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モーリス創立40周年の歩み
1980年

ラインブランドVARIVAS設立
VARIVAS（初の国産I.G.F.A.規格のライン）

1983年

VARIVAS GX
VARIVAS プロタイプ

1986年

VARIVAS スーパーソフ
ト

1991年

フックブランド・グラン設立

1993年

VARIVAS スーパートラウ
ト

1995年

バス釣り用フック＆シンカーなどのブランド・ノガレス設立
VARIVAS初のPEラインVARIVAS 10×10（船釣り用）

1996年

VARIVASビデオ、
ザ・
ミノーイング
（皆川哲、
本波幸一／渓流）

1997年

VARIVAS初のルアー、
ピコス＆カプリィ
VARIVASビデオ、
ザ・
ミノーイングⅡ
（皆川哲、
本波幸一／遡上魚）

MORRIS
LEGEND ANGLER
INTERVIEW
～VARIVASと共に歩んできた道～

渓流、
本流、
湖……、
トラウトルアーの草創期からこの世界を切り開き、
常に牽引してきたレジェンド・アングラー。
彼らはどんな風にVARIVASラインと出会い、
数々の実績を残してきたのか……。
ここではそんな釣り師と糸のクロスオーバーストーリーをお届けしよう。
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1998年

VARIVAS ゲーム

1999年

VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
VARIVAS スーパートラウ
トノルディ
ック
VARIVASトラウ
トショ
ックリーダー・ナイロン
VARIVASトラウ
トショ
ックリーダー・
フロロ
VARIVASビデオ、
ザ・
ミノーイングⅢ
（皆川哲、
本波幸一／北海道）
VARIVASビデオ、
スーパーアクショントラウ
トフ
ィ
ッシング

2006年

VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
・
ビッグトラウト

2008年

VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
・マックスパワー PE
VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
・サイ
トエディション
VARIVASトラウ
トショ
ックリーダー［フロロカーボン］
トラウトルアーロッ
ド・アルベロシリーズ
グラン・
トラウトシングル・
プロスペックスーパーファイン

2009年

VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
・ダブルクロスPE

2010年

VARIVAS スーパートラウ
トアドバンスフック
・サクラマス

2011年

VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
・
トゥイ
ッチマスター VLS［ナイロン］

2013年

VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
・マックスパワー PEをリニューアル

2014年

VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
・ベイ
トフ
ィネス
［ナイロン］
VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
・ベイ
トフ
ィネス
［プレミアムPE］
自社ロッ
ドの開発プロジェク
ト
・グラファイ
トワークス始動

2015年

VARIVAS ス
トリームショ
ックリーダー［ナイロン］

2016年

（リニューアル）
VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
（リニューアル）
VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
［サイ
トエディション］
（リニューアル）
VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
［トゥイ
ッチマスター］
（リニューアル）
VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
［ダブルクロスPE］
（リニューアル）
VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
［マックスパワー PE］
（リニューアル）
VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
［ビッグトラウト］
VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
・
ビッグトラウ
トショ
ックリーダー［フロロカーボン］

2000年

2017年

2001年

2019年

グラン・
トラウ
トシングル
（スプーン用シングルフック）
超耐摩耗糸VEP製法

RSTのフライロッ
ド販売を開始

2002年

VARIVAS スーパートラウ
トアドバンスVEP
VARIVAS エクス
トラプロテク
トVEP

VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
［VEPブッシュ
トレイル］
VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
［マックスパワー PE・S-スペック］

VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス
［マックスパワー PE］X８
VARIVASトラウ
トショ
ックリーダー Ti フロロカーボン

2020年
（創立40周年）

VARIVAS スーパートラウ
トアドバンス エクス
トリームショ
ックリーダー

2005年

グラン・
トラウ
トシングルプラッギングモデル
「この年表に記載されているのは、
カタログへ初めて掲載された年で、
実際の発売年とは異なる場合があります」

伸びのある
ラインを使いたい
スーパーソフトの発売は１９８６
年。皆川哲さんは、その時代のスーパ
ーソフト、およびモーリス社を知る数
少ない証言者のひとりだ。
会社員で、友人に誘われて霞ケ浦にバ

「１９８４年頃なんですが、当時僕は
ス釣りのトーナメントを見に行った
んです。そこでモーリスの方に会っ
て世間話をしたんですが、
『どんな釣
りをしているんですか？』って聞か
れて、バスも少しはするけど、トラウ
トとシーバスのルアーフィッシング
をしていると答えたんです。そした
ら、これ使ってみて感想を聞かせてく
ださいってラインをいただいたんで
す。それがモーリスさんとのお付き
合いの始まりでした」
』か『ＧＸ』か『プ

