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(57)【要約】
【課題】スプールフリー性が良好で、巻き取り操作時に
おいても摩擦制動力の影響を受けることのないスプール
フリー調節機構を備えた魚釣用リールを提供する。
【解決手段】本発明の魚釣用リールは、リール本体１の
側板１Ａ，１Ｂ間に回転自在に支持され、釣糸が巻回さ
れるスプール５ａを具備したスプール軸５と、側板の外
側に設けられた調節体３２の操作で軸方向に移動し、ス
プール軸５の端部を押圧してスプール軸の回転に摩擦抵
抗力を付与する押圧軸１４と、を備え、押圧軸１４と押
圧軸が挿入される側板１Ａとの間に、釣糸巻き取り方向
の回転を許容する転がり式一方向クラッチ３７を設置し
たことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リール本体の側板間に回転自在に支持され、釣糸が巻回されるスプールを具備したスプ
ール軸と、
　前記側板の外側に設けられた調節体の操作で軸方向に移動し、前記スプール軸の端部を
押圧してスプール軸の回転に摩擦抵抗力を付与する押圧軸と、
を備え、
　前記押圧軸と押圧軸が挿入される前記側板との間に、釣糸巻き取り方向の回転を許容す
る転がり式一方向クラッチを設置したことを特徴とする魚釣用リール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、釣糸が巻回されるスプールを具備し、リール本体に回転自在に支持したスプ
ール軸に摩擦制動力を付与するスプールフリー調節機構を備えた魚釣用リールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、魚釣用リール（両軸受リール）は、クラッチ機構を備えており、更に、ドラグ機
構とは別に、クラッチ機構のＯＦＦ時におけるスプール軸に対し、側板の外側に設けたツ
マミの回転操作で摩擦抵抗力を付与するスプールフリー調節機構（制動装置）を備えてい
る。このようなスプールフリー調節機構は、釣糸巻き取り操作時においても、回転するス
プール軸に摩擦抵抗力を生じさせて制動力を付与してしまうため、ハンドル回転が重くな
るという不具合がある。
【０００３】
　そこで、このような不具合が生じないように、例えば、特許文献１には、スプールと一
体回転する回転部材、つまり、スプール軸と制動機構との間に一方向クラッチを介在させ
て、スプールの釣糸繰り出し方向の回転のみ制動力を付与する構成としたものが開示され
ている。
【特許文献１】特開２００３－３３９２８３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した公知技術では、クラッチ機構をＯＦＦにして釣糸を放出する際、スプール軸と
共に一方向クラッチや、一方向クラッチを収容する筒状の制動受け部材等を一体回転させ
る構成のため、重量化して慣性力が大きくなり、スプール回転性（スプールフリー性）に
劣るという問題がある。そして、このような問題が生じることで、仕掛けの飛距離が伸び
ず、釣場状況に応じて微妙なスプール制動力の設定が必要な、特に、ベイトキャストリー
ルには適さない。
【０００５】
　本発明は、上記した問題に着目してなされたものであり、スプールフリー性が良好で、
巻き取り操作時においても摩擦制動力の影響を受けることのないスプールフリー調節機構
を備えた魚釣用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】
【０００６】
　上記した目的を達成するために、本発明に係る魚釣用リールは、リール本体の側板間に
回転自在に支持され、釣糸が巻回されるスプールを具備したスプール軸と、前記側板の外
側に設けられた調節体の操作で軸方向に移動し、前記スプール軸の端部を押圧してスプー
ル軸の回転に摩擦抵抗力を付与する押圧軸と、を備え、前記押圧軸と押圧軸が挿入される
前記側板との間に、釣糸巻き取り方向の回転を許容する転がり式一方向クラッチを設置し
たことを特徴とする。
【０００７】
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　上記した構成によれば、スプール軸の端部を押圧する押圧軸に転がり式一方向クラッチ
を設置しているため、従来技術のように、釣糸放出操作時において、転がり式一方向クラ
ッチの構成要素を一体的に回転させることはない。このため、キャスティング操作時にお
いて、スプールの回転性が低下するようなことがなくなり、良好なスプールフリー性能が
得られる。また、釣糸巻き取り操作時では、転がり式一方向クラッチによって、押圧軸は
フリー回転可能な状態となっているため、回転するスプール軸に摩擦抵抗力が生じること
