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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
軸筒内に、カム溝とするカム部を形成し、前方に回転カムとする可動押圧部材と、後方に
固定カムとするカム歯を、前記カム部に係合して摺動可能なカム機構を構成したペン先の
出し入れを行なう筆記具において、クリップ及び押圧レバーを、レバー支持部を介して軸
筒内の可動ノックホルダーに連接し、前記可動ノックホルダーの後方部に消去部材を装着
して、前記クリップを軸筒後方へ可動操作を行なうと同時に、前記可動押圧部材から、前
記カム歯又は可動ノックホルダーを離間させて、前記軸筒の後方端部孔から、前記消去部
材を突出させるように構成されたボールペン用の消去用部材付き筆記具。
【請求項２】
クリップにレバー支持部を介して、軸筒内の可動ノックホルダーに連接し、前記クリップ
の前方可動操作によって鉛筆芯の出し入れを行なう筆記具において、前記可動ノックホル
ダー内に、消去部材を装着して、前記消去部材の繰り出し機構による伸縮調整を行なえる
ように構成し、前記クリップを軸筒後方へ可動操作を行なうことによって、前記軸筒の後
方端部孔から前記消去部材を突出させるように構成されたシャープペンシル用の消去用部
材付き筆記具。
【請求項３】
　筆記具において、軸筒外周面に装着可能にした消去部材を長筒カバー状に形成し、前記
長筒カバー状の消去部材を、クリップ及び持ち上げ部を除いた部分の軸筒外周面に覆って
遊嵌自在に装着し、前記クリップを軸筒の後方へ可動操作と同時に連ねて、前記長筒カバ
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ー状の消去部材を軸筒の後方端部面から突出させて出し入れを行なうように構成された消
去用部材付き筆記具。
【請求項４】
クリップの持ち上げ部の裏側に凸玉部を設け、軸筒外周面に係止溝部を設けて、前記クリ
ップの後方可動操作時による消去部材の後方端部孔からの突出と同時に、前記凸玉部が、
前記係止溝部に係合して、前記クリップの前方移動阻止するためのストッパーを設けるこ
とを特徴とした請求項１乃至請求項３の何れかに記載の消去用部材付き筆記具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シャープペンシル用鉛筆芯の消去用消しゴム、又はボールペン等の熱変色性
筆記具用の筆跡を摩擦熱で消去する摩擦体等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、シャープペンシルに用いた繰り出し消しゴムとして、軸筒の後方端部に螺旋を加
工された筒体を取り付け、その筒体内部に消しゴムの外面に螺旋を形成してネジの原理に
よって挿入し、手で摘み回動によって消しゴムを繰り出されるものがあった。（例えば、
特許文献１参照。）
【０００３】
　また、熱変色性筆記具に用いられる摩擦体がクリップと一体となったものがあり、その
クリップを後方可動操作によって、軸筒の後方端部から摩擦体を突出させるものがある。
（例えば、特許文献２参照）
　さらに、熱変色性筆記具に用いられる摩擦体として、軸筒の後方端部に固着して取り付
けた摩擦体を、クリップと一体になった保護筒部で、そのクリップを後方可動操作によっ
て非使用時に摩擦体を覆うものがあった。（例えば、特許文献３参照。）
【０００４】
　以下、上記の特許文献に基づいて説明する。
　　特許文献１に記載された図面第一図及び第三図に基づいて説明すると、第一図には、
消しゴムに螺旋状２を形成し、それらの消しゴムを第三図で示すシャープペンシル本体頭
部に、螺旋加工を施した筒体を取り付けて、その筒体内に消しゴム頭部を指で回転させて
繰り出されるように挿入されている。
【０００５】