時代背景を考えると、渡されたライ
ロタイプ』のどれかだったと推測され

ンは『
る。モーリス創業から５年目といっ

1

「テスターとして正式に契約したわけ

皆川さんの提案がどれだけ反映さ
の立ち位置より下流側に流し込んで、

「渓流のダウンクロスの釣りで、自分

アントトレバリー）の釣りの開拓を始

「１９９０年に宮古島でＧＴ（ジャイ

だったのだ。

めたんですが、今考えると、なんて弱

れたかは不明だ。しかし、結果として

いラインで釣りしていたんだろうっ

ではないんですが、その後、ラインを

て思いますね。当時のラインシステ

ロッドアクションでミノーに動きを
伸びることで、ガンガン瀬でも流れに

ムは、メインラインが『スーパーソフ

欲しかったラインを皆川さんが使え

馴染むのがいいところだと思います。

ト』の ポンドで、ビミニツイストと

追加でいただいたり、担当者の方と

伸びの無い、たとえば今のＰＥライン

与える釣りがありますけど、ラインが

だとレスポンスが良すぎて流れから

るような状況になったという事実は

いたいっていうのを伝えた記憶はあ
ります」
しかしそれは、試作品を使ってみ
飛び出たりするんですが、ラインが伸

ーダーを結ぶわけです。もちろんも

オルブライトノットで、 ポンドのリ

「僕は提案をしただけ。その後、スー

いうことではなかったという。

るテスターとして開発に関わったと

ンの性能を詰めていくような、いわゆ

当時は、ラインが消耗品という感覚は

他 に は あ ま り 使 っ た 記 憶 も な い な。

ン）
』ですね。値段が安かったから。

「覚えているのは『ストレーン（デュポ

っていたラインは海外の商品だった。

モーリスと出会う前、皆川さんが使

ういうものだったのだろう。

代の渓流のルアーフィッシングとはど

頻繁に通っていたというが、１９８０年

福島出身の皆川さんは、東北の渓流に

ンキャパを考えるとこれ以上太くで

るかどうかってところですから、ライ

ンドを目いっぱい巻いて３００ｍ入

の
『６５０ＳＳ』
のスプールだと、 ポ

ポンドとい

スのラインを使った後で、

『ストレーン』やモーリ

使ってましたね」

出る頃にはスカジットデザインズを

メイドしていて、
『スーパーソフト』
が

会う前から『チップミノー』をハンド

ったですね。僕はモーリスさんと出

れましたよ。

「もちろんデカい魚にはブチブチ切ら

狙う人は皆無だろう。

も過去にも、ＧＴを１・２号のＰＥで

うと、１・２号程度だろうか。現在に

アクションをいかすには伸びるライン

㎏でも向こうむいて

担当者に伝えた《伸びるラ

の方がいいんですけど、トゥイッチの

も

ドラグ設定を行うことも

魚とのヤリトリで最適な

なくて、ドラグを調整して

リールを使いこなせてい

それと、釣り人も未熟で、

も の が 多 か っ た ん で す。

見て、僕の周囲の釣り人は使うように

『スーパーソフト』を使っているのを

伝したわけじゃないんですが、僕が

「声高に、このラインがいいよって宣

として少しずつ浸透していった。

海でも、ルアーフィッシング用ライン

『スーパーソフト』
は、トラウトでも

硬めの方がいいし、ＰＥなら軟らかめ

「伸びのあるラインの場合はロッドは

ロッドには相性があるという。

が多いという皆川さんだが、ラインと

今はやはりＰＥラインを使うこと

きるって具合ですね」

れなかった場合にやっとキャッチで

てくれて、魚が疲れるまでラインが切

ラインの伸びがドラグの代わりをし

掛けたら釣りをする側が我慢をして、

いうなら、今のラインの商品名が長す

せんけど、満足してますよ……強いて

ていないので、他社との比較はできま

が使うナイロンリーダーとの相性が

「このＰＥはシステムを組む場合に僕

ワーＰＥ

パートラウトアドバンス・マックスパ
』
だ。

現在メインで使うラインは、
『スー

無 か っ た と 思 い ま す。 そ

なりましたね。ただ、地方に行くと、

のロッドがマッチすると思います。僕

ました。魚と力比べはできないので、

れでラインが伸びるとド

個人営業の釣具店ではもちろん、チェ

が 年前に作った『サスペンド』という

ダイレクト感ではＰＥが勝ります」

㎏オーバーを何本も捕りました

ら来たのだろう。

し、最大で ㎏オーバーもキャッチし

ラ グ の 代 わ り に な る。 シ

ーンの量販店でもまだ扱っていなか

年の歴史の中で、モーリスに対し

いいですね」
て不満はなかっただろうか。
年間モーリスのラインしか使っ

ラインを使うようになっ

入る釣り具店すら少なかった。ルア

ーソフト』だが、１９８０年には手に

の代名詞のような存在になる『スーパ

１９９０年代には、ルアー用ライン

あって、ダウンでナチュラルなロッド

です。ナイロンとＰＥでは長所短所が

ので、やはりあれでよかったと思うん

したが、柔らかいラインを使っていた

ロッドは、ユーザーに硬いといわれま

トアドバンス・マックスパワーＰＥと

ぎます！ バリバス・スーパートラウ

約

「スーパーソフトから今のＰＥまで、

て、伸びるラインの使いや

ーフィッシングは、マイナーな釣り方

『スーパーソフト』という

すさは実感できたのだろ

まとめ◎丹律章

か、
ジジイには憶えられません
（笑）
」
うか。

ンは、硬くて伸びの少ない

ーバスとかデカい魚の釣

ったと思います」

「それまで使っていたライ

10

りに伸びるラインは向い

ポンドで宮古島の
に挑む

走られたら止められません。それで

現在のＰＥラインで

きなかったんです」

っと太いラインもあるんですが、ペン

パーソフトが商品化された時にライ

「その頃の渓流は餌釣り師がほとんど

て、担当者と意見を交換しながらライ
びて流れの中でちょっとこらえてく

ンをいただいたわけですが、柔らかく
今より少なくて、頻繁に巻き替えたり

で、ルアーをやる人でもスプーンとス

20

立ち上げていました」

20

れることで魚が釣れるんです」

て伸びのあるラインになっていまし
もしませんでした。シーバスなら、３

60

た。自分の意見が少しでも取り入れ

スーパーソフトの
使いやすさ

色々やり取りする中で、自分が好むラ

たあたりだ。
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動かない。

グというジャンルを確立

イン》という発想はどこか

日本のルアーフィッシングシーンが、発
見と拡大と進化と細分化を深めていた
1980年代半ば。皆川さんが何気なく発
したひと言が、時代を捉えた名作、スー
パーソフトという釣り糸の誕生につな
がった可能性はゼロではない。
X
8

