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(57)【要約】
【課題】リール全体の軽量化が図れると共に、ドライブ
ギアの歯部の強度向上、及びドラグ性能の安定化が図れ
る両軸受型リールを提供する。
【解決手段】本発明の両軸受型リールは、ハンドル軸１
２に装着されるドライブギア１５が、歯面１５ｂを含む
外周部１５Ａと、ライニング材２１に隣接する本体部１
５Ｂが一体化して形成されている。この場合、外周部１
５Ａと本体部１５Ｂは、異種材料で構成されると共に、
外周部１５Ａが本体部１５Ｂよりも高強度材料で構成さ
れており、本体部１５Ｂ、ドラグワッシャ２３、ハンド
ル軸１２は、アルミ系金属で構成されていることを特徴
とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドル軸に装着されるドライブギアと、
　前記ハンドル軸に回り止め固定されると共に軸方向に移動可能に配設されるドラグワッ
シャと、前記ドライブギアとドラグワッシャとの間に介在されるライニング材とを具備し
たドラグ機構と、
を有する両軸受型リールにおいて、
　前記ドライブギアは、歯面を含む外周部と、前記ライニング材に隣接する本体部が一体
化して形成されており、
　前記外周部と本体部は、異種材料で構成されると共に、前記外周部が本体部よりも高強
度材料で構成されており、
　前記本体部、前記ドラグワッシャ、及び前記ハンドル軸は、アルミ系金属で構成されて
いることを特徴とする両軸受型リール。
【請求項２】
　前記外周部の構成材料は、前記本体部の構成材料と比較して高比重であることを特徴と
する請求項１に記載の両軸受型リール。
【請求項３】
　前記ドライブギアは、リング状に形成された前記外周部に対して、円柱状に形成された
前記本体部を圧入して一体化した後、前記歯面が形成されていることを特徴とする請求項
１又は２に記載の両軸受型リール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、両軸受型リールに関し、詳細には、ハンドル軸に装着されるドライブギア及
びドラグ機構を改良した両軸受型リールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、両軸受型リールは、ハンドル軸に配設されたドライブギアにドラグ機構を係
合させて、スプールの釣糸繰り出し方向の回転に所定の制動力を付与できるよう構成され
ている。前記ドライブギア及びこれに係合するドラグ機構は、例えば特許文献１に開示さ
れているように、ハンドル軸にドライブギアを回転可能に配設するとともに、ハンドル軸
にライニング材（摩擦板）を介在させてドラグワッシャを軸方向に移動可能に回り止め固
定しており、ドラグワッシャをライニング材に押圧することで、ハンドル軸に対してドラ
イブギアに所望の摩擦力を発生させるようになっている。
【０００３】
　ところで、両軸受型リールは、軽量化を図ることが行われており、上記した構成部材に
ついても、軽量化に寄与するように、軽比重系の金属、例えばアルミ系の合金を使用する
ことが考えられる。しかし、ドライブギアは、歯部に大きな負荷が加わるため、軽比重系
の金属で構成することは強度的に好ましくなく、したがって、ドライブギアのみを高強度
材料、例えば、鉄系金属、真鍮、チタン等で構成することが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開昭６３－６８７７４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記したように、ドライブギアの歯部の強度を向上する場合、ドライブギアについては
高強度材料を使用する必要があり、このような高強度材料は、リール全体の軽量化を図る
上で妨げとなってしまう。また、ドライブギアとドラグワッシャの構成材料が異なってし
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まうことから、ドラグ性能が不安定になり易いという問題がある。すなわち、ドラグ力は
、ライニング材の両面にドライブギアとドラグワッシャが圧接して摩擦力を発生させるた
め、ライニング材の両面側は、同一の条件になっていることが好ましい。
【０００６】
　本発明は、上記した問題に着目してなされたものであり、リール全体の軽量化が図れる
