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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
天秤（１）と，電気刺激発生装置（２）を備えており，
前記天秤（１）は，
アーム部（１１）と，
前記アーム部（１１）の一端部に設けられた道糸取付部（１２）と，
前記アーム部（１１）の他端部に設けられた仕掛糸取付部（１３）と，
前記アーム部（１１）の一端部と他端部の間に設けられた錘部（１４）を有し，
前記電気刺激発生装置（２）は，
前記アーム部（１１）の一端部に設けられた第１の電極（２１）と，
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前記アーム部（１２）の他端部に設けられた第２の電極（２２）と，
前記錘部（１４）内に収納され，前記第１の電極（２１）及び前記第２の電極（２２）
に接続する電源部（２３）と，を有し，
前記電源部（２３）は，前記第１の電極（２１）及び前記第２の電極（２２）のいずれ
か一方がプラス極となり，他方がマイナス極となるように，電圧を印加する
漁業用鮫撃退装置。
【請求項２】
前記電気刺激発生装置（２）は，前記漁業用鮫撃退装置が所定の水深に達したときに前
記電源部（２３）を駆動させる水深スイッチ（２４）をさらに備える
請求項１に記載の漁業用鮫撃退装置。
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【請求項３】
前記アーム部（１１）は金属材料で形成されており，その外表面が絶縁素材により被膜
されている
請求項１又は請求項２に記載の漁業用鮫撃退装置。
【請求項４】
前記アーム部（１１）は円筒状に形成されており，
前記電源部（２３）と前記第１の電極（２１）及び前記第２の電極（２２）を接続する
ケーブル（２５）は，前記アーム部（１１）の円筒内を挿通している
請求項１から請求項３のいずれかに記載の漁業用鮫撃退装置。
【請求項５】
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前記アーム部（１１）の一端部から他端部までの直線距離は，６０ｃｍ以上１００ｃｍ
以下であり，
前記電源部（２３）を収納した錘部（１４）の重さは，８００ｇ以上２２００ｇ以下で
ある
請求項１から請求項４のいずれかに記載の漁業用鮫撃退装置。
【請求項６】
前記電気刺激発生装置（２）は，前記電源部（２３）に接続された第３の電極（２６）
をさらに有し，
前記第３の電極（２６）は，前記錘部（１４）の下端部に取り付けられている
請求項１から請求項５のいずれかに記載の漁業用鮫撃退装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は，漁具に接近する鮫を撃退するための装置に関する。具体的に説明すると，本
発明の漁業用鮫撃退装置は，複数の電極から発生される電気的な刺激によって，鮫を撃退
するものである。
【背景技術】
【０００２】
一般的に，防波堤や船釣り等で，海底や海中の魚を釣るために漁具が使用される。漁具
の仕掛糸の先端には釣り針が取り付けられている。このため，仕掛糸を海中に垂らしてお
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き，釣り針に魚が掛かったときに，仕掛糸を引き上げることで魚を捕獲する。例えば，捕
獲した魚類を漁船や陸上に引き揚げる際には，巻き取り装置を駆動させることにより仕掛
け糸を巻き上げる操作が行われる。
【０００３】
しかし，釣り針に魚が掛かった場合であっても，例えば仕掛糸を巻き上げる際に，掛か
った魚が，海中を遊泳する鮫に狙われることがある。例えば，鮫は釣り針に掛かった魚を
海水中から引き上げる前にその魚に噛み付くため，魚の漁獲量に損失を与え漁業関係者に
甚大な被害を与えるものであった。
【０００４】
そこで，従来から，捕獲した魚が鮫に襲撃される事態を防止するための装置として，特
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許文献１に開示された鮫撃退装置が知られている。この鮫撃退装置は，釣り針に掛かった
魚の周囲に電気的障壁を形成して，釣り針に掛かった魚に近づく鮫などを忌避するという
ものである。具体的に説明すると，特許文献１の鮫撃退装置は，釣り糸の周囲の海中に二
本の電線を漂わせ，各電線に電圧を印加し，一方をプラス極とし，他方をマイナス極とす
ることにより，二本の電線間に電場を発生させることとしている。すなわち，鮫は，顔部
の周囲にロレンチニ瓶という微弱電流を検知する器官を持っている。このため，鮫は，通
常時，ロレンチ瓶の機能を利用して海底に隠れている魚や，遠方を遊泳する魚を探し出す
ことができる。その反面，鮫は，海中に電場が発生すると，この電場に敏感に反応し，衝
撃を受けて退散してしまう。このため，特許文献１の鮫撃退装置のように，電極間に電圧
を印加して釣り針に掛かった魚の周囲に電気的障壁を形成することにより，釣り針に掛か
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った魚を襲おうとする鮫を忌避することができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭５０−１５７１８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上述した通り，特許文献１の鮫撃退装置は，釣り糸の周囲の海中に二本の電線を漂わせ