国産初の渓流専用

インとして《伸びのあるライン》を使

したパイオニア。
スカジッ
トデザインズ顧問。

ていると思ったんです」

50
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20

『Super Soft』
が生まれた頃
皆川さんが現在使用しているライン。ナイロン
リーダーとの相性の良さが気に入っている。

皆川 哲
30

25

35

ミノーとなる『チップミ
ノー』を1980年代にリ

ピナーだけで、ミノーはかなり珍しか

パーソフト。©️廣済堂出版

号ぐらいのラインを巻いてしばらく

ていた頃の記事。ラインはいずれもスー

皆川さんと言えばこの『チップミ
ノー』
。国産初の渓流ミノーであり
「ミ
ノーイング」
という言葉を生み出した。

VARIVAS SUPER TROUT ADVANCE
MAX POWER PE X8

リース。渓流ミノーイン
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T
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岸で樺太鱒を（写真提供＝本波幸一）
。
写真右：1990年代、宮古島でＧＴを狙っ

られたならうれしいですけど……」

写真左：1995年の夏、
北海道知床の海

きっかけは
海のビッグゲーム
かもしれないけど、モーリスさんと付

「今でこそトラウトのイメージが強い
き合い始めた頃は、海のビッグゲーム
が釣りの中心でね、たとえば海外のト
レバリーとか、国内ではシイラ、カツ
オといったところかな。その頃、主に
ルアー＆フライのメーカーを扱って
いる三ツ柿という広告代理店があっ
て、オフショアのイベントなんかも企
画していた。その担当者に『スーパー
ソフトを使ってみませんか？』と誘わ
れたのがきっかけだね」
時は１９８０年代の後半、西村さん
が前職の服飾デザイナーを辞め、Ｕ
Ｆ ウエダに入社して間もない頃の
は、２０００７年頃から西村さんはＰ

その後、本誌に残っている記録で

ミノーイングに
ベストな感度
バス用ナイロン
ラインを愛用

話だ。当時、西村さんは米国製の『ア

なやかなことにまず驚いたね。トラ

使用していたんだけど、ＰＥなのにし

「正確には発売前からプロトモデルを

た。２００８年のことだ。

- 』シリーズが発売されたのは
２０１０年のことで、このロッドでは

れる『サーフェイストゥイッチャー

ＵＦ ウエダ時代の最高傑作と称さ

ッドも変化していったように感じる。

うようになってから、彼が設計するロ

クラスとか、ラインに明確な

「 お そ ら く、 僕 の 記 憶 が 確 か な ら ば

について聞いてみた。

ーフィッシングの世界に与えた影響

最後に、バリバスラインが今のルア

見えないんだよ
（笑）
」

んで、カモフラージュカラーだとよく

りはないと思うよ。それと歳とった

が出たことは、サクラマスに関する限

に色が付いていることで釣果に影響

ら見やすいのが一番なんだ。ライン

いる場面で釣りをする機会が多いか

ね。サクラマスの場合、雪代で濁って

「やっぱり視認性を重視してのことだ

チでミノーを自在に操り、魚を誘っ

ローミノーイング》である。トゥイッ

名詞といえば、いわずと知れた《シャ

西村さんのサクラマス・ゲームの代

くてもこの感度が必要だったんだ」

ていた時期だから、トラウト用じゃな

イトタックルゲームを確立しようし

この当時は、ちょうどサクラマスのラ

な が ら と て も 感 度 が 良 か っ た ん だ。

よりも、このラインはナイロンであり

くいっていう面もあった。そして何

ュカラーだったんで、魚に見破られに

たのはもちろんだけど、カモフラージ

に使うラインだから根ズレに強かっ

「バスでヘビーカバーなんかを狙う時

インだった。

レーカー』というバス用のナイロンラ

に使っていたのは意外にも『カバーブ

ーＰＥ）
』
に移行するまでの間、メイン

クスパワーＰＥ〕
（以下マックスパワ

Ｅ ラ イ ン を ト ラ ウ ト に も 導 入 す る。

フト』はその名の通り柔らかくしなや
かで、
すぐに愛用するようになった。
ク』という竿を使っていたんだけど、

「それと、当時は
『ドルフィンスティッ
これに金色のペンのリール、ブルーの
『スーパーソフト』がとても似合って
たんだよね。しばらくはオフショア
だけじゃなく、シーバスやサクラマ
ス、渓流にバスとあらゆる釣りに『ソ
ーパーソフト』
を使っていたね」

ライトタックルとミノーイングにこだわった西村さんにとって、ライン選びは常に最も大切
な要素だった。時にはジャンルを超えて選ぶことも……。変遷の歴史を紐解く。

ミノーイングに最適なラインを求めて

西村雅裕

て、シャローまでおびき出し、水面近
くで掛ける。スプーンなどウエイト
のあるルアーで、ボトムをトレースす
ることがベーシックだったサクラマ
スの世界に一石を投じた、ある種革命
的なスタイルだった。
ったんだろうね。海ではＰＥライン

「感度という面ではＰＥを使えば良か
が認知される前から使ってたぐらい
だから。でも、まだトラウト用のＰＥ
にこれといったものがなかったんだ
よね。トラブルも多かったし……」

より《繊細な釣り》ができるようにな
ったよね。糸っていうのは、まさに釣
りの生命線のようなものだから、ここ
が進化すると本当に大きい。僕が作
るロッドもそれに合わせて設計する
ようになった。このラインの出現で、
僕のシャローミノーイングも完成し