　それに、上記特許文献２に記載された図１～図２によれば、摩擦部９がクリップ本体５
１と基部５４、屈曲部５５、取り付け部５６等が一体にして、クリップ本体５１の後方可
動により、摩擦部９が軸筒２の後方端部から突出させている。
　さらに、上記特許文献３に記載された図４では、軸筒２の後方端部に、摩擦体４を取り
付けて非使用時、筒状の保護筒部６をクリップ本体５１と一体にして後方移動し、摩擦体
４の外周を包囲している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】　公開実用平成３－１０６０９２号公報
【特許文献２】　特開２０１２－２１８３８９号公報
【特許文献３】　特開２０１４－１２８９１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記、特許文献１で述べた従来のシャープペンシル用消しゴムの消去部材は、シャープ
ペンシル本体頭部の端部に筒体を固定して消しゴム体を挿入され、消去しやすくするため
消しゴムの頭部を常時露出されているので、ゴミ屑等が付着して消去時、紙面も汚れ、且
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つ収納ができない問題があった。
【０００８】
また、上記特許文献２の熱変色性筆記具１は、クリップ本体５１の前後の可動移動時、何
れにおいても摩擦部９が露出しているため、これらもゴミ屑等が付着して消去時、紙面も
汚れ、且つ摩擦部９を軸筒内に収納ができない問題があった。
【０００９】
　それに、上記特許文献３の熱変色性筆記具１の摩擦体４の消去部材は、軸筒の後方端部
に摩擦体４を固着されて取り付けられ、その摩擦体４にゴミ屑等が付着して汚れないよう
に筒状の保護筒部６で包囲し、それらの筒状の保護筒部６が軸筒２の外周面から前後の可
動時に露出して覆うため、見栄えが悪く邪魔になり不便であった。
　さらに、クリップ本体５１と筒状の保護筒部６が一体であるため製作上、複雑化で組立
てやコスト等の問題があった。
【００１０】
　そして、可動操作用のクリップ本体５１と筆記体３が常時連接されているため、これら
の構造をシャープペンシルに応用して用いることができない問題、さらに摩擦体４の代わ
りに消しゴムを装着してこれらの繰り出し機構ができない問題があった。
【００１１】
　本発明は、このような従来の構成が有していた問題を解決しようとするものであり、シ
ャープペンシル又は熱変色性筆記具等の何れの筆記具にも拘らず、応用ができる消去部材
付き筆記具の提供を実現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】
【００１２】
　下記で示す筆記芯１２とは、シャープペンシル用として鉛筆芯２８を収容する芯ケース
、熱変色性筆記具用として、熱変色性インキを収容するレフイール等に該当する。
【００１３】
　また、下記で示す「前方」とは、軸筒１のペン先出口３５方向を指し、その反対に「後
方」とは、消去部材１５の突出口である後方端部孔１９方向を指している。
【００１４】
　各々の筆記具において、クリップ２又は押圧レバー５がレバー支持６部を介して軸筒１
内の可動ノックホルダー９に連接し、前記可動ノックホルダー９の後方部１４にシャープ
ペンシル用消しゴム又は熱変色性筆記具用摩擦体の消去部材１５を装着して、前記クリッ
プ２又は押圧レバー５を軸筒１後方に可動操作を行なって、消去部材１５の突出口とする
軸筒１の後方端部孔１９から、前記消去部材１５を突出させて出し入れし、且つ前記消去
部材１５を軸筒１内に収納できるように構成する。
【００１５】
　そして、シャープペンシル用として可動ノックホルダー９の後方部１４に装着した消し
ゴムの消去部材１５を、前記後方部１４から繰り出し機構を構成して、使用時の磨耗によ
る伸縮調整を行ない、軸筒１の後方端部孔１９から前記消去部材１５を突出させて出し入