と共に、ドライブギアの歯部の強度向上、及びドラグ性能の安定化が図れる両軸受型リー
ル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】
【０００７】
　上記した目的を達成するために、本発明に係る両軸受型リールは、ハンドル軸に装着さ
れるドライブギアと、前記ハンドル軸に回り止め固定されると共に軸方向に移動可能に配
設されるドラグワッシャと、前記ドライブギアとドラグワッシャとの間に介在されるライ
ニング材とを具備したドラグ機構と、を有しており、前記ドライブギアは、歯面を含む外
周部と、前記ライニング材に隣接する本体部が一体化して形成されており、前記外周部と
本体部は、異種材料で構成されると共に、前記外周部が本体部よりも高強度材料で構成さ
れており、前記本体部、前記ドラグワッシャ、及び前記ハンドル軸は、アルミ系金属で構
成されていることを特徴とする。
【０００８】
　上記した両軸受型リールによれば、ドライブギアの歯面を含む外周部のみを高強度材料
とし、それ以外の部分（ライニング材と隣接するドライブギアの本体部、ドラグワッシャ
及びハンドル軸）については、アルミ系金属にしたことで、全体としての軽量化が図れ、
ドラグ機構におけるライニング材と隣接するドライブギアの本体部とドラグワッシャを同
一材料としたことで、ドラグ性能の安定化が図れ、さらには、ドライブギアの歯面を具備
する外周部のみを高強度材料にしたことで、ギア部の強度向上が図れるようになり、全体
として、軽量化とドラグ性能の安定化とギア部の強度向上とがバランス良く図れるように
なる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、リール全体の軽量化が図れると共に、ドライブギアの歯部の強度向上
が図れ、更にはドラグ性能が安定化した両軸受型リールが得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る両軸受型リールの一実施形態を示す図であり、内部構成を示した図
。
【図２】図１に示す構成において、ハンドル軸部分を拡大して示す図。
【図３】ドライブギアの構成を示し、（ａ）は断面図、（ｂ）は平面図。
【図４】図３（ａ）を拡大して示す図。
【図５】ドライブギアの別の構成例を示し、（ａ）は断面図、（ｂ）は平面図。
【図６】（ａ）は、図５（ａ）を拡大して示す図、（ｂ）は図５（ｂ）を拡大して示す図
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る両軸受型リールの実施形態について説明する。　
　図１から図４は、本発明に係る両軸受型リールの一実施形態を示す図であり、図１は、
内部構成を示した図、図２は、図１に示す構成において、ハンドル軸部分を拡大して示す
図、図３は、ドライブギアの構成を示し、（ａ）は断面図、（ｂ）は平面図、そして、図
４は、図３（ａ）を拡大して示す図である。
【００１２】
　本実施形態に係る両軸受型リールのリール本体１は、左右フレーム２ａ，２ｂと、各フ
レームを覆う左右カバー３ａ，３ｂとで構成される左右側板１Ａ，１Ｂを有している。前
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記両側板（左右フレーム）間には、スプール軸５が軸受７を介して回転自在に支持されて
おり、スプール軸５には、釣糸が巻回されるスプール５ａが一体的に装着されている。
【００１３】
　前記右フレーム３ｂから突出するスプール軸５の端部には、スプール軸５の軸方向に沿
って移動可能なピニオンギア８が取り付けられている。このピニオンギア８は、公知のク
ラッチ機構１０によって、スプール軸５と係合してスプール軸５と一体に回転する係合位
置（動力伝達状態；図１参照）と、スプール軸５との係合状態が解除される非係合位置（
動力遮断状態）との間で移動される。また、ピニオンギア８には、右側板１Ｂ側に軸受１
２ａを介して回転可能に支持されているハンドル軸１２に対して回転可能に装着されたド
ライブギア１５が噛合しており、ハンドル軸１２の先端部に設けられたハンドル１３を回
転操作すると、ハンドル軸１２、ドライブギア１５、及びピニオンギア８を介して、スプ
ール軸５が回転駆動され、それに伴ってスプール５ａが回転される。なお、ドライブギア
１５は、後述するドラグ機構２０によって、ハンドル軸１２との間で所望の制動力が加わ
った状態で回転可能に装着されている。
【００１４】
