止部５３２ｂの脱係防止部５３８は、第３抓み綴杆６２
０ｂの綴杆係止部５２２ｂの上部に向けて突き出され、第３抓み綴杆６２０ｂの綴杆係止
部５２２ｂと第４抓み綴杆６３０ｂの綴杆係止部５３２ｂとを係合したときに、第１綴杆
５２０が上方に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　このように、この実施の形態においては、第１抓み綴杆６２０ａ及び第３抓み綴杆６２
０ｂの頂部を指で抓むことにより、第１抓み綴杆６２０ａ及び第３抓み綴杆６２０ｂとを
変位させて、第１綴杆５２０の半割杆５２０Ａの第３抓み綴杆６２０ｂの綴杆係止部５２
２ｂと第２綴杆５３０の半割杆５３０Ａの第４抓み綴杆６３０ｂの綴杆係止部５３２ｂと
の係合を外すことができる。
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　なお、閉じるときにおいては、脱係防止部５２８の係止凸部５２８ａと脱係防止部５３
８の係止凸部５３８ａとは、突き出たり滑りながら係止凹部５３８ｂ及び係止凹部５２８
ｂに嵌まるように、なだらかな傾斜面が自由端から形成されている。
【００５９】
　前記第５抓み綴杆６２０ｃの綴杆係止部５２２ｃ及び第６抓み綴杆６３０ｃの綴杆係止
部５３２ｃは、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０の回転方向及び回転方向と交差する方
向に脱係しないように、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０の回転方向と交差する方向に
のびる脱係防止部５２８及び脱係防止部５３８が形成されている。
　第５抓み綴杆６２０ｃの脱係防止部５２８は、頂部側において抓む方向である手前側に
向けて突き出る鉤鼻状係止凸部５２８ａと、基部５２０ａ側において向こう側に向けて凹
む係止凹部５２８ｂとを有し、自由端側の係止凸部５２８ａから続いて基部５２０ａ側に
係止凹部５２８ｂが形成されている。
　第６抓み綴杆６３０ｃの脱係防止部５３８は、頂部側において抓む方向とは反対側であ
る向こう側に向けて突き出る鉤鼻状係止凸部５３８ａと、基部５３０ａ側において手前側
に向けて凹む係止凹部５３８ｂとを有し、自由端側の係止凸部５３８ａから続いて基部５
３０ａ側に係止凹部５３８ｂが形成されている。
　第１綴杆５２０と第２綴杆５３０とを閉じたとき、第５抓み綴杆６２０ｃの脱係防止部
５２８の係止凸部５２８ａは脱係防止部５３８の係止凹部５３８ｂに嵌合され、第６抓み
綴杆６３０ｃの脱係防止部５３８の係止凸部５３８ａは脱係防止部５２８の係止凹部５２
８ｂに嵌合され、係止凸部５２８ａと係止凸部５３８ａとは、第１綴杆５２０と第２綴杆
５３０とを回転方向に引いたときに、突き当たる。
　第５抓み綴杆６２０ｃの綴杆係止部５２２ｃの脱係防止部５２８は、第６抓み綴杆６３
０ｃの綴杆係止部５３２ｃの上部に向けて突き出され、第５抓み綴杆６２０ｃの綴杆係止
部５２２ｃと第６抓み綴杆６３０ｃの綴杆係止部５３２ｃとを係合したときに、第２綴杆
５３０が上方に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　第６抓み綴杆６３０ｃの綴杆係止部５３２ｃの脱係防止部５３８は、第５抓み綴杆６２
０ｃの綴杆係止部５２２ｃの上部に向けて突き出され、第５抓み綴杆６２０ｃの綴杆係止
部５２２ｃと第６抓み綴杆６３０ｃの綴杆係止部５３２ｃとを係合したときに、第１綴杆
５２０が上方に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　このように、この実施の形態においては、第６抓み綴杆６３０ｃ及び第８抓み綴杆６３
０ｄの頂部を指で抓むことにより、第６抓み綴杆６３０ｃ及び第８抓み綴杆６３０ｄとを
変位させて、第１綴杆５２０の半割杆５２０Ａの第５抓み綴杆６２０ｃの綴杆係止部５２
２ｃと第２綴杆５３０の半割杆５３０Ａの第６抓み綴杆６３０ｃの綴杆係止部５３２ｃと
の係合を外すことができる。
　なお、閉じるときにおいては、脱係防止部５２８の係止凸部５２８ａと脱係防止部５３