て電場を発生させたものである。しかしながら，特許文献１の鮫撃退装置のように，釣り
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針を中心として二本の電線を垂らしただけでは，両電線の間に一定距離を確保することが
困難である。通常，電場による鮫忌避効果の範囲を広げるためには，プラス極とマイナス
極との間の距離を一定以上に保つ必要があるが，特許文献１の鮫撃退装置では，プラス極
とマイナス極との間の距離が近づき過ぎる可能性があるため，効果的に鮫忌避効果の範囲
を広げることが出来なかった。
【０００７】
また，特許文献１の鮫撃退装置は二本の電線を海中に漂わせることとしており，各電極
間の距離が安定しないものであった。例えば，各電極間の距離が離間し過ぎると，電極間
に発生する鮫忌避効果が弱まってしまう。一方，各電極間の距離が近接し過ぎると，電極
間の鮫忌避効果は強まるものの，その範囲は広がらない。このように，電極間の距離が不
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安定であると，結果として鮫忌避効果も不安定なものとなり，電極に電圧を印加している
場合であっても，釣り針に掛かった魚が，鮫により襲撃されるという恐れがあった。
【０００８】
また，電圧を印加する電極間の距離を一定距離に保つために，漁具にスペーサのような
部材を取り付けるということも考えられるが，魚を釣り上げる機能とは関係ない不必要な
構成を取り入れると，魚に対して威圧感を与えてしまい，却って釣果が上がらないという
問題を有している。このため，漁具にスペーサのような部材を取り付けるという構成は，
漁具の性能を却って損なうものであるため，現実的なものではない。
【０００９】
さらに，鮫忌避効果を広範囲に広げるためには，プラス極及びマイナス極に対し，高い
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電圧を印加することが好ましい。しかし，各電極に対し高い電圧を印加するためには電源
装置（バッテリ）を，ある程度大型化する必要がある。この点，特許文献１の鮫撃退装置
のように，道糸の上部に電源装置を設けるような構成では，高い電圧を供給可能な電源手
段を搭載することが困難であった。このため，特許文献１の鮫撃退装置は，小型の電源装
置しか組み込むことができず，結果として鮫忌避効果を広範囲に広げることができなかっ
た。
【００１０】
そこで，現在は，漁具の性能を損なうことなく，電圧を印加する電極間の距離を常時一
定距離に保持することができ，かつ，鮫忌避効果を広範囲に広げることのできる漁業用鮫
撃退装置が求められている。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
そこで，本発明の発明者は，上記の従来発明の問題点を解決する手段について鋭意検討
した結果，電気的な刺激により鮫忌避する電気刺激発生装置を，錘付き天秤と呼ばれる漁
具と一体化させることにより，漁具の性能を損なうことなく鮫忌避効果を広範囲に広げる
ことができるという知見を得た。本発明は，天秤が備えるアーム部の両端に電極を取り付
け，アーム部の中頃に電力供給部として機能する電源部を収納した錘部を取り付けること
により，電極間の距離を常時一定に保つことができるため，鮫忌避効果を広範囲に広げる
ことができる。そして，本発明者は，上記知見に基づけば，従来技術の課題を解決できる
ことに想到し，本発明を完成させた。
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具体的に本発明は，以下の構成を有する。
【００１２】
本発明は，天秤１０と，電気刺激発生装置２０を備えた漁業用鮫撃退装置に関する。
天秤１０は，アーム部１１と，道糸取付部１２と，仕掛糸取付部１３と，錘部１４を有
する。道糸取付部１２はアーム部１１の一端に設けられ，仕掛糸取付部１３はアーム部１
１の他端部に設けられている。また，天秤１０は，アーム部１１の一端部と他端部の間に
錘部１４を有している。
また，電気刺激発生装置２０は，第１の電極２１と，第２の電極２２と，電源部２３を
有している。第１の電極２１はアーム部１１の一端部に設けられ，第２の電極２２は，ア
ーム部１２の他端部に設けられている。電源部２３は，錘部１４内に収納され，第１の電
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極２１及び第２の電極２２に接続している。
この，電源部２１は，第１の電極２１及び第２の電極２２のいずれか一方がプラス極と
なり，他方がマイナス極となるように，両電極に対して電圧を印加する。
【００１３】
上記構成のように，本発明は，天秤１０が備えるアーム部１１の長さに着目し，アーム
部１１の両端に第１の電極２１と第２の電極２２を設けることにより，両電極間の距離を
，鮫忌避効果が広範に広がる距離で，常時一定に保つことできる。また，本発明において
，アーム部１１には，電源部２３を収納した錘部１４が設けられているため，水中ではア
ーム部１１の重心が下方に下がり，アーム部１１の両端に取り付けられた道糸と仕掛糸を
一定間隔離間させたまま両者のバランスが保たれる。このため，道糸と仕掛糸が水中で絡