　また、前記スプール５ａの前方側の左右側板間には、レベルワインド機構１７が設置さ
れており、このレベルワインド機構１７は、釣糸を挿通、案内する釣糸案内体１７ａを備
えている。釣糸案内体１７ａは、前記ハンドル軸１２の基端部に設けられたギア１７ｂ及
び右フレームに支持された入力ギア１７ｃを介して回転駆動されるウォームシャフト１７
ｄと係合しており、前記ハンドル１３を回転操作すると、ギア１７ｂ及び入力ギア１７ｃ
を介してウォームシャフト１７ｄは回転駆動され、これに係合する釣糸案内体１７ａは、
左右側板間で往復駆動される。これにより、前記ハンドル１３を回転操作すると、上記し
たように、スプール５ａは回転駆動されることから、同期駆動する釣糸案内体１７ａを介
して、スプール５ａには釣糸が均等に巻回される。
【００１５】
　前記ハンドル軸１２とドライブギア１５との間には、以下のドラグ機構２０が設置され
ており、魚が掛かって釣糸が繰り出された場合等、回転するスプール５ａに対して所望の
制動力を付与する。
【００１６】
　本実施形態におけるドラグ機構２０は、前記ドライブギア１５のハンドル側表面に形成
された環状凹所１５ａ内に収容される輪帯形状のライニング材２１と、このライニング材
２１に面接すると共に、これを環状凹所１５ａ内で挟持するドラグワッシャ２３とを有し
ており、このドラグワッシャ２３は、ハンドル軸１２に沿って摺動する押圧部材２５によ
って、ドライブギア１５側に押圧されるようになっている。前記ライニング材２１は、ハ
ンドル軸１２に対してフリー回転可能な状態、ドラグワッシャ２３は、ハンドル軸１２の
断面形状に合せて内孔形状が非円形となっており、ハンドル軸１２に対して軸方向に移動
可能で一体回転可能な状態（回り止め固定された状態）に配設されている。なお、前記押
圧部材２５は、ハンドル軸１２の逆回転を防止する一方向クラッチ３２の内輪部材として
一体化されている。
【００１７】
　前記押圧部材２５は、前記ハンドル１３と併設するようにハンドル軸１２に回転可能に
設置されたドラグ操作部材２７を回転操作することによって、ドライブギア１５側に移動
され、これにより、ドラグワッシャ２３を介してライニング材２１が押圧され、ハンドル
軸と一体回転するドラグワッシャ２３との間で所定の摩擦力が生じ、ドライブギア１５は
ハンドル軸１２との間で、所定のドラグ力（制動力）が発生しつつ回転する。すなわち、
ドラグ操作部材２７の締め付け力を緩めておくと、魚が掛かった場合等、スプール５ａが
釣糸繰り出し方向に回転した際、ドライブギア１５は、ハンドル軸１２に対してライニン
グ材２１による摩擦力が作用した状態で滑ることから、スプール５ａは制動力が加わった
状態で回転可能となり、この結果、急激な負荷が釣糸に作用しても糸切れが防止される。
【００１８】
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　また、本実施形態のドラグ機構２０は、ドライブギア１５の反対面側にも、ハンドル軸
１２と一体回転する部材（ここではハンドル軸１２と一体回転する回転体３０）を設置し
ている。この場合、前記回転体３０は、前記一方向クラッチ３２に滑りが生じた場合に、
ハンドル軸１２の逆回転を阻止するラチェットとしての機能を有しており、このような機
能を有する回転体３０とドライブギア１５との間にも、ライニング材２１ａを介在して所
定の摩擦力を生じさせるようになっている。
【００１９】
　このため、回転体３０についても、前記本体部１５Ｂ、ハンドル軸１２、ドラグワッシ
ャ２３と同様、アルミ系金属で構成するのが好ましく、これにより、ドラグ性能をより安
定化することが可能となる。
【００２０】
　前記ドライブギア１５は、その歯面１５ｂを含む外周部１５Ａと、前記ライニング材２
１に隣接する部分（本体部と称する）１５Ｂの二部品が一体化して形成されており、外周
部１５Ａと本体部１５Ｂは、それぞれ異種材料で構成されると共に、外周部１５Ａが本体
部１５Ｂよりも高強度材料で構成されている。また、前記本体部１５Ｂ、前記ドラグワッ
シャ２３、及び前記ハンドル軸１２は、アルミ系金属（アルミ合金を含み、それぞれが系
の異なる合金であっても良い）で構成されている。
【００２１】
　具体的に、本実施形態では、本体部１５Ｂ、ドラグワッシャ２３、及びハンドル軸１２
を、共にアルミ合金（Ａ５０５６）で構成し、外周部１５Ａについては、本体部１５Ｂと
は異なる材料であり、強度が高い真鍮で構成している。
