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(57)【要約】
【課題】ガイドリングのガイドフレームからの抜け落ち
を防止する。
【解決手段】釣糸を案内するためのガイドリング２と、
該ガイドリング２を保持するためのガイドフレーム３と
を備えた釣糸ガイドであって、ガイドフレーム３は、断
面円形の金属線材からなり、ガイドリング２の外周面全
周のうち所定角度領域に当接する枠部３０と、竿体５に
取り付けるための取付部３２と、枠部３０の周方向の両
端部と取付部３２とを連結する左右一対の支持脚部３１
とを備え、ガイドリング２は、中心線方向の両端部にそ
れぞれ鍔部２２，２３を備え、該両鍔部２２，２３間に
形成された周溝２０にガイドフレーム３の枠部３０が係
合している。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　釣糸を案内するためのガイドリングと、該ガイドリングを保持するためのガイドフレー
ムとを備えた釣糸ガイドであって、
　ガイドフレームは、断面円形の金属線材からなり、ガイドリングの外周面全周のうち所
定角度領域に当接する枠部と、竿体に取り付けるための取付部と、枠部の周方向の両端部
と取付部とを連結する左右一対の支持脚部とを備え、
　ガイドリングは、中心線方向の両端部にそれぞれ鍔部を備え、該両鍔部間に形成された
周溝にガイドフレームの枠部が係合していることを特徴とする釣糸ガイド。
【請求項２】
　ガイドリングの一方の鍔部は他方の鍔部よりも小さい請求項１記載の釣糸ガイド。
【請求項３】
　ガイドリングは、中心線方向に沿って切断した断面視において、中心側凸となるように
弧状に湾曲した凹状の外周面と、中心側凸となるように弧状に湾曲した凸状の内周面とを
有している請求項１又は２記載の釣糸ガイド。
【請求項４】
　ガイドリングは、断面視弧状に曲げられた金属板からなる請求項３記載の釣糸ガイド。
【請求項５】
　釣糸を案内するためのガイドリングと、該ガイドリングを保持するためのガイドフレー
ムと、竿体の外周面に固定又は遊動自在に装着される筒状体とを備えた釣糸ガイドであっ
て、
　ガイドフレームは、断面円形の金属線材からなり、ガイドリングの外周面全周のうち所
定角度領域に当接する枠部と、竿体に取り付けるための取付部と、枠部の周方向の両端部
と取付部とを連結する左右一対の支持脚部とを備え、
　ガイドリングは、中心線方向の両端部にそれぞれ鍔部を備え、該両鍔部間に形成された
周溝にガイドフレームの枠部が係合していることを特徴とする釣糸ガイド。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れかに記載の釣糸ガイドを備えていることを特徴とする釣竿。
【請求項７】
　断面円形の金属線材からなるガイドフレームの枠部によって外周面全周のうち所定角度
領域が保持されるガイドリングであって、
　中心線方向の両端部にそれぞれ鍔部を備え、該両鍔部間にガイドフレームの枠部が係合
可能な周溝が形成されていることを特徴とする釣糸ガイドのガイドリング。
【請求項８】
　請求項１乃至５の何れかに記載の釣糸ガイドの製造方法であって、
　ガイドフレームを左右に押し広げるように弾性変形させながらガイドフレームにガイド
リングを中心線方向に押し込んで、ガイドリングの周溝にガイドフレームの枠部を係合さ
せることを特徴とする釣糸ガイドの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、釣糸を案内するための釣糸ガイドと、それを備えた釣竿と、釣糸ガイドのガ
イドリングと、釣糸ガイドの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　釣糸を案内するための釣糸ガイドは、例えば下記特許文献１所載のように、金属板を打
ち抜くことによって形成されたガイドフレームと、該ガイドフレームの孔に取り付けられ
て釣糸を案内するガイドリングとを備えたものが一般的である。
【０００３】
　ガイドリングは、ガイドフレームの孔に挿入されて接着剤によって固定される。しかし
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ながら、ガイドリングがガイドフレームから外れやすいという問題がある。これに対して
ガイドリングの一端部に鍔部を形成することもある。その場合、ガイドリングを他端部側
からガイドフレームの孔に挿入することになる。このようにガイドリングの一端部に鍔部
を形成すると、ガイドリングの他端部側への抜け落ちが鍔部によって防止される。しかし
ながら、ガイドリングの一端部側への抜け落ちは防止できない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２３８５７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　それゆえに本発明は、ガイドリングのガイドフレームからの抜け落ちを防止することを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記課題を解決すべくなされたものであって、本発明に係る釣糸ガイドは、釣
糸を案内するためのガイドリングと、該ガイドリングを保持するためのガイドフレームと
を備えた釣糸ガイドであって、ガイドフレームは、断面円形の金属線材からなり、ガイド
リングの外周面全周のうち所定角度領域に当接する枠部と、竿体に取り付けるための取付
部と、枠部の周方向の両端部と取付部とを連結する左右一対の支持脚部とを備え、ガイド
リングは、中心線方向の両端部にそれぞれ鍔部を備え、該両鍔部間に形成された周溝にガ
イドフレームの枠部が係合していることを特徴とする。
【０００７】
　該構成の釣糸ガイドは、ガイドフレームが金属線材から構成されているので、金属板を
所定形状に打ち抜いて形成したガイドフレームに比して容易に軽量化できる。また、ガイ
ドリングの中心線方向の両端部にそれぞれ鍔部が形成されていてそれらの間の周溝にガイ
ドフレームの枠部が係合しているので、ガイドリングがガイドフレームに対して竿先側に
も竿尻側にも位置がずれにくい。このようにガイドリングの中心線方向の両端部に鍔部が
それぞれ形成されていても、ガイドリングが金属線材から構成されていてガイドリングの
外周面全周のうち所定角度領域に当接する枠部と左右一対の支持脚部とを備えているので
、例えば、ガイドリングをガイドフレームの枠部に中心線方向に沿って嵌入させて装着で
きる。即ち、ガイドフレームをガイドリングで左右に押し開くように弾性変形させながら
ガイドフレームの枠部にガイドリングを押し込んで装着できる。ガイドフレームが金属線
材から構成されて枠部と一対の支持脚部とを備える構成であるので、ガイドリングの両端
部に鍔部が形成されていてもガイドフレームが容易に拡径できる。また、金属線材が断面
円形であるので、ガイドリングをガイドフレームの枠部にスムーズに押し込むことができ
る。そして、ガイドリングをガイドフレームの枠部に押し込むと、ガイドフレームはそれ
自身の弾性復元力によって元の状態に戻るように縮径し、ガイドフレームの枠部がガイド
リングの周溝に自動的に係合してガイドリングを保持する。
【０００８】
　特に、ガイドリングの一方の鍔部は他方の鍔部よりも小さいことが好ましい。ガイドリ