もない。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、スプールフリー性が良好で、巻き取り操作時においても摩擦制動力の
影響を受けることのないスプールフリー調節機構を備えた魚釣用リールが得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しながら本発明に係る魚釣用リールの一実施形態について説明する。
【００１０】
　図１及び図２は、本発明に係る魚釣用リールの第１の実施形態を示す図であり、図１は
内部構成を示した平面図、図２は図１に示す魚釣用リールの主要部を示す図である。
【００１１】
　本実施形態に係る魚釣用リール（両軸受型リール）のリール本体１は、左右のフレーム
２ａ，２ｂと、左右のフレーム２ａ，２ｂを覆うように取着されるカバー３ａ，３ｂとを
備えた左右側板１Ａ，１Ｂを具備している。
【００１２】
　前記カバー３ａ，３ｂは、ビス等の固定手段によってフレーム２ａ，２ｂに装着されて
いる。なお、左右カバー３ａ，３ｂの外周側には、固定手段等を隠蔽するようにリング状
の部材４ａ，４ｂを装着しても良い。
【００１３】
　前記左右側板１Ａ，１Ｂ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が一体的に固定されている。
【００１４】
　また、右側板側には、前記スプール５ａを回転駆動するハンドル７が設けられている。
ハンドル７は、右側板１Ｂに回転可能に支持されたハンドル軸７ａの突出端部に装着され
ており、ハンドル７を巻き取り操作することで、その回転駆動力は、右フレーム２ｂと右
カバー３ｂとの間に設置される動力伝達機構８を介してスプール５ａ（スプール軸５）に
伝達される。
【００１５】
　前記動力伝達機構８は、ハンドル軸７ａに回転可能に支持されたドライブギヤ１０と、
このドライブギヤ１０に噛合するピニオンギヤ１２とを備えている。本実施形態のピニオ
ンギヤ１２は、前記スプール軸５と同軸上に配され、後述するスプールフリー調節機構に
よってスプール軸５の端面に所定の押圧力を持って当接する押圧軸１４に回転可能に支持
されている。なお、ピニオンギヤ１２の両端は、軸受９によって右側板１Ｂに対して回転
可能に支持されている。
【００１６】
　前記ピニオンギヤ１２は、スプール軸５に対して継脱するように、押圧軸１４に沿って
軸方向に移動可能となっており、クラッチ機構１７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）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。
【００１７】
　クラッチ機構１７は、公知のように、前記ピニオンギヤ１２の外周に形成された円周溝
１２ａに係合するヨーク１７ａと、ヨーク１７ａを軸方向に沿って駆動するクラッチ駆動
部材１７ｂと、クラッチ駆動部材１７ｂを介して前記ヨーク１７ａを軸方向に移動させ、
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クラッチＯＮ状態とＯＦＦ状態に切換えるクラッチレバー１７ｃとを備えており、図に示
すクラッチＯＮ状態（ピニオンギヤ１２がスプール軸５と継合している状態）からクラッ
チレバー１７ｃを押圧操作すると、ピニオンギヤ１２は、図において右側にスライドし、
スプール軸５との継合状態が解除されて動力遮断状態となる。なお、クラッチ機構１７は
、公知のように、ハンドル７を釣糸巻き取り方向に回転駆動すること、或いはクラッチレ
バー１７ｃを復帰操作することで、ＯＮ状態に復帰される。
【００１８】
　前記ハンドル軸７ａとドライブギヤ１０との間には、公知のドラグ機構１９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、スプール５ａに対して所望の制動力を
付与できるようになっている。また、ハンドル軸７ａと右カバー３ｂとの間には、一方向
クラッチ２０が設置されており、ハンドル軸７ａを釣糸巻き取り方向のみに回転できるよ
う構成されている。
【００１９】
　さらに、左右側板１Ａ，１Ｂ間には、前記スプール５ａの前方側に、レベルワインド機
構２２が設置されている。このレベルワインド機構２２は、公知のように、前記ドライブ
ギヤ１０と噛合する連動歯車２２ａ、連動歯車と一体回転する螺軸２２ｂ、螺軸２２ｂに
係合する釣糸案内体２２ｃを備えており、ハンドル７を回転操作することで、螺軸２２ｂ
を回転させ、釣糸案内体２２ｃを左右方向に往復動させるようになっている。
【００２０】
　上記した構成により、ハンドル７を巻き取り操作することで、前記ドライブギヤ１０及
