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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレームと；
　前記フレームに取り付けられ、釣り糸が巻き取られるスプールと；
　前記フレームに備えられ、前記スプールに連結され、ドライブシャフトを有するドライ
ブギア、および前記ドライブギアを回転させるためにドライブシャフトに連結されたハン
ドルを備えるドライブユニットと；
　前記スプールの繰り出し回転を制動するようにフレームに内蔵されたドラッグアセンブ
リー、および前記ドラッグアセンブリーのドラッグパワーを調節するための調節体を備え
るドラッグユニットと；を含んでなり、
　前記ドラッグアセンブリーは、
　前記ドライブギアに結合されて連動し、側壁部を有するワッシャリテーナーと、
　前記ドライブシャフトに軸設され、前記ワッシャリテーナーに収容され、ブレーキワッ
シャを有するワッシャグループとを含み、
　前記ワッシャリテーナーと前記ドライブギアとの連動を保障するために、ワッシャリテ
ーナーをドライブギアに結束する固定体をさらに含み、
　前記固定体は、
　前記ワッシャリテーナーに設けられた係合溝と、
　前記ドライブギアに設けられた連動孔と、
　前記係合溝に係合される固定クリップが突設され、前記連動孔に嵌合される連動突起が
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突設された固定補助ディスクとからなる
ことを特徴とする、ドラッグアセンブリーを備えた釣りリール。
【請求項２】
　前記ドラッグアセンブリーのワッシャグループは、
　前記ドライブシャフトの空回転防止部に結合されて連動するように非円形中空を有する
Ｄ型ワッシャと、
　前記Ｄ型ワッシャの一側または両側に配列され、円形中空を有するドラッグワッシャと
を含み、
　前記ワッシャリテーナーは、側壁部の内周面に空回転防止のための第１連動部が形成さ
れており、
　前記ドラッグワッシャは、該第１連動部に相応する形状の第２連動部が形成されている
ことを特徴とする、請求項１に記載のドラッグアセンブリーを備えた釣りリール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドラッグアセンブリーを備えた釣りリールに係る。より詳しくは、魚が釣り
針を銜えて釣り糸がスプールから繰り出される場合、あまり速く釣り糸が繰り出されて釣
り糸が切れてしまう事を防止するために、スプールの繰り出し回転を制動するドラッグア
センブリーにおいて、前記ドラッグアセンブリーを、ドライブギアに結合されるワッシャ
リテーナーと、ブレーキワッシャを含むワッシャグループとから構成し、ドライブギアに
はブレーキワッシャに相応する形状を形成しないようにすることにより、作業工程を簡便
化し、作業時間を短縮させるうえ、製作コストを節減することができる、ドラッグアセン
ブリーを備えた釣りリールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スプールの繰り出し回転を制動する釣りリールに関する従来の技術として、特許文献１
 の「クリックサウンド発生手段を備えた釣りリール」がある。この従来の技術では、釣
り糸が巻き付けられるスプールに連動するドライブギアと、該ドライブギアのための中心
軸との間に配列される様々なワッシャを用いて、クリックサウンド発生手段を構成してい
る。このクリックサウンド発生手段を介して、既存の釣りリールの構造をできる限り少な
く変形させながらも、製造および組立容易性を保障するうえ価格競争力を確保することが
できる。
【０００３】
　また、特許文献１では、固有のブレーキ機能による釣り糸の損傷を防止する技術として
、中心軸に結合されたドライブギアと、前記ドライブギアに連結され、外周面に釣り糸が
巻き付けられるスプールと、前記中心軸に軸設されて連動するドライブワッシャと、前記
中心軸に軸設され前記ドライブギアとの連動のための外郭突起を有する補助ワッシャと、