ングの両方の鍔部が互いに同じ大きさであってもよいが、異なる大きさであることが好ま
しく、その場合には、小さい方の鍔部からガイドリングをガイドフレームに嵌入させるこ
とで、ガイドリングの装着が容易になる。
【０００９】
　また、ガイドリングは、中心線方向に沿って切断した断面視において、中心側凸となる
ように弧状に湾曲した凹状の外周面と、中心側凸となるように弧状に湾曲した凸状の内周
面とを有していることが好ましい。該構成では、一方の鍔部から他方の鍔部までガイドリ
ングの外周面が滑らかに連続することになり、周溝も断面視弧状となるので、断面円形の
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金属線材からなるガイドフレームの枠部との係合状態がより一層確実なものとなる。ガイ
ドリングの内周面についても一方の鍔部から他方の鍔部まで滑らかに連続することなるの
で、釣糸をスムーズに案内できる。そして、外周面、内周面共に断面視において中心側凸
に湾曲した形状になっていることによりガイドリングも容易に軽量化できる。
【００１０】
　特に、ガイドリングは、断面視弧状に曲げられた金属板からなることが好ましく、薄肉
軽量化が容易である。
【００１１】
　また、本発明に係る釣糸ガイドは、釣糸を案内するためのガイドリングと、該ガイドリ
ングを保持するためのガイドフレームと、竿体の外周面に固定又は遊動自在に装着される
筒状体とを備えた釣糸ガイドであって、ガイドフレームは、断面円形の金属線材からなり
、ガイドリングの外周面全周のうち所定角度領域に当接する枠部と、竿体に取り付けるた
めの取付部と、枠部の周方向の両端部と取付部とを連結する左右一対の支持脚部とを備え
、ガイドリングは、中心線方向の両端部にそれぞれ鍔部を備え、該両鍔部間に形成された
周溝にガイドフレームの枠部が係合していることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る釣竿は、このような釣糸ガイドが装着されたものである。
【００１３】
　更に、本発明に係る釣糸ガイドのガイドリングは、断面円形の金属線材からなるガイド
フレームの枠部によって外周面全周のうち所定角度領域が保持されるガイドリングであっ
て、中心線方向の両端部にそれぞれ鍔部を備え、該両鍔部間にガイドフレームの枠部が係
合可能な周溝が形成されていることを特徴とする。
【００１４】
　また更に、本発明に係る釣糸ガイドの製造方法は、ガイドフレームを左右に押し広げる
ように弾性変形させながらガイドフレームにガイドリングを中心線方向に押し込んで、ガ
イドリングの周溝にガイドフレームの枠部を係合させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　以上のように、金属線材からなるガイドフレームの枠部がガイドリングの周溝に係合す
るので、ガイドリングの抜け落ちが防止される。また、ガイドフレームを金属線材から構
成することにより容易に軽量化でき、ガイドリングが中心線方向の両端部にそれぞれ鍔部
を有する構成であっても、ガイドフレームの枠部をガイドリングの周溝に容易に係合させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態における釣糸ガイドの後側から見た斜視図。
【図２】本発明の一実施形態における釣糸ガイドを後側から見た背面図。
【図３】同釣糸ガイドを竿体に取り付けた状態を示す一部破断線を含む断面図。
【図４】同釣糸ガイドのガイドフレームを後側から見た背面図。
【図５】同ガイドフレームを左右方向から見た側面図。
【図６】同ガイドフレームの要部を示す平面図。
【図７】図２の要部拡大図。
【図８】同釣糸ガイドのガイドリングの製造工程を示す図であって、（ａ）は正面図、（
ｂ）は断面図。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は同釣糸ガイドのガイドリングの製造工程を示す断面図。
【図１０】同釣糸ガイドの製造工程を示す図であって、（ａ）及び（ｂ）は後側から見た
背面図、（ｃ）は（ｂ）の要部断面図。
【図１１】（ａ）及び（ｂ）は同釣糸ガイドの製造工程を示す断面図。
【図１２】本発明の他の実施形態における釣糸ガイドを竿体に取り付けた状態を示す前側
から見た正面図。
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【図１３】図１２のＡ－Ａ断面図。
【図１４】本発明の他の実施形態における釣糸ガイドを示す前側から見た正面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態に係る釣糸ガイドについて図１～図１１を参酌しつつ説明す
る。本実施形態における釣糸ガイド１は、図１～図３のように、釣糸を直接案内するため
のガイドリング２と、該ガイドリング２を保持すると共にガイドリング２と竿体５とを繋
ぐためのガイドフレーム３と、該ガイドフレーム３を補強するためのブリッジパーツ４と
を備えている。
【００１８】
　図中、竿体５の軸線方向を前後方向と称すると共に、竿先側（前側）を符号Ｘ１で示し
、竿尻側（後側）を符号Ｘ２で示す。また、竿体５の軸線方向と直交する方向であってガ
イドリング２の中心線５０を通る平面上の方向を上下方向とし、竿体５から離れる方向を
上側として符号Ｚ１で示し、竿体５に近づく方向を下側として符号Ｚ２で示す。尚、上側
を先端側と、下側を基端側と称する場合がある。また、上側から見た平面視において竿体
５の軸線方向と直交する方向を左右方向とし、それを符号Ｙで示す。尚、竿体５の軸線方
向（前後方向）は竿体５の中心線５１の方向であって、後述するガイドフレーム３の取付
部３２の長手方向であり、左右方向は取付部３２の短手方向（幅方向）である。
【００１９】
＜ガイドリング２＞
　ガイドリング２は、図１に示すように例えば円形の環状であるが、楕円形や長円形等で
あってもよい。本実施形態においてはガイドリング２が円形の場合について説明する。ガ
イドリング２は耐摩耗性に優れた、種々の硬質材料からなり、例えばＳｉＣ（シリコンカ
ーバイト）に代表されるセラミックであっても無論よいが、本実施形態ではチタンからな
る。チタンとしてはチタン合金が好ましい。チタン合金は、α相とβ相が混在しているも
のであって、主としてα相であって一部にβ相が残留したニアα型（少量のβ安定化元素
を添加したα合金）、α＋β型、β型が好適である。特にβ型のチタン合金であることが
好ましく、冷間加工性が良く、部材の強度も容易に確保できる。ニアα型としては、例え
ば、Ｔｉ－８Ａｌ－１Ｍｏ－１ＶやＴｉ－６Ａｌ－２Ｎｂ－１Ｔａ－０．８Ｍｏ等である
。α＋β型は、ニアα型よりも多量のβ相が残留しており、例えば、Ｔｉ－３Ａｌ－２．
５ＶやＴｉ－６Ａｌ－４Ｖ等である。β型は、準安定β型とも称されるものであって、α
＋β型に比してβ安定化元素が多く、α安定化元素が少ない。β型では、残留β相中に微
細な粒でα相が分散して生成しており、従って、β型においてもその表面にはα相とβ相
とがまだら模様となって存在している。β型としては、例えば、Ｔｉ－１５Ｖ－３Ｃｒ－
３Ｓｎ－３Ａｌや、Ｔｉ－３Ａｌ－８Ｖ－６Ｃｒ－４Ｚｒ－４Ｍｏや、Ｔｉ－１０Ｖ－２
Ｆｅ－３Ａｌ等があるが、特に、冷間加工性に優れていることからＴｉ－１５Ｖ－３Ｃｒ