ウトでは珍しく８本編みで、ラインの

驚愕の軽さとガイドシステムの小型

確かに、西村さんがこのラインを使

たと言ってもいい」

表面に特殊な加工をすることでそれ

るのが、
『マックスパワーＰＥ』
から派

そして、近年西村さんが愛用してい
生した
『Ｘ８
〔ライムグリーン〕
』
だ。

２０１６年の米代川。
ラインの進化でライトタック
ルによるシャローミノーイングは完成した。

まとめ◎山中光博

バリバスだったんじゃないかな」

ィシングという概念を定着させたのが

もその後だし……。いわゆるゲームフ

思うよ。ポンド表示が主流になったの

規格を導入したのがバリバスだったと

I
G
F
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確かに、海のルアーの世界では、こ
の頃ＰＥラインが主流になりつつあ
った。とくにジギングの世界ではこ
の新素材ラインの誕生で釣り可能な
深度が飛躍的に向上した。あらゆる
釣りに精通していた西村さんにとっ
て、ＰＥラインはかなり身近な存在で
あったはずだ。それでも自らの釣り
を忠実に再現してくれる糸は『カバー

『カバーブレイカー』を使用していた頃。写真は２０００
年代前半の九頭竜川のサクラマス解禁釣行。

しなやかな
ＰＥの出現で
シャロー
ミノーイングが完成
そんな西村さんが、先ほどの『マッ
クスパワーＰＥ』がリリースされたの

を実現したようだけど、僕のようにト

化が話題になった。

と同時に、満を持してＰＥへと移行し

ゥイッチを多用するスタイルでもト
るから飛距離も出るし、感度は元から

P
E

ブレイカー』だったわけだ。もちろん
『スーパートラウトアドバンス』や『ビ
ッグトラウト』など、トラウト用のラ
インも使ってみたそうだが、しっくり
こなかったそうだ。
「今考えてみれば『カバーブレイカー』
は、感度という面ではナイロンとＰＥ
の中間的要素を持ったラインだった
んだろうね。とにかく誘って掛ける
ミノーイングを中心にしている人間

発されたナイロンライン。この感度の良さが、西
村さんのライ
トタックルゲームには必要だった。

西村さんが現在愛用しているPEライン。雪代で濁りの入った本流で釣り
をすることが多いため、
視認性の良さからこれをセレクト。

の折り紙つき。本当に、
ある意味では、

ラブルが少ないんだ。細い糸が使え

M

にとっては、とても優れたラインだっ

VARIVAS COVER BREAKER

VARIVAS SUPER TROUT ADVANCE
MAX POWER PE X8

ブルも多かった。その点『スーパーソ

ンディ』というラインを使用してい

モーリスとの出会いは海のビッグゲーム。
『スーパーソフト』
はロッ
ドとの相性も良かった。

だが『スーパーソフト』の使用をやめ、
の名竿を輩出してきた
ロッドデザイナーとして、
トラウトルアーを牽引し
てきたカリスマ的存在。
M＆Nコーポレーション
代表。

た。国産で好みに合うものがなかっ

サクラマスのトップアン
グラーとして、また数々

VOL.

