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(57)【要約】
【課題】スプールが損傷するのを防止できるとともに、
糸落ちを未然に防止する。
【解決手段】釣糸Ｌが巻回される釣糸巻回胴部３ａの前
側にフランジ部３ｂが設けられ、後側に円筒部３ｃが設
けられたスプール３を備え、ハンドル５の回転操作に連
動して回転するロータ２の釣糸案内部２１を介して、釣
糸巻回胴部３ａに釣糸Ｌを巻回する魚釣用スピニングリ
ールであって、スプール３は、円筒部３ｃの前部に設け
られた大径部３１と、円筒部３ｃの後部に設けられ、大
径部３１よりも小径とされた小径部３３と、小径部３３
の後端部に設けられ、円筒部３ｃの軸方向と鋭角を成し
て前方へ延出する釣糸係止部３４と、を備える構成とし
た。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　釣糸が巻回される釣糸巻回胴部の前側にフランジ部が設けられ、後側に円筒部が設けら
れたスプールを備え、ハンドルの回転操作に連動して回転するロータの釣糸案内部を介し
て、前記釣糸巻回胴部に釣糸を巻回する魚釣用スピニングリールであって、
　前記スプールは、
　前記円筒部の前部に設けられた大径部と、
　前記円筒部の後部に設けられ、前記大径部よりも小径とされた小径部と、
　前記小径部の後端部に設けられ、前記円筒部の軸方向と鋭角を成して前方へ延出する釣
糸係止部と、を備えることを特徴とする魚釣用スピニングリール。
【請求項２】
　前記釣糸係止部の最大外径は、前記大径部の外径よりも小さいことを特徴とする請求項
１に記載の魚釣用スピニングリール。
【請求項３】
　前記釣糸係止部は延出端へ向けて先細り形状であることを特徴とする請求項１または請
求項２に記載の魚釣用スピニングリール。
【請求項４】
　前記釣糸係止部は周方向に間隔を空けて複数設けられていることを特徴とする請求項１
から請求項３のいずれか１項に記載の魚釣用スピニングリール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は魚釣用スピニングリールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、魚釣用スピニングリールは、リール本体の前方に回転可能に設けられたロー
タと、このロータの回転運動と同期して前後方向移動可能に設けられ、ロータを介して釣
糸が巻回されるスプールとを有して構成される。スプールは、前側鍔部を含むフランジ部
、釣糸巻回胴部、円筒部（スカ－ト部）で構成されている。
【０００３】
　ところで、魚釣用スピニングリールは、釣糸の放出または巻き取りの一連の操作の中で
、釣糸の巻き付け状態が崩れて釣糸が解れることがある。また、解れに加えて、張力変化
、風の影響等による糸ふけ現象により釣糸の巻き付け位置が後方へずれることがある。こ
の場合、例えば、釣糸がスプールの内側等に侵入して、スプールの内側に配置されるロー
タ等に絡み付いたりする糸落ちが発生するおそれがあった。
【０００４】
　従来、このような糸落ちを防止する目的で、スプールの円筒部の後端部の外周に、軸に
直交する方向に突出する係止突部を設けた魚釣用スピニングリールが知られている（例え
ば、特許文献１参照）。
　この魚釣用スピニングリールでは、解れた釣糸を係止突部に係止することができ、糸落
ちを未然に防止することができる。
【０００５】
　また、スプールの円筒部の外周に凹部を設けた魚釣用スピニングリールも知られている
（例えば、特許文献２参照）。
　この魚釣用スピニングリールでは、解れた釣糸を凹部に係止することができ、糸落ちを
未然に防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－２３１７３８号公報