－３Ｓｎ－３Ａｌが好ましい。
【００２０】
　ガイドリング２は、釣糸が挿通する糸挿通孔を有しており、ガイドリング２の内周面２
ａを釣糸が摺動することで釣糸を直接案内する。図９（ｂ）及び図１１に示しているよう
に、ガイドリング２の内周面２ａは、断面視において、内側凸（中心側凸）となるように
前後方向に湾曲した曲面である、また、ガイドリング２の外周面２ｂも断面視において内
側凸（中心側凸）となるように前後方向に湾曲した曲面である。即ち、ガイドリング２は
、中心線５０の方向に切断した断面視において、中心側凸となるように弧状に湾曲した凸
状の内周面２ａと、中心側凸となるように弧状に湾曲した凹状の外周面２ｂとを有してい
る。ガイドリング２の内周面２ａと外周面２ｂは互いに対応した形状となっている。また
、ガイドリング２は曲げ加工された薄肉の金属板からなり、その金属板の表面と裏面がそ
れぞれ内周面２ａと外周面２ｂになっている。
【００２１】
　より詳細には、ガイドリング２は、その中心線５０の方向の両端部、即ち、前後両端部
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に、それぞれ径方向外側に突出した環状の鍔部２２，２３を備えている。前後両端部にそ
れぞれ鍔部２２，２３が形成されていることによってガイドリング２の外周面２ｂには、
両鍔部２２，２３間に凹状の周溝２０が全周に亘って形成されることになる。そして、鍔
部２２，２３から周溝２０にかけて滑らかに連続した外周面２ｂの断面形状となっていて
、ガイドリング２の外周面２ｂは断面視において全体として中心側凸の弧状に湾曲してい
る。即ち、周溝２０の断面形状は曲面状である。前後両鍔部２２，２３の直径Ｇ３，Ｇ４
は何れも後述するガイドフレーム３の枠部３０の内径Ｄ（枠部３０の内周面のうち最も小
径の部分である頂点における直径）よりも大きい。前後両鍔部２２，２３の直径Ｇ３，Ｇ
４は互いに同一であってもよいが、一方の直径Ｇ４が他方の直径Ｇ３よりも小さいことが
好ましく、本実施形態では、前側の鍔部２３の直径Ｇ４が後側の鍔部２２の直径Ｇ３より
も小さい。前側の鍔部２３の直径Ｇ４はガイドリング２の前端部の外径であり、後側の鍔
部２２の直径Ｇ３はガイドリング２の後端部の外径である。
【００２２】
　後述するように、ガイドリング２の外周面２ｂの周溝２０にはガイドフレーム３の枠部
３０とブリッジパーツ４が係合する。ガイドフレーム３は断面円形の金属線材からなり、
その円形断面の全周のうち９０度以上１８０度未満の角度範囲がガイドリング２の外周面
２ｂの周溝２０に係合することが好ましい。また、図９（ｂ）のように、ガイドリング２
の径方向（内外方向）の厚さＧ１は、即ちガイドリング２の外径（大きい方である後側の
鍔部２２の直径Ｇ３）と内径の差であるが、その厚さは、全周に亘って一定である。ガイ
ドリング２の径方向の厚さＧ１は、ガイドリング２の中心線５０の方向に沿った寸法Ｇ２
（長さ）よりも小さい。
【００２３】
　ガイドリング２は、金属板を所定形状にプレス加工することにより形成されている。図
８のように例えばチタン合金からなる金属板をドーナツ状に打ち抜き、この打ち抜いたド
ーナツ状の金属板２１を図９（ａ）のように表面と裏面のうち一方の面側から矢印で示す
ようにプレス加工して筒状に変形させると共に、筒状となった金属板２１の一端部を径方
向外側に鍔状に湾曲させて鍔部２２を形成する。次に、図９（ｂ）のように反対側である
他方の面側から矢印で示すように筒状の金属板２１を更にプレス加工してその他端部も一
端部と同様に径方向外側に鍔状に湾曲させて鍔部２３を形成し、筒状の金属板２１の断面
形状を全体として中心側凸に湾曲した断面視弧状の断面形状としてガイドリング２を形成
する。
【００２４】
　尚、金属板２１の他端部の湾曲の大きさは一端部のそれに比して小さく、即ち、ガイド
リング２の他端部の湾曲の大きさは一端部のそれよりも小さい。従って、ガイドリング２
の外径は他端部よりも一端部の方が大きい。このようにして形成されたガイドリング２は
、その両端部にそれぞれ径方向外側に突出した環状の鍔部２２，２３を有する形状であっ
て、その両鍔部２２，２３の間にガイドフレーム３が係合する。詳細には、図２及び図３
のように径方向外側への湾曲の度合いが相対的に大きい一端部が後側（後端部）となり、
径方向外側への湾曲の度合いが相対的に小さい他端部が前側（前端部）となるようにガイ
ドフレーム３に装着される。ガイドリング２はその両端部に鍔部２２，２３が形成されて
いてその間が周溝２０となっており、その周溝２０にガイドフレーム３が係合しているの
で、ガイドフレーム３に対する前後の移動が周溝２０あるいは前後両鍔部２２，２３によ
って規制され且つ前側や後側へ抜け落ちも防止される。特に、両鍔部２２，２３を含めて
ガイドリング２の外周面２ｂが中心側凸の断面視弧状に形成されているので、断面円形の
金属線材からなるガイドフレーム３の枠部３０との係合状態が安定し、ガイドリング２の
前後移動を確実に規制できる。
【００２５】
　尚、ガイドリング２の外周面２ｂとガイドフレーム３の枠部３０とは径方向に切断した
断面視において面接触してもよいが、点接触してもよい。ガイドフレーム３は円形断面を
有する金属線材であるが、ガイドリング２の外周面２ｂとガイドフレーム３とが点接触す
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る場合、一点ではなく前後（金属線材の円形断面の周方向）に間隔をあけて複数点で接触
する構成とすることが好ましく、二点あるいは三点で接触することがより好ましい。
【００２６】
＜ガイドフレーム３＞
　ガイドフレーム３は、竿体５の外周面に取り付けるための取付部３２と、該取付部３２
から上側に向かって即ち竿体５から径方向外側に離れるように立ち上がって、竿体５から
所定距離離れた位置でガイドリング２を保持するフレーム本体部とを備えている。フレー
ム本体部は、ガイドリング２を保持する枠部３０と、枠部３０と取付部３２とを連結する
支持脚部３１とを備えている。即ち、フレーム本体部は、先端側（上側）の枠部３０と基
端側（下側）の支持脚部３１とからなる。
【００２７】
　ガイドフレーム３は、金属線材から構成されている。具体的には、ガイドフレーム３は
一本の金属線材をガイドリング２の外周面２ｂに沿ってＵ字状に曲げ加工することにより
形成されている。金属線材は、例えばチタン合金やステンレス、アルミニウム合金からな
る。その中でも特に軽量化の観点からはチタン合金が好ましい。チタン合金の詳細につい
てはガイドリング２と同様であり、冷間加工性が良く、部材の強度も容易に確保できるこ
とから、β型のチタン合金が好ましい。金属線材は、円形の断面形状を有している。金属
線材は、中実状のものや中空状のものであって、特に、軽量化と強度の両立の観点と、ガ
イドリング２との接触面積を確保しやすいことから、中空状のもの、即ち線状パイプ材が
好ましい。金属線材の線径（外径）は例えば０．３～６ｍｍ、好ましくは１～３ｍｍであ
る。本実施形態のガイドフレーム３は中空状の金属線材からなる。
【００２８】
　上述したようにガイドフレーム３は一本の線材を曲げ加工することによって形成されて
いるが、その形状は図２及び図４のような背面視、あるいは、前側から見た正面視におい