【００２２】
　上記した構成の両軸受型リールによれば、ドライブギア１５全体を、歯面に損傷等が生
じ難い高強度材料（真鍮など）で構成するのではなく、その歯面を含む外周部１５Ａのみ
を高強度材料で構成し、かつ、それよりも径方向内側の本体部１５Ｂを、軽量化が図れる
アルミ合金で構成したことから、ギア部の強度向上と軽量化を同時に図ることが可能とな
る。特に、ギア部の強度向上が図れることから、スプール軸に沿って摺動するピニオンギ
アの摺動性が低下するようなことはない。
【００２３】
　また、ライニング材２１と隣接するドライブギアの本体部１５Ｂ、ドラグワッシャ２３
及びハンドル軸１２を、アルミ合金で構成したことで、全体としての軽量化が図れると共
に、本体部１５Ｂとドラグワッシャ２３を同一材料にしたことで、ドラグ性能の安定化が
図れ、狙ったドラグ性能が出し易くなる。更には、これらを全て同一材料としたことで、
これらの間で電食が生じ難くなり、耐久性の向上が図れるようになる。すなわち、本実施
形態の構成によれば、軽量化とドラグ性能の安定化とギア部の強度向上とがバランス良く
図れた両軸受型リールとなる。
【００２４】
　また、上記したドライブギア１５の構成では、外周部１５Ａの構成材料は、本体部１５
Ｂの構成材料と比較して高比重であるため、ギア部分における慣性モーメントが大きくな
り、ピニオンギア８との噛合関係で微細な振動やコトコト音が生じても、その慣性モーメ
ントによって吸収することができ、しっとりとした回転感覚を得ることが可能となる。ま
た、クラッチ機構を切ってスプールをフリー回転操作したときのフリップハンドル操作が
良好となる（スプール５ａが長期、かつ滑らかに回転する）。
【００２５】
　上記したように構成されるドライブギア１５については、例えば、以下のようにして製
造することが可能である。
【００２６】
　外周部１５Ａを構成する部材として、真鍮をリング状に形成加工すると共に、本体部１
５Ｂを構成する部材として、アルミ合金を円柱状に形成加工する。そして、円柱状に形成
された本体部１５Ｂを外周部１５Ａの開口に対して圧入し、本体部１５Ｂを径方向に押し
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広げて両者を一体化する。このため、外周部１５Ａの内径と、本体部１５Ｂの外径につい
ては、両者を圧入した際、本体部１５Ｂが径方向に拡がって開口内面に対して圧接できる
ように設定されていれば良い。また、この際、図４に示すように、外周部１５Ａの内周面
に凹部１５ｄを形成しておくことで、本体部１５Ｂを外周部１５Ａに圧入する際、本体部
１５Ｂを塑性変形させて凹部１５ｄ内にかしめることが可能となり、両部材を強固に接合
して一体化することが可能となる。なお、凹部１５ｄの形成位置、形状については、特に
限定されるものではなく、円周方向に沿って形成しても良いし、円周方向に沿って所定間
隔毎に形成しても良い。このように、所定間隔毎に形成することで、本体部１５Ｂが抜け
難くなると共に、両者が相対的に周方向に回転することを阻止することが可能となる。
【００２７】
　次に、両部材が一体化された円板状の部材に対して所定の機械加工を施す。この機械加
工は、一体化された円板状の部材の本体部１５Ｂに対して、ハンドル軸１２が挿通される
孔１５ｅを形成すること、外周部１５Ａの外周面に対して、歯面１５ｂを形成すること、
及び、本体部１５Ｂに環状凹所１５ａを形成すること等が該当する。
【００２８】
　このように、本体部１５Ｂを外周部１５Ａに対して圧入して両者を一体化した後、前記
機械加工によって歯面１５ｂを形成することにより、強度的に優れ、かつ全体として軽量
化したドライブギア１５を精度良く、容易に製造することが可能となる。
【００２９】
　なお、ドライブギア１５については、上記したような圧入方式以外にも、例えば、本体
部１５Ｂを外周部１５Ａに対してインパクト成形して一体化しても良い。或いは、それ以
外にも、図５及び図６に示すように製造することが可能である。
【００３０】
　すなわち、図３及び図４に示した構成と同様、真鍮をリング状に形成加工すると共に、
アルミ合金を円柱状に形成加工する際、両者が圧入される境界部分Ｒに、図示されていな
い結合部材を嵌入する貫通孔１５ｇを形成しておく。この場合、貫通孔１５ｇは、リング
状の外周部１５Ａの内周面に軸方向に沿って断面半円形状の長溝を形成すると共に、円柱
状の本体部１５Ｂの外周面に軸方向に沿って断面半円形状の長溝を形成し、これらを合わ