れを行なうようにする。
【００１６】
　上記、消しゴムを用いての繰り出し機構を行うためには、前記可動ノックホルダー９を
筒体状に形成して、その筒体内に螺旋２５を設け、ロング状の消しゴム体の外面にも螺旋
２５を設けて螺旋２５同士のかみ合わせで出し入れ伸縮調整機構を構成する。
【００１７】
　それに、消しゴム用の消去部材１５に貫通孔２７を貫き形成して鉛筆芯２８を、前記貫
通孔２７から挿入し、軸筒１内の鉛筆芯ケースに瞬時に収納できるようにする。
　消しゴムの前方端部面に、鉛筆芯２８の逆戻り阻止するための、通過阻止弁２９を設け
る。
【００１８】
　上述の消しゴムの繰り出し機構及び消しゴムの貫通孔からの鉛筆芯を挿入させる方法や
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通過阻止弁は、本願の出願人と同一出願人が出願されたものがあり、その出願番号は、特
願２０１４－１４２７１０号で示している。
【００１９】
　さらに、可動ノックホルダー９の前方部１０を、可動押圧部材１３及び筆記芯１２の方
向と、離間又は接する機構を構成し、クリップ２又は押圧レバー５を前後の可動操作によ
って、ペン先３４又は消去部材１５の何れの出し入れにおいても、両立自在に行なえるよ
うにする。
【００２０】
　また、熱変色性筆記具において、軸筒１の外周面に装着可能にした摩擦体として用いる
消去部材１５を長円筒カバー状に形成し、前記長円筒カバー状の消去部材１５を、クリッ
プ２及び持ち上げ部４を除いた部分の軸筒外周面３２に覆って、後方にスライドしやすく
するために、遊びを持たせて遊嵌に装着し、前記クリップ２又は押圧レバー５を軸筒１の
後方へ可動操作と同時に連ねて、前記長円筒カバー状の消去部材１５を軸筒１の後方端部
面から突出させて出し入れを行なうように構成する。
【００２１】
　上記の長円筒カバー状の消去部材１５をクリップ２の部分に装着すると、軸筒１の握り
時、手の付け根に当たる部分であり、手の付け根の保護材及び滑り防止として用いること
ができて便利である。これらに関する出願が、本願の出願人と同一出願人が出願されたも
のがあり、その出願番号は、特願２０１５－４１７６４号で示している。
【００２２】
　尚、熱変色性筆記具用の摩擦体による筆跡消去部材１５は、消しゴムとの材質の相違に
より、磨耗することがないため繰り出し機構の構成は特に必要としなくてもよい。
【００２３】
　それに、クリップ２又は押圧レバー５を軸筒１の後方に可動移動して軸筒１の後方端部
面から消去部材１５の突出時、前記クリップ２又は押圧レバー５の前方へ移動阻止するた
めのストッパー用係止溝部２２機構を構成して、前記消去部材１５である消しゴム又は摩
擦体としての筆跡消去使用中に発生する押圧摩擦の圧力に耐えられるようにする。因って
、上述の本発明の解決手段を用いると、シャープペン又は熱変色性筆記具等の何れにも応
用ができる。尚、近年では、消しゴムでも消去可能なゲルインクボールペン等があり、シ
ャープペンだけとは限らず、これらに用いてもよい。
【発明の効果】
【００２４】
　上述したように、本発明の消去部材付き筆記具は、シャープペンシルやボールペン等の
何れの筆記具においても用いることができるため非常に便利になる。
【００２５】
　軸筒内の可動ノックホルダーに装着した消しゴム又は摩擦体による消去部材は、必要時
、軸筒の後方端部孔から突出させて筆跡を容易に消去することができると共に、軸筒内に
収納できて、ゴミ等の付着防止に効果が発揮するため筆跡の消去時、従来のように用紙を
汚すことがなくなる。
【００２６】
　可動ノックホルダーに装着した消しゴム体の消去部材が、繰り出し機構によって伸縮出
し入れ調整が可能のため、軸筒の後方端部孔から突出調整ができて便利である。
【００２７】
　消しゴムを装着した消去部材に、貫通孔を形成することによって、従来のようにキャッ
