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仕掛けの作り方が
よく理解できれば、
釣りは
もっと楽しくなる。

釣りに歴史がある……。
そしてまた、 釣りの仕掛けにも
古今東西、 数多くの賢者たちの知恵が凝縮されている。
釣り人自身が工夫したもの、
職漁師のワザを巧みに取り込んだもの、
あるいは、 船宿や釣具店のオリジナル仕掛けもあるだろう。
幾多もの試行錯誤が繰り返され、
膨大な種類の仕掛けが考案されてきた……。
しかし、どんな仕掛けであろうとも、 その基本的なシステムは、
つぎのページから紹介している 7 つの仕掛けに集約される。
それらのベーシックな仕掛けの構成とともに、
PART1 とPART2 の基礎知識を得ることによって、
本編の仕掛け 134 選が、よりわかりやすくなる構成にした。
仕掛けのシステムや作り方をディープに理解できれば、
釣りという趣味は、さらに楽しくなることは間違いない。
本書が、 そんな仕掛け作りのヒントになれば幸いである。
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防波堤や小磯の釣りでは欠かせない、ビギナー御用達仕掛け

ウキ釣り仕掛け

主な対象魚
メジナ
メバル
アジ
サバ
ウミタナゴ
サヨリ
ベラ
アイゴ
ハゼ

FROAT-RIG
SYSTEM
【ミチイト】
おもに 0.8 〜 1.5
号のナイロンラ
インを使用する。
竿先には、チチ
ワ結び（28 ペー
ジ）で結節する

【ゴム管】
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。サルカ
ンによって仕掛けのヨレ
が解消され、ハリスの交
換もスピーディに行える

【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

【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
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投げ釣り仕掛け
広々とした海岸で、ダイナミック
なキャストで楽しむ投げ釣りは
爽快そのものだ。人気ターゲッ
トのシロギスやカレイをはじめ
として、狙える魚種が豊富なこ
とも魅力。投げ釣り仕掛けは、
エサを自然な状態で漂わせる
ために、ハリスを長めにして
やるのがポイント。逆に枝
ハリスは短めにすることで、
ライン絡みを防いでやる。
ファミリーフィッシング
では、より手軽に楽しめ
る チョイ投げ仕掛け
もオススメだ。

【チカライト】
仕掛けをフルキャストした
ときに、ラインにかかる
大きな荷重のクッション
の役割を果たしてくれる。
結節方法は、編み付け
電車結び（126 ページ）
が安心だ

【スナップサルカン】
ラインのヨレを緩和する
ためのパーツ。テンビン
オモリを使う場合は、ス
ナップ付きが便利だ

仕掛けの基本 パターン

あらゆる仕掛けのベースとも言え
るのが、ウキ釣り仕掛けだ。な
かでもビギナーに一番使いやす
いのが、この固定式のウキ仕掛
け。シンプルなので簡単に作
ることができて、実際の操作
もじつにやりやすい。防波堤
や小磯などからの小物狙いで
は、必携の仕掛けといえる
だろう。この仕掛けでカギ
になるのは、ウキの浮力調
整。ウキのボディが水面
ギリギリに浮くようにす
ることで、仕掛けの感度
は格段に向上するのだ。

広範囲のポイントを狙うことができ、ターゲットも豊富なのが魅力
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主な対象魚
シロギス
カレイ
イシモチ
アイナメ
アナゴ
カワハギ
ブダイ
ハゼ
スズキ
マダイ
ワタリガニ

CASTING-RIG
SYSTEM
【ハリ】
投げ釣りではア
ワセが利きにくい
ため、フトコロが
狭くて吸い込み
のいい形状のハ
リを使用すること
が多い
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【テンビンオモリ】
投げ釣りでは、 仕掛け
絡みを防ぐためにテンビ
ン付きオモリを多用する。
L 型テンビンやジェットテ
ンビンなどの種類がある

