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淡水で釣れる、あらゆるターゲットの仕掛けを完全網羅！
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川釣りで一番ポピュラーな仕掛け。バリエーションも豊富なのだ

ウキ釣り仕掛け

主な対象魚
マブナ
タナゴ
ヘラブナ
オイカワ
アユ
カワムツ
ウグイ
コイ
レンギョ
ニジマス
ヤマメ
ブラックバス
ブルーギル
テナガエビ

FROAT-RIG
SYSTEM
【ミチイト】
川釣りでは 1 号
以下のナイロン
ラインの細イトを
使うことが多い。
竿先にはチチワ
結び（32 ページ）
で結節する

【ウキゴム】
固定式ウキ仕掛け
の場合は、ウキの
脚をゴム管で固定す
る。ウキ下を変える
ときは、ここをつま
んでミチイトを上下
させれば OK だ

【サルカン】
ミチイトとハリスを接続す
るためのパーツで、仕掛
けのヨレを解消する役割
も果たす。自動ハリス止
めを使えば、ハリスの交
換もスピーディだ
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【ウキ】
ウキ釣り仕掛けの主要
パーツ。状況に応じて、
玉ウキや発泡ウキ、トウ
ガラシウキ、シモリウキ
などを使い分ける

都市近郊を流れる 里川 で
楽しむ小ブナ釣り。ひとつの
ウキを親子で見つめ、スロー
な釣りを満喫する……

ホソの小ブナ釣りから
清流でのアユ・オイカワ釣り
山上湖のヘラ釣りまで、
エサ釣りのバラエティは無限だ

【オモリ】
ウキの浮力を調整する必
須パーツ。この仕掛けの
完成度は、オモリの使
い方次第といっても過言
じゃない。 板オモリやガ
ン玉などの種類がある

【ハリ＆ハリス】
小物釣りでは、 細軸で
アワセの利きやすい袖バ
リを使うことが多い。 最
初は、市販のハリス付き
を使えば手間いらずだ

爽やかな清流
でオイカワを狙
う。スピード仕
掛けを使えば、
驚異的な釣果
も期待できる

人里離れた湖でヘラ
ブナの強烈な引きを楽
しむ……。この静の
なかに隠されたダイナ
ミズムこそが、ウキ釣
りの魅力なのだ
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川釣りの基本仕掛け・５パターン

川釣りでもっとも基本となるの
が、このウキ釣り仕掛けだ。里
川でのマブナ釣りに始まり、清
流のオイカワやアユ釣り、山上
湖でのヘラブナ釣り、コイやレ
ンギョといった大物狙いまで、
そのバリエーションはじつに
さまざま。川釣りをオールラ
ウンドに楽しむなら、やっ
ぱりこの仕掛けは絶対に欠
かせないのだ。水面に浮か
ぶウキに魚信が現れた瞬
間、大人も子供もハラハ
ラ、ドキドキの興奮を体
験できるだろう。

一本のラインだけで渓流魚たちと渡り合う。 シンプル＝強さ なのだ

初夏、渓流は圧倒的な生命感
で釣り人を迎えてくれる。 清冽
な流れと川面を行く涼風に、至
福の瞬間を感じる……

ミャク釣り仕掛け
竿先からハリまで一本のラインが通
り、そこに目印とオモリをセットす
るだけのシンプルさ。ミャク釣り
仕掛けの真骨頂は、じつはそこに
ある。どんなベテランが作った仕
掛けでも、ラインの結び目だけ
はどうしても強度が落ちてしま
う。ならば、その結び目を極力
少なくしてしまおうというの
が、このミャク釣り仕掛けな
のだ。現場で簡単に作れて、
トラブルも少ない。渓流の
宝石たちと出逢うための、
過不足のないパーフェク
トな仕掛けなのである。

DRIFT-RIG
SYSTEM

【目印】
仕掛けの動きを、目で追
うための必須パーツ。こ
の目印の変化によって、
仕掛けの状態や魚のア
タリがわかるわけだ。ヤ
マブキやセルロイド製の
目印もあるが、 現在の
主流は軽量で水切れの
いいポリエステル製