たということだが、強度はあっても硬

2001年の米代川。ライ
トタックルによるシャ

『スーパートラウトアドバンス〔マッ

ローミノーイングを模索していた頃。ＰＥも試
したが実用的ではなかった。

く、キャストの時にバラけたり、トラ

MORRIS
LEGEND ANGLER
INTERVIEW

2

M
N
S
i

た。廃盤になったのが残念だけどね」

ブラックバスでヘビーカバーなどを狙うために開
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M

らすべてが始まった。

〔マックスパワーPE〕
をしなやかさを損なわず、 しなやかさと強度を極限まで追求した

オフの楽しみにシーバス
ラインと
していたと思う。現在のトラウトル
アーを語る上では、忘れてはならない
そんな岡部さんとモーリスの接点

パイオニアの一人である。

いえば湖だった時代、当時の釣り雑誌
イワナを釣っていたんですが、禁漁に

「早春から秋まで湖や渓流でヤマメや

トウォーターだった。

は、トラウトではなく、意外にもソル

を開くと、芦ノ湖や銀山湖の記事に、

すよね。それで何かやるものはない
ランドの設立と同時に発売したライ

なると時間を持て余してしまうんで

根川、魚野川、伊南川といった大物の
かと思っていた時に、湘南の花水川河
規格）でした。

記事にも、常に岡部さんの名前があっ

り上げることができました。この時

たかね、花水川で ㎝のシーバスを釣

プ『アングラーズ

発信元のプロショ
で す け ど、 バ リ バ ス の ラ イ ン は

はまだ号数表示がほとんどだったん

はうれしかったですね。それと当時

規格ということもあってポ

クラブＲＩＳ 』

92

した。店主は有名
のシーバスは ポンドで釣りました」

ンド表示というのも新鮮でした。こ

ライン
の思い出
九頭竜川と銀山湖
その後『スーパーソフト』が発売に

沖へと、シーバス
ラインを愛用するようになる。

ウト、ソルトのいずれでもこの新たな

手の良さに驚かされたという。トラ

なると、岡部さんはすぐにその使い勝

だけではなく青

いますが、とにかく
《しなやか》
でトラ
ブルが少なかったですね。僕の場合

「これは誰もが言っていることだと思

には解禁直後の湖とか寒い時期の釣

アーへと引き込ま
主の原田さんから
りも多いじゃないですか。そんなガ
イドも凍るような条件下でも『スーパ

紹介されたのがモ
ったそうだ。

その当時『スーパーソフト』で釣り

ーソフト』
の
《柔らかさ》
は秀逸でした」

れた沖合でした」

サクラマスと
イトウに熱中
最新システムで
さらなる大物を
そんな岡部さんだが、近年は仕事を
離れ、時間に余裕ができたこともあっ

年の歳月は

ど一から絞り込んで、なんとか ㎝ク

た以上に大変で、ポイント、釣り方な

（笑）
。ブランクを取り戻すのは思っ

一発でたどり着けなかったほどです

ーポイントのサロベツ川合流点にも

完璧に記憶を消し去っていて、メジャ

の大地に飛びました。

態宣言が解除されたタイミングで北

に遠征ができませんでしたが、緊急事

たものだった。

パーソフト』の８ポンドでキャッチし

涯初の九頭竜川のサクラマス。
『スー

上げた魚で印象に残っているのが、生

「最 初 に 使 っ た の

のスプーンを沈めて

が、明確に分離している場所があり、

ブ

イン（モーリス社が

』というラ

の ま ま の『

は、ブランド名そ

ーリスのラインだ

れていく中で、店

物、根魚と海のル

サ ー フ か ら 磯、

店でした」

の雰囲気を持った

熱気に満ちた独特

た か ら で す か ね、

まだ発展途上だっ

で、海のルアーが

な原田佐敏さん

（平塚市）を訪れま

E

釣りました。岸から１００ｍ以上離

その境目で

このラインを使って、２年目の秋でし

ーバーのシーバス

㎝オ

は鮮烈で、すぐに

たんです。

ンで国産初の

「当時はタイトローリングアクション
の ㎝バルサミノーに凝っていて、そ
れを多用したいために選択したライ
ンがスーパーソフト８ポンドでした。
何せ、 ㎝のバルサミノーは軽量のた
め、その飛距離がプラスチックミノー
には及ばない。そこで選んだのが、前

ある。東京都八王子市在住。

ラスを一本だけ手にすることができ
ました。広大な原野で久しぶりに濃
の創立から今日に

密な日々を送りました」

ね。２０１８年にプラチナチケット

「とくに面白かったのは黒部川です

遠征釣行を楽しんでいるという。

ー』
の組み合わせ。

ス・エクストリームショックリーダ

パワーＰＥ〕 ス-ペック
（以下Ｓスペ
ック）
』と『スーパートラウトアドバン

ーパートラウトアドバンス〔マックス

至るまで、数々のラインを使ってきた

を 手 に し た の で 楽 し ん で き ま し た。

岡部さんが、今愛用しているのは『ス

残雪に覆われた朝日岳を望みながら、

が表面に施されていて水を吸いにくい

「このラインはスムースシールド加工

強く心に残ったもの、すなわち本流の

雪解けの激流にサクラマスを追う…

また、昨年は約 年ぶりに、イトウ

ョンの良い魚体は最高でした」

すが、このロケーションとコンディシ

…。長いことこの釣りをやっていま

サクラマス、北海道のイトウを狙った

て、これまで経験してきた釣りの中で

90

述のラインだったわけです」
その後、トラウト、バス、ソルトとル
アーフィッシングがカテゴライズさ
れるのと共に、ラインも専用のものが
市販されるようになった。トラウト
では『スーパートラウト』
、その後『ス
ーパートラウトアドバンス（以下アド
バンス）
』
と続く。
「僕が始めた頃は、海、バス、トラウト
と季節ごとにいろいろな釣りをする
アングラーが多かったですけど、時代
の流れですかね、徐々にジャンル分け
されていきました。
『スーパーソフト』
の後に一番使ったのは『アドバンス』
ですかね。同じ強度でワンランク細
い糸が使えるということで重宝しま
した。このラインで印象に残ってい
る の は 銀 山 湖 の 湖 沼 型 サ ク ラ マ ス、
・７㎝で３・ ㎏もありました。あ
る年の解禁日のことで、移動中に雪代

20

湖、
海、
本流……
VARIVASと共に歩んだ大物たち

I
G
F
A
14

を狙って道北の天塩川を訪れたとい
う。
「去年は新型コロナの影響で思うよう

山中光博

まとめ◎

ています。

きたいと思っ

物を狙ってい

ださらなる大

テムでまだま

のラインシス

ましたけど、こ

なり上になり

でも年齢はか

スター陣の中

バリバスのテ

がいいですね。

低水温でもしなやかさが失われないの

す。リーダーは新感覚のナイロンで、

を失っていなところが素晴らしいで

優れています。それでいてしなやかさ

く飛ぶし、従来のＰＥ よりも耐久性に

のと摩擦を軽減するので、ルアーがよ

S

の大物ではパイオニア的存在
の一人。カメラマンとしても著

で白濁したエリアとクリアなエリア

80
V
A
R

ルアー＆フライの草創期から精
力的な活動を続け、湖や本流

口でのシーバスの記事が目に留まっ

シーバスを始めて２年目、
湘南の花水川でキャッチ
した92㎝。ここからVARIVASとの長い付き合い
が始まった。
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24
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岡部功一

たと記憶している。何冊か本も執筆

本流釣りがまだマイナーだった頃、利

岡部功一さんの名前があった。また、

トラウトのルアーフィッシングと

平塚で出会う

V
A
R
I
V
A
S

55

バラシを軽減する。

名で、パームスの飯田重祐氏
とタッグを組んだ多くの著書が
マス。13㎝の軽量ミノーを使うために
『スーパーソフト』
の８lbを使用した。

3
厳冬期の釣りなどに。適度な伸びが
ンゴールドカラーに幅１mのホワイトマーキン
グで視認性をアップさせている。

ルアー＆フライフィッシングの草創期、
いち早くこの世界に目覚めた釣り師たち
は、ジャンルを問わずこの新しい釣りに心酔した。岡部さんもそんなパイオニ
アの一人で、
湖、
海、
本流と開拓の陰には、
いつもVARIVASのラインがあった。
写真上：銀山湖の湖沼型サクラマスとしては大型の67.7㎝、
３.55㎏。『アドバ
ンス』
の８lbと24ｇのスプーンで。 写真下：初めて手にした九頭竜川のサクラ

VOL.

ＰＥライン。カムフラージュ性の高いシャンパ

MORRIS
LEGEND ANGLER
INTERVIEW
ナイロン製のショックリーダー。フロロ
カーボンのリーダーでは対応しにくい
ライン表面に「スムースシールド加工」を施
し、飛距離と耐水性をアップさせた画期的な

13

67

SUPER TROUT ADVANCE
EXTREAM SHOCK LEADER
SUPER TROUT ADVANCE
MAX POWER PE S-SPEC

. . .