【ハリス】
1 〜 1.5 ｍと長 め にする
（チョイ投げでは 30 ㎝前
後）。枝ハリスは 5 ㎝程度
にしてイト絡みを防ぐ

海釣り公園や堤防でのファミリーフィッシングならコレ！

サビキ仕掛け
SABIKI-RIG
SYSTEM

【コマセ袋】
ここにアミコマセ
などを入れて海
中で拡散させる。
サビキ仕掛けの
上 部 にセットす
ることが多いが、
オモリ付きのカゴ
を仕掛けの最下
部に付ける方法
もある

遊動ウキ仕掛け

主な対象魚
クロダイ
メジナ
メバル
アイゴ
アジ
ボラ

主な対象魚
アジ
イワシ
サッパ
サバ
カマス
メバル
イナダ
ソウダガツオ
【サビキバリ】
市販のサビキ仕掛けを使うのが
お手軽。種類はスキンや魚皮、
フラッシャーなどがあり、サイズ
もターゲットに合わせて選べる

【ウキ】
状 況 や 好 みで、
円錐ウキと棒ウキ
を使い分ける

【ゴム管】
フリーの 状 態で
クッションにした
り、ヨウジで固定
してストッパーと
する

MOVABLEFROAT
SYSTEM

【オモリ】
ウキの浮力に適
合した重さのガン
玉を使用する

【ハリス】
根ズレに強いフロロ
カーボンがオススメ。
1.5 〜 3 ｍと長めにす
ることで、エサの自然
な動きを演出できる

【ハリ】
主に、チヌバリやグレバ
リといった吸い込みのい
い丸型のハリを使用

【オモリ】
水深に合わせて使い分ける
が、 基本的には軽いほど
魚の食いはよくなる
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【ウキ留め】
ウキのストッパー
の役目を果たし、
ここがウキ下 の
上限となる
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仕掛けの基本 パターン

主にクロダイやメジナ狙いで使わ
れる仕掛けで、海面に投入した
ときにウキがミチイトをスルス
ルと遊動し、ウキ留めに達す
るとそれ以上は下降しないシ
ステムだ。この仕掛けの登場
によって、あらゆる水深を
探ることが可能になった。
ウキは、左の 円錐ウキ
と右の 棒ウキ が代表
格。前者は流れやうね
りのあるポイントで、
後者は波静かなエリア
で使いやすい。

︻シモリ玉︼
ウキ留めとともにウキ
のストッパーとなる

ファミリーやカップルで手軽に
釣りを楽しむなら、この仕掛け
がオススメだ。アジやイワシ、
サッパなどの群れが寄ってく
れば、爆釣を楽しめる。タッ
クルは、浅場狙いなら渓流
竿でOK。逆に、足場が高い
海釣り公園や水深のある堤
防などでは、リールを使っ
たタックルが使いやすい。
ハリのサイズを大きくし
て、太めのハリスを使っ
たものなら、イナダや
ソウダガツオなどの回
遊魚も狙える。

ウキ釣りに革命をもたらした、あらゆるタナを狙えるシステム
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遠くのポイントをダイレクトに狙える超合理的リグ

カゴ釣り仕掛け

【カゴウキ】
大型の発泡ウキ。 中通
しの円錐ウキタイプのほ
か、環付きの棒ウキタイ
プがある。3 〜 8 号 が
サイズの目安

【コマセカゴ】
ここにコマセを充填して、
海中で拡散させる。テン
ビンやオモリを装着した
タイプが、手軽に使えて
ライン絡みも少なくなるの
でオススメだ

BAIT-BASKET
SYSTEM

【ハリ】
吸い込みのいい丸型の
ハリが使われる。 大物
狙いでは太軸のものがオ
ススメ。 回遊魚狙いで
はサビキバリも使われる
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【ハリス】
潮なじみのいいフロロ
カーボン製が 多用され
る。1 〜 3 ｍと長めにす
ることで、エサの自然な
動きを演出できる