主な対象魚
イワナ
ヤマメ
ニジマス
アメマス
ニゴイ
ウグイ
アユ
タナゴ
モツゴ
カジカ
カマツカ
【オモリ】
仕掛けを底流へ送り込
むためのサポート的な役
割を果たす。使用するガ
ン玉は、細かくサイズ分
けされており、流速や水
深、ラインの太さなどに
よって適宜使い分ける
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圧倒的な自然の前では、
小難しい仕掛けは一切無用。
一本のイト、一本のハリで
渓魚たちと対峙する……
渓流の宝石・ヤマメ。その姿は、
いつ見ても感動的だ。この出
逢いのために、釣り人はシーズ
ンの到来を待ち焦がれる

【ハリ】
川虫やイクラなどの繊細
なエサを刺し通しやすい
細軸のヤマメバリを使う
ことが多い。 大物狙い
では、 ハリのチモトを２
本ヨリにするなどの補強
を施す
7

川釣りの基本仕掛け・５パターン

【ミチイト】
通 常は 0.3 〜 0.6 号 程
度のナイロンラインを使
用する。しかし、現在で
は 0.1 号を基準とするゼ
ロ釣法、太イトを使った
本流の大物狙いも人気
急上昇中だ

広範囲のポイントを自在に直撃するための必須システム

淡水魚の王者であるコイは、投
げ釣りでもっとも人気のあるター
ゲット。80 ㎝ 超 の 巨ゴイは、
海のイシダイ釣りにも匹敵する
頑強仕掛けで挑むのだ！

投げ釣り仕掛け

主な対象魚
コイ
ニゴイ
ヒガイ
ナマズ
ウナギ
アオウオ
アメリカナマズ
ウグイ
ワカサギ

CASTING-RIG
SYSTEM

【ゴム管】
オモリのショッ
クを吸 収する
パーツ。ヨウジ
などで固 定す
れば、遊動範
囲を調整するこ
とが可能だ

【スナップサルカン】
仕掛けのヨレ軽減
のほか、 ハリスの
交換を容易にしてく
れるパーツ

8

【ミチイト】
タックルバランスを考慮
した強 度 選びが 重 要。
その選択肢は、1 号の
細イトから 10 号以上の
太イトまで幅広いのだ

【オモリイト】
オモリを遊動式にする場
合、ミチイトの先端に別
イトを結節してオモリを
セットする。これによって、
ラインの消耗や遊動距
離の調整などに対応でき
るわけだ

【オモリ】
これも、タックルバラン
スに適合した重さのもの
を使用する。根掛かりの
多いポイントでは、クリッ
プやダブルスナップなど
を利用して、捨てオモリ
仕様にすることも多い

巨ゴイから、ウナギ、
ナマズ、ワカサギまで。
狙ったポイントを
フルキャストで直撃！
遠方のポイント
を狙える投げ
釣り仕 掛けな
ら、 湖を群 れ
で回 遊するワ
カサギを爆 釣
することだって
できるのだ

ウナギは釣っ
てうれしい淡
水 魚の筆 頭
だろう。夕ま
づめ、ゆった
りとした流れ
で投げ釣りを
楽しむ……

【ハリ＆ハリス】
ハリのサイズや 形 状 は、
ターゲットに合わせて使い
分ける。1 本バリ仕様がト
ラブルも少なく理想だが、
大物狙いでは２本バリもポ
ピュラー。２本目のハリが
口まわりに掛かることで、
力が分散する仕組みだ
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川釣りの基本仕掛け・５パターン

大規模河川や湖沼などで、水底に潜
むターゲットを狙うときに多用す
るのが、この投げ釣り仕掛けだ。
なかでも、トップクラスの人気を
誇るコイ釣りでは、多くのファ
ンたちの熱意と知恵によって、
さまざまな仕掛けのバリエーシ
ョンが考案されている。また、
手軽なところではウナギやナ
マズ、ヒガイ、ニゴイ、ウグ
イなども投げ釣りで楽しめ
る好ターゲットだ。この、
何が釣れるかわからないワ
クワク感も、投げ釣り仕
掛けの楽しみといえるだ
ろう。