８の係止凸部５３８ａとは、突き出たり滑りながら係止凹部５３８ｂ及び係止凹部５２８
ｂに嵌まるように、なだらかな傾斜面が自由端から形成されている。
【００６０】
　前記第７抓み綴杆６２０ｄの綴杆係止部５２２ｄ及び第８抓み綴杆６３０ｄの綴杆係止
部５３２ｄは、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０の回転方向及び回転方向と交差する方
向に脱係しないように、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０の回転方向と交差する方向に
のびる脱係防止部５２８及び脱係防止部５３８が形成されている。
　第７抓み綴杆６２０ｄの脱係防止部５２８は、頂部側において抓む方向である向こう側
に向けて突き出る鉤鼻状係止凸部５２８ａと、基部５２０ａ側において向こう側に向けて
凹む係止凹部５２８ｂとを有し、自由端側の係止凸部５２８ａから続いて基部５２０ａ側
に係止凹部５２８ｂが形成されている。
　第８抓み綴杆６３０ｄの脱係防止部５３８は、頂部側において抓む方向とは反対側であ
る手前側に向けて突き出る鉤鼻状係止凸部５３８ａと、基部５３０ａ側において手前側に
向けて凹む係止凹部５３８ｂとを有し、自由端側の係止凸部５３８ａから続いて基部５３
０ａ側に係止凹部５３８ｂが形成されている。
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　第１綴杆５２０と第２綴杆５３０とを閉じたとき、第７抓み綴杆６２０ｄの脱係防止部
５２８の係止凸部５２８ａは脱係防止部５３８の係止凹部５３８ｂに嵌合され、第８抓み
綴杆６３０ｄの脱係防止部５３８の係止凸部５３８ａは脱係防止部５２８の係止凹部５２
８ｂに嵌合され、係止凸部５２８ａと係止凸部５３８ａとは、第１綴杆５２０と第２綴杆
５３０とを回転方向に引いたときに、突き当たる。
　第７抓み綴杆６２０ｄの綴杆係止部５２２ｄの脱係防止部５２８は、第８抓み綴杆６３
０ｄの綴杆係止部５３２ｄの上部に向けて突き出され、第７抓み綴杆６２０ｄの綴杆係止
部５２２ｄと、第８抓み綴杆６３０ｄの綴杆係止部５３２ｄとを係合したときに、第２綴
杆５３０が上方に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　第８抓み綴杆６３０ｄの綴杆係止部５３２ｄの脱係防止部５３８は、第７抓み綴杆６２
０ｄの綴杆係止部５２２ｄの上部に向けて突き出され、第７抓み綴杆６２０ｄの綴杆係止
部５２２ｄと第８抓み綴杆６３０ｄの綴杆係止部５３２ｄとを係合したときに、第１綴杆
５２０が上方に向けて衝撃などにより移動することを防止している。
　このように、この実施の形態においては、第６抓み綴杆６３０ｃ及び第８抓み綴杆６３
０ｄの頂部を指で抓むことにより、第６抓み綴杆６３０ｃ及び第８抓み綴杆６３０ｄとを
変位させて、第１綴杆５２０の半割杆５２０Ａの第７抓み綴杆６２０ｄの綴杆係止部５２
２ｄと第２綴杆５３０の半割杆５３０Ａの第８抓み綴杆６３０ｄの綴杆係止部５３２ｄと
の係合を外すことができる。
　なお、閉じるときにおいては、脱係防止部５２８の係止凸部５２８ａと脱係防止部５３
８の係止凸部５３８ａとは、突き出たり滑りながら係止凹部５３８ｂ及び係止凹部５２８
ｂに嵌まるように、なだらかな傾斜面が自由端から形成されている。
【００６１】
　半割杆５２０Ａの基部５２０ａの外周部及び半割杆５３０Ａの基部５３０ａの外周部は
、連結部５１４の下部と同じ位置に、その下部が位置するように形成されている。
　前記連結部５１４の幅（幅方向における）は、第１綴杆５２０側のリーフ１１０と第２
綴杆５３０側のリーフ１１０とを３６０度捲りかえして、連結部５１４を挟んで第１綴杆
５２０側のリーフ１１０の表面と第２綴杆５３０側のリーフ１１０の裏面とを比較的間隔
をあけずに接し合わせることができるように短く形成されている。
【００６２】
　綴具５１０は、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０に、リーフ１１０の高さ方向に適宜
な間隔をあけて連続して設けられた綴じ穴１１２を貫挿し、リーフ１１０の高さ方向にの