から構成される釣りリールを提示している。
【０００４】
　ところが、このような従来の技術では、ドライブギアと該ドライブギアのための中心軸
との間に配列される様々なワッシャを用いてブレーキ機能を行うが、ドライブギアとワッ
シャとの間の空回転を防止するためにドライブギアにワッシャの形状に相応する凸凹形状
を形成するための作業工程が複雑で難しいという問題点があった。
【０００５】
　特に、ドライブギア本来の役割のために、耐摩耗性などの剛性に優れた金属を切削加工
してドライブギアの外周面に歯車を加工するが、内周面にドラッグワッシャ(drag washer
)の凸凹形状に相応する凸凹形状を加工することは、その分だけ高度の熟練度が必要とさ
れるうえ、生産性が低く、製造コストが高くなるという問題点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】韓国登録特許第１０－１１９３９１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、特許文献１の「クリックサウンド発生手段を備えた釣りリール」などの従来
の技術を改善するために提案されたものである。
【０００８】
　そこで、本発明は、フレームに取り付けられ、釣り糸を巻き取るスプールを回転させる
ためのドライブギアを含むドライブユニット、およびスプールの繰り出し回転を制動する
ドラッグアセンブリーから構成された釣りリールにおいて、
ドラッグユニットを介して、あまり速く釣り糸が繰り出されることを防止する際に、
ドラッグアセンブリーを構成し且つドラッグワッシャを含むワッシャグループを収容する
従来のドライブギアの内周面の凸凹構造の代わりに、
別途のワッシャリテーナーを導入することにより、
既存のように剛性に優れたドライブギアをドラッグワッシャの凸凹形状に相応する形状に
加工する負担を除去して生産性の向上、価格競争力の確保、およびスプール制動の品質維
持が共に可能な釣りリールを提供することを目的とする。
【０００９】
　また、本発明は、ドラッグユニット（ｄｒａｇ　ｕｎｉｔ）を構成し、合成樹脂やアル
ミニウムなどの汎用軟質素材から相対的に平易かつ低廉に製造することが可能なワッシャ
リテーナー（ｗａｓｈｅｒ　ｒｅｔａｉｎｅｒ）が、相互空回転が防止される形でドライ
ブギアに堅く結合できるようにする、様々な固定体を導入した釣り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】
　上記の目的を達成するために、本発明に係るドラッグアセンブリーを備えた釣りリール
は、
フレームと；
前記フレームに取り付けられ、釣り糸が巻き取られるスプールと；
前記フレームに備えられ、前記スプールに連結され、ドライブシャフトを有するドライブ
ギア、および前記ドライブギアを回転させるためにドライブシャフトに連結されたハンド
ルを備えるドライブユニットと；
前記スプールの繰り出し回転を制動するようにフレームに内蔵されたドラッグアセンブリ
ー、および前記ドラッグアセンブリーのドラッグパワーを調節するための調節体を備える
ドラッグユニットとを含んでなる。
【００１１】
　前記ドラッグアセンブリーは、
前記ドライブギアに結合されて連動し、側壁部を有するワッシャリテーナーと、
前記ドライブシャフトに軸設され、前記ワッシャリテーナーに収容され、ブレーキワッシ
ャを有するワッシャグループとを含むことが好ましい。
【００１２】
　また、本発明に係るドラッグアセンブリーを備えた釣りリールにおいて、
前記ドラッグアセンブリーのワッシャグループは、
前記ドライブシャフトの空回転防止部に結合されて連動するように非円形中空を有するＤ
型ワッシャと、
前記Ｄ型ワッシャの一側または両側に配列され、円形中空を有するドラッグワッシャとを
含むことが好ましい。
【００１３】
　また、本発明に係るドラッグアセンブリーを備えた釣りリールにおいて、
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前記ワッシャリテーナーは、側壁部の内周面に空回転防止のための第１連動部が形成され