て、Ｕ字状に二つ折り状態に曲げられた形状であって、その金属線材の両端部が一方向に
揃えられた状態にある。このように一本の金属線材を全体としてＵ字状に曲げてガイドフ
レーム３を構成しているため、支持脚部３１と取付部３２は何れも金属線材が左右に二本
並んだ二本足の構成となっている。尚、左右の足は左右対称形状とされている。
【００２９】
　また、フレーム本体部は、図３及び図５のように、取付部３２の前端部から湾曲しつつ
上側に向かった後、直線的に上側に延びている。フレーム本体部において湾曲しつつ上側
に向かっている部分が、後述する支持脚部３１の根元領域３１ｃ及び中間領域３１ｂであ
る。尚、本実施形態においては、取付部３２に対してフレーム本体部が最終的に直角に立
ち上がっていて、従って、ガイドリング２の中心線５０が竿体５の中心線５１と平行にな
っているが、ガイドリング２の中心線５０が竿体５の中心線５１と平行ではなく傾斜する
ようにフレーム本体部が立ち上がっていてもよい。即ち、フレーム本体部が前傾姿勢で立
ち上がった構成であってもよい。
【００３０】
＜枠部３０＞
　枠部３０は、その内側にガイドリング２を保持するための部分であってフレーム本体部
の先端側の領域を構成しており、所定の中心角θを有する円弧状に形成されている。枠部
３０は、金属線材をガイドリング２の外周面に沿って曲げ加工することによって下側に開
口したＣ字状に形成されている。枠部３０はガイドリング２に対応したサイズ、形状とな
っている。枠部３０の形状はガイドリング２の形状によって異なり、本実施形態では円形
のガイドリング２を使用しているため枠部３０もそれに対応して円弧状であるが、楕円形
のガイドリング２を使用する場合には枠部３０もそれに対応して楕円弧状となる。枠部３
０は、ガイドリング２の全周のうち上側所定範囲のみを周回してガイドリング２の外周面
２ｂを支持する。
【００３１】
　枠部３０はガイドリング２の所定角度範囲を周回するが、図４のように、枠部３０の中
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心角θは１８０度近傍の角度であることが好ましく、１５０度～２４０度であることが好
ましく、特には、１６０度～２００度であることがより好ましい。本実施形態において枠
部３０の中心角θはガイドリング２の半周を僅かに越える角度である。図４に、枠部３０
の内周面を延長した仮想円５２を二点鎖線で示している。この仮想円５２は、枠部３０の
内周面を周方向に３６０度まで延長し、その３６０度の内周面をガイドリング２の中心線
５０の方向に見たときの円である。この仮想円５２の直径Ｄが枠部３０の内径Ｄ（枠部３
０の内周面のうち最も小径の部分である頂点における直径）である。また、図４に、支持
脚部３１の下端部（根元側の端部）を起点とし仮想円５２と接する接線５３を二点鎖線で
示している。この接線５３は、ガイドリング２の中心線５０の方向に釣糸ガイド１を見た
状態において、支持脚部３１の下端部の左右方向の内側の面から仮想円５２に向けて引い
た接線である。枠部３０の中心角θは、二本の接線５３が仮想円５２と接する接点５４間
の中心角であって取付部３２から離れた側である先側の中心角αよりも小さいことが好ま
しい。
【００３２】
＜支持脚部３１＞
　支持脚部３１は、枠部３０と取付部３２との間に位置して枠部３０と取付部３２とを連
結している。支持脚部３１は、図４のように左右に二本並んだ二本足の構成である。まず
、支持脚部３１を前側から見た正面視あるいは後側から見た背面視における形状について
説明する。左右一対の支持脚部３１は、互いに左右対称形状とされている。左右一対の支
持脚部３１は、枠部３０の周方向の両端部から下方に向けてそれぞれ延びていて、全体と
して正面視あるいは背面視においてＶ字状になっている。より詳細には、左右一対の支持
脚部３１は、それぞれ左右方向の外側に膨むように湾曲した形状である。左右一対の支持
脚部３１は、枠部３０の両端部から左右方向外側に膨らむようにして下方に延びて、その
後、互いに接近するように、即ち、互いの間隔を狭くするように左右方向の内側に向けて
延びていて、下端部においては、互いに当接した状態にある。但し、左右一対の支持脚部
３１の下端部同士が若干の隙間を介して互いに接近した状態となっていてもよい。枠部３
０の中心角θを、接線５３が仮想円５２と接する接点５４間の中心角であって取付部３２
から離れた側である先側の中心角αと等しくすると共に、接線５３に沿って支持脚部３１
を直線状に形成することもできるが、枠部３０の中心角θを、接線５３が仮想円５２と接
する接点５４間の中心角であって取付部３２から離れた側である先側の中心角αよりも小
さくすると共に、支持脚部３１の正面視あるいは背面視の形状を、接線５３に対して外側
に膨らんだ湾曲形状とすると、糸絡み防止に効果がある。
【００３３】
　左右一対の支持脚部３１がそれぞれ左右方向の外側に膨らんだ湾曲形状となっているが
、本実施形態では枠部３０の中心角θが１８０度以上となっていることから、両支持脚部
３１間の最大離間距離は枠部３０の内径Ｄと等しい。即ち、図４の仮想円５２の直径Ｄと
両支持脚部３１間の最大離間距離が等しい。また、本実施形態では、左右一対の支持脚部
３１は下端部において当接しているので、左右一対の支持脚部３１の下端部同士の間の離
間間隔は０である。尚、枠部３０の中心角θが１８０度未満であって、左右の支持脚部３
１がそれぞれ左右方向の外側に膨らんだ湾曲形状となっていて、両支持脚部３１間の最大
離間距離が枠部３０の内径Ｄよりも大きくなっていてもよい。
【００３４】
　次に、支持脚部３１を図３及び図５のように左右方向から見た側面視における形状につ
いて説明する。 支持脚部３１は、三つの領域に区画することができる。即ち、支持脚部
３１は、枠部３０に近い先領域３１ａと、取付部３２に近い根元領域３１ｃと、先領域３
１ａと根元領域３１ｃとの間の部分である中間領域３１ｂとから構成されている。支持脚
部３１の先領域３１ａは、枠部３０の周方向の端部から前後方向に湾曲することなく下側
に向けて延びていて、枠部３０と同一平面上にある。即ち、支持脚部３１の先領域３１ａ
は、枠部３０の中心線（ガイドリング２の中心線５０）に対して直交する平面上に位置し
ている。支持脚部３１の中間領域３１ｂと根元領域３１ｃは、何れも前後方向に湾曲した
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湾曲形状である。従って、支持脚部３１の中間領域３１ｂと根元領域３１ｃは、枠部３０
や支持脚部３１の先領域３１ａと同一平面上には位置していない。支持脚部３１の中間領
域３１ｂは、支持脚部３１の先領域３１ａの下端部から後側に湾曲しつつ下側に向けて延
びている。支持脚部３１の中間領域３１ｂにおける前後方向の湾曲の程度は、支持脚部３
１の根元領域３１ｃにおける前後方向の湾曲の程度に比して緩やかである。支持脚部３１
の根元領域３１ｃは、支持脚部３１の中間領域３１ｂの下端部から取付部３２の前端部ま
で後側に湾曲しつつ下側に向けて延びている。支持脚部３１の根元領域３１ｃにおける前
後方向の湾曲の程度は、支持脚部３１の中間領域３１ｂにおけるそれに比してきつく、曲
率半径は相対的に小さいが、該根元領域３１ｃにおいて金属線材は押し潰れることなくそ