20

まり合う事態を防止できる。さらに，本発明において，電子刺激発生装置２０は，錘付き
天秤の漁具としての性能を損なうことなく一体化されている。このため，錘付き天秤の漁
具としての性能を維持しつつ，天秤の周囲に鮫忌避効果を広範に発生させることができる
。
【００１４】
本発明において，電気刺激発生装置２は，漁業用鮫撃退装置が所定の水深に達したとき
に電源部２３を駆動させる水深スイッチ２４をさらに備えることが好ましい。
【００１５】
上記構成のように，電気刺激発生装置２に水深スイッチ２４を設けることにより，例え
ば鮫が存在する水深に達し電圧の印加が必要となったときに電力供給を開始させ，電圧の
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印加が不要になったときに電力供給を停止させることにより，電源部２３が有する電力を
節電しつつ効果的に利用できる。
【００１６】
本発明において，アーム部１１は金属材料で形成されており，その外表面が絶縁素材に
より被膜されていることが好ましい。
【００１７】
上記構成のように，アーム部１１は沈水させることが必要であることから密度の大きい
金属材料で形成することが好ましい。ただし，アーム部１１を金属材料で形成した場合，
第１の電極２１及び第２の電極２２の間に生じる電場が，アーム部１１に誘導され広範囲
に広がらないことが懸念される。そこで，アーム部１１の該表面を絶縁素材によって被膜
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することにより，電極から発生される電気的刺激を広範囲に拡大させることができる。
【００１８】
本発明において，アーム部１１は円筒状に形成されており，電源部２３と第１の電極２
１及び第２の電極２２を接続するケーブル２５は，アーム部１２の円筒内を挿通している
ことが好ましい。
【００１９】
上記構成のように，アーム部１１は円筒状に形成することにより，電線としてのケーブ
ルをアーム部１２内に挿通させることができる。これにより，天秤１に電気刺激発生装置
２を搭載したとしても外見上は殆ど変化がないため，本発明の漁業用鮫撃退装置は，天秤
１の操作に慣れた者にとって違和感なく使用することができる。さらに，ケーブルをアー
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ム部１２内に挿通させることで，漁具の性能を損なう不要な部材が，天秤１の外部に露出
しないため，魚に対して威圧感を与えることなく天秤１を使用した釣果の向上が期待でき
る。
【００２０】
本発明において，電気刺激発生装置２は，電源部２３に接続された第３の電極２６をさ
らに有していることが好ましい。特に，この第３の電極２５は，錘部１４の下端部に取り
付けられていることが好ましい。
【００２１】
上記構成のように，錘部１４の下端部に第３の電極２６を設けることにより，第１の電
極２１と第２の電極２２の間のみならず，例えば第１の電極２１と第３の電極２６の間や
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，第２の電極２２と第３の電極２６の間に電圧を印加することにより，鮫忌避効果を向上
させることができる。特に，第３の電極２６を錘部１４の下端に取り付けることで，各電
極間の距離を一定に確保することができるため，鮫忌避効果を広範囲に拡大することがで
きる。
【００２２】
本発明において，アーム部１１の一端部から他端部までの直線距離は，６０ｃｍ以上１
００ｃｍ以下であることが好ましい。
【００２３】
上記構成のように，アーム部１１の一端部から他端部までの直線距離を６０ｃｍ以上１
００ｃｍ以下に設計することで，両端部に設けられた第１の電極２１と第２の電極２２の
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間の距離を６０ｃｍ以上１００ｃｍ以下とすることができる。このように，両電極間の距
離を，６０ｃｍ以上１００ｃｍ以下とすることにより，効果的に鮫を忌避できる電気的刺
激を保ちつつ，その鮫忌避効果を広範囲に広げることができる。
【００２４】
本発明において，電源部２３を収納した錘部１４の重さは８００ｇ以上２２００ｇ以下
であることが好ましい。
【００２５】
上記構成のように，電源部２３を収納した錘部１４の重さを８００ｇ以上２２００ｇと
することにより，天秤の漁具としての性能を損なうことなく，しかも電源部２３の大きさ
を電極に対し高い電圧を印加できる大きさに設計することができる。
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【発明の効果】