淡水でのターゲットは意外と豊富。釣りの入門にもピッタリなのだ！

ルアー仕掛け

釣りの基本はエサを使った釣りだ
が、現在ではいきなりルアーフィ
ッシングから入門するビギナー
も増えている。ラインにルアー
を結ぶだけという仕掛けのシン
プルさだけでなく、 自分でル
アーを操作する というゲー
ム性、さらには、各種のトラ
ウトやブラックバスを始め
としたバラエティーに富ん
だターゲットと遊べること
も、その人気の理由といえ
るだろう。

現在では、管理釣り場での
ルアーフィッシングも人気を集
めている。
カップルやファミリー
フィッシングにも最高！

LURE-FISHING
SYSTEM

主な対象魚
イワナ
ヤマメ
ニジマス
ブラックバス
イトウ
カラフトマス
サケ
ブルックトラウト
ライギョ
スズキ
テラピア
ナマズ
ニゴイ
アカメ

【ルアー】
ルアーは小魚や昆虫
などを模したもので、
プラグやスプーンなど
無 数の種 類がある。
ラインとの結節は、通
常、フリーノットやクリ
ンチノットなどで行う

【フック】
通常、ルアーには「トレブルフック」
と呼ばれる 3 本イカリのハリがセット
されている。ただし、渓流や管理釣
り場でのトラウトゲームでは、魚への
ダメージ軽減とフッキングをよくするた
めに、シングルフックも多用される
10

深山幽谷の源流帯から、
山上湖、ダム湖、本流、野池、
そして、人気の管理釣り場まで、
ルアーのフィールドは幅広いぞ！

湖や野池などに棲息するブラッ
クバスも、ルアーの人気ターゲッ
ト。使うルアーの種類も無数だ
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川釣りの基本仕掛け・５パターン

【メインライン】
軽量のルアーを遠投したり、
操作性を向上させるため、
メインラインはできる範囲で
細くするのが理想だ。 基本
はナイロンラインだが、細く
ても強度に優れる PE ライン
を使うこともある

軽量のフライを狙ったスポットへキャストするための、合理的なラインシステム

フライ仕掛け
FLY-FISHING
SYSTEM

主な対象魚
ヤマメ
イワナ
ニジマス
アメマス
ブルックトラウト
ブラウントラウト
イトウ
オショロコマ
カラフトマス
サケ
ブラックバス
ブルーギル
ハス
コイ

【ティペット】
エサ釣りでの ハリス
に相当するライン。フラ
イのサイズに適合した太
さのものを使用する（47
ページ参照）。 長さは 3
㌳程度が扱いやすいが、
現在ではロングティペット
も人気だ。ここに、マー
カーやシンカーを付ける
釣り方もある

【バッキングライン】
フライラインは直接リー
ルに巻くのではなく、あ
らかじめバッキングライン
を下巻きしておくのが普
通だ。大物狙いでフライ
ラインがすべて引き出さ
れても、バッキングでや
りとりすることが可能だ
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【フライライン】
ダクロンの編みイトに特
殊ビニールをコーティング
したラインで、先端がテー
パー状に細くなっている。
水に浮くタイプと沈むタイ
プに大別され、さらに番
手によって重量分けされ
ており、選択時の大きな
目安になっている

【リーダー】
元から先端にかけて細く
なるテーパー状のライン
で、フライラインから伝
わってきたパワーをフライ
に届ける役割を果たす。
長さは 7 〜 12 ㌳が標準
だ。フライラインとの結
節方法は、31 ページを
参考に