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【特許文献２】特開２００８－１１８９１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１の魚釣用スピニングリールでは、大径に形成された円筒部の後端部の外周か
ら軸直方向に係止突部が突出している。このため、例えば釣りの最中に、あるいは移動時
、携帯時等に、誤って他物に係止突部を当ててスプールが損傷するおそれがあった。
【０００８】
　この点、特許文献２の魚釣用スピニングリールは、円筒部の径方向外側に突出する部分
がないのでスプールが損傷し難い。しかしながら、特許文献２の魚釣用スピニングリール
では、凹部の前後に傾斜面が形成されているので、解れた釣糸が凹部内に係止された後に
、凹部から外れて糸落ちするおそれがあり、これを改善したいという要望があった。
【０００９】
　本発明は、前記課題を解決するためになされたものであり、スプールが損傷するのを防
止できるとともに、糸落ちを未然に防止することができる魚釣用スピニングリールを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このような課題を解決する本発明の魚釣用スピニングリールは、釣糸が巻回される釣糸
巻回胴部の前側にフランジ部が設けられ、後側に円筒部が設けられたスプールを備え、ハ
ンドルの回転操作に連動して回転するロータの釣糸案内部を介して、前記釣糸巻回胴部に
釣糸を巻回する魚釣用スピニングリールであって、前記スプールは、前記円筒部の前部に
設けられた大径部と、前記円筒部の後部に設けられ、前記大径部よりも小径とされた小径
部と、前記小径部の後端部に設けられ、前記円筒部の軸方向と鋭角を成して前方へ延出す
る釣糸係止部と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　この魚釣用スピニングリールによれば、円筒部の大径部よりも小径とされた（一段低く
された）小径部に釣糸係止部が設けられているので、大径部に釣糸係止部が設けられてい
る場合に比べて、径方向外側への突出量を小さくすることができる。しかも、釣糸係止部
は、小径部の後端部に設けられているので、解れや糸ふけ現象等によって釣糸の巻き付け
位置が後方へずれた際に釣糸を小径部に絡ませつつ後端部の釣糸係止部に好適に係止する
ことがきる。また、釣糸係止部は、小径部の後端部から円筒部の軸方向と鋭角を成して前
方へ延出しているので、前記のように径方向外側への突出量を抑えながら、延出量（係止
される面積）を備えたものとなる。
【００１２】
　また、前記釣糸係止部の最大外径は、前記大径部の外径よりも小さいのがよい。このよ
うにすると、大径部よりも径方向内側に釣糸係止部を配置することができ、釣糸係止部を
保護することができる。
【００１３】
　また、前記釣糸係止部は延出端へ向けて先細り形状であるとよい。このようにすると、
解れや糸ふけ現象等によって釣糸の巻き付け位置が後方へずれた際に、仮に釣糸係止部を
越えてスプールの後方に糸落ちすることがあっても、釣糸に前方向の力が加わると、先細
り形状の釣糸係止部の後面を通って釣糸巻回胴部側に釣糸が戻されることとなる。
【００１４】
　また、前記釣糸係止部は周方向に間隔を空けて複数設けられているのがよい。このよう
にすると、釣糸係止部が周状に設けられているものに比べて、スプールの軽量化を図るこ
とができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の魚釣用スピニングリールによれば、釣糸係止部の径方向外側への突出量を小さ
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くすることができるので、例えば釣りの最中、あるいは移動時、携帯時等に、他物に釣糸
係止部が当たり難くなる。したがって、スプールが損傷するのを好適に防止することがで
きる。
　また、解れや糸ふけ現象等によって釣糸の巻き付け位置が後方へずれた際に、釣糸を小