せることで形成される。このような貫通孔１５ｇは、周方向に沿って複数個所（図では、
９０°の間隔で４箇所）形成されており、両部材を一体化した後、各貫通孔１５ｇに結合
部材であるピン（金属が好ましく、嵌入後に抜け止め処理される）、及び／又は接着剤を
充填することで、両部材を固定する。そして、両者が一体化された円板状の部材に対して
、上記した構成と同様、機械加工を施すことで、歯面が高強度で軽量化されたドライブギ
アを精度良く製造することが可能となる。
【００３１】
　勿論、ドライブギアの製造方法は一例にすぎず、上記したような圧入、カシメ、ピンの
嵌入、接着等の手法を併用することも可能である。
【００３２】
　実際に、本発明のように構成されたドライブギアを組み込んだ両軸受型リールと、従来
のドライブギアを組み込んだ両軸受型リールについて、その軽量化、耐久性（ドライブギ
アの耐久性）、ドラグ性能、及び、フリップハンドル性能について、試験を行った結果を
以下に示す。この場合、評価については、非常に良好であったものを◎、良好であったも
のを○、多少劣っていたものを△、劣っていたものを×で示してある。
【００３３】
　従来例１，２は、ドライブギアが単一の材料で構成されると共に、ドラグワッシャが異
なる材料で構成されたものであり、従来例１は真鍮のドライブギアとステンレスのドラグ
ワッシャの組み合わせ、従来例２はアルミ合金のドライブギアとステンレスのドラグワッ
シャの組み合わせである。また、実施例１は、上記した実施形態のように真鍮の外周部１
５Ａとアルミ合金の本体部１５Ｂを一体化した構成であり、実施例２は、外周部をチタン
合金、本体部をアルミ合金（Ａ５０５６）、ドラグワッシャを本体部と同様、アルミ合金
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（Ａ６０６１）で構成したものである。
【００３４】
【表１】

【００３５】
　この比較試験から明らかなように、本体部をアルミ系金属で構成し、外周部をそれより
も高強度材で構成したドライブギア組み込み、かつドラグワッシャ及びハンドル軸をアル
ミ系金属で構成した両軸受型リールでは、軽量化、耐久性、ドラグ性能を、バランス良く
向上することが可能となる。また、外周部１５Ａを本体部１５Ｂに対して、より高比重化
することで、フリップハンドル性能を更に向上することが可能となる。
【００３６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定され
ることはなく、種々変形することが可能である。例えば、ドライブギア１５については、
高強度材で構成される外周部１５Ａを、上記した真鍮以外にも、ステンレスやチタン合金
で構成しても良い。
【００３７】
　また、上記したように構成されるドライブギアにおける本体部１５Ｂは、ドラグ機構を
構成するライニング材２１と当接する部分がアルミ系金属で構成されていれば良く、本体
部１５Ｂを円板状に形成し、ドライブギア１５の環状凹所１５ａの内周面を、外周部１５
Ａそのもので形成しても良い。
【符号の説明】
【００３８】
１　リール本体
５　スプール軸
１２　ハンドル軸
１５　ドライブギア
１５Ａ　外周部
１５ｂ　歯面
１５Ｂ　本体部
２０　ドラグ機構
２１，２１ａ　ライニング材
２３　ドラグワッシャ
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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月22日(2012.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、上記したドライブギア１５の構成では、外周部１５Ａの構成材料は、本体部１５
Ｂの構成材料と比較して高比重であるため、ギア部分における慣性モーメントが大きくな
り、ピニオンギア８との噛合関係で微細な振動やコトコト音が生じても、その慣性モーメ
ントによって吸収することができ、しっとりとした回転感覚を得ることが可能となる。ま
た、フリップハンドル性能（店頭での評価などにおいて、ハンドルを巻き取り方向に、一
度だけ手で叩いた時に、どのくらい長く回転し続けるかを評価し、長く回り続けるものを
高い評価とする）が良好となる。
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