びピニオンギヤ１２等を介してスプール５ａが回転駆動されると共に、前記レベルワイン
ド機構２２によって釣糸案内体２２ｃが左右方向に往復動され、スプール５ａに対して釣
糸が均等に巻回される。
【００２１】
　また、前記右側板１Ｂ側には、上記したクラッチ機構１７をＯＦＦ状態として釣糸放出
操作（主にキャスティング操作）する際に、スプール軸５に摩擦制動力を付与するスプー
ルフリー調節機構（以下、制動装置と称する）３０が配設されている。以下、この制動装
置３０の構成、及び作用について説明する。
【００２２】
　本実施形態の制動装置３０は、上述したピニオンギヤ１２に挿通される押圧軸１４に対
して、スラスト方向の押圧力を付与する構成となっており、右側板を構成する右カバー３
ｂに圧入されて右カバー（右側板）と一体化される円筒状の保持部３１と、保持部３１に
設置されるキャップ状の調節体３２とを有する。前記保持部３１の先端側外周面には、雄
ネジ部３１ａが形成されており、前記調節体３２には、雌ネジ部３２ａが形成されており
、両者は螺合して、調節体３２は軸方向に移動可能（螺進／螺退可能）となっている。
【００２３】
　前記調節体３２の内面には、押圧軸１４の端面に当て付くスラストベアリング３５が設
置されており、押圧軸１４に対して調節体３２を回転可能にすると共に、押圧軸１４に対
して調節体３２の螺入位置に応じて所望の押圧力を付与するようになっている。すなわち
、調節体３２を回転操作することで、押圧軸１４を介して、前記スプール軸５に対して、
所望の摩擦制動力を付与できるようになっている。
【００２４】
　前記保持部３１（右側板１Ｂ）と押圧軸１４との間には、釣糸巻き取り方向の回転を許
容する転がり式一方向クラッチ３７が設置されている。すなわち、この転がり式一方向ク
ラッチ３７は、ハンドル７を釣糸巻き取り方向に回転駆動した際、スプール軸５に圧接さ
れて連れ回りする押圧軸１４の回転をフリー状態としていることから、ハンドル７の巻き
取り操作に負荷を与えることはない。
【００２５】
　一方、上記したクラッチ機構１７をＯＦＦにして、キャスティング操作する際、スプー
ル軸５は、釣糸放出方向に回転し、スプール軸５に圧接された状態にある押圧軸１４も釣
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糸放出方向に回転させようとするが、その回転は転がり式一方向クラッチ３７によって阻
止されることから、スプール軸５には、固定された状態となっている押圧軸１４から所望
の制動力（調節体３２の締め付け位置に応じた制動力）が作用することとなる。
【００２６】
　上記した転がり式一方向クラッチ３７は、スプール５ａが装着されたスプール軸５と、
スラスト方向で分離した押圧軸１４に設置されており、従来のように、釣糸放出操作時に
おいて、転がり式一方向クラッチ３７の構成要素を一体回転させないため、キャスティン
グ操作時において、スプール５ａの回転性が低下するようなことがなくなり、良好なスプ
ールフリー性能が得られる。すなわち、転がり式一方向クラッチ３７の影響を全く受ける
ことがなく、設定されたスプール軸制動力に基づくキャスティング操作が確実に行えるよ
うになる。さらに、調節体３２を緩めて、スプール軸５の端部押圧を解除することで、ス
プール５ａは何等抑制なく回転できるので、より良好なスプールフリー特性が得られる。
【００２７】
　なお、上記した構成において、制動力の調節を行う調節体３２については、回転操作し
た際、その回転に抵抗力を付与して節度を持たせる（クリック音を発生させる）ようにし
ても良い。具体的には、調節体３２の円周壁の裏面に周方向に沿って凹凸３２ｂを形成し
ておき、ここに、保持部３１に支持したクリックバネ３９を弾性するように係合させて、
調節体３２の回転操作時に節度を持たせるようにしても良い。
【００２８】
　図３は、上記した実施形態の変形例を示す図である。この変形例に示すように、スプー
ル軸５に対して押圧力を付与する押圧軸１４ａは、転がり式一方向クラッチ３７が設置さ
れる部分（調節体３２が設置される部分）に配置される構成であっても良い。すなわち、
スプール軸５を右フレーム２ｂから突出するように形成し、その突出部分にピニオンギヤ
１２を挿通させる構成であっても良い。また、ピニオンギヤ１２については、図に示すよ
うに、その両端をリール本体に対して軸受を介在させない構成であっても良い。
【００２９】
　図４及び図５は、本発明の第２の実施形態を示す図であり、図４は、制動装置部分を拡
大して示す図、図５は、図４の主要部の拡大図である。
【００３０】
　本実施形態では、転がり式一方向クラッチ３７と押圧軸１４との間にスリーブ４０を介
在すると共に、スリーブ４０と押圧軸１４とを継脱機構５０によって継脱するようにして