の断面形状を維持している。即ち、支持脚部３１の根元領域３１ｃにおける前後方向の湾
曲の程度は、金属線材が前後方向の湾曲によって径方向に潰れない程度のものであって、
前後方向の湾曲の曲率半径は金属線材が径方向に潰れない程度に小さい曲率半径である。
このように支持脚部３１における金属線材は、根元領域３１ｃを含む全領域に亘って断面
円形を維持している。
【００３５】
＜取付部３２＞
　取付部３２は、支持脚部３１の下端部から後側（竿尻側）に向けて平面視一直線状に延
びている。取付部３２は、一本の金属線材の両端部所定長さ領域から構成された二本足構
成である。即ち、取付部３２は、一本の金属線材の両端部所定長さ領域からなる左右一対
の線状体が間隔を空けずに左右平行に揃えられて構成されており、各線状体は支持脚部３
１の下端部から後側に延びている。左右一対の線状体は互いに接合されて一体化されてい
る。接合方法は任意であるが、好ましくは溶接による。
【００３６】
　取付部３２は、全長に亘って厚さが一定ではなく、厚さが異なる三つの領域から構成さ
れている。即ち、取付部３２は、前側に位置する断面円形のストレート部３２ａと、後側
に位置する板状の扁平部３２ｃと、ストレート部３２ａと扁平部３２ｃとの間に位置し、
後側に向けて徐々に厚さ（上下方向の寸法）が薄くなっていくテーパ部３２ｂとから構成
されている。ストレート部３２ａは、取付部３２の前部を構成していて、支持脚部３１の
根元領域３１ｃから後側に延びている。該ストレート部３２ａは、中空状の金属線材がそ
の円形の断面形状を維持している部分である。ストレート部３２ａは、前後方向には湾曲
しておらず、前後方向に沿って直線状に延びている。テーパ部３２ｂは、取付部３２の中
間部を構成していて、その上面が後側に向けて徐々に下降傾斜しており、この上面の下降
傾斜によってその厚さが後側に向けて減少している。テーパ部３２ｂにおいては、中空状
の金属線材が上下方向に圧縮され且つその圧縮量が後側に向けて徐々に大きくなっている
部分であり、その後端部において扁平部３２ｃとつながっている。扁平部３２ｃは、取付
部３２の後部を構成しており、中空状の金属線材が上下方向に押し潰されて板状とされた
部分である。
【００３７】
　尚、取付部３２の幅（左右方向の寸法）は、一定であってもよいが、図６のようにその
後部の幅を後側に向けて徐々に幅狭とすることが好ましい。詳細には、ストレート部３２
ａとテーパ部３２ｂは幅一定であり、扁平部３２ｃは後側に向けて徐々に幅狭に形成され
ている。扁平部３２ｃの左右両側部は扁平部３２ｃの幅が後側に向けて徐々に狭くなって
いくようにそれぞれ所定部分が切除されている。図６に切除される前の形状を二点鎖線で
示している。
【００３８】
　扁平部３２ｃの下面には、図７のように上側が凸となるように左右方向に沿って湾曲し
た凹面部３８が形成されている。上述のように取付部３２は、左右一対の線状体が左右平
行に揃えられて構成されているが、凹面部３８は左右の線状体に跨るように左右方向に連
続する滑らかな曲面となっている。尚、扁平部３２ｃの上面は、下面に凹面部３８が形成
されていることに対応して上側凸となるように左右方向に湾曲した形状とされており、従
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って、扁平部３２ｃの上面は左右方向に湾曲した凸状の曲面であり、扁平部３２ｃの下面
は左右方向に湾曲した凹状の曲面である。この扁平部３２ｃの湾曲形状は、中空状の金属
線材を上下方向に押し潰して板状としたうえで、更にその板状の扁平部３２ｃを湾曲変形
させることにより形成されている。凹面部３８は、竿体５の外周面の周方向の曲面に沿っ
た形状とされることが好ましい。該凹面部３８の曲率半径Ｒ（図４及び図７参照）は、例
えば竿体５の外周面の曲率半径（竿体５の外径の１／２）とされる。
【００３９】
　尚、取付部３２は、図２のように巻糸６によって竿体５の外周面に巻き付けられるが、
取付部３２の竿体５からの抜け防止のために、取付部３２の左右両側部に切欠部（図示省
略）を設けてもよい。このように取付部３２の左右両側部に切欠部を設けると、該切欠部
において巻糸６がより一層強固に巻き付けられる。
【００４０】
　かかるガイドフレーム３は、まず、一本の金属線材をＵ字状に曲げ加工すると共に前後
方向に湾曲させ、金属線材の両端部所定長さ領域を左右に揃えて並べる。次に、左右に並
べた金属線材の両端部所定長さ領域同士を溶接して互いに接合一体化して取付部３２を形
成する。次に、取付部３２の後部における金属線材を上下方向に押し潰して扁平部３２ｃ
を形成すると同時に、その扁平部３２ｃの左右両側部を斜めに切除する。尚、扁平部３２
ｃを形成した後に、それとは別工程で扁平部３２ｃの左右両側部を切除するようにしても
よい。そして、形成した扁平部３２ｃを更に上下に押圧して扁平部３２ｃを左右方向に沿
って湾曲変形させて、扁平部３２ｃの下面に凹面部３８を形成する。このように金属線材
の両端部所定領域を接合した後に扁平部３２ｃを形成することにより、左右の金属線材の
下面に一体となった扁平部３２ｃを形成することができる。また、その後に扁平部３２ｃ
を湾曲変形させることにより、左右の金属線材に跨るように左右方向に連続した凹面部３
８を形成することができる。
【００４１】
＜ブリッジパーツ４＞
　上述のように、枠部３０は下方に開口したＣ字状であって、支持脚部３１は左右一対の
二本足の構成であって左右に離間している。また、枠部３０はガイドリング２の外周面２
ｂの上側所定角度領域のみに当接して支持していて、ガイドリング２の外周面２ｂのうち
下側所定角度領域はガイドフレーム３には当接せず支持されていない。そこで、ガイドフ
レーム３を補強すると共にガイドフレーム３によるガイドリング２の保持を補完すべく、
ガイドリング２の下側の位置にブリッジパーツ４が設けられている。
【００４２】
　ブリッジパーツ４は、ガイドフレーム３の内側であって、ガイドリング２に対して取付
部３２側（竿体５への装着状態においては竿体５に近い側）に位置する。ブリッジパーツ
４は、ガイドリング２の外周面２ｂの下側所定角度領域に当接してガイドリング２の外周
面２ｂの下側所定角度領域を保持していると共に、左右一対の支持脚部３１同士を左右に
連結している。詳細には、ブリッジパーツ４は、支持脚部３１同士を支持脚部３１の全領
域のうち先領域３１ａの範囲内で連結している。即ち、ブリッジパーツ４は、支持脚部３
１の中間領域３１ｂではなく先領域３１ａを連結することが好ましい。ブリッジパーツ４
が左右一対の支持脚部３１同士を左右に連結して突っ張り部として機能することでガイド
フレーム３が補強され、ガイドフレーム３の枠部３０の開口部近傍がブリッジパーツ４に
よって連結されることにもなる。また、ブリッジパーツ４は、ガイドフレーム３がガイド
リング２を支持しない角度領域の大部分を支持して、ガイドリング２の保持力をアップさ
せる。従って、ガイドリング２は、ガイドフレーム３の枠部３０とブリッジパーツ４によ
って上下に狭持されるように保持される。
【００４３】
　また、ブリッジパーツ４は、ガイドフレーム３がガイドリング２の外周面２ｂから離れ
ていく左右二箇所においてガイドフレーム３とガイドリング２との間の空間を補填してお
り、このブリッジパーツ４による空間補填によって糸絡みが防止される。即ち、ガイドフ