【００２６】
本発明は，天秤が備えるアーム部の両端に電極を取り付け，アーム部の中頃に錘部及び
電力供給部として機能する電源部を取り付けることにより，電極間の距離を常時一定に保
つことができるため，天秤の漁具としての機能を損なうこと無く，鮫忌避効果を広範囲に
広げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は，本発明の第１の実施形態を示す外観側面図である。
【図２】図２は，本発明の第１の実施形態における電気刺激発生装置のブロック図である
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。
【図３】図３は，本発明の第２の実施形態を示す拡大断面図であり，アーム部とケーブル
の断面を拡大して示している。
【図４】図４は，本発明の第３の実施形態を示す外観側面図である。
【図５】図５は，本発明の第３の実施形態における電気刺激発生装置のブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
以下，図面を用いて本発明を実施するための形態について説明する。本発明は，以下に
説明する形態に限定されるものではなく，以下の形態から当業者が自明な範囲で適宜修正
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したものも含む。
【００２９】
（１．第１の実施形態）
図１は，本発明の第１の実施形態に係る漁業用鮫撃退装置１００の外観の例を示す側面
図である。図１に示されるように，漁業用鮫撃退装置１００は，天秤と呼ばれる漁具の構
成を有している。天秤１は，アーム部１１と，アーム部１１の水面側の上端部に設けられ
た道糸取付部１２と，アーム部１１の海底側の下端部に設けられた仕掛糸取付部１３を有
している。また，アーム部１１は，道糸取付部１２と仕掛糸取付部１３の間に，錘部１４
が吊り下げられている。
【００３０】
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アーム部１１は，道糸３と仕掛糸４の間の距離を所定間隔に保つためのものであり，例
えば容易に湾曲しないよう金属材料で形成されている。アーム部１１は，図１に示される
ように円弧状に形成されたものであることが好ましいが，その他，直線状やＬ字状のもの
であってもよい。アーム部１１は，例えば，純鉄，極軟鋼，黄銅，銅，鉛，アルミニウム
，ニッケル，モネル，チタン，又はインコネル等の金属製ものであることが好ましい。ア
ーム部材１１の両端には小孔が形成されているか，アーム部材１１の両端部分が環状に湾
曲されており，その小孔又環状部分により，道糸取付部１２及び仕掛糸取付部１３が形成
されている。道糸３及び仕掛糸４は，道糸取付部１２及び仕掛糸取付部１３に，直接結び
つけられるものであってもよいし，その他の部材を介して取り付けられるものであっても
よい。
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【００３１】
図１に示されるように，アーム部１１は，上端部と下端部の間の直線距離が，６０ｃｍ
〜１００ｃｍであることが好ましく，特に７０ｃｍ〜９０ｃｍであることが好ましい。こ
のように，アーム部１１の両端部の距離を確保することにより，結果として第１の電極２
１と第２の電極の間の距離を，６０ｃｍ〜１００ｃｍに保つことができる。
【００３２】
図１に示された例において，道糸３は，ヨリモドシ１５を介して，アーム部１１に取り
付けられている。ヨリモドシ１５は，道糸３とアーム部１１を連結するための小型連結機
具である。ヨリモドシ１５は，道糸３にねじれが生じた場合であっても，そのねじれがア
ーム部１１に伝達しないように，道糸３との連結部と，アーム部１１との連結部を回転さ
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せて，そのねじれを解消する。
【００３３】
他方，仕掛糸４は，ゴムチューブ１６及びサルカン１７を介して，アーム部１１に取り
付けられている。図１に示された例において，アーム部１１の下端部に直接取り付けられ
ているのはゴムチューブ１６である。ゴムチューブ１６は，例えば天然ゴムやシリコンゴ
ムのような弾力を有する素材で形成されており，仕掛糸４に取り付けられた釣り針に，魚
が掛かったときの衝撃が，直接的にアーム部１１に伝導することを防止する。このため，
ゴムチューブ１６を仕掛糸取付部１３に取り付けることにより，後述する電気刺激発生装
置２の電力供給回路や導電線が断線する事態を防止できる。また，ゴムチューブ１６の他