滔々と流れるチョークストリーム、
雄大な風景を背にした山上湖。
自然との対話のなかで
新たなフライのアイディアが閃く
滔々と流れるチョークスト
リームで、自分が巻いた
フライをそっとプレゼン
テーションする。 瞬間、
バイカモの陰からブルッ
クが飛び出してきた

憧れのネイティブトラウトを求めて、
山上湖へのアプローチ。 雄大な
自然に抱かれながら、釣り人は歓
喜のときを待ち続ける……

【フライ】
カゲロウや小魚、 昆虫
などを模した毛バリ。そ
の種類は、ドライ、ニン
フ、ウエット、ストリーマー
などに大別される。市販
品もあるが、自分で巻い
たオリジナルで釣ること
も、大きな楽しみだ
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川釣りの基本仕掛け・５パターン

淡水の釣りにおいて、確固たる人気
ジャンルとなっているのがフライ
フィッシングだ。使用するタック
ルやラインは、軽量のフライを狙
ったスポットへ正確にキャスト
するために、完全にシステム化
されているのが特徴。フライ
にも無数のパターンがあり、
これらをターゲットやフィー
ルド、釣り方などによって
使い分けていく。このシス
テマチックなゲーム性こ
そが、フライフィッシン
グの大きな魅力といえる
だろう。

発泡ウキ

川釣り全般に使える
高感度ウキを作ろう！

川釣りではウキを使った
仕掛けがポピュラーだ。ウ
キの種類はいろいろある

PART1

仕掛けのパーツ
作りを楽しもう！

が、浮力の高い発泡材で作
られたウキは、ボディを小
さくできるために感度に優
れているのがメリット。材
料は釣具店で購入できるの
で、ぜひオリジナルウキを
作ってみよう！

自分だけのオリジナルパーツで釣果もアップ！

発泡材を長さ3 ㎝ほどにカットし、
中心の穴に長さ8 〜 9 ㎝に切っ
たソリッドを差し込んで接着する

接着剤が固着したら、カッターで
発泡材を粗削りする。 器用な人
なら最後まで仕上げることも可能

ドリルを持っていたら、適当な台
に固定すると簡易旋盤として使え
る。これなら作業も楽勝だ

ソリッド部をドリルチャックに挟み、
中速で回転させながらカッターの
刃を当てて好みの形に削っていく

あらかた削り終わったら、 耐 水
ペーパーの 200 〜 800 番を当
てて表面を仕上げていく

色塗りも旋盤があると便利。 重
ね塗りする場合は、イエローなど
の淡い色から塗るのが原則
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一日乾燥させてから、好みの配
色で重ね塗りする。 最後にクリ
ア塗料で仕上げれば完成だ
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◆作り方のコツ◆
このウキ作りのポイントは、
やはり削りの工程。 速度調
整のできる電気ドリルは、ぜ
ひとも欲しいツールだ。 削る
ときは、カッターの刃を当て
る角度によって効率が変わ
るので、適宜調整してみた
い。安全対策も忘れずに！

