QR 1

Quality
Review

KURUTOGA&orenz

「 オレンズ 」は 0 . 2 m mと
0.3mmの2種類の展開
で、価格は500円＋税。

「 ク ルトガ 」は 0 . 3 m m 、
0.5mm、0,7mmの３種類
で、価格は450円＋税。

KURUTOGA&orenz

一定の太さで書ける・芯が折れない
高機能型シャープペンシル
取材・文・撮影／ JQR 編集部

最新技術を搭載
細かい文字もキレイに
美しく書ける

芯 クするだけで芯が出るシ
を削る手間がなく、ノッ

ャープペンシル。登場して以来、

「芯が偏減りせずにとがった状態

うユニークな方法だ。通常のシャ

を維持できるので、つねに細い文

ープペンシルのようにノックすると

字が書けます。また、文字に濃淡

パイプが出てくるが、そこから芯

が出ないうえ、芯が崩れないので

を出さずにパイプだけの状態で

芯の粉が出ず、ノートや手が汚れ

筆記する。

にくいのです」
（三菱鉛筆横浜研

「目では見えないほどわずかです

究所開発センター・中山協さん）

が、パイプの先が丸くなっていま

これまでのユーザー調査では、

握りやすいグリップ、振るだけで

がスライドして短くなるので、パ

芯が出るなど、持ちやすさや使い

を聞いてもとくに回答がなかった

イプから芯を出さずに書いても紙

やすさにさまざまな工夫がされて

が、
「クルトガ」
を使ってもらうと、

面に引っかかりません。
なおかつ、

きたが、何十年も鉛筆の代用品と

従来の製品に比べて「芯が紙にひ

パイプがつねに芯をサポートする

しての位置づけは変わらなかっ

っかからなくなった」
「画数の多

ため極細の芯でも芯が折れないの

た。ところが最近、“ 書き文字の

い漢字もきれいに書ける」といっ

です」
（ぺんてるマーケティング

美しさ ” にこだわった新機構を搭

た喜びの声があがったという。

推進部・水口和也さん）

載した商品が登場。これまでのシ
ャープペンシルにはない書き心地

芯を出さないで書く

パイプの先が丸くなっており、芯の減りに合わせてスライドしていく。

ペンシルの芯は強化シリカを練り

一方、0.2 ミリ、0.3 ミリとい

っている。通常の芯の半分の太さ

そのひとつが三菱鉛筆が発売す

しかなくとも折れないのは芯の強

る「クルトガ」だ。“ クルッと回

に、芯が折れないと話題なのがぺ

さにもある。

ってトガった芯をキープ ” という

んてるの「オレンズ」だ。製図用

ただ書くだけでなく、美しく書

発想から名づけられたように、字

シャープペンシルとして建築やイ

くという見た目にまでこだわった

を書く時、芯が紙に触れるたびに

ンテリア関連の仕事に就く人に愛

シャープペンシル。パソコンから

「クルトガエンジン」という独自

用されていたものを一般向けに改

打ち出された美しい文字を見慣れ

の機構により 9 度ずつ芯が回る。

良し、価格を抑えた。極細の芯を

ている今だからこそ、細く美しく

40 回繰り返すと 360 度、つま

折らないために考え出されたの

書ける筆記具が必要とされている

り１回転し、
芯が円錐状にとがる。

が、“ 芯を出さないで書く ” とい

のかもしれない。

●お問い合わせ先 三菱鉛筆 70120・321433 http://www.mpuni.co.jp
ぺんてる お客様相談室 70120・12・8133 http://www.pentel.co.jp
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オレンズ

また、同社が販売するシャープ

う驚異的な細さで文字が書けるの

しりと書く学生たちに人気だ。

字をページいっぱいに書く時や、資料に細かい書き込みをする時にも文字がつぶれずキレイに書ける。

込み、折れにくい特殊な構造にな

から、ノートに小さな文字をぎっ
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す。芯が減るのに合わせてパイプ