端部には，サルカン１７が取り付けられている。サルカン１７は，ゴムチューブ１６の端
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部と仕掛糸４を連結する小型連結機具である。図１に示された例において，サルカン１７
は，ヨリモドシ１５と同様に，仕掛糸４にねじれが生じた場合であってもそのねじれがア
ーム部１１に伝達しないよう，仕掛糸４との連結部と，ゴムチューブ１６との連結部を回
転させて，そのねじれを解消する。
【００３４】
アーム部１１の中頃には，錘部１４が吊り下げられている。錘部１４は，必ずしもアー
ム部１１の中央に取り付ける必要はなく，例えば道糸取付部１２側に寄った位置に取り付
けられたものであってもよいし，仕掛糸取付部１３側に寄った位置に取り付けられたもの
でもよい。錘部１４の取り付け位置は，本発明の漁業用鮫撃退装置１００を使用する者の
好みに応じて適宜調整可能である。錘部１４は，上端部がアーム部１１に取り付けられて
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おり，その取り付け位置の両隣には接合部１８が形成されている。このため，錘部１４は
，アーム部１１に設けられた接合部１８を越えて，アーム部１１に沿って移動することな
いように固定されている。また，錘部１４は，餌収納部１９を有するものであってもよい
。餌収納部１９は，金属線が格子状に編み込まれて形成されており，その中に漁業用の餌
を収納することができる。餌収納部１９には海水が流入するため漁業用の餌が海中に散布
されるようになっている。錘部１４に餌収納部１９を形成することにより，集魚効果が高
まるため釣果の向上が期待できる。
【００３５】
また，図１の外観図においては，錘部１４の筐体が示されている。錘部１４の筐体内に
は電源部２３が収納されている。錘部１４の筺体は，例えばプラスチック製や金属製のも
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のを使用できる。錘部１４は，電源部２３を筐体内に収納した状態において，その重さが
８００ｇ〜２２００ｇであることが好ましく，１０００ｇ〜２０００ｇであることが好ま
しく，１２００ｇ〜１８００ｇであることが特に好ましい。錘部１４の筐体内に，電源部
２３の他に，銅や鉄などの錘材料を収納することにより，錘部１４の重量を調節すること
としてもよい。錘部１４の重量を調節することにより，海中においてアーム部１１の重心
が下方に下がるため，アーム部１１の両端に取り付けられた道糸３と仕掛糸４を一定間隔
離間させたまま両者のバランスを保つことができる。
【００３６】
また，本発明は，天秤１と一体に構成された電気刺激発生装置２を有している。電気刺
激発生装置２は，第１の電極２１と，第２の電極２２と，電源部２３と，水圧スイッチ２
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４と，ケーブル２５を有している。
【００３７】
図１に示されるように，第１の電極２１は，例えば球形状であり，アーム部１１の水面
側の上端部に設けられている。第１の電極２１は，アーム部１１の道糸取付部１２近傍に
設けられており，例えば道糸取付部１２の直下に設けることとしてもよい。また，第２の
電極２２は，例えば球形状であり，アーム部１１の海底側の下端部に設けられている。第
２の電極２２は，アーム部１１の仕掛糸取付部１３近傍に設けられており，例えば仕掛糸
取付部１３の直上に設けることとしてもよい。第１の電極２１と第２の電極２２は，アー
ム部１１に接合されており，アーム部１１の両端に固定されている。第１の電極２１と第
２の電極２２の間の直線距離は，少なくとも６０ｃｍ〜１００ｃｍ設けることが好ましく
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，特に７０ｃｍ〜９０ｃｍ設けることが好ましい。このように，第１の電極２１と第２の
電極２２の間の直線距離を一定距離以上に維持することで，両電極間に発生する電場が広
範囲に広がるようになる。
【００３８】
電源部２３は，錘部１４に収納されており，電源部２３の重量は錘部１４の重量として
機能する。電源部２３は，第１の電極２１と第２の電極２２と，ケーブル２５を介して接
続されている。電源部２３は，例えば第１の電極がプラス極となり第２の電極がマイナス
極となるように，各電極に対して電圧を印加する。図１に示された例において，ケーブル
２５は，例えば錘部１４の筐体に形成された導出孔を通じて外部へ出ており，アーム部１
１に沿うように第１の電極２１と第２の電極に接続されている。ケーブル２５は，電流が