(11) JP 2017-46646 A 2017.3.9

10

20

30

40

50

レーム３の左右の支持脚部３１がそれぞれガイドリング２の外周面２ｂから離れていく左
右二箇所においては、支持脚部３１とガイドリング２の外周面２ｂとの間に急峻な谷状の
空間がＶ字状となって形成される。この左右二箇所の空間をブリッジパーツ４が補填して
いる。具体的には、ブリッジパーツ４は、ガイドフレーム３がガイドリング２の外周面２
ｂから離れていく左右二箇所においてガイドフレーム３とガイドリング２との間の空間に
位置する左右一対の補填部４０と、両補填部４０同士を連結する連結部４１とを備えてい
る。
【００４４】
　ブリッジパーツ４は一つの部材から構成されており、従って、左右一対の補填部４０と
その間の連結部４１は一体的に形成されている。補填部４０は、ガイドリング２とガイド
フレーム３との間の空間に対応してその空間に挿入できるように、図１に示すような正面
視において、ガイドリング２からガイドフレーム３が離れる離反点Ｐに向けて徐々に細く
なっていく先細り形状とされていて、逆に言えば、その離反点Ｐから下側に離れる程に幅
広となっている。また、連結部４１は、ガイドリング２の外周面２ｂに沿って弧を描くよ
うに延びている。尚、連結部４１におけるガイドリング２の径方向の寸法（厚さ）は、連
結部４１におけるガイドリング２の中心線５０の方向の寸法よりも小さいことが好ましく
、ブリッジパーツ４を軽量化できる。
【００４５】
　ブリッジパーツ４は、ガイドリング２側に位置する上面４２と、反ガイドリング２側に
位置する下面と、左右一対の側面４４とを備えている。尚、ガイドリング２の中心に対す
る内外方向で見れば、ブリッジパーツ４の上面４２は内側に位置する面であるから内面で
あり、またブリッジパーツ４の下面は外側に位置する面であるから外面である。ブリッジ
パーツ４の上面４２はガイドリング２の外周面２ｂに当接する。従って、ブリッジパーツ
４の上面４２は、ガイドリング２の外周面２ｂに沿った形状であって、ガイドリング２の
外周面２ｂの所定角度範囲に当接できるようにその角度範囲に対応した中心角を有する正
面視円弧状の凹形状となっている。尚、ブリッジパーツ４の上面４２がガイドリング２の
外周面２ｂに当接する角度範囲は１８０度未満であることが好ましい。
【００４６】
　また、ブリッジパーツ４の上面４２は、ガイドリング２の径方向に沿って切断した断面
視において、ガイドリング２の外周面２ｂとの接触面積を十分に確保できるようにガイド
リング２の外周面２ｂに対応した断面形状であることが好ましい。上述したようにガイド
リング２の外周面２ｂには周溝２０が形成されている。従って、ブリッジパーツ４の上面
４２は、ガイドリング２の径方向に沿って切断した断面視において、ガイドリング２の外
周面２ｂの周溝２０に係合する断面形状であることが好ましく、ガイドリング２の中心に
向かって凸に湾曲した凸状曲面とされることが好ましい。
【００４７】
　ブリッジパーツ４の下面は、上面４２とは上下反対側に位置する面である。ブリッジパ
ーツ４の下面は、ガイドリング２の外周面２ｂに対応して、ブリッジパーツ４の上面４２
やガイドリング２と同心円状である円弧状部４３ａと、該円弧状部２３ａの左右両側にそ
れぞれ形成されて、ガイドフレーム３に近づくにつれて徐々にガイドリング２から離れて
いくように凹状に湾曲した左右一対の曲面部４３ｂとを備えている。ブリッジパーツ４の
下面の曲面部４３ｂは、換言すれば、ブリッジパーツ４の左右方向両端に近づくにつれて
徐々にブリッジパーツ４の上面４２から離れていくように湾曲している。
【００４８】
　ブリッジパーツ４の側面４４は、ガイドフレーム３の支持脚部３１の内側に当接する。
ブリッジパーツ４の側面４４には、ガイドフレーム３が係合可能な係合溝（図示省略）が
形成されることが好ましい。係合溝は、断面視において、中空状の金属線材３４の断面形
状である円形に対応した円弧状の断面形状である。ブリッジパーツ４は、ガイドフレーム
３の支持脚部３１のうち枠部３０と同一平面上に位置する領域である先領域３１ａに当接
するが、支持脚部３１の中間領域３１ｂには当接しない。そのため、ブリッジパーツ４は
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、前後方向（ガイドリング２の中心線５０の方向）の厚さが一定の板状とすることができ
、その厚さは、好ましくは、ガイドフレーム３の中空状の金属線材３４の外径と等しい。
【００４９】
　ブリッジパーツ４の材質は、比重の小さいものが好ましく、例えば、硬質樹脂や繊維強
化樹脂とすることができ、特に、強化繊維にカーボン繊維を使用した繊維強化樹脂とする
ことが好ましく、射出成形により形成された樹脂成形品であることが好ましい。尚、ガイ
ドフレーム３と同様にチタン合金等の金属製であってもよい。
【００５０】
　以上のように構成された釣糸ガイド１は例えば以下のような順で組み立て製造される。
上述したが、図８及び図９のようにしてチタン合金等の金属板２１からガイドリング２を
製造する。そして、図１０のように、別途製造しておいたブリッジパーツ４をガイドリン
グ２に合体させる。尚、図１０は、図２と同様にガイドリング２及びブリッジパーツ４を
後側から見ている。図１０（ａ）は合体前の状態で、図１０（ｂ）は合体後の状態であり
、図１０（ｃ）は合体後の状態の要部をガイドリング２のみを部分的に断面で示したもの
である。ブリッジパーツ４の上面４２をガイドリング２の外周面２ｂの周溝２０に係合さ
せるように当接させて、ブリッジパーツ４とガイドリング２とを接着固定する。
【００５１】
　一方、上述したように一本の中空状の金属線材からガイドフレーム３を形成する。その
ガイドフレーム３に、ブリッジパーツ４を合体させたガイドリング２を装着する。尚、ブ
リッジパーツ４とガイドリング２とを別々に独立してガイドフレーム３に装着してもよい
。ガイドフレーム３にガイドリング２を装着する際には、図１１（ａ）のように、ガイド
フレーム３の後側からガイドリング２を前側に向けて押し込むようにする。
【００５２】
　ガイドリング２の前側の鍔部２３の直径Ｇ４はガイドリング２の前端部の外径であり、
ガイドリング２の後側の鍔部２２の直径Ｇ３はガイドリング２の後端部の外径である。ガ
イドリング２の前側の鍔部２３の直径Ｇ４は、後側の鍔部２２の直径Ｇ３よりも小さいが
、ガイドフレーム３の枠部３０の内径Ｄよりは大きい。そのため、ガイドリング２をガイ
ドフレーム３に向けて中心線５０の方向に押し付けることで、ガイドフレーム３の枠部３
０及び左右の支持脚部３１を左右に押し広げるように弾性変形させて、ガイドリング２を
ガイドフレーム３の枠部３０に押し込んで、ガイドリング２の周溝２０にガイドフレーム
３の枠部３０を係合させる。ガイドフレーム３の枠部３０は下側に開口するＣ字状であっ
て支持脚部３１も左右離間した二本足構成であるため、ガイドフレーム３がガイドリング
２の周溝２０に係合する構成であっても、ガイドリング２を押し込むことでガイドフレー
ム３が左右に開きながら拡径するように弾性変形してガイドリング２を受け入れる。また
、ガイドフレーム３を構成する金属線材が断面円形であるので、ガイドリング２をガイド
フレーム３の枠部３０にスムーズに押し込むことができる。
【００５３】
　そして、ガイドリング２をガイドフレーム３の枠部３０に押し込むと、ガイドフレーム
３はそれ自身の弾性復元力によって元の状態に戻るように縮径し、図１１（ｂ）のように
ガイドフレーム３の枠部３０がガイドリング２の周溝２０に自動的に係合してガイドリン
グ２を保持する。ガイドフレーム３が中空状の金属線材から構成されているため、同一径
の中実状の金属線材に比して弾性変形しやすく、容易且つスムーズにガイドリング２を挿
入できる。尚、ブリッジパーツ４についても同様にガイドフレーム３が左右に開くように
弾性変形することで容易に装着できて、ブリッジパーツ４の両側面４４の係合溝にガイド
フレーム３の支持脚部３１の先領域３１ａが係入した状態となる。このようにブリッジパ
ーツ４もガイドリング２の周溝２０に係合していると共に、ブリッジパーツ４の係合溝に
ガイドフレーム３の支持脚部３１が係合しているので、ガイドリング２とブリッジパーツ
４とガイドフレーム３が強固に一体化することになる。尚、ガイドフレーム３にガイドリ
ング２やブリッジパーツ４を装着するにあたって接着剤を使用してもよい。
【００５４】