びる綴じ代側端縁１１４の側に軸部５１６を位置させ、綴じ穴１１２と綴じ代側端縁１１
４との間に第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０が架け渡されるようにして、リーフ１１０
を綴じ、ノートを形成する。
　綴具５１０は、綴具５１０の長さ方向が、幅方向にのびる端縁に綴じ穴１１２を形成し
たリーフ１１０の幅方向にのびるように、リーフ１１０を綴じて、ノートを形成してもよ
い。
【００６３】
　綴具５１０に綴じられたリーフ１１０は、図１７において示すように、軸部５１６側に
向けて捲りかえされ、閉じられて積層されていたときのリーフの表側１１０ａとリーフの
裏側１１０ｂとを軸部５１６を挟んで接し合わせるようにして、筆記等に用いることがで
きる。
【００６４】
　この発明の実施の形態によれば、前記綴杆部５１２を構成する綴杆５２０，５３０は、
第１綴杆５２０と第２綴杆５３０とが向き合うように、前記連結部５１４の長手方向に適
宜な間隔をおいて、連結部５１４の外側部ないし上側部から突設されているので、綴杆部
５１２を開いたときに綴杆部５１２の最下部が例えば机の天板等の表面に接地して水平に
安定し易く、且つ綴杆部５１２を適宜な角度に開き易い。
　この発明の実施の形態によれば、綴杆５２０，５３０の基部５２０ａ，５３０ａは、連
結部５１４の下部と同じ位置に、下部が位置するように形成されているので、綴杆部５１
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２を開いたときに綴杆部５１２の最下部が例えば机の天板等の表面に接地して水平に安定
し易く、且つ綴杆部５１２を適宜な角度に開き易い。
　この発明の実施の形態によれば、綴杆係止部５２２，５３２は、綴杆５２０，５３０の
回転方向において係止及び脱係するように、第１綴杆５２０の凸部５２４及び凹部５２６
と第２綴杆５３０の凹部５３６及び凸部５３４とが係合するように構成され、且つ、綴杆
５２０，５３０の回転方向と交差する方向に脱係しないように綴杆５２０，５３０の回転
方向にのびる脱係防止部５２８，５３８が形成されているので、綴杆５２０，５３０の回
転方向と交差する方向に、閉じられた綴杆の綴杆係止部５２２，５３２が脱係しにくい。
【００６５】
　この発明の実施の綴具５１０は、その綴杆部５１２に、リーフ１１０の綴じ穴１１２を
貫挿させて綴じられた、ノートを構成でき、又、表表紙と裏表紙と背表紙とを備えた表紙
に固定して、ファイル・バインダ類を構成できる。
【００６６】
　なお、前記実施の形態の綴具５１０は、図１図示実施の形態の連結部１４に比較的近い
構造である、連結部５１４を表側と裏側とに分断した構成にしてもよい。
　図２６及び２７図示綴具５１０は、前記図２５図示実施の形態の綴具５１０の変形例で
あり、連結部５１４が、第１連結部５５０と第２連結部５６０とに分断され、第１連結部
５５０と第２連結部５６０とは、薄肉状のヒンジ部５７０によって連結されている。
　連結部５１４を構成する第１連結部５５０は、第１連結部５５０と第２連結部５６０と
が向き合う領域である第１連結部の対向部５５６を備え、また、連結部５１４を構成する
第２連結部５６０は、第１連結部５５０と第２連結部５６０とが向き合う領域である第２
連結部の対向部５６６を備える。
　そして、第１連結部の対向部５５６と第２連結部の対向部５６６とは、回転方向と直交
し、綴具５１０を閉じたときに垂直にすなわち高さ方向にのびる平面であって、ヒンジ部
５７０は第１連結部５５０と第２連結部５６０の高さ方向において向こう側から手前側に
連続して形成され、図２７（Ｂ）に示すように、綴具５１０を閉じたときに対向部５５６
と対向部５６６とが密着するように構成されている。
【００６７】
　綴具５１０は、第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０に、リーフ１１０の高さ方向に適宜
な間隔をあけて連続して設けられた綴じ穴１１２を貫挿し、リーフ１１０の高さ方向にの
びる綴じ代側端縁１１４の側に軸部５１６を位置させ、綴じ穴１１２と綴じ代側端縁１１
４との間に第１綴杆５２０及び第２綴杆５３０が架け渡されるようにして、リーフ１１０