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流れる導線の周りを塩化ビニル樹脂など絶縁体によって被覆して構成されており，水中に
おいても漏電しないようになっている。ケーブル２５は，アーム部１１に沿うように固定
されたものであることが好ましい。
【００３９】
また，図１に示された例において，錘部１４の下端部には，水圧スイッチ２４が設けら
れている。水圧スイッチ２４は，漁業用鮫撃退装置１００が所定の水深まで達したときに
，その水圧を検知し，電力供給回路を閉じるように設定されている。例えば，水深１００
ｍ（１１気圧）〜水深５００ｍ（５１気圧），又は水深２００ｍ（２１気圧）〜水深４０
０ｍ（４１気圧）となったときに，水圧スイッチ２４が，電気刺激発生装置２の電力供給
回路を閉じるようにすればよい。
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【００４０】
図２は，本発明の第１の実施形態における電気刺激発生装置２の構成を示すブロック図
である。図２に示されるように，電気刺激発生装置２は，第１の電極２１と，第２の電極
２２と，両電極に接続する電源部２３と，電気回路を開閉する水圧スイッチ２４を有して
いる。また，電源部２３は，バッテリ２３１と，自動安定器２３２と，パルス発生器２３
４を備えるものであることが好ましい。電源部２３は，例えば，交流電圧を発生するバッ
テリ２３１が，自動安定器２３２に連結されている。この自動安定器２３２は，バッテリ
２３１から供給された交流電圧を、直流電圧に変換する。また、自動安定器２３２は，パ
ルス発生器２３３に接続されている。このパルス発生器２３３は，自動安定器２３２から
供給された直流電圧を，所定の周波数のパルス電圧に変換する。パルス発生器２３３は，
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２つの出力端子間から直流のパルス電圧を出力する。そして，パルス発生器２３４から出
力されたパルス電圧は，第１の電極２１と第２の電極２２に印加される。第１の電極２１
と第２の電極２２は，いずれか一方がプラス極となり，他方がマイナス極となるように電
圧が印加され，両電極の電位差によって，第１の電極２１と第２の電極の間に電気パルス
が発生する。例えば，パルス発生器２３４は，交流１００ボルトの電圧から，パルス電圧
６００〜９００ボルト，パルス幅０．５ｍ〜１ｍ／ｓｅｃ，パルス数１〜２回／ｓｅｃと
なるパルス電圧を生成して出力することが好ましい。
【００４１】
また，電源部２３は，第１の電極２１と第２の電極２２の極性を，交互にプラス極とマ
イナス極で変更することが好ましい。例えば，１回目のパルス電圧が，第１の電極２１が
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プラス極となり，第２の電極２２がマイナス極となる極性であったなら，２回目のパルス
電圧は第１の電極２１がマイナス極となり，第２の電極群２２がプラス極となるように交
互に極性を切り換えることが好ましい。
すなわち，通常，プラス電極及びマイナス電極のうち，鮫撃退効果はプラス電極側に集
中する。この点，電極ごとにその極性を切り換えることによって，鮫撃退に効果的なプラ
ス電極の効果範囲を広げることができる。
また，海水中に電気パルスを発生させると電極に電気分解反応が起こり，プラス電極の
電極棒が海水中に溶け出すことから，特にプラス電極の電極棒が偏って消耗する。この点
，電極ごとにプラス電極とマイナス電極の極性を所定間隔で切り換えることにより，プラ
ス電荷を帯びた電極の偏った消耗を抑制できる。
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【００４２】
このように，天秤１のアーム部１１の両端部に，第１の電極２１と第２の電極２２を固
定し，両電極にパルス電圧を印加することにより広範囲にかけて電気的刺激を与えること
ができる。このため，本発明の漁業用鮫撃退装置によれば，仕掛糸をまき上げる際に釣り
針に掛かった魚を狙う鮫などを撃退することができる。また，本発明は，電気的刺激によ
り鮫を撃退するものであるため，鮫を傷付けることがなく，動物保護の観点から見ても効
果的である。
【００４３】
（２．第２の実施形態）
続いて，本発明の第２の実施形態について説明する。第２の実施形態については，上記
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した第１の実施形態と異なる点を中心に説明し，第１の実施形態と同様の点については説
明を割愛する。
【００４４】
図３は，アーム部１１とケーブル２５拡大して示した断面図であり，第２の実施形態に