ており、
前記ドラッグワッシャは、該第１連動部に相応する形状の第２連動部が形成されているこ
とが好ましい。
【００１４】
　また、本発明に係るドラッグアセンブリーを備えた釣りリールにおいて、
前記ワッシャリテーナーと前記ドライブギアとの連動を保障するために、ワッシャリテー
ナーをドライブギアに結束する固定体をさらに含むことが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　上述したように、本発明に係るドラッグアセンブリーを備えた釣りリールは、ドライブ
ギアを含むドライブユニットと、スプールの繰り出し回転を制動するドラッグアセンブリ
ーを備えたドラッグユニットとを含むことにより、あまり速く釣り糸が繰り出されて釣り
糸が切れてしまうことを防止することができる。
【００１６】
　また、本発明は、前記ドラッグアセンブリーを、ドライブギアに結合されるワッシャリ
テーナー、およびワッシャリテーナーに収容されるワッシャグループから構成することに
より、前記ドライブギアに直接ワッシャグループに相応する形状を形成しないようにして
、製作工程の難しさを解消し、工程時間を短縮させることができる。
【００１７】
　また、本発明は、ワッシャグループを、非円形中空を有するＤ型ワッシャ、および円形
中空を有するドラッグワッシャから構成することにより、摩擦力によってドライブシャフ
トとドラッグワッシャの空回転を調節することができるため、釣り糸が繰り出される程度
を調節することができる。
【００１８】
　また、本発明は、前記ドライブギアとワッシャリテーナーとの結合のために固定体を別
途備えることにより、ドライブギアとワッシャリテーナーとの組立便利性および組立状態
堅固性を共に確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る釣りリールの部分結合断面図である。
【図２】本発明に係る釣りリールの部分結合断面図である。
【図３】ドライブギアとドラッグアセンブリーの分解斜視図である。
【図４】ワッシャリテーナーをドライブギアに結束する固定体の1実施例を示す図である
。
【図５】ワッシャリテーナーをドライブギアに結束する固定体の他の１実施例を示す図で
ある。
【図６】ワッシャリテーナーをドライブギアに結束する固定体の他の１実施例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明を詳細に説明する。本発明は多様な変更を加え
ることができ、様々な形態を持つことができるもので、その具現例（態様、ａｓｐｅｃｔ
）（または実施例）をここに詳細に説明する。しかし、これは本発明を特定の開示形態に
限定しようとするものではなく、本発明の思想および技術範囲に含まれるすべての変更、
均等物または代替物を含むものと理解されなければならない。
【００２１】
　各図面において、同一の参照符号、特に十の桁および一の桁、または十の桁、一の桁お
よびアルファベットが同じ参照符号は同一または類似の機能を持つ部材を示し、特に言及
がない場合、図面の各参照符号が指す部材はこのような基準に準ずる部材と把握すればよ
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い。また、各図面において、構成要素は、理解の便宜などのために、大きさや厚さを誇張
して大きく（または厚く）或いは小さく（または薄く）表現しているか単純化して表現し
ているが、これによって本発明の保護範囲が制限されるものと解釈されてはならない。
【００２２】
　本明細書で使用する用語は、特定の具現例（または実施例）を説明するために使用され
たもので、本発明を限定しようとするものではない。単数の表現は、文脈上特に明記しな
い限り、複数の表現を含む。本出願において、「含む」または「からなる」などの用語は
明細書上に記載した特徴、数字、段階、動作、構成要素、部分品またはこれらの組み合わ
せが存在することを指定しようとするものであり、一つまたはそれ以上の他の特徴、数字
、段階、動作、構成要素、部分品またはこれらの組み合わせなどの存在または付加の可能