プ等の取り外しが不要となり、瞬時に鉛筆芯を芯ケースに挿入することができ、且つ通過
阻止弁で鉛筆芯の逆戻り阻止ができる。
【００２８】
　可動ノックホルダーの前方部を、可動押圧部材及び筆記芯の方向と離間又は接する機構
を構成しているため、クリップの前後の可動操作によって、筆記芯又は消去部材の何れか
の出し入れが両立できる。
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【００２９】
　長円筒カバー状に形成した消去部材をクリップ又は押圧レバーの後方可動操作と共に、
同時に前記消去部材も連ねて可動させ、軸筒の後方端部面から突出させることができるた
め、熱変色性筆記具の筆跡を容易に消去でき、且つ軸筒外周面に装着することによって筆
記時、手の付け根の保護材及び滑り防止に活用ができる。
【００３０】
　それに、クリップ又は押圧レバーの後方移動の消去部材突出時、消去部材の筆跡消去時
に発生する圧力によって、前記クリップ又は押圧レバーの前方移動阻止とするためのスト
ッパー用係止溝部を設けて逆戻りを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】　本発明の第一実施形態による破断線で示した側面の部分断面図
【図２】　図１の消去部材を突出させて使用状態を示す側面断面図
【図３】　本発明の第二実施形態による破断線で示した側面の部分断面図
【図４】　本発明の第三実施形態による破断線で示した側面の部分断面図
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態を図１～図４に基づいて説明する。
【実施例１】
【００３３】
　図１においては、第一実施例による熱変色性筆記具に用いた摩擦体の消去部材１５を収
納した状態の側面断面図である。軸筒１の後方にクリップ２に段部３を設け、前方に持ち
上げ部４と、後方に押圧レバー５を形成する。
【００３４】
　クリップ２及び押圧レバー５を支軸７に嵌合してバネ８を装着し、レバー支持６に連結
し、押圧レバー５の押圧によって、持ち上げ部４と同時に上下反復可動を行なうようにす
る。
　レバー支持６は、軸筒１内の可動ノックホルダー９に連接されて、前記可動ノックホル
ダー９の前方部１０にカム歯１１を設け、一方の後方部１４に消去部材１５を装着して熱
変色性インキの筆跡消去用摩擦体とする。
【００３５】
　前記可動ノックホルダー９に連接されたクリップ２及び押圧レバー５は、軸筒１に設け
た前方スライド溝１６と後方スライド溝１７によって、前後の可動操作ができるようにし
、前記可動ノックホルダー９の前方部１０は、筆記芯１２と連接された可動押圧部材１３
に接すると共に、且つ離間可能にしている。
　筆記芯１２は交換時、可動押圧部材１３から分離することができて、且つ常時スプリン
グ２１によって、可動押圧部材１３を押圧して連接されている。
【００３６】
　一方の後方部１４に装着した消去部材１５は、軸筒１の後方に取り付けた着脱キャップ
１８の後方端部孔１９から突出させて出し入れ、且つ軸筒１内に収納できるようにする。
着脱キャップ１８の取り付け方法は、係止ワンタッチ式、螺旋式、貫入装着式何れでもよ
く、着脱して組立て及び消去部材１５の装着を容易にし、且つレバー支持６の後方ストッ
パーとして用いる。
　尚、上記の着脱キャップ１８は、必ずしも必要とせず、軸筒の後方端部面に直に、孔を
設けた下記で示す図４の後方端部孔１９と同様でもよく、任意で用途によって用いれば用
を成すものである。
【００３７】
　そして、クリップ２又は押圧レバー５の前方可動操作によって、可動ノックホルダー９
の前方部１０が、可動押圧部材１３に接し、押圧によって筆記芯１２と共にペン先３４を
ペン先出口３５から出し入れができるようになる。