を綴じ、ノートを形成する。
　綴具５１０は、綴具５１０の長さ方向が、幅方向にのびる端縁に綴じ穴１１２を形成し
たリーフ１１０の幅方向にのびるように、リーフ１１０を綴じて、ノートを形成してもよ
い。
【００６８】
　図２８は、前記実施の形態の変形例である綴具の斜視図解図である。
　この綴具２１０は、複数の綴杆部２１２と、前記綴杆部２１２を連結するための連結部
２１４と、前記綴杆部２１２を構成する第１綴杆２２０と第２綴杆２３０とを開閉させる
ときの中心となるシャフト部３００を有する軸部２１６とを備える。
　前記綴杆部２１２を構成する綴杆は、一対の第１綴杆２２０と第２綴杆２３０とが向き
合うように、前記連結部２１４を構成する一対の第１連結部２５０と第２連結部２６０と
の各々に、その長手方向に適宜な間隔をおいて、連結部２１４の外側部ないし上側部から
突設されている。
　前記連結部２１４は、綴杆部２１２に綴じられたリーフ１１０を第１綴杆２２０及び第
２綴杆２３０に沿って捲り、３６０度捲りかえし、閉じたときに両端にあるリーフ１１０
の表側と裏側とが軸部２１６を挟んで接し合うことができるように、下部において第１綴
杆２２０及び第２綴杆２３０の基部と近接した位置に軸部２１６を連設されている。
　前記軸部２１６は、分離された、第１受け部２８０及び第１収容部２８２と第２受け部
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２９０及び第２収容部２９２とを備えており、前記連結部２１４の長手方向にのびて一対
の第１連結部２５０と第２連結部２６０とを連結し、前記第１綴杆２２０と第２綴杆２３
０との先端を合わせて閉鎖するとき及び第１綴杆２２０と第２綴杆２３０との先端を離間
させるときに回転中心となり、綴杆部２１２に綴じられたリーフ１１０を綴杆に沿って捲
り、３６０度捲りかえすことができるように構成されている。
　第１綴杆２２０及び第２綴杆２３０の基部は、第１連結部２５０及び第２連結部２６０
の下部と同じ位置に、その第１綴杆２２０及び第２綴杆２３０の外周部の下部が位置する
ように形成され、軸部２１６を構成する第１受け部２８０及び第２受け部２９０は、第１
連結部２５０及び第２連結部２６０の下部と同じ位置に、その上部が位置するように形成
されている。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　この発明にかかる綴具１０は、ファイル・バインダ類を構成する表紙の背表紙領域の内
側に固定して、用いることができ、又、単独で用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】この発明にかかる綴具を用いたノートの斜視図解図である。
【図２】この発明にかかる綴具の斜視図解図であり、（Ａ）は全体の図で、（Ｂ）は部分
的に拡大した図である。
【図３】この発明にかかる綴具の斜視図解図であり、（Ａ）は全体の図で、（Ｂ）は部分
的に拡大した図である。
【図４】第１綴具部材の斜視図解図である。
【図５】第２綴具部材の斜視図解図である。
【図６】この発明にかかる綴具を分解した状態における斜視図解図である。
【図７】閉じた状態における綴具の正面図解図である。
【図８】閉じた状態における綴具の背面図解図である。
【図９】図７Ａ－Ａ断面図解図である。
【図１０】図７Ｂ－Ｂ断面図解図である。
【図１１】開き始めた状態における綴具の正面図解図である。
【図１２】開き始めた状態における綴具の背面図解図である。
【図１３】開いた状態における綴具の正面図解図である。
【図１４】開いた状態における綴具の背面図解図である。
【図１５】図１３Ａ－Ａ断面図解図である。
【図１６】図１３Ｂ－Ｂ断面図解図である。
【図１７】ノートのリーフの開き方を示す平面図解図であり、（Ａ）は閉じた状態の図で
、（Ｂ）は半分捲った状態の図で、（Ｃ）は３６０度捲った状態の図である。
【図１８】別の実施の形態である綴具の閉じた状態における斜視図解図である。
【図１９】図１８図示綴具の開いた状態における斜視図解図である。
【図２０】図１図示綴具の変形例の平面図解図であり、（Ａ）は閉じた状態の図で、（Ｂ