性を予め排除しないものと理解されなければならない。
【００２３】
　特に他に定義しない限り、技術用語や科学用語を含み、ここで使われるすべての用語は
本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者によって一般的に理解されるもの
と同じ意味を持っている。一般的に使われる辞典に定義されている用語は、関連技術の文
脈上で持つ意味と一致する意味を持つものと解釈されなければならず、本明細書で明らか
に定義しない限り、理想的な意味または過度に形式的な意味に解釈されない。
【００２４】
　まず、部分結合断面図である図１および図２に示すように、本発明に係るドラッグアセ
ンブリー４１を備えた釣りリールは、フレーム１０と、前記フレーム１０に取り付けられ
、釣り糸が巻き取られるスプール２０と、ドライブユニット３０と、ドラッグユニット４
０とを含んでなる。
【００２５】
　具体的に、前記ドライブユニット３０は、フレーム１０に備えられ、前記スプール２０
に連結され、ドライブシャフト３３を有するドライブギア３１と、前記ドライブギア３１
を回転させるためにドライブシャフト３３に連結されたハンドル１１１とを含んでなる。
【００２６】
　また、前記ドラッグユニット４０は、前記スプール２０の繰り出し回転を制動するよう
にフレーム１０に内蔵されたドラッグアセンブリー４１と、前記ドラッグアセンブリー４
１のドラッグパワーを調節するための調節体４３とを含んでなる。
【００２７】
　通常の釣りリール、特にベイトリール（ｂａｉｔ　ｒｅｅｌ）のように、前記フレーム
１０には、釣りリールを釣り竿に結合するための結合突起が備えられており、スプール２
０、ドライブユニット、ドラッグユニット４０などが取り付けられる。
【００２８】
　また、前記スプール２０には釣り糸が巻き取られ、前記スプール２０は前記フレーム１
０にスプールシャフト２１を介して結合され、右側のテンションナット２３によってキャ
スティング距離が調節される。
【００２９】
　前記ドライブユニット３０は、スプール２０を回転させて釣り糸を巻き取るためのもの
であって、内側のドライブギア３１を回転させてスプール２０のピニオンギア２５を回転
させ、ドライブギア３１が軸設されたドライブシャフト３３の外側にはハンドル１１１が
構成され、ドライブシャフト３３の端部に結合されたハンドルバー１１の両側に備えられ
たいずれか一つのハンドル１１１を介して作動が行われる。
【００３０】
　前記ドライブユニット３０は、必要に応じて左右手の切換が可能であり、このための構
成は省略されており、左右手の切換によってスプール２０の駆動方向が切り換えられる。
ドライブユニット３０によるスプール２０の回転は、釣り糸を巻き取るための動作を行う
ためである。
【００３１】
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　また、ドライブシャフト３３は、内側端部がベアリング３３１によって転がり支持され
、固定手段３３３、特にスナップリングからなる固定手段３３３によってフレーム１０に
固定され、ベアリング３３１は、フレーム１０にボルトを介して結合される別途のカバー
によって保護される。
【００３２】
　ドライブシャフト３３には、円形中空を有するドライブギア３１が結合され、
該ドライブギア３１上には、ドラッグユニット４０を構成し且つ円形中空を有するワッシ
ャリテーナー４１１が結合され、
該ワッシャリテーナー４１１には、ワッシャグループ４１３が収容される。
【００３３】
　ドライブシャフト３３は、ワッシャグループのうち、特にＤ型ワッシャ（Ｄ－ｗａｓｈ
ｅｒ）の空回転の防止のためにＤカット（またはＵカット）の外周面の区間を持つ。また
、ドライブシャフト３３の端部には、雄ねじ部が形成されており、ドラッグユニット４０
の摩擦力調節のための調節体４３、特に海星状の複数の把持突起を有する形状に合うよう
に業界で通常「スタードラッグナット」と呼ばれる調節体が螺合される。
【００３４】
　図２に示すように、この「スタードラッグナット」タイプの調節体４３を締め付けて、