仕掛けのパーツ作りを楽しもう！

材料は、硬質発泡材 10 ㎜径、
グラスソリッド 1 ㎜径、発泡材用
の蛍光塗料と接着剤などだ

アタリウキ

水中のラインのわずかな
動きをこれでキャッチ

川釣りで根強い人気のあ

十字テンビン

根掛かりの多いポイントで
テナガエビを釣ろう！

テナガエビは障害物の多

るのが、小川や用水路での

いポイントほどよく釣れる

小ブナやタナゴ釣り。使用

が、根掛かりで仕掛けを

する仕掛けは繊細で、水中

ロストしやすいのが悩みの

の微妙なラインの動きを読

種。
そこで考案されたのが、

むためにアタリウキを使う

このテンビン。横に出てい

ことも多い。作り方はいろ

るアームがバリケードにな

いろあるが、ここではお湯

って、テナガエビがエサを

で軟らかくなる特殊な樹脂

巣穴に持ち込めない仕組み

を使ってみよう。

になっているのだ。

ミチイトを編み付け器（20 ペー
ジ参照 ）で、ピンと張っておくと
作業がやりやすくなる

特殊樹脂は顆粒状で、60 度以
上のお湯に入れると数秒で軟ら
かくなって自由に形を変えられる

直径 3 ㎜の硬質パイプを 6 ㎝
の長さにカットし、上から 2 ㎝の
位置に熱したハリで穴を開ける

0.6 ㎜径のステン線 15 ㎝をパイ
プの穴に通し、ステン線の両端
1 ㎝をプライヤーで折り曲げる

完全に折り曲げてハリス止めを
作る。○部を少し開けて、ハリス
を入れやすくするのがキモ

樹脂一粒を目印一個分にしても
いいが、さらにカットしてもOK。
これをお湯に入れて軟らかくする

樹脂をミチイトに 5 〜 7 個ほど付
けていく。ミチイトとよくなじむよう
に指で圧着するのが最大のキモ

樹脂が冷めてくると固くなるので、
指で動かしてミチイトとの適度な
抵抗感があるかを再チェックする

そしてさらなるキモは、ハリスを止
める末端部分をライターで 2 秒ほ
ど熱して焼きを入れることだ

すぐにプライヤーでプレスしてや
る。これで 0.3 号以下の細ハリ
スでもスッポ抜けなくなるのだ

もう一本、長さ10 ㎝のステン線
を用意。片側 2 ㎝を折り曲げて、
そこに小型サルカンを通しておく

ヨウジの先端に少量の塗料を取
り、目印に塗装していく。重ね塗
りの回数で大きさの調整ができる

塗 料が片側に偏らないように、
仕掛けの上下を変えながら乾燥
させれば完成だ
16

◆作り方のコツ◆
ここで使った特 殊 樹 脂は、
東急ハンズや一部のホーム
センターなどで購 入 可 能。
ゆっくり水に沈んでいく絶妙
の比重なので、アタリウキと
してはバッチリの素材だ。圧
着が弱いと、アタリウキがミ
チイトを滑ってしまうので注意

サルカンを通したステン線をパイ
プの上から差し込み、 で開け
た穴に瞬間接着剤を入れて固定

パイプ下側から飛び出しているス
テン線に中通しオモリ0.5 号を通
し、ステン線をねじり留めて完成
17

◆作り方のコツ◆
この仕掛けでは、テンビンの
オモリが川底に着いてヤジロ
ベイのように立つのが基本。
したがって、パイプやアーム
の長さは、ハリスをセットした
状態でエサが川底に着くよう
に調整することが大切だ。オ
モリはガン玉を使っても OK