係る漁業用鮫撃退装置を示している。
図３に示されるように，第２の実施形態において，アーム部１１は，中空構造を有する
円筒形状に形成されている。アーム部１１は，錘部１１（電源部２３）との連結箇所に，
ケーブル２５を導入するための導入口１１ａが形成されている。電源部２３に接続された
２つのケーブル２５は，導入口１１ａを介して，アーム部１１内に挿入される。アーム部
１１内に挿入された各ケーブルは，第１の電極２１が取り付けられている上端部側の方向
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と，第２の電極２２が取り付けられている下端部側の方向に分岐する。そして，各ケーブ
ル２５は，図示しない導出口からアーム部１１の外部に導出され，アーム部１１の両端部
分の外部に設けられた第１の電極２１及び第２の電極２２に接続される。
【００４５】
上記構成のように，アーム部１１は円筒状に形成することにより，ケーブル２５を通す
ための通路として，アーム部１１を用いることができる。図１に示された第１の実施形態
とは異なり，電気刺激発生装置２を形成するケーブル２５が，天秤１の外部に露出する箇
所が少なくなるため，魚に対して不要な威圧感を与えることなく，天秤１を使用した釣果
の向上が期待できる。
【００４６】
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また，図３に示されるように，アーム部１１の外表面は，絶縁素材１１ｂにより被膜さ
れていることが好ましい。図３は，アーム部１１の一部を拡大して示したものであるが，
絶縁素材１１ｂは，アーム部１１の外表面全体を覆うものであることが好ましい。例えば
，アーム部１１の外表面にナイロンのような絶縁素材のテープを巻きつけることとしても
よいし，アーム部１１の外表面に絶縁塗料を塗布したものであってもよいし，その他アー
ム部１１の外表面に絶縁コーティングを施したものであってもよい。絶縁素材の例は，エ
ポキシ樹脂，絶縁ゴム，ワニス，ＰＶＦ，ポリエステル，耐熱変性ポリエステル，ポリウ
レタン，ポリエステルイミド，ポリアミドイミド，又はポリイミドである。
【００４７】
このように，アーム部１１の外表面の全体を絶縁素材で被膜することにより，第１の電
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極及び第２の電極の間に生じた電場（電気パルス）が，金属製のアーム部１１の影響を受
けて誘導されることを防止できる。このため，第１の電極及び第２の電極に電圧を印加す
ることで，鮫忌避効果を効果的に拡大させることができる。
【００４８】
（３．第３の実施形態）
続いて，本発明の第３の実施形態について説明する。図４は，第３の実施形態に係る漁
業用鮫撃退装置の外観を示した側面図である。第３の実施形態においては，第１の電極２
１及び第２の電極２２と，電源部２３を接続するケーブルが，円筒状のアーム内に挿通さ
れている。さらに，図４に示されるように，第３の実施形態では，第１の電極２１及び第
２の電極の他，錘部１４の下端部に，第３の電極２６が設けられている。
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【００４９】
このように，本発明の漁業用鮫撃退装置１００は，３つの電極を有するものであっても
よい。特に，天秤１は，アーム部１１の上端部と下端部，アーム部１１の上端部と錘部１
４の下端部，及びアーム部１１の下端部と錘部１４が離間しているため，アーム部１１の
上端部アーム部１１の下端部，及び錘部１４の下端部のそれぞれに電極を設けることによ
り，各電極間の距離が一定に保たれる。従って，各電極の間に生じる電場（電気パルス）
が効率的に拡散し，鮫忌避効果を広範囲に広げることができる。
【００５０】
例えば，アーム部１１の上端部と錘部１４の下端部は，直線距離にして，３０ｃｍ〜８
００ｃｍ離間していることが好ましく，特に５０ｃｍ〜７０ｃｍ離間していることが好ま
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しい。また，同様に，アーム部１１の下端部と錘部１４の下端部は，直線距離にして，０
ｃｍ〜８００ｃｍ離間していることが好ましく，特に５０ｃｍ〜７０ｃｍ離間しているこ
とが好ましい。
【００５１】
また，図５は，第３の実施形態における電気刺激発生装置のブロック図を示している。
図５に示されるように，電気刺激発生装置２は，第１の電極２１と，第２の電極２２と
，第３の電極２６と，各電極に接続する電源部２３と，電気回路を開閉する水圧スイッチ