ドライブギア３１側に近くなる方へ移動させると、弾性手段５０を構成する複合スプリン
グワッシャユニット５１が加圧され、
この加圧力は、ブッシュ（ｂｕｓｈ）５１７を介して伝達され、ワッシャグループ４１３
を押して摩擦力を増加させることによりドラッグパワーを高める。
【００３５】
　再び図１に示すように、「スタードラッグナット」タイプの調節体４３を解いて、ドラ
イブギア３１側から遠くなる方へ移動させると、弾性手段５０を構成する複合スプリング
ワッシャユニット５１およびワッシャグループ４１３の加圧力が解除されることにより、
摩擦力が減少してドラッグパワーが低くなる。
【００３６】
　さらに、ドライブシャフト３３の外側端部には両端部にハンドル１１１を有するハンド
ルバー１１が嵌められることにより、ハンドルバー１１によるドライブシャフト３３の回
転が行われる。
【００３７】
　再び図１～図３に示すように、本発明に係る釣りリールにおいて、前記ドラッグアセン
ブリー４１は、
前記ドライブギア３１に結合されて連動し、側壁部４１１Ａを有するワッシャリテーナー
４１１と、
前記ドライブシャフト３３に軸設され、前記ワッシャリテーナー４１１に収容され、ドラ
ッグワッシャ４１３Ｂを含むワッシャグループ４１３とから構成されている。
【００３８】
　より詳しくは、前記ワッシャグループ４１３は、
前記ドライブシャフト３３の空回転防止部と結合されて連動するように、非円形中空４１
３Ａａを有するＤ型ワッシャ４１３Ａ（「Ｄ」型ワッシャとは、中空がドライブシャフト
の空回転防止部、すなわち空回転防止のための非円形外周形状（例えば、Ｄカットまたは
Ｕカット）に相応する非円形中空のうち、アルファベット「Ｄ」字状の中空（または「Ｕ
」字状の中空）を代表して呼んだものである）と、
前記Ｄ型ワッシャ４１３Ａの一側または両側に配列され、円形中空４１３Ｂａを有するド
ラッグワッシャ４１３Ｂとを含んでなる。
【００３９】
　Ｄ型ワッシャ４１３Ａは、ドライブシャフト３３の回転に伴って常に連動して回転し、
主にステンレススチールなどの素材から製造され、
ドラッグワッシャ４１３Ｂは、摩擦力を起こし、摩擦特性と潤滑特性が適切に調和された
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カーボンなどの素材から製造される。
【００４０】
　本発明に係る釣りリールのドラッグアセンブリー４１のワッシャリテーナー４１１は、
中央が凹んで収容部を形成するドライブギア３１に結合されるが、外周面の歯車の他に、
ドライブギアのワッシャリテーナー接触または収容部位の形状は、必要に応じて様々に変
形できる。
【００４１】
　ドライブギア３１の外面には、前記ピニオンギア２５に噛み合う歯車３１１が備えられ
ているが、耐摩耗性特性などの物性に優れたドライブギアは、切削加工などの方法で歯車
を形成する。既存のドライブギアは、ワッシャリテーナー４１１の内周面の凸凹形状また
はこれと同様に複雑な内周面の形状を加工してワッシャグループ、特にドラッグワッシャ
収容部を形成したが、これに対し、本発明では、合成樹脂またはアルミニウムなどの軟質
素材を用いて射出などの製造容易性に優れた工法を活用して容易にワッシャリテーナー４
１１を製造し、このワッシャリテーナーにワッシャグループのための複雑な構造の収容部
を形成する。相対的に、ドライブギア３１の内周面には、単純で加工が容易なワッシャリ
テーナー用固定構造を形成する。
【００４２】
　このように、本発明では、ドライブギア３１の外面には歯車３１１が備えられ、該歯車
が前記ピニオンギア２５と連結されてスプール２０を回転することができるようにし、ド
ライブギア３１の内側には前記ワッシャリテーナー４１１を収容するための収容部３１３
が備えられている。この収容部３１３に内挿されるワッシャリテーナー４１１は、ドラッ
グワッシャ４１３Ｂの凸凹構造に相応する第１連動部４１１Ｂ、特に凸凹構造の第１連動
部を有する側壁部４１１Ａが備えられている。また、前記ワッシャリテーナー４１１が前