は2001年の猿払川。

. . .

近年釣り上げた湖の大イワ
ナ。思えばルアー＆フライの
草創期も、こうした人造湖か
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近年はサクラマスとイ
トウを追
いかけている。昨年は20年
ぶりに天塩川へ。この写真

バスのトーナメントプロ、渓流のフィッ
シングガイド、ワカサギのエキスパート
……あらゆる釣りに精通したマルチ
アングラー。トラウトルアーにベイト
フィネスを普及させた立役者としても
写真提供＝ルアーマガジンリバー
知られている。2018年10月逝去。

まずは、僕のような若輩者に、この

本山博之という人物
渓流ベイトフィネスの
確立
ような原稿を任せて頂けることに、心
から感謝すると共にかなり緊張して
僕が釣り業界に入ったきっかけは

いる。

師弟と言うにはあまりにも上下の境

「完全に本山さん」だと断言できる。
がなく、先輩、後輩というよりは遥か
に近い距離で、本山さんの「マルチプ
ロアングラー」としての仕事っぷりを
見られるポジションに恵まれたこと
は、僕のキャリアの中でもとても特別
なことだ。
勝を含む『バサーオールスタークラシ

『霞の帝王』
と呼ばれた本山さんが、
連
ック』の３勝を筆頭に、バストーナメ
ントの世界で圧倒的な実績を残した
ことはここで改めて語るまでもない
かと思う。その後トーナメントの世
界から会津の桧原湖へ舞台を移し、ガ
イド業を営みながら多方面の釣りで
活躍。とくにワカサギや渓流ルアー
フィッシングにおいては、その存在感
僕との出会いは、福島で行われた渓

は非常に大きかったと思う。
流ルアーフィッシングスクール。僕
は生徒として参加して、そのまま福島
に延泊した。そして人生初の尺ヤマ
メを、翌日同じフィールドで釣り上げ
ることができた。
「人に釣りを教える
こと」は本山さんの真骨頂だったよう
で、何だか分からないようでありなが
らも「ストン！」と落ちてくる不思議
な魅力があった。
「本山節」とでも言
おうか、本山さんのスクールはとても
そんな本山さんだが、近年の代名詞

人気があったのを覚えている。
と言えばやはり《渓流ベイトフィネ

くそれを投入していた僕に毎日のよ

トタックルの有効性に目覚め、いち早

こ×たて』をきっかけに渓流でのベイ

分の利益」ではなく「新しい釣り」
「楽

そうしなかったのは、本山さんが「自

占めにすることも楽々とできたはず。

に、渓流ベイトフィネスの世界を独り

出すのは、必然というか当然の流れだ

トフィネス専用ラインの開発を言い

関わっていた。そんな彼が、渓流ベイ

ーパーソンとしてモーリス社と深く

で
「真っ直ぐになろう」
とするので、浮

る。張りのあるラインはスプール上

ックラッシュし難いという特性があ

むようなしなやかなラインの方がバ

ている。まだまだ若輩の僕だが、本山

ベイト用ＰＥラインの開発が始まっ

現在さらに新しい手法が用いられた

ス』シリーズは今春から廃盤となり、

参加させてもらった『ベイトフィネ

ス》の確立だ。フジテレビの番組『ほ

うに質問の電話がかかって来た日々

本山さんは、その釣りに、その姿勢

手伝いさせて頂ければと思っている。

さんの姿勢と情熱を少しでも継承で

絡みが出て来る。このあたりのバラ

に触れた人々の中で今もしっかりと

き上がりやすく、絡みの原因となるか

ンスを、本山さんはトレンドを一旦離

生きている。僕はそう確信している

った。僕のところにも本山さんから、

本山さんの場合、製品開発に携わる

れつつも、何度も製品を試すことで見

しい釣り」を伝えること、そして「釣

場合には、かなり深い部分まで入り込

出していくという流れで調整してい

が、昨日のことのように思い出され

んで物を作っていく、テスターという

った。

きるように、これからも可能な限りお

よりはむしろフィールドデベロッパ

うことで、本山流ハウトゥをたくさん

らだ。とはいえ、しなやかすぎても、

ーとも言えるような取り組み方だっ

吸収させてもらった。常に２年後、３

今度はガイドやレベルワインドへの

取材やテスト釣行を共にする機会

た。
『ベイトフィネスＰＥ』の開発に

年後を見据えていて、何ならその先も

要件出しやテスト、そしてフィードバ

を多く与えてもらい、何日も何日もフ

関しても然り。当時、ＰＥラインのコ

なんとなくは見ている。ともすれば

ッ ク の ま と め や ア イ デ ア 出 し な ど、

軽量化、そして弊社で販売していたベ
ィールドで一緒に過ごしたが、本山さ

ーティングトレンドは、コシの強い

翌シーズンや今シーズン売るもので

り」という遊びが広がっていくことに

イトロッドのエントリーモデルに関
んがこの「大好きな釣りをもっともっ

（張りのある）モノフィラのような方

頭がいっぱいになってしまいがちな

重きをおいていた証拠だと僕は確信

する開発要件や、次に必要と思われる
と広げたい」という姿勢からブレるこ

向性を目指すものがほとんどだった。

ところを「釣りは続いていくんだか

流ベイトに関する取材依頼が舞い込
む度に「この話はやまけんちゃんから
聴いたから、彼も呼んでよ」といつも
僕を前面に立ててくれた。釣り業界

続ける所存だ。

超高感度、低伸度を誇るベイ
トフィネ
ス専用のPEライン。スーパーフッ素
加工で優れた耐久性と滑りやすさを実
現。本山さんと共同で開発したこのラ
インは残念ながら今春で廃盤。現在
新しい専用ラインの開発が始まった。