仕掛けのパーツ作りを楽しもう！

材料は、
特殊樹脂（ 商品名は「自
由樹脂」）と蛍光塗料だけ。ミ
チイトとヨウジも用意しておこう

スイミングフック

ルアーのフックを工夫して
バラシも激減なのだ

渓流や山上湖でのルアー

スプーン

世界にひとつだけの
オリジナルルアーを作る

現在、ブレイク中なのが

フィッシングでは、リリー

管理釣り場でのルアーフィ

ス前提に楽しむ場合、ルア

ッシング。使用ルアーは、

ーのフックをシングル仕様

1 〜 3 ｇ程度のマイクロス

にしておくことが多い。こ

プーンがメインだが、これ

こでは、スプーン用のフッ

を手作りしてみると、釣っ

クを作ってみた。魚が暴れ

たときの快感は倍増する。

たときでも、フックの軸が

魚にもっともアピールする

ネジれることでバラシを軽

とされる、シルバー色のス

減する優れモノだ。

プーンを作ってみよう！

フックをバイスに固定し、ミシン糸
＃ 50 を下巻きする。アイ用のラ
インはダクロンやPEの 20 ㍀だ

アイ用のラインを 10 ㎝にカット
し、二つ折りにしてからフックに
添えてミシン糸で仮止めする

材料は 1 ㎜厚の銅版とスプリット
リング、フック。今回は東急ハン
ズで買える銀メッキ液も使用した

銅版を金バサミでカットしてスプー
ンのボディを作る。目安としては
3 × 1 ㎝のサイズで約 3ｇになる

銅版の上下にリングを入れる穴を
2.5 ㎜径のドリルで開け、全体
のバリなどをヤスリで整形していく

フックの軸の半分程度を利用して
ミシン糸を巻いていけば、アイが
スッポ抜ける心配はない

アイ用のラインを折り返し、今度
はミシン糸を密に巻いていく。段
差ができないように仕上げたい

軸の端まで巻き上げたら、ライン
の余分をカット。 最後にミシン糸
で絡め結びを 2 回して固定する

段ボールなどの厚紙に銅版をはさ
み、プライヤーでしっかり握って
適当な角度に曲げてやる

これでスプーンの原形が完成。
今回はさらに銅版をピカピカに磨
き、銀メッキを施してみる

市販の銅版は表面が粗いので、
極細のコンパウンドで磨く。これ
だけでも十分に魚にアピールする

ミシン糸をカットしてから、瞬間接
着剤を薄く塗って固める。このと
き、アイまで塗らないように注意

これで完成。アイの長さは、フッ
クの軸の 1/3 〜 1/2 程度にす
るのが目安だ
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◆作り方のコツ◆
スイミングフックは、ルアー
本体とのバランスも重要だ。
フック全体の長さは、スプー
ンの全長の 2/3 程度がベス
ト。フックの幅（フトコロ）は、
スプーンの幅と同寸が目安
なので、フックサイズもそれ
を考慮して選べば OK だ

メッキ液を塗ると一瞬で化学反応
を起こすので、ウエスで拭き取る。
これを 3 〜 4 回繰り返す

上が銀メッキしたもの。セーム革
で磨くとピカピカになる。スプリッ
トリングとフックを装着して完成
19

◆作り方のコツ◆
このような小型のスプーンは、
わずかな形状の違いや曲が
り具 合でアクションが全 然
違ってくる。 無難な形状は
の左の 2 つのタイプ。右
のタイプは縦方向の曲げが
必要なので、手作業で作る
のはちょっと難しいかも

仕掛けのパーツ作りを楽しもう！

使用するフックは、大型トラウト
狙いなら丸セイゴ、管理釣り場
用ならマスバリなどがオススメだ

編み付け器

編み付け作業の必需品を
格安で作ってみよう

細ラインを使うときに多
用するのが編み付け結び。
これを行うためには、メイ
ンライン側をピンと張るた
めの専用編み付け器がある
と便利だ。市販品は１万
円ほどするが、自分で作れ
ば材料費だけ。作製時間も
30 分ほどなので、チャレ
ンジしてみては？

材料は、
円柱型硬質ゴム製ブロッ
ク、ワッシャー、全ネジ、蝶ネジ、
ビス、アルミ板、板切れなど

ステーにするアルミ板は、厚さ3
㎜、幅 10 ㎜、長さ20 ㎝。 下
側 5 ㎝をハンマーで折り曲げる

板に取り付ける部分と上部のゴ
ムブロック装着部分に、4 ㎜径
の穴を鉄用ドリルで開ける

ゴムブロックはホームセンターで
買える穴あきタイプが◎。２つ重
ね、穴に 3 ㎜径の全ネジを通す

ゴムブロックの両側にワッシャーを
入れ、蝶ネジでステーにねじり留
める。これを 2 セット作る

2 本のステーを板切れにビス止め
すれば完成。ラインの張り具合
は、蝶ネジで自由自在に行える

ラインを挟むゴムの
部分は、編み付け
器の生命線。ここ
の精度さえバッチリ
なら、あとは簡単な
工作レベルで作製
可能なのだ
20

◆作り方のコツ◆
編み付け器は、ラインを挟
むゴム部分の精度が甘いと
0.1 号クラスの極細ラインを
うまく張ることができない。と
いっても、ホームセンターで
買えるゴムブロックでも、大
きめのワッシャーで挟み込ん
でやれば全然問題ない