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　軸筒１内にカム部２０が形成され、筆記芯１２と連接されている可動押圧部材１３が回
転しながらカム部２０と係合して、前後の出し入れ調整を行なうと共に軸筒１内のスプリ
ング２１によって反復可動を行ない、出し入れを行なえるようにする。
　筆記芯１２（又はレフィール）には、熱変色性インキが収容されている。
【００３８】
　上述の前方部１０にカム歯１１が形成されている部分を、連結部３６から分離した方法
でも可動部材１３に接してペン先３４の出し入れができるため何れでも用を成す。
上述のように、軸筒１内に、カム溝とするカム部２０を形成し、前方に回転カムとする可
動押圧部材１３と、後方に固定カムとするカム歯１１を、前記カム部２０に係わり合うよ
うに係合して、これらを摺動可能なカム機構を構成したボールペン用のペン先３４の出し
入れを行なうようにする。
周知のカム機構は、回転カムとする可動押圧部材１３と、前記可動押圧部材１３を押圧す
るための固定カムであるカム歯１１は、カム部２０に係合させ、常時密着させて摺動させ
る構造のものであって、従来、これら（可動ノックホルダー９含む）を互いに離間させて
の主要となる発明が存在していない。
本発明は、カム機構を構成した可動押圧部材１３からカム歯１１又は可動ノックホルダー
９を離間させることによって、同時に消去部材１５を後方端部孔１９から突出させると共
に且つ、クリップ２を前方移動して再度カム機構に復帰させ、カム機構の発揮が行なえる
と言う効果が奏する。
【００３９】
　図２は、図１による消去部材１５の突出状態（筆跡の消去状態）を示す側面断面図であ
る。
　クリップ２の段部３を後方に押圧することによって、レバー支持６が後方スライド溝１
７をスライドし、後方端部孔１９から消去部材１５を突出させて、熱変色性インキの筆跡
を摩擦して摩擦熱で消去する。
【００４０】
　一方の可動ノックホルダー９の前方部１０が、筆記芯１２及び可動押圧部材１３から離
間するように構成されているため、クリップ２の前後の可動移動操作によって筆記芯１２
と消去部材１５の何れかの出し入れが両立して行なえる。
【００４１】
　それに、消去部材１５の摩擦による筆跡消去中、押圧摩擦の圧力でクリップ２が前方に
戻らないように阻止するためのストッパー用係止溝部２２に凸玉部２３を係合させて係止
し、押圧レバー５の押圧で凸玉部２３が係止溝部２２から離間して外れる。
　クリップ２の後方移動時、凸玉部２３が玉部スライド溝３７から持ち上がって係止溝部
２２に係合して固定される。
【実施例２】
【００４２】
　図３は、第二実施例によるシャープペンシルに用いた消しゴムの消去部材１５を収納し
た状態の側面断面図である。
　クリップ２に持ち上げ部４とＵ形状の段部３を形成して、レバー支持６を可動ノックホ
ルダー９に連接し、前記Ｕ形状の段部３に指で後方押圧して移動しやすくする。
　可動ノックホルダー９は、前方スライド溝１６と後方スライド溝１７によって前後の可
動移動が行なえる。
鉛筆芯２８の出し入れ操作は、押圧レバー５を前方に押圧することによって、凸玉部２３
が玉部スライド溝３７をスライドしてペン先３４がペン先出口３５から出し入れできる。
　後方部１４に、消去部材１５とする消しゴムを装着して繰り出し方法を行うためには、
前記可動ノックホルダー９を円筒状に形成してその内部に螺旋２５を形成する。
【００４３】
　消しゴムの外面にも螺旋２５を形成して、可動ノックホルダー９の内部の螺旋２５同士
と係合させながら後方部１４から挿入し、消去部材１５の後端部を摘み回動して出し入れ
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の伸縮調整を行ない、着脱キャップ１８の後方端部孔１９から適量の長さに加減して突出
させ、磨耗毎に前記着脱キャップ１８を外して伸縮調整を行なう。
【００４４】