し、これからも
「楽しい釣り」
を発信し

要素出しにいたるまで、本当にあらゆ
とはなかった。

だが、軽量ルアーをキャストするベ

ら、焦らないでやろう」という本山さ

SUPER TROUT ADVANCE
BAIT FINESS PE

僕は、そんな本山さんの仕事を手伝

ることを毎日電話で話していた。

本山さんは、バスフィッシング時代

イトフィネスの場合、スプールに馴染

ん。普段のせっかちな性格とは真逆
の、慎重で精緻な開発姿勢が印象的だ
った。

本山さんが遺したもの
新たなラインの開発へ
亡くなる数日前まで、僕は本山さん
とフィールドに出ていた。開拓に力
を入れていた十和田湖のヒメマス釣
りだ。陸っぱりからだとどうしても
探り切れない広大な十和田湖を、バス
ボートとアルミボート２艇体制で駆
け巡り、もっと釣れるように、もっと
楽しめるように、様々な角度から検証
釣り方はもちろん、常に新しいフィ

している最中だった。
ールド、新しいターゲットと楽しい釣
りを模索し続けた本山さんの姿勢は、
釣り業界の人間になった僕の中にク
さて、本山さんを手伝う形で開発に

ッキリと刻まれている。

本山さんの愛艇に同乗し、沖
から十和田湖の開拓をしてい
る時の記念写真。彼の思い
は今もしっかりと生きている。

本山さんは非常にフェアな方で、渓

でのポジションを考えれば、実績・存
はもちろん、ワカサギの仕掛けでもキ

渓流ベイトフィネス
専用ラインの開発

在ともに遥かに大きな本山さんだけ

る。
「なぜリールをチューニングする

写真と文◎山本健司
（やまけん）

のか」というベーシックな部分から、

TRY-ANGLE ／五十鈴工業 代表。本山博之氏と共に渓流ベイ
トフィネスを普及させた第一人者。
「釣れる魚はなんでも釣る。釣れない魚はなんとかして釣る」
をモッ
トーに各地の渓を駆け巡っている。

次々と依頼が飛んで来た。

昨今のトラウトルアーで最も変わったのは、
『渓流ベイトフィネス』
の
台頭だろう。その火付け役が故本山博之さんである。ここでは公
私にわたって交流があり、共にベイトフィネス専用ラインの開発にた
ずさわった山本健司（やまけん）
さんが当時を振り返る。

している。

渓流ルアーにも
ベイトフィネスを！

ベアリングの材質選びやスプールの

本山博之

4
渓流ベイ
トフィネス
（写真上）
と十和田湖のヒメマス釣り
（写真下）
、
そして山と源流が本山さんの近年の代名詞的な釣りだ。
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2014

2010

2008

2006

サクラマスをはじめとして本流の大物がクローズアップされた時代。
広告に使われる魚種はやはりサクラマスが一番多い。

1993

同じく
『Angling』に掲載された広告。中央に配置されたビミ二ツイストに時代を感じる。徳
島の露口義司さんのノッ
トを撮影した。

1992

『Angling』
に掲載された
『スーパーソフト』
の広告。愛用者100人のうち53人が強さを、47
人がしなやかさを支持した。ペンのリールが懐かしい。

VARIVAS 40th ADVERTISING
～広告でみる40年の歩み～

2020
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厳冬期でもトラブルの少ないナイロン性のショックリーダー。背景の
サクラマスの銀鱗が象徴的だ。

CONCEPT BOOK
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2018
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2016
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2000
広告でみる 40 年の歩み
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MASASHI
KAWASHIMA