径部に絡ませつつ釣糸係止部に好適に係止することができるので、糸落ちを効果的に防止
することができる。
　また、釣糸係止部は、径方向外側への突出量を抑えながら延出量（係止される面積）を
確保しているので、釣糸の巻き付け位置が後方へずれた際に、釣糸の引っ掛かり性がよい
。したがって、糸落ちを効果的に防止することができる。
【００１６】
　また、釣糸係止部の最大外径を円筒部の大径部の外径よりも小さくすることで、大径部
よりも径方向内側にて釣糸係止部を保護することができるので、スプールが損傷するのを
好適に防止することができる。
【００１７】
　また、釣糸係止部を延出端へ向けて先細り形状とすることで、仮に釣糸係止部を越えて
スプールの後方に糸落ちすることがあっても、釣糸に前方向の力が加わると、先細り形状
の釣糸係止部の後面を通って釣糸巻回胴部側に釣糸が戻されるので、糸落ちを効果的に回
避することができる。
【００１８】
　また、釣糸係止部が周方向に間隔を空けて複数設けられている構成では、釣糸係止部が
周状に設けられているものに比べてスプールの軽量化を図ることができるので、魚釣操作
性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る魚釣用スピニングリールを示す側面図である。
【図２】同じく魚釣用スピニングリールの全体構成を示す図である。
【図３】一部を切り欠いて示すスプールの斜視図である。
【図４】（ａ）はスプールの円筒部を示す断面図、（ｂ）は同じく円筒部の拡大断面図で
ある。
【図５】釣糸係止部の作用を示す説明図である。
【図６】釣糸係止部の作用を示す説明図である。
【図７】変形例のスプールを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る魚釣用スピニングリールの実施形態について図面を参照して説明す
る。なお、以下の説明において、「上下」「前後」を言うときは、図１に示した方向を基
準とする。
【００２１】
　図１に示すように、主として、魚釣用スピニングリールは、図示しない釣竿に装着する
ための脚部１Ａが形成されたリール本体１（例えば、金属から形成される）と、リール本
体１の前方に回転可能に設けられたロータ２と、このロータ２の回転運動と同期して前後
方向移動可能に設けられたスプール３とを有して構成される。リール本体１は、側部開口
が蓋部材１Ｂで閉塞されている。
　スプール３には解れた釣糸を係止することができる釣糸係止部３４が設けられている。
【００２２】
　リール本体１には、図示しない軸受を介してハンドル軸４（図２参照）が回転可能に支
持されている。ハンドル軸４の図示しない突出端部には、巻き取り操作されるハンドル５
が取り付けられている。ハンドル軸４には、図示しない軸筒が回り止め固定されている。
この軸筒には、図２に示すように、ロータ２を巻き取り駆動するための内歯が形成された
ドライブギヤ６が一体的に形成されている。このドライブギヤ６は、ハンドル軸４と直交
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する方向に延出するとともに内部に軸方向に延出する空洞部を有する回転軸筒（駆動軸）
８のピニオンギヤ８ａに噛合している。
【００２３】
　回転軸筒８は、ピニオンギヤ８ａの前後方向の中央部と後側において、軸受（ボールベ
アリング）１２ａ、１２ｂを介してリール本体１に回転可能に支持されている。また、回
転軸筒８はスプール３側に向けて延出しており、その先端部にロータ２がロータナット２
ａによって取り付けられている。
　ピニオンギヤ８ａの中央部の軸受１２ａは、その後端がピニオンギヤ８ａの前端、およ
びリール本体１の前側中央に形成された凹所の支持部１ｂに突き当てられて保持されてい
る。また、軸受１２ａは、前端が転がり式一方向クラッチ１０の内輪９によって軸方向で
抜け止めされている。
　一方、ピニオンギヤ８ａの後側の軸受１２ｂは、ピニオンギヤ８ａの後端とリール本体