記収容部３１３に収容される場合、ワッシャリテーナーをドライブギア３１に結束する固
定体３１５が備えられているが、前記固定体３１５は様々に構成できる。
【００４３】
　前記ワッシャリテーナー４１１の側壁部４１１Ａの内周面には、空回転防止のための第
１連動部４１１Ｂが形成されており、前記ドラッグワッシャ４１３Ｂには、この第１連動
部４１１Ｂに相応する形状の第２連動部４１３Ｂｂが形成されている。
【００４４】
　前記ワッシャリテーナー４１１にワッシャグループ４１３を図３の分解順序とおりに（
ドライブギア３１に近接したものから順次）羅列すると、
ワッシャグループ４１３は、ドラッグワッシャ４１３Ｂ、Ｄ型ワッシャ４１３Ａ、ドラッ
グワッシャ４１３Ｂ、Ｄ型ワッシャ４１３Ａ、ドラッグワッシャ４１３Ｂ、およびカバー
ワッシャ４１３Ｃから構成されている。
【００４５】
　前記ドラッグワッシャ４１３Ｂは、円形中空４１３Ｂａを有し、前記ワッシャリテーナ
ー４１１の側壁部４１１Ａの内部に形成された第１連動部４１１Ｂに相応する第２連動部
４１３Ｂｂを有しており、前記ワッシャリテーナー４１１の回転の際に連動回転する。
【００４６】
　前記Ｄ型ワッシャ４１３Ａは、ドライブシャフトの非円形Ｄカットタイプなどの空回転
防止部である非円形加工部に該当する非円形中空４１３Ａａを有する。
【００４７】
　魚が釣り針を銜えて釣り糸がスプール２０から繰り出される場合、スプール２０の回転
がピニオンギア２５を介してドライブギア３１に伝達されて回転すると、ドラッグワッシ
ャ４１３Ｂは、ドライブシャフト３３と共に回転しなくなるので、主な摩擦、制動機能を
行うことになる。
【００４８】
　また、カバーワッシャ４１３Ｃは、Ｄカットタイプなどの非円形中空４１３Ａａを有す
るためドライブシャフト３３と共に回転し、外側に被加圧突起４１３Ｃａを有し、ここに
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ドラッグユニット４０を構成する弾性手段５０の加圧力、すなわちドラッグパワーを伝達
するドラム型媒介体であるブッシュ５１７がエラーなしで接触して力をより確実に伝達す
るようになっている。
【００４９】
　前述したように、図１は調節体４３によってスプリングワッシャ５１１、５１３が加圧
されていない状態を示し、図２は調節体４３によってスプリングワッシャ５１１、５１３
が加圧されている状態を示すものである。
【００５０】
　前記ドライブシャフト３３には、調節体４３の進退による加圧力を弾力的にワッシャグ
ループ４１３に伝達する弾性手段５０が結合されるが、フレーム１０のカバーの中空部位
壁体の干渉を回避してスプリングワッシャ５１１、５１３の力が伝達されるようにするド
ラムタイプの媒介体であるブッシュ５１７が先に結合される。
【００５１】
　次に、弾性手段５０を構成し、複合スプリングワッシャユニット５１に該当する高弾性
スプリングワッシャ５１１、特に高弾性スプリングワッシャ５１１が２つ１組として配列
される。次に、分離体５１５が配列され、連続的に低弾性スプリングワッシャ５１３が２
つ１組として備えられている。
【００５２】
　本明細書において、「高弾性」および「低弾性」という相対的な概念は、通常の釣りリ
ールにおいて、ドラッグパワー調節のために構成されたドラッグユニットの調節体４３を
回転させて進退させるにつれて、その進退する程度をワッシャグループ４１３を介してド
ライブギア３１などのスプール２０連携部品に伝達されるようにする際に、
釣りリールの業界における通常の技術者が有する通常の技術知識に鑑みるとき、十分に人
力によって調節体４３を回転させるにつれて変形および回復できる程度の弾性を持たなけ
ればならないという制限範囲内のものを意味するが、
基本的に、２つ以上のスプリングワッシャが、調節体４３とワッシャグループ４１３との
間に配列され、互いに異なる弾性を持つ。
【００５３】
　最後に、ドライブシャフト３３にはねじ部４３１を有する調節体４３が結合され、該調
節体４３は回転によって進退する。
通常、調節体４３は、ドライブシャフト３３に螺合されるが、本発明の思想および保護範