沖釣り仕掛け

マダイや大型回遊魚をはじめとし
て、岸釣りではなかなかお目にか
かれないような魚を狙えるのが沖
釣りの魅力だ。しかし、重量のあ
る仕掛けで深場を探る釣りなの
で、仕掛けの結節方法やパーツ
類の強度などには入念なチェ
ックが必要になる。PEライ
ンを使用する場合や大物を
狙うときには、編み込みな
どによる結び目の補強も不
可欠な技術だ。

主な対象魚
マダイ
イサキ
イナダ・ブリ
カンパチ
ヒラマサ
アジ
ヒラメ
カワハギ
メバル
キンメダイ
イカ類

【スナップサルカン】
ラインのヨレ防止とテンビ
ンの交換を容易にするた
めのパーツ。 必要に応
じて結び目を補強する

【テンビン】
海中での仕掛け絡みを
防ぐための必須パーツ。
長いアームがクッションと
しての役目も果たす

仕掛けの基本 パターン

主な対象魚
イナダ
ソウダガツオ
アジ
サバ
シマアジ
マダイ
イサキ
メジナ
サヨリ

【ウキ留め＆シモリ玉】
遊動ウキ仕掛け同様に、
ウキのストッパーの役目
を果たしてくれる

︻ゴム管︼
ウキの下側に装着する
ストッパー兼クッション

カゴ釣りは、コマセカゴにオキア
ミやアミエビを詰めて、狙った
ポイントにダイレクトにコマセ
を効かせて魚を寄せる、きわめ
て合理的な釣りだ。いろいろな
システムが考案されているが、
浮力のある大型発泡ウキと、
イト絡みを防ぐためにテンビ
ンとセットになったコマセ
カゴを組み合わせるのが基
本。ハリはシンプルな１本
バリがトラブルも少なく
なるが、ターゲットによ
ってはサビキバリも使用
する。

大海原でタイや回遊魚たちとのファイトを楽しむための頑丈仕掛け
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BOAT-FISHING
SYSTEM
【コマセカゴ】
コマセを使う仕掛
けでの必須パー
ツで、 ポリカー
ボネート製やステ
ンレス製などがあ
る。オモリを内蔵
したものは、ビシ
カゴと呼ばれる

【クッションゴム】
魚がハリ掛かりしたとき
に大きく伸縮し、仕掛け
にかかる大きな負担を軽
減してくれるパーツだ

【ハリス】
沖釣りではダイレクト
な仕掛けの操作が難
しいため、ハリスを長
くすることでエサの自
然な動きを演出する

【ハリ】
吸い込みのいい丸型の
ハリが使われる。 大型
魚狙いでは、 結び目を
補強することも多い
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細いラインで大物をゲットするためのラインシステムが重要

ルアー仕掛け
ルアーフィッシングは、海釣りで
もっとも人気のあるジャンルのひ
とつ。狙える魚種が豊富で、仕掛
け作りもライン先端にルアーを
セットするだけと、超お手軽だ。
しかし、この釣りを追究してい
くと、その奥は限りなく深い。
とくに重要なのが ラインシ
ステム 。ルアーフィッシン
グでは操作性を重視して細
いメインラインを使用する
ため、その先端にショック
リーダーを結節するのが
基本なのだ。
主な対象魚
スズキ
ヒラメ
メバル
ソウダガツオ
イナダ
ヒラマサ
ワラサ
タチウオ
メッキ
ムラソイ
カラフトマス
サケ
アジ
アオリイカ
スミイカ

【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
ことも多い

【ラインシステム】
メインラインとショックリー
ダーとの結節では、ライン
強度を損なわないことが大
切。そのため、メインライン
先端をダブルにするラインシ
ステムや摩擦系のノットなど
が活用されている

LURE-FISHING
SYSTEM
【ショックリーダー】
メバルやメッキなどの小
型相手では必要ないが、
大型魚を狙う場合には
必須。通常、メインライ
ンの 2 〜 4 倍の強度の
ものを使用する

【ルアー】
ターゲットに合わせて、
プラグ、メタルジグ、ソフ
トルアー、エギなどを使
い分ける。ラインとの結
節は、フリーノットか小
型スナップを利用する
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