１に形成された支持部１ｆとに挟持されることにより固定されている。
【００２４】
　一方向クラッチ１０は、ハンドル５（ロータ２）の釣糸放出方向への逆回転を防止する
公知の逆転防止機構（ストッパ）を構成している。
　一方向クラッチ１０は、リール本体１の下部に設けられた切換部材１１に連動しており
、切換部材１１を回動操作することで、一方向クラッチ１０が作動状態と非作動状態とに
切り換えられるように構成されている。この場合、切換部材１１を作動状態に切り換える
ことで、ハンドル５（ロータ２）の逆転方向の回転（釣糸放出方向の回転）が防止される
。
　このような一方向クラッチ１０は、保護カバー１３によってその外周が包囲されて保護
されている。
【００２５】
　回転軸筒８の内部には、空洞部が形成されており、この空洞部には、摺動可能なクリア
ランスを有してスプール軸１４が挿通支持されている。スプール軸１４の後端には、スプ
ール３（スプール軸１４）を前後往復動させるための公知のスプール往復動装置１５が係
合している。
【００２６】
　このような構成を有する魚釣用スピニングリールにおいて、ハンドル５により巻き取り
操作を行うと、ロータ２が巻き取り駆動機構を介して回転駆動されるとともに、スプール
３がスプール往復動装置１５を介して前後往復動される。これにより、釣糸は、ロータ２
の釣糸案内部２１を介してスプール３の釣糸巻回胴部３ａ（図３参照）に均等に巻回され
る。
【００２７】
　ロータ２は、略円筒状に形成された筒部２２を備えており、その外周には、略１８０°
間隔おいて一対のアーム部２３が形成されている。各アーム部２３は、筒部２２の後側（
リール本体１側）から径方向外側に突き出した連結部２２ａを介して筒部２２に一体形成
されており、連結部２２ａから軸方向に延出している。これにより、筒部２２と各アーム
部２３との間には隙間Ｓ３が形成されている。隙間Ｓ３には、スプール３の円筒部３ｃ（
図３参照）が配置される。
【００２８】
　図２に示すように、一対のアーム部２３の先端には、支持部材２４がそれぞれ支持され
ている。支持部材２４は、公知のように、支軸を中心として釣糸巻き取り位置と釣糸放出
位置との間で回動可能である。一方の支持部材２４の先端部には、釣糸案内部（ラインロ
ーラ）２１が設けられている。また、両支持部材２４の間には、ベール２５が設けられて
いる。ベール２５は、支持部材２４が釣糸放出位置から釣糸巻き取り位置へ反転した際、
釣糸をピックアップして釣糸案内部２１へ案内する。なお、ベール２５を備えていない構
成（ベールレスタイプ）であってもよい。
【００２９】
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　なお、一対のアーム部２３のうち、一方のアーム部２３の内部には、支持部材２４を釣
糸巻き取り位置と釣糸放出位置との間で反転させて振り分け保持する反転保持機構（図示
せず）が配設されている。また、一対のアーム部２３間には、補強部材２６（図１参照）
が設けられている。
　補強部材２６は、一対のアーム部２３間に架設されており、一方のアーム部２３の側部
から他方のアーム部２３の側部に向けて後方に向けて湾曲するアーチ状（略Ｕ字状、リー
ル本体１に向けて湾曲凸状）に形成されている。
【００３０】
　スプール３は、図３に示すように、釣糸が巻回される釣糸巻回胴部３ａと、釣糸巻回胴
部３ａの前側に設けられたフランジ部３ｂと、釣糸巻回胴部３ａの後側に設けられた円筒
部３ｃ（スカート部）とを備えている。
【００３１】
　釣糸巻回胴部３ａの前端部には、フランジ部３ｂを成す壁状の保持部３ｂ１が一体に設
けられている。釣糸巻回胴部３ａの後端部には、円筒部３ｃに向けて立ち上がる後側鍔部
３ａ１が一体に設けられている。
【００３２】
　フランジ部３ｂは、釣糸巻回胴部３ａに連続する保持部３ｂ１と、保持部３ｂ１の延出
端に取り付けられるリング状の前側鍔部３ｂ２と、保持部３ｂ１との間に前側鍔部３ｂ２
を挟持するナット部材３ｂ３とを備えている。ナット部材３ｂ３は、釣糸巻回胴部３ａの