囲を回避して適用するために、または不可避に、フレーム１０などの他の部品に形成され
た雄ねじ部（または雌ねじ部）に調節体４３が螺合され、回転によって進退することが可
能である。したがって、 不可避に調節体４３のねじ部４３１に螺合される対応ねじタイ
プの構成要素を特定していない。
【００５４】
　前記分離体５１５は、両スプリングワッシャ、特にスプリングワッシャセットの弾性が
さらに明確に作用してドラッグパワー（制動力）がより一定で比例的に増加するようにす
る機能を行う。
【００５５】
　また、分離体５１５を構成するクリックホルダーは、外側に収容溝を有するが、該収容
溝にスプリングワッシャの一つ、限定して低弾性スプリングワッシャ５１３、より限定し
て低弾性スプリングワッシャ５１３セットが収容され、限られた装着空間を提供する釣り
リールのフレーム１０の特性に合うコンパクトな組立構造を提供する。
【００５６】
　一方、図３～図６は前述した固定体３１５に関する様々な実施例の分解斜視図および結
合断面図を示す。まず、前記固定体３１５は、一つの構成品を指示するのではなく、多様
なワッシャリテーナー４１１とドライブギア３１との結合を維持させる複数の構成品をす
べて含むものとする。
【００５７】
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　前記ワッシャリテーナー４１１が前記ドライブギア３１に収容される場合、ドライブギ
ア３１とワッシャリテーナー４１１を連動させるために固定体３１５が備えられる。
【００５８】
　まず、図３は前記固定体３１５の第１実施例を示すものである。図３に示すように、前
記ドライブギア３１には一つまたは２つ以上の固定孔３１５ａを備え、前記ワッシャリテ
ーナー４１１の下面には前記固定孔３１５ａに嵌合されるように相応して設けられた固定
突起３１５ｂを備えることにより、前記ワッシャリテーナー４１１がドライブギア３１に
収容される場合、前記固定孔３１５ａに前記固定突起３１５ｂが嵌合されて相互間の空回
転を防止することになる。
【００５９】
　図４は前記固定体３１５の第２実施例を示すものである。図４に示すように、前記ワッ
シャリテーナー４１１は前記側壁部４１１Ａからなる環形のリング状をし、前記ワッシャ
リテーナーの下部には複数の第１固定ねじ孔３１５ｃを備え、前記ドライブギア３１には
前記第１固定ねじ孔３１５ｃに相応して２固定ねじ孔３１５ｄからなる固定体３１５を備
え、前記ドライブギア３１の下部（図４に示した方向を基準に下部方向）から固定ねじ３
１５ｅを第１および第２固定ねじ孔３１５ｃ、３１５ｄに貫入して締結することにより、
前記ワッシャリテーナー４１１をドライブギア３１に連動および固定させることができる
ようにすることも可能である。
【００６０】
　また、図５は前記固定体３１５の第３実施例を示すものである。図５に示すように、固
定体３１５は、ワッシャリテーナー４１１の側壁部４１１Ａに設けられ、側壁部４１１Ａ
の外側に突出した複数の突出突起３１５ｆと、前記ドライブギア３１の収容部３１３の内
側壁部に設けられ、前記突出突起３１５ｆに相応する複数の固定溝３１５ｇとから構成さ
れる。前記突出突起３１５ｆの形状は、図面には半円形の形状に示されているが、他の形
状、すなわち四角や五角などの形状にしてもよく、権利範囲を制限解釈してはならない。
【００６１】
　さらに前記突出突起３１５ｆと固定溝３１５ｇとの嵌合によって前記ワッシャリテーナ
ー４１１が前記ドライブギア３１に収容される場合、連動して回転が可能であり、
回転するにつれて前記ワッシャリテーナー４１１が前記ドライブギア３１から離脱するこ
とを防止するために、前記固定体３１５には、一側開放のリング状の弾性体３１５ｈがさ
らに備えられることが好ましい。また、前記弾性体３１５ｈが結合されるために、前記ド
ライブギア３１の内側壁の上部（図５に示した方向を基準とする。）に前記弾性体３１５
ｈの挿入される環状溝３１５ｉが前記ドライブギア３１の内側壁面に沿って形成される。
【００６２】
　よって、前記ドライブギア３１の収容部３１３に前記ワッシャリテーナー４１１が挿入