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　このようにガイドリング２の両鍔部２２，２３間の周溝２０にガイドフレーム３の枠部
３０が係合しているので、ガイドリング２がガイドフレーム３に対して竿先側にもまた竿
尻側にも位置ずれしにくく、ガイドリング２の抜け落ちを長期に亘って防止できる。また
、ガイドリング２の中心線５０の方向の両端部に鍔部２２，２３が形成されているが、ガ
イドリング２の外周面２ｂは一方の鍔部２２から他方の鍔部２３まで滑らかに連続してい
て周溝２０も断面視弧状となっているので、ガイドフレーム３の枠部３０とより一層確実
に係合でき、その係合状態が安定する。更に、ガイドリング２の内周面２ａも一方の鍔部
２２から他方の鍔部２３まで滑らかに連続しているので、釣糸をスムーズに案内できる。
そして、ガイドリング２の外周面２ｂと内周面２ａ共に断面視において中心側凸に湾曲し
た形状になっているので、ガイドリング２も容易に軽量化でき、特に、金属板を曲げ加工
してガイドリング２が形成されているので、容易に製造できると共に軽量化できる。
【００５５】
　釣糸ガイド１は、図３のように釣竿の竿体５の外周面に取り付けられる。具体的には、
竿体５の上に釣糸ガイド１の取付部３２を載置し、取付部３２と竿体５とに亘って巻糸６
を巻き付けて釣糸ガイド１を竿体５に緊縛する。より詳細には、竿体５から取付部３２の
扁平部３２ｃにかけて巻糸６を巻き付けて釣糸ガイド１を竿体５に固定する。更に、接着
性のある合成樹脂（接着剤）を巻糸６の巻き付け部分に塗布して固める。尚、本実施形態
において、竿体５への取付状態においてガイドリング２は直立姿勢、即ち、ガイドリング
２の中心線５０が竿体５の中心線５１と平行になっているが、前側に傾斜した前傾姿勢で
あってもよい。
【００５６】
　本実施形態における釣糸ガイド１は、取付部３２の後部に扁平部３２ｃが形成されてい
るので、取付部３２が押し潰されていない中空状の金属線材のままの形状である場合に比
して竿体５への密着性が増し、その扁平部３２ｃにおいて巻糸６をしっかりと巻き付ける
ことができる。従って、竿体５に釣糸ガイド１を強固に取り付けることができる。特に、
扁平部３２ｃの下面に凹面部３８が形成されているので、扁平部３２ｃの下面が平坦な場
合に比して竿体５により一層沿いやすくなって密着性が一段と増し、更に、取付部３２に
おいて左右の金属線材に跨るように凹面部３８が左右方向に連続しているので、金属線材
の両端部所定長さ領域が左右に並んだ構成であっても竿体５への良好な密着性が確保され
る。また、扁平部３２ｃの両側部が後側に向けて斜めに切除されていて後側に向けて幅狭
に形成されているので、竿体５により一層強固に取り付けることができると共に巻糸６を
綺麗に巻き付けることができて良好な外観体裁が得られる。
【００５７】
　そして、このようにして竿体５に取り付けられる釣糸ガイド１にあっては、ガイドフレ
ーム３が金属線材から構成されているので、従来のように金属板を所定形状に打ち抜いて
形成した構成に比して容易に軽量化できる。また、従来の金属板を打ち抜いたガイドフレ
ーム３では、エッジの立った断面形状となっているので、ガイドフレーム３に釣糸が接触
したときの抵抗が大きく、そのために糸絡みが発生しやすく、また、キャストフィールも
良くない。これに対して、本実施形態の釣糸ガイド１のガイドフレーム３は断面円形の金
属線材から構成されていてエッジのない円形の断面形状を有しているので、ガイドフレー
ム３に釣糸が接触したときの釣糸の滑り性が良くスムーズであって、糸絡みが発生しにく
く、またキャストフィールも優れている。
【００５８】
　更に、ガイドフレーム３の左右一対の支持脚部３１が左右方向の外側に向けて膨らむよ
うに湾曲しているので、ガイドフレーム３がエッジのない円形の断面形状であることと相
まって、釣糸ガイド１に釣糸が絡みにくい。また、枠部３０の中心角θが両接点５４間の
中心角αよりも小さいので、支持脚部３１を枠部３０の周方向の端部からスムーズに膨ら
んだ形状とすることができ、枠部３０と支持脚部３１との境界部分に径方向内側に括れた
括れ部が生じることがなく、枠部３０から支持脚部３１へとスムーズに連続した形状とな
って、より一層糸絡みが防止される。
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【００５９】
　また、支持脚部３１の根元領域３１ｃが前後方向に湾曲していてもその根元領域３１ｃ
において金属線材が押し潰れることなく断面形状を維持しているので、支持脚部３１の根
元領域３１ｃにおいてもエッジのない断面形状となって、糸当たりが少なく良好なキャス
トフィールが得られ、糸絡みがより一層防止される。また、支持脚部３１の根元領域３１
ｃにおいて金属線材が押し潰れていないので、押し潰されている形態に比して強度も向上
する。
【００６０】
　また、ブリッジパーツ４が左右一対の支持脚部３１を連結しているので、ガイドフレー
ム３が補強されることになり、ガイドフレーム３の強度が向上する。そして、ガイドフレ
ーム３がガイドリング２の外周面２ｂから離れていく左右二箇所の離反点Ｐ近傍において
、ガイドフレーム３とガイドリング２の外周面２ｂとの間の空間をブリッジパーツ４が補
填しているので、その二箇所の離反点Ｐ近傍において発生しやすい糸絡みをブリッジパー
ツ４によって防ぐことができる。特に、ブリッジパーツ４の補填部４０の下面に凹状の曲
面部４３ｂが形成されているので、該曲面部４３ｂによって糸絡みをより一層抑制するこ
とができる。
【００６１】
　更に、ガイドリング２の全周のうちガイドフレーム３の枠部３０が周回していない非周
回部分がブリッジパーツ４によって保持されるので、ガイドリング２がガイドフレーム３
の枠部３０のみならずブリッジパーツ４によっても保持されることになってガイドリング
２の保持力が向上する。しかも、ブリッジパーツ４もガイドリング２の周溝２０に係合し
ていて、ブリッジパーツ４の両側面４４にもガイドフレーム３の支持脚部３１が係合して
いるので、ガイドリング２、ガイドフレーム３及びブリッジパーツ４が強固に一体化され
て、釣糸ガイド１の強度がより一層向上する。また、ブリッジパーツ４をガイドリング２
の周溝２０に係合させることにより、ブリッジパーツ４の上下寸法を小さくすることがで
きて軽量化できる。また、ブリッジパーツ４が支持脚部３１同士を、前後方向に湾曲して
いない先領域３１ａの範囲内で連結しているので、ブリッジパーツ４をガイドフレーム３
の枠部３０と同一平面上に位置させることができてブリッジパーツ４の前後方向の寸法も
抑制できる。このようにブリッジパーツ４を備えることによって釣糸ガイド１の強度アッ
プと糸絡み防止を図りつつも、過度の重量増加を抑制することができる。
【００６２】
　尚、釣糸ガイド１は、上述したような竿体５の外周面の所定位置に巻糸６によって巻き
付け固定される構成の他、竿体５の外周面に装着される筒状体７を備えたものであっても
よい。即ち、竿体５の外周面に接着剤等により固定される、あるいは、遊動自在に外装さ
れる筒状体７を備えた構成としてもよい。筒状体７を備える釣糸ガイド１は、筒状体７が
竿体５の外周面の所定位置に固定される固定ガイドであってもよいし、竿体５の外周面に
対して遊動自在である遊動ガイドであってもよい。このような筒状体７を備えた釣糸ガイ
ド１は例えば振出竿に使用される。
【００６３】
　例えば、釣糸ガイド１は、図１２及び図１３のように、竿体５に外装着される筒状体７
を備え、ガイドフレーム３は、筒状体７に取り付けるための取付部３２と、該取付部３２
から上方に延びる即ち筒状体７から径方向外側に離れるように延びるフレーム本体部とを
備える。フレーム本体部は同様に枠部３０と左右一対の支持脚部３１とからなる。取付部
３２は左右に分かれた二本足の構成であってそれぞれ金属線材の両端部所定長さ領域から
構成され、筒状体７の外周面をそれぞれ左右に分かれて周回して筒状体７の外周面に装着
固定されている。尚、筒状体７の外周面に取付部３２が係合する周溝を形成してその周溝
に取付部３２が係合してもよい。また、図１２及び図１３では、金属線材の両端部が互い
に離間している構成であるが、金属線材の両端部同士が接合されてガイドフレーム３が無
端状に形成されていてもよい。このように釣糸ガイド１が筒状体７を備える構成であって
も、左右一対の支持脚部３１がそれぞれ左右方向の外側に膨らんだ湾曲形状であると、支