内側に挿入される挿入部３ｂ４を有している。挿入部３ｂ４の後端部は、円筒状の支持部
３８に螺合により固定されている。支持部３８は、連結部３８ａを介して釣糸巻回胴部３
ａおよび後側鍔部３ａ１に一体に設けられている。
【００３３】
　円筒部３ｃは、後側鍔部３ａ１の延出端に連続する大径部３１と、大径部３１の後端部
に連続する傾斜部３２と、傾斜部３２の後端部に連続する小径部３３と、小径部３３の後
端部に設けられた釣糸係止部３４と、を備えている。
【００３４】
　大径部３１は、図４（ａ）に示すように、ロータ２の筒部２２の外周面と略平行な外周
面を備えて形成されている。傾斜部３２の外周面は、後方に向けて漸次小径となる傾斜面
となっている。小径部３３は、大径部３１よりも全体的に小径とされており、その外周面
は、後方へ向けて漸次小径となる傾斜面となっている。小径部３３の外周面は、傾斜部３
２の外周面よりも傾斜が緩やかに設定されている。本実施形態では、小径部３３の外周面
が、図４（ｂ）に示すように、大径部３１の外周面に対して角度θ１で傾斜している。こ
れにより、小径部３３は、後方になればなるほど、大径部３１の径方向内側に位置するよ
うになっている。
【００３５】
　釣糸係止部３４は、小径部３３の後端部において、円筒部３ｃの軸方向と直交する方向
より前傾して延出している。つまり、釣糸係止部３４は、図４（ｂ）に示すように、円筒
部３ｃの軸方向と（前面３５が）鋭角θ２を成して前方へ延出している。なお、釣糸係止
部３４と小径部３３との成す角度も鋭角である。釣糸掛止部３４は、周方向に連続して設
けられている。
【００３６】
　釣糸係止部３４は、延出端へ向けて先細り形状とされており、断面略三角形状とされて
いる。これにより、釣糸係止部３４の後面３７は、後方へ向けて漸次小径となる傾斜面と
され、ロータ２の筒部２２の外周面に対しても前傾となる傾斜面に形成されている。
【００３７】
　釣糸係止部３４の最大外径は、円筒部３ｃの大径部３１の外径よりも小さく設定されて
いる。これによって、釣糸係止部３４は、図４（ｂ）に示すように、径方向の寸法差Ｓ１
分、先端部が径方向内側に位置している。
【００３８】
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　次に、図５，６を参照して、釣糸Ｌの巻き付け位置が後方へずれた際の作用について説
明する。
　釣糸Ｌの放出または巻き取りの一連の操作の中で、釣糸Ｌの巻き付け状態が崩れて釣糸
Ｌが解れたり、張力変化、風の影響等による糸ふけ現象により釣糸Ｌの巻き付け位置が後
方へずれたりすることがある。この場合に、例えば、図５に示すように、後方へずれた釣
糸Ｌは、釣糸Ｌの巻き付け時の張力（または釣糸Ｌの放出時の張力）により、円筒部３ｃ
の大径部３１から傾斜部３２に沿って（傾斜部３２に当接または離間して）前側から後側
へ移動し、小径部３３に巻き付くようにして小径部３３上を後端部に向けて移動する（案
内される）。
【００３９】
　その後、釣糸Ｌは、小径部３３の後端部の釣糸係止部３４に近づいて小径部３３の外周
面と釣糸係止部３４の前面３５との隅部（角部）に当接し、釣糸係止部３４に係止される
。
　ここで、釣糸係止部３４は、円筒部３ｃの軸方向と鋭角θ２を成して前方へ延出してい
るので、小径部３３上を移動してきた釣糸Ｌは、釣糸係止部３４に確実に係止されること
となる。これによって、釣糸係止部３４よりも後方への釣糸Ｌの移動が規制されて小径部
３３上に釣糸Ｌが保持される。
【００４０】
　これにより、スプール３の内側に配置される部材等に釣糸Ｌが食い込んだり絡み付いた
りするのを防止することができる。
【００４１】
　次に、釣糸係止部３４を越えてスプール３の後方に仮に釣糸Ｌが糸落ちした場合の作用
について説明する。
　解れや糸ふけ現象等により釣糸巻回胴部３ａから外れた釣糸Ｌが、図６に示すように、
釣糸係止部３４を越えてスプール３の後方（ロータ２の筒部２２上）に仮に糸落ちした場