されることになり、
前記ワッシャリテーナー４１１の上部で前記弾性体３１５ｈに力を加えて前記弾性体を窄
めて前記環状溝３１５ｉに投入した後、加えた力を除去すると、弾性力によって環状溝３
１５ｉに弾性体３１５ｈが固定されることになる。
【００６３】
　前記環状溝３１５ｉは、前記弾性体３１５ｈの一部を収容するが、収容されていない部
分が前記ワッシャリテーナー４１１の側壁部４１１Ａの上部を加圧することにより、前記
ワッシャリテーナー４１１の前記ドライブギア３１からの離脱を防止することができる。
【００６４】
　また、図６は前記固定体３１５の第４実施例を示すものである。図６によれば、前記ワ
ッシャリテーナー４１１が、前記第２実施例と同様に、側壁部４１１Ａのみからなる環形
のリング状をし、前記ワッシャリテーナー４１１と前記ドライブギア３１を固定する固定
体３１５が備えられる。
【００６５】
　さらに具体的には、前記ワッシャリテーナー４１１には複数の係合溝３１５ｊが備えら
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れ、
前記固定体３１５を構成する固定補助ディスクｄ３１５をさらに含み、
この固定補助ディスクには、前記係合溝３１５ｊに相応する固定クリップ３１５ｋが突設
されるため、
前記ワッシャリテーナー４１１に固定補助ディスクｄ３１５が結合される場合、固定クリ
ップ３１５ｋと係合溝３１５ｊとの係合によって固定補助ディスクｄ３１５がワッシャリ
テーナー４１１に堅く固定できる。
【００６６】
　また、前記固定補助ディスクｄ３１５の下部には連動突起３１５ｍが複数備えられてい
る。前記ドライブギア３１には連動孔３１５ｎが備えられているが、前記連動突起３１５
ｍが連動孔３１５ｎに嵌合されることにより、前記ワッシャリテーナー４１１に結合され
た 固定補助ディスクｄ３１５が前記ドライブギア３１と連動して回転することになる。
よって、前記固定補助ディスクｄ３１５に結合されたワッシャリテーナー４１１が前記ド
ライブギア３１と連動して回転することができる。
【００６７】
　前述した本発明の説明においては、添付図面に基づいて、特定の形状、構造および構成
を持つドラッグアセンブリーを備えた釣りリールを主に説明したが、本発明は、当業者に
よって様々な修正、変更および置換が可能であり、それらの修正、変更および置換も本発
明の保護範囲に属するものと解釈されるべきである。
【符号の説明】
【００６８】
１０　　　　フレーム
１１　　　　ハンドルバー
１１１　　　ハンドル
１３　　　　カバー
２０　　　　スプール
２１　　　　スプールシャフト
２３　　　　テンションナット
２５　　　　ピニオンギア
３０　　　　ドライブユニット
３１　　　　ドライブギア
３１１　　　歯車
３１３　　　収容部
３１５　　　固定体
３１５ａ　　固定孔
３１５ｂ　　固定突起
３１５ｃ　　第１固定ねじ孔
３１５ｄ　　第２固定ねじ孔
３１５ｅ　　固定ねじ
３１５ｆ　　突出突起
３１５ｇ　　固定溝
３１５ｈ　　弾性体
３１５ｉ　　環状溝
３１５ｊ　　係合溝
３１５ｋ　　固定クリップ
３１５ｍ　　連動突起
３１５ｎ　　連動孔
３３　　　　ドライブシャフト
３３１　　　ベアリング
３３３　　　固定手段
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４０　　　　ドラッグユニット
４１　　　　ドラッグアセンブリー
４１１　　　ワッシャリテーナー
４１１Ａ　　側壁部
４１１Ｂ　　第１連動部
４１３　　　ワッシャグループ
４１３Ａ　　Ｄ型ワッシャ
４１３Ａａ　非円形中空
４１３Ｂ　　ドラッグワッシャ
４１３Ｂａ　円形中空
４１３Ｂｂ　第２連動部
４１３Ｃ　　カバーワッシャ
４１３Ｃａ　被加圧突起
４３　　　　調節体
４３１　　　ねじ部
５０　　　　弾性手段
５１　　　　複合スプリングワッシャユニット
５１１　　　高弾性スプリングワッシャ
５１３　　　低弾性スプリングワッシャ
５１５　　　分離体
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