）は綴具の開き方を示す図である。
【図２１】図１８図示綴具の変形例の平面図解図であり、（Ａ）は閉じた状態の図で、（
Ｂ）は綴具の開き方を示す図である。
【図２２】図１図示綴具の変形例の平面図解図であり、（Ａ）は閉じた状態の図で、（Ｂ
）は綴具の開き方を示す図である。
【図２３】別の実施の形態である綴具の開いた状態における斜視図解図である。
【図２４】図２３図示綴具の開き方を示す平面図解図である。
【図２５】図２３図示綴具を用いたノートにおける綴具の平面図解図である。
【図２６】この発明にかかる別の実施の形態である綴具の平面図解図である。
【図２７】この発明にかかる図２６図示綴具の平面図解図であり、（Ａ）は閉じた状態の
図で、（Ｂ）は綴具の開き方を示す図である。
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【図２８】変形例の斜視図解図である。
【図２９】綴具の説明図である。
【図３０】ノートの説明図であり、（Ａ）は全体の図であり、（Ｂ）はリーフの図である
。
【符号の説明】
【００７１】
　　１０，２１０，５１０　綴具
　　１２，２１２，５１２　綴杆部
　　１４，２１４，５１４　連結部
　　１６，２１６，５１６　軸部
　　１８Ａ　第１綴具部材
　　１８Ｂ　第２綴具部材
　　２０，２２０，５２０　第１綴杆
　　３０，２３０，５３０　第２綴杆
　　２０ａ，３０ａ，５２０ａ，５３０ａ　基部
　　２０ｂ，３０ｂ，５２０ｂ，５３０ｂ　自由端
　　２０Ａ，３０Ａ，５２０Ａ，５３０Ａ　半割杆
　　２２，５２２　第１綴杆の綴杆係止部
　　２２ａ，５２２ａ　第１抓み綴杆の綴杆係止部
　　２２ｂ，５２２ｂ　第３抓み綴杆の綴杆係止部
　　２２ｃ，５２２ｃ　第５抓み綴杆の綴杆係止部
　　２２ｄ，５２２ｄ　第７抓み綴杆の綴杆係止部
　　３２，５３２　第２綴杆の綴杆係止部
　　３２ａ，５３２ａ　第２抓み綴杆の綴杆係止部
　　３２ｂ，５３２ｂ　第４抓み綴杆の綴杆係止部
　　３２ｃ，５３２ｃ　第６抓み綴杆の綴杆係止部
　　３２ｄ，５３２ｄ　第８抓み綴杆の綴杆係止部
　　２４，５２４　第１綴杆の凸部
　　３４，５３４　第２綴杆の凸部
　　２６，５２６　第１綴杆の凹部
　　３６，５３６　第２綴杆の凹部
　　２８，３８，５２８，５３８　脱係防止部
　　２８ａ，３８ａ，５２８ａ，５３８ａ　係止凸部
　　２８ｂ，３８ｂ，５２８ｂ，５３８ｂ　係止凹部
　　４０　第１非抓み綴杆
　　４２　第２非抓み綴杆
　　４６　第１連繋部
　　４６ａ　凸部
　　４６ｂ　凹部
　　４８　第２連繋部
　　４８ａ　凸部
　　４８ｂ　凹部
　　５０，２５０　第１連結部
　　６０，２６０　第２連結部
　　５２　第１連結部の外側部
　　６２　第２連結部の外側部
　　５４　第１連結部の上側部
　　６４　第２連結部の上側部
　　５６　第１連結部の対向部
　　６６　第２連結部の対向部
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　　５８　第１連結部の下側部
　　６８　第２連結部の下側部
　　７０，７２　開き角規制部
　　７０ａ，７２ａ　接合面
　　８０，２８０　第１受け部
　　９０，２９０　第２受け部
　　８２，２８２　第１収容部
　　９２，２９２　第２収容部
　　８４，９４　開口部
　　８６，９６　円弧部
　　１００，３００　シャフト部
　　１０２　弾発部材
　　１１０　リーフ
　　１１０ａ　リーフの表側
　　１１０ｂ　リーフの裏側
　　１１２　綴じ穴
　　１１４　綴じ代側端縁
　　１２０ａ，６２０ａ　第１抓み綴杆
　　１２０ｂ，６２０ｂ　第３抓み綴杆
　　１２０ｃ，６２０ｃ　第５抓み綴杆
　　１２０ｄ，６２０ｄ　第７抓み綴杆
　　１２２ａ　第１空間部
　　１２２ｂ　第３空間部
　　１２２ｃ　第５空間部
　　１２２ｄ　第７空間部
　　１２４ｃ　第６空間部
　　１２４ｄ　第８空間部
　　１３０ａ，６３０ａ　第２抓み綴杆
　　１３０ｂ，６３０ｂ　第４抓み綴杆
　　１３０ｃ，６３０ｃ　第６抓み綴杆
　　１３０ｄ，６３０ｄ　第８抓み綴杆
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