(15) JP 2017-46646 A 2017.3.9

10

20

30

40

50

持脚部３１が直線状に延びている場合に比して糸絡みを防止することができる。また、ガ
イドリング２をガイドフレーム３に押し込むことで、ガイドリング２の周溝２０にガイド
フレーム３の枠部３０を係合させることができる。
【００６４】
　また、取付部３２が筒状体７の外周面を周回する構成ではなく、二本足の構成としてそ
れぞれ筒状体７に取り付けられるように構成してもよい。例えば、図１４のように、左右
一対の取付部３２が互いに左右に分離独立した状態とされてそれぞれ筒状体７の外周面に
取付固定されてもよい。取付部３２の筒状体７への取付構成は任意であって、例えば金属
線材の端部所定長さ領域からなる取付部３２を筒状体７の外周面に単に接着固定する構成
としてもよいし、図１４のように筒状体７の外周面に固定孔７０を左右一対形成し、その
一対の固定孔７０にそれぞれ取付部３２を挿入して固定するようにしてもよい。尚、筒状
体７の外周面に突部７１を形成してその突部７１に例えば前側に開口する固定孔７０を前
後方向に沿って形成するようにすることが好ましい。
【符号の説明】
【００６５】
　１　　釣糸ガイド
　２　　ガイドリング
　２ａ　内周面
　２ｂ　外周面
　３　　ガイドフレーム
　４　　ブリッジパーツ
　５　　竿体
　６　　巻糸
　７　　筒状体
２０　　周溝
２１　　金属板
２２　　前側（竿先側）の鍔部
２３　　後側（竿尻側）の鍔部
３０　　枠部
３１　　支持脚部
３１ａ　先領域
３１ｂ　中間領域
３１ｃ　根元領域
３２　　取付部
３２ａ　ストレート部
３２ｂ　テーパ部
３２ｃ　扁平部
３８　　凹面部
４０　　補填部
４１　　連結部
４２　　上面
４３ａ　円弧状部（下面）
４３ｂ　曲面部（下面）
４４　　側面
５０　　ガイドリングの中心線
５１　　竿体の中心線
５２　　枠部の内周面の仮想円
５３　　仮想直線
５４　　仮想直線が仮想円と接する接点
７０　　固定孔
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７１　　突部
　Ｐ　　離反点
　θ　　枠部の中心角

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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