２４を有している。電源部２３において，自動安定器２３２はバッテリ２３１から供給さ
れた交流電圧を直流電圧に変換し，パルス発生器２３３は自動安定器２３２からの直流電
圧を所定の周波数のパルス電圧に変換する。パルス発生器２３３は，３つの出力端子間か
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らそれぞれ，第１の電極２１，第２の電極２２，及び第３の電極２６に対し，直流のパル
ス電圧を出力することができるようになっている。パルス発生器２３４から出力されたパ
ルス電圧は，第１の電極２１，第２の電極２２，及び第３の電極２５に印加され，各電極
のいずれか一つ以上がプラス極となり，いずれか一つ以上がマイナス極となるように電圧
が印加される。
【００５２】
電源部２３は，第１の電極２１，第２の電極２２，及び第３の電極２６の極性を，交互
にプラス極とマイナス極で変更することが好ましい。極性の変更のパターンとしては，例
えば，第１回目のパルス電圧を，第１の電極２１と第２の電極２２をプラス極とし，第３
の電極２６をマイナス極として印加し，第２回目のパルス電圧を，第１の電極２１と第３
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の電極２６とプラス極とし，第２の電極２２をマイナス極として印加し，第３回目のパル
ス電圧を，第２の電極２２と第３の電極２６をプラス極とし，第１の電極２１をマイナス
極として印加する，というパターンを繰り返す。
また，その他，極性の変更のパターンとしては，第１回目のパルス電圧を，第１の電極
２１をプラス極とし，第２の電極２２をマイナス極として印加し，第３の電極２６には印
加せず，第２回目のパルス電圧を，第１の電極２１をマイナス極とし，第３の電極２６を
プラス極として印加し，第２の電極２２には印加せず，第３回目のパルス電圧を，第２の
電極２２をプラス極とし，第３の電極２６をマイナス極として印加し，第１の電極２１に
は印加しない，というパターンを繰り返すこととしてもよい。
このように，所定のパターンで，各電極に印加する電圧のパターンを変更することによ
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り，各電極の消耗を防止し，電極の長寿命化を図ることができる。
【００５３】
本願明細書では，本発明の内容を表現するために，図面を参照しながら本発明の実施形
態の説明を行った。ただし，本発明は，上記実施形態に限定されるものではなく，本願明
細書に記載された事項に基づいて当業者が自明な変更形態や改良形態を包含するものであ
る。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
本発明は，漁具に接近する鮫を撃退するための装置に関する。このため，本発明は，漁
業産業において好適に利用し得る。
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【符号の説明】
【００５５】
１

天秤

１１

アーム部

１２

道糸取付部

１３

仕掛糸取付部

１４

錘部

１５

ヨリモドシ

１６

ゴムチューブ

１７

サルカン

１８

接合部

１９

餌収納部

２

電気刺激発生装置

２１

第１の電極

２２

第２の電極

２３

電源部

２３１

バッテリ

２３２

自動安定器

２３３

パルス発生器

２４

水圧スイッチ
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２５

ケーブル

２６

第３の電極

３

道糸
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４
仕掛糸
【要約】
【解決課題】本発明は，漁具の性能を損なうことなく，電圧を印加する電極間の距離を常
時一定距離に保持することができ，かつ，鮫忌避効果を広範囲に広げることのできる漁業
用鮫撃退装置を提供することを解決課題とする。
【解決手段】本発明は，天秤（１）が備えるアーム部（１１）の両端に第１の電極（２１
），及び第２の電極（２２）を取り付け，アーム部（１１）の中頃に電力供給部として機
能する電源部（２３）を収納した錘部（１４）を取り付けることにより，漁具の性能を損
なうことなく，両電極（２１，２２）間の距離を常時一定に保つことができるため，鮫忌
避効果を広範囲に広げることができる。
【選択図】図１

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】
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