　尚、上述した螺旋による消しゴムの繰り出し方法のほかに、特開２００４－３０１２０
７号公報、特開２００５－１６１６４３号公報、実開昭５６－１４９６９１号公報による
消しゴムの繰り出し方法を本発明に用いることができて、多種多様に考えられ何れでも用
を成すものである。
【００４５】
　一方の前方部１０を長円筒状に形成し、それらに筆記芯１２に遊びを持たせて遊嵌に挿
入して、クリップ２による前方可動押圧時に係止片２６に接し、芯チャック３３によって
鉛筆芯２８を支持し、スプリング２１で反復して前記筆記芯１２の出し入れが行なえるよ
うにして、クリップ２が後方移動時には、筆記芯１２から離間する。
【００４６】
　筆記芯１２が挿入された長円筒状の前方部１０は、前後可動移動できるように遊びを持
たせて遊嵌に挿入され、且つ筆記芯１２が離脱しないようにピストン状にして筆記芯１２
と離間できるようにする。
上述のように、クリップ２にレバー支持６部を介して、軸筒１内の可動ノックホルダー９
に連接し、前記クリップ２の前方可動操作によってシャープペンシル用の鉛筆芯２８の出
し入れを行なえるようにする。
前記可動ノックホルダー９の前方部１０に筆記芯１２の後端部を遊嵌自在に係合して連接
し、一方の可動ノックホルダー９内に、消去部材１５を装着して、繰り出し機構による伸
縮調整を行なえるように構成し、前記クリップ２を軸筒１後方へ可動操作を行なうと同時
に、前記可動ノックホルダー９の前方部１０が筆記芯１２から連接しながら遊嵌自在に離
間して、軸筒１の後方端部孔１９から前記消去部材１５を突出させるように構成する。
　可動ノックホルダー９内からロング状の消去部材１５の繰り出し機構が構成されている
ため、磨耗毎に何度も繰り出しができると共に、同時にクリップ２を後方へ移動させて後
方端部孔１９から突出させると言う効果が奏する。
【００４７】
　消去部材１５とした消しゴムの内部に、前後方向に貫いた貫通孔２７を形成し、前記貫
通孔２７の後方端部面から鉛筆芯２８を筆記芯１２（又は芯ケース）内に瞬時に挿入する
。
　挿入された鉛筆芯２８は、貫通孔２７から逆戻り阻止を行なう通過阻止弁２９を設ける
。
【００４８】
クリップ２の後方可動移動によって、消しゴムの消去部材１５が後方端部孔１９から突出
させると同時に、凸玉部２３が係止溝部２２に係合して係止され、係止解除するには、ク
リップ２の持ち上げ部４を上方に持ち上げることにより凸玉部２３が係止溝部２２から離
間して外れる。
【実施例３】
【００４９】
　図４は、第三実施例による熱変色性筆記具に用いる消去部材１５を軸筒外周面３２に装
着した状態の側面断面図である。
【００５０】
　軸筒１の後方に段差を設けた長円筒状の凹軸筒３０を形成し、その部分に熱変色性イン
キの筆跡消去摩擦用の消去部材１５を長円筒状の凹軸筒３０外周面に被せて装着する。消
去部材１５は、長円筒カバー状に形成されて上記凹軸筒３０に遊びを持たせて遊嵌に挿入
され装着されている。
【００５１】
　前記凹軸筒３０に、クリップ２の持ち上げ部４と段部３及び押圧レバー５を設けてレバ
ー支持６の支軸７によって、前記レバー支持６に嵌合し、バネ８を介して上下反復可能に
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取り付ける。
【００５２】
　上記、クリップ２及びレバー支持６は、凹軸筒３０に後方の移動操作が行なえるように
、後方スライド溝１７を形成し、レバー支持６が凹軸筒３０から離脱しないようにスライ
ド可能に取り付けている。
【００５３】
　凹軸筒３０に装着されている消去部材１５は、クリップ２と一体となって、前後の可動
操作と共に連動して、軸筒１の後方端部面から突出させることができ、突出時の消去部材
１５は、ノック部３１を覆うため摩擦消去に支障はない。
　それに、長円筒カバー状の消去部材１５のみを手動での可動操作も可能であり、その場
合のクリップは固着させて可動しなくてもよい。