合には、その後に、釣糸Ｌの巻き付け時の張力（または釣糸Ｌの放出時の張力）によって
釣糸Ｌに前方向の力が加わると、釣糸係止部３４の後面３７を通って釣糸巻回胴部３ａ側
に釣糸Ｌが戻される。
　ここで、釣糸係止部３４の後面３７は、後方へ向けて漸次小径となる傾斜面とされてお
り、ロータ２の筒部２２の外周面に対しても前傾となる傾斜面に形成されているので、釣
糸Ｌに前方向の力が加わった際に、釣糸係止部３４を釣糸Ｌがスムーズに乗り越え、釣糸
巻回胴部３ａ側に好適に移動される。
【００４２】
　これにより、スプール３の内側に配置される部材等に釣糸Ｌが食い込んだり絡み付いた
りするのを防止することができる。
【００４３】
　なお、釣糸巻回胴部３ａ側に釣糸Ｌが戻される過程で、図６に破線で示すように、釣糸
Ｌが傾斜部３２に当接したとしても、傾斜部３２は、後方へ向けて漸次小径となる傾斜面
とされているので、傾斜部３２上を釣糸Ｌがスムーズに移動し、釣糸巻回胴部３ａ側に好
適に導かれる。
【００４４】
　以上説明した本実施形態の魚釣用スピニングリールによれば、釣糸係止部３４の径方向
外側への突出量を小さくすることができるので、例えば釣りの最中、あるいは移動時、携
帯時等に、他物に釣糸係止部３４が当たり難くなる。したがって、スプール３が損傷する
のを好適に防止することができる。
　また、解れや糸ふけ現象等によって釣糸Ｌの巻き付け位置が後方へずれた際に、釣糸Ｌ
を小径部３３に絡ませつつ釣糸係止部３４に好適に係止することができるので、糸落ちを
効果的に防止することができる。
　また、釣糸係止部３４は、径方向外側への突出量を抑えながら延出量（係止される面積
）を確保しているので、釣糸Ｌの巻き付け位置が後方へずれた際に、釣糸Ｌの引っ掛かり



(8) JP 2016-123280 A 2016.7.11

10

20

30

40

性がよい。したがって、糸落ちを効果的に防止することができる。
【００４５】
　また、釣糸係止部３４の最大外径を円筒部３ｃの大径部３１の外径よりも小さくするこ
とで、大径部３１よりも径方向内側にて釣糸係止部３４を保護することができるので、ス
プール３が損傷するのを好適に防止することができる。
【００４６】
　また、釣糸係止部３４が延出端へ向けて先細り形状とされているので、仮にスプール３
の後方に釣糸Ｌが糸落ちすることがあっても、釣糸Ｌに前方向の力が加わると、先細り形
状の釣糸係止部３４の後面３７を通って釣糸巻回胴部３ａ側に釣糸Ｌが戻されるので、糸
落ちを効果的に回避することができる。
【００４７】
　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、前記実施形態で示した釣糸係止部３４の変形例として、釣糸係止部３４を小径
部３３の周方向に間隔を空けて複数設けてもよい。このようにした場合には、釣糸係止部
３４が周状に設けられているものに比べてスプール３の軽量化を図ることができるので、
魚釣操作性が向上する。
【００４８】
　また、図７に示すように、釣糸係止部３４を別部材で形成して、小径部３３の後端部に
取り付けてもよい。このように構成することで、スプール３の加工が簡単になる。なお、
図７では、小径部３３に平坦部３３ｃを設けている。
【００４９】
　また、前記実施形態では、小径部３３に角度θ１を持たせたが、これに限られることは
なく、大径部３１と平行または略平行に形成してもよい。また、小径部３３を逆勾配で形
成してもよい。
【００５０】
　また、釣糸掛止部３４は、小径部３３の軸方向に複数設けてもよい。
【符号の説明】
【００５１】
　２　　　ロータ
　３　　スプール
　３ａ　　釣糸巻回胴部
　３ｂ　　フランジ部
　３ｃ　　円筒部
　５　　　ハンドル
　２１　　釣糸案内部
　３１　　大径部
　３３　　小径部
　３４　　釣糸係止部
　Ｌ　　釣糸
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