シャープペンシルに対しての不満

上が通常の0.5mm、下が0.2mmの芯。
0.2mmの芯を作れるのはぺんてるのみ。

クルトガ

ペン内部の「クルトガシステム」は以下のような仕組みでギアが回転する。
芯が紙に接触

筆圧がかかる

中ギアが浮き上がる

上ギアと噛み合って、中
ギアが左へ移動

芯が紙から離れる

バネの力で中ギアが下
に押し戻される

芯が離れた後

下ギアと噛み合って、中
ギアが左へ移動

通常のシャープペンシルのパーツは約10
個程度だが「クルトガ」
は20個と約2倍。
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Article 9 of the Constitution

有斐閣の六法全書は条約を含めて6500ページに及ぶ。
岩波書店の広辞苑も3000ページのボリュームだ。

Article 9 of the Constitution

戦争を放棄し平和を希求する
「日本国憲法第九条」
文・撮影／ JQR 編集部

世界でも類を見ないと
言われる憲法九条。広辞苑で
その内容を読んでみる

者が異を唱え、多くの国民が反対
の声を上げているのは周知の通り
だ。安倍政権と自民党は九条の読
み方を変えていると指摘している
のである。

平 易い。だが、不思議なこ
和をイメージするのは容

とに、その平和を実現するのは極
めて困難である。人類は争いを繰
り返し、懲りもなく歴史を憎悪の
血で染めてきた。日本もかつて自
ら戦争に進み、その結果、多くの
国民を死に至らしめ、近隣諸国を
侵略して取り返しのつかない犠牲
を強いたのである。
戦後制定された日本国憲法。そ
の第九条には、日本国民は戦争を

永久に放棄すると明記されてい
る。にも関わらず、
「安全保障環
境が変わったため、集団的自衛権
が使えるよう
にする」とい
う安倍政権の
提案が今、国
会で論議され
ている。その
提案に対して
多くの憲法学
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読み方を変えている？
そもそも憲法九条は、様々な解
釈ができるような、込み入った、
難しい条文なのだろうか？
そこで、改めて九条を読んでみ
ることにした。九条の条文を右ペ
ージに掲載したので、皆さんにも
読んで欲しい。そして、単語の意
味を広辞苑で引き、右の表にまと
めた。
意味を取り間違えようもない、
実にシンプルで分かりやすい条文
だと思うが、いかがだろうか？
安倍総理は、安全保障の状況は
変わったと言う。だが、積極的平
和外交を唱えるのなら、武力を持
って戦うよりも、この憲法九条を
広めることこそが、その趣旨に合
うのではないだろうか。
ちなみに「侵略」の意味を広辞
苑で引いてみた。
『他国に侵入し
てその領土や財物を奪い取るこ
と』とあった。

9 条に出てくる単語と広辞苑の解説

正義

正しい筋道。人がふみ行うべき
正しい道。

秩序

物事の条理。物事の正しい順序・
筋道。

平和

戦争がなくて世が安穏であるこ
と。

誠実

他人や仕事に対して、まじめで
真心がこもっていること。

希求

願いもとめること。

国権

国家の権力。国家の支配・統治
権。

発動

動き出すこと。活動を起こすこ
と。

戦争

武力による国家間の闘争。

武力

軍隊の力。兵力。

威嚇

武力や威力でおどすこと。

行使

権力・力などを実際に使うこと。

紛争

もつれて争うこと。もめごと。

解決

問題やもつれた事件などを、う
まく処理すること。

手段

目的を達するための具体的なや
り方。

永久

いつまでも変わらずに続くこ
と。

放棄

自分の権利・利益を使わずに喪
失させること。

憲法九条はたった8行。だが、
それは人類の理想・目的を掲げている。

［日本国憲法第九条］
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛
争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持
しない。国の交戦権は、これを認めない。
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