いる。この継脱機構５０は、クラッチ機構１７がＯＮ状態（実線で示す状態）のとき、ス
リーブ４０と押圧軸１４をフリーとし、かつクラッチ機構１７がＯＦＦ状態のとき、スリ
ーブ４０と押圧軸１４を一体回転可能にする機能を有する。
【００３１】
　具体的には、前記スリーブ４０は、転がり式一方向クラッチ３７の内側で、押圧軸１４
に対して軸方向に沿って摺動可能で回転可能に設置されており、ピニオンギヤ１２の端面
１２ｂが当て付くフランジ４０ａを具備している。また、継脱機構５０は、押圧軸１４の
端部において、前記スラストベアリング３５との間に介在される継脱部材５１を具備して
おり、この継脱部材５１は押圧軸１４の端部に固定されている。継脱部材５１の内側の押
圧軸１４の端部外周には、スリーブ４０が軸方向に移動した際、その端部に形成される係
合部４０ｂが継脱できるように、凹凸等の継脱部５１ａが回り止め固定されており、スリ
ーブ４０は、その端部に円周溝が形成されて、付勢バネ４３によって、常時、ピニオンギ
ヤ１２側に付勢されている。
【００３２】
　そして、前記クラッチ機構１７がＯＦＦにされてピニオンギヤ１２が図中、右側に摺動
されると、ピニオンギヤ１２の端面１２ｂがスリーブ４０のフランジ４０ａに当て付き、
前記スリーブ４０の係合部４０ｂが付勢バネ４３の付勢力に抗して押圧軸１４の端部に固
着された継脱部材５１内側の継脱部５１ａに継合する。この結果、クラッチ機構１７がＯ
ＦＦにされると、スリーブ４０と押圧軸１４は一体化された状態となり、転がり式一方向
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クラッチ３７の影響を受けるようになる。
【００３３】
　上記した構成によれば、クラッチ機構１７をＯＦＦにしてキャスティング操作をする際
には、上記した実施形態と同様、転がり式一方向クラッチ３７の作用によって、押圧軸１
４が回転できないことから、スプール軸５に対して所望の摩擦制動力を作用させることが
可能となる。また、ハンドル７を釣糸巻き取り方向に回転駆動した際、転がり式一方向ク
ラッチ３７の作用によって、押圧軸１４はフリー回転状態となっているため、ハンドル７
の巻き取り操作に負荷を与えることはない。
【００３４】
　さらに、クラッチ機構１７がＯＮ状態において、上述したドラグ機構１９を緩めた状態
で、魚が掛かった場合等、スプール５ａは釣糸繰り出し方向に回転するが、この状態にお
いても、継脱機構５０によって押圧軸１４はスリーブ４０との間でフリー回転状態となっ
ているため、制動装置３０の影響を及ぼすことなく、ドラグ機構１９のみの制動力を適切
にスプール５ａに対して作用させることが可能となる。すなわち、クラッチ機構１７がＯ
Ｎ状態におけるドラグ作動時、或いは、上記した一方向クラッチ２０を非作動状態として
ハンドル７を逆回転可能な状態にしたとき、制動装置３０を非作動状態にすることが可能
となり、ドラグ機構の制動力を適切に作用させることが可能となる。
【００３５】
　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。
【００３６】
　例えば、上述した実施形態では、制動装置３０は、右側板側に設置したが、左側板１Ａ
側に設置しても良いし、両側板１Ａ，１Ｂ内に設置しても良い。このように左側板側にも
設置することで、スプール軸に対する制動効果を更に向上することが可能となる。また、
上記した構成において、制動装置を構成する保持部３１については、右カバー等、側板を
構成する部材（フレームであっても良い）と一体形成されていても良い。このため、押圧
軸については、側板を構成する部材に挿入されており、その部分で一方向クラッチが介在
されていれば良い。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明に係る魚釣用リールの一実施形態を示す図であり、内部構成を示した平面
図。
【図２】図１に示す魚釣用リールの主要部を示す図。
【図３】図２に示した制動装置の変形例を示す図。
【図４】本発明の第２の実施形態を示す図であり、制動装置部分を拡大して示す図。
【図５】図４の主要部の拡大図。
【符号の説明】
【００３８】
１　リール本体
１Ａ，１Ｂ　左右側板
２ａ，２ｂ　左右フレーム
３ａ，３ｂ　左右カバー
５　スプール軸
５ａ　スプール
１２　ピニオンギヤ
１４，１４ａ　押圧軸
１７　クラッチ機構
３０　スプールフリー調節機構（制動装置）
３２　調節体
３７　転がり式一方向クラッチ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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