【００５４】
　筆記芯１２及びペン先３４の出し入れ操作は、軸筒１の後方に設けた押圧式のノック部
３１の押圧操作によって、ノック部３１のカム歯１１が回転するカム付き可動押圧部材１
３のカムに係合し、軸筒１内のカム部２０によって出入り調整を行ない、前記筆記芯１２
及びペン先３４をペン先出口３５から出し入れを行なう。
【００５５】
　軸筒１の後方端部面から突出時の消去部材１５は、消去摩擦によってクリップ２が前方
に戻されないようにストッパー用係止溝部２２に凸玉部２３が係止され、外す場合は押圧
レバー５を押圧すればよい。
【００５６】
　尚、上述の図１～図４によるレバー支持６を介してクリップ２を可動ノックホルダー９
に連接しているがそのほかの方法として、クリップ２を取り除いて、前記のレバー支持６
のみを軸筒外周面３２から露出させて操作用摘みとし、クリップ２の代わりにその部分を
前後の可動移動操作用として用いてもよい。
　クリップの必要時、上記の操作用摘みと別途にクリップを分離して軸筒外周面３２に取
り付けてもよい。
【００５７】
　上述で示したような単式の出没筆記具のほかに、多芯筆記具又は複式筆記具等に用いる
ことができる。その場合の複数の多芯による複式筆記具として用いる場合は、可動ノック
ホルダー９の前方部１０以下に、多芯構造による複式筆記具を構成すればよい。
【００５８】
それに、上述の図１～図２及び図４によるボールペン時、カム歯１１、カム部２０等のノ
ック機構は部品数が多くなるものの、少なくするためには、上述のクリップ２に設けた凸
玉部２３の係止溝部２２をさらに持ち上げ部４の前方軸筒面に別に設けることによって、
クリップ２を前方移動して係止させれば、連接している筆記芯１２のペン先３４を突出状
態にすることで筆記ができる。本発明の消去部材付き筆記具用のクリップ２との組合せで
、新たな筆記芯１２を連接した出し入れの筆記具ができる。そのようにするためには、上
述で示した特許文献２の特開２０１２－２１８３８９号による筆記体８をクリップ本体５
１と連接するようなペン先出し入れ機構を構成すればよい。
【００５９】
　上述の各実施例によって、筆記具及び消去部材１５の各々用途の選択により、何れの筆
記具にも用いることができて便利で効果が奏する。
【符号の説明】
【００６０】
１　　軸筒
２　　クリップ
４　　持ち上げ部
５　　押圧レバー
６　　レバー支持
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９　　可動ノックホルダー
１０　前方部
１１　カム歯
１２　筆記芯
１３　可動押圧部材
１４　後方部
１５　消去部材
１６　前方スライド溝
１７　後方スライド溝
１９　後方端部孔
２０　カム部
２２　係止溝部
２３　凸玉部
２５　螺旋
２７　貫通孔
２８　鉛筆芯
２９　通過阻止弁
３０　凹軸筒
３１　ノック部
３２　軸筒外周面
３４　ペン先
３７　玉部スライド溝
【要約】
【課題】　従来のシャープペン又は熱変色性ボールペンに用いられる筆跡消去用の消去部
材として、消しゴム及び摩擦熱で消去する摩擦体を軸筒の後端部に露出して取り付けてい
たため、キャップ紛失、ゴミ屑等が付着して消去時、用紙が汚れる問題があった。
【解決手段】　クリップ２を、軸筒１内の可動ノックホルダー９に連接して、これらを前
後の可動移動操作を可能にし、前方部１０を筆記芯１２の方向と離間又は接する機構を構
成し、一方の後方部１４に消去部材１５を装着して軸筒１の後方端部孔１９から突出させ
て出し入れすると共に、軸筒１内に、前記消去部材１５を収納できるようにする。
【選択図】図１
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【図２】

【図３】

【図４】
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