北陸地方を中心に活躍し、九頭竜
川の草創期を知るベテラン。名品

『シュガーディープ』の産みの親。
バスデイルアーデザイナー。

川島雅史
佐藤雄一

みるとこれが滑りが良くて革新的に

いうラインが出たんですね。使って

にモーリスから『スーパーソフト』と

ンを使っていたんですが、１９８５年

川島「海も淡水も、最初は海外のライ

インについて教えてください。

でサクラマスの釣りで使ってきたラ

――モーリスさんとの関係と、これま

います。ラインの太さは、スピニング

８）
』
を使い始めて、今もこれを使って

アドバンス・マックスパワーＰＥ

ックスパワーＰＥ（スーパートラウト

しました。その後でトラウト用の『マ

のＰＥラインをサクラマスにも流用

ギング』
、そして『アバニ』とソルト用

のルアー用バージョンの『 × 船ジ

ロンなら、追いアワセを何度もしてフ

で魚がヒットした場合ですけど、ナイ

リアで、ロングキャストした先の遠く

から高屋橋にかけての川幅の広いエ

川島「例えば、九頭竜川でいえば中角

と短所について教えてください。

――ここで改めて、ＰＥラインの長所

北上川は流れが緩いので、沖で暴れさ

が 追 尾 し た 感 触 も 分 か る 気 が す る。

達能力が高い。イメージですけど、魚

す。感度がいいので圧倒的に情報伝

いてもＰＥの方がいいと私は思いま

事実でしょう。だけど、それを差し引

佐藤「確かに根ズレに弱いというのは

いろいろやってみたんですけど
（笑）
」

リ巻きして何とか魚を浮かそうとか、

ってことが分かりましたね（笑）
。ゴ

ギロッドで ｇ、 ｇを投げるのはや

ていうのは大きなテーマで、ショアジ

も、どこまでジグを重くしていくかっ

れちゃったってなる。ただこの釣り

か分からない。釣ったというより釣

感度が悪いと自分が何をやっている

ないかな。距離も出ないでしょうし、

ンだとフルキャストできないんじゃ

これはＰＥならではですね。ナイロ

先 の 魚 が 掛 け ら れ る よ う に な っ た。

ると、場所によっては何をしてもダメ

北上川水系のパイオニア的存在
で、近年は最上川や米代川へも遠
征。ロッ
ドやルアーの開発にも携わ
る。宮城県石巻市在住。

ックを魚の口に貫通させるのですが、

た時期があって、それからＰＥです。

YUICHI SATO

なら１号か１・２号ですが、ベイトタ

遠距離での
アドバンテージ

40

使いやすいんです。そう思っていた

ン』っていう黄緑色のラインを使っ

ーパートラウト・サイトエディショ

ラウト』っていう茶色いライン、
『ス

とになります。その後は『スーパート

ーパーソフト』を使っていたというこ

から、サポートしてもらう前から『ス

供を受けるようになったんです。だ

さんを紹介してもらってラインの提

ところで、知り合いを通じてモーリス

が『トレーサー（アバニ・シーバスＰ

分ける時代もありましたね。その後

を使うとか、時期や条件によって使い

めました。厳寒期はナイロンライン

のソルト用ＰＥの『アバニ』を使い始

アドバンス』ですね。その後で、初期

を使ったり、次に『スーパートラウト

ったので苦労しましたけど『ゲーム』

ーパーソフト』の後は、ちょっと硬か

パーソフト』を使ってましたね。
『ス

んですが、その釣りでもすでに『スー

ーバス釣りが盛んで、凄く釣れていた

河口でバイブレーションを使ったシ

ようになったんです。当時北上川の

ーリスさんからライン提供を受ける

り雑誌の編集部に紹介いただいてモ

佐藤「１９９３年か１９９４年頃に釣

か。

う やって付き合いが始まったんです

――佐藤さんはモーリスさんとはど

が高いんです。

高いので、単繊維が太いほうが耐久性

インラインがコンタクトする確率が

みです。渓流は周囲のボサとかにメ

本編みを使いますが、渓流では４本編

すいんです。それと、サクラマスは８

ラッシュしても太いとリカバーしや

ックルの場合は１・５号です。バック

したんです。フロロ

長くしたり太くしたりという実験を

それを補うために、一時期リーダーを

切 ら れ る 可 能 性 が 高 く な り ま す ね。

な場所では、取り込みの時にラインを

ね。手前に消波ブロックがあるよう

川島「それは確かにＰＥの弱点です

ますが。

――根ズレには圧倒的に弱いと思い

メンテナンスの差は大きいですよ」

終わりですから。ナイロンとＰＥとの

い。海だとしてもスプールに水掛けて

あれが大変。ＰＥなら何もしなくてい

…遠征だと、何日も連日釣りするから、

から、ラインを巻き替える作業がね…

と、遠征先で釣りに疲れて宿に戻って

は情報が多いように感じます。それ

タリに関しては、ナイロンの頃の数倍

距離ならいいけど……。とくに前ア

には伝わりにくいと思いますね。近

ションを起こしても、ナイロンの場合

川島
「確かに、

と思うこともあるんですが」

心なのでアタリが取りにくいのでは

いるんですけど、ロングキャストが中

佐藤「北上川でもナイロンを使う人は

川はＰＥじゃないとね……」

う乗っていることが多いです。広い

アワセは必要なくて、ドンときたらも

ＰＥならほとんど伸びないので強い

最初は

獲るためにメタルジグを使うんです。

佐藤
「私は、ここ 年くらい、沖の魚を

てないかもしれない」

たやつですから、ＰＥじゃないと釣れ

ンとしゃくった先でドンとヒットし

ボトムトゥイッチャーで底をトント

フルキャストで ｍくらい投げた後、

川のサクラマスなんですが、これもＰ

川島「私の初めての ㎝オーバーは庄

れずに獲れていますから」

は０・６号まで落としますけど、切ら

ＰＥの太さは０・８号メインで、時に

私はラインブレイクを防いでいます。

い箇所ではやや強引に寄せる方法で、

せて疲れさせて、手前の根ズレしやす

70

Ｅ で 飛 距 離 を 出 し て 釣 っ た 魚 で す。
60

ｇくらいから始めたんです

10

先で魚がアク

ポンドを５ｍ

20

ンスの簡単さだという。 写真右下：川幅が広く、
常にロングキャストが必要とさ
れる北上川水系では、より遠くまで運べるＰＥラインの使用は不可欠だと佐藤雄
一さんは力説する。

、

ライン
ナイロンライン

Ｅ・マックスパワー・トレーサー）
』
を

とるとか。そうしたら、 後半までは
50

何とかなるけど、 とかそれ以上にな

写真左：ジギングなど海のルアー用に発売された製品を経て、
ナイロンからＰＥへ
と転換した川島さん。ＰＥラインの魅力は、遠距離でのアドバンテージとメンテナ

80
m

20

70
m

65

り過ぎだと思うので……」

80

私は海もやりますから
『 × 船』
、そ

圧倒的な感度の良さと、細糸を使える
のでルアーの飛距離が出るというのが
ＰＥラインの物理的な長所だ。サクラ
マスの釣りにＰＥを使用し、
「ナイロン
に戻れるわけがない」という２人によ
る、
ラインとサクラマス釣りの話。

使って、今は
『Ｓスペック
（スーパート

写真左：佐藤雄一さんは、
旧北上川河口付近のシーバス釣りが縁でモーリスとの付き合いが始まった。 写真右：サクラ

60

X

10

10

が、今年 ｇまで入れてみたら、その

ＰＥラインに感じるアドバンテージ

【ＰＥライン編】

桜鱒

海釣りからＰＥへ

桜鱒とVARIVAS
10

10

P
E

Ｅ・ ス-ペック）
』
です。
S
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テスター特別対談
ラウトアドバンス・マックスパワーＰ

マスの草創期、1992年の九頭竜川で初めて釣り上げた時も、
川島さんは
『スーパーソフト』
を愛用していた。

リーダーを使い分ける
川島「ＰＥといえばですね。私が一番
最 初 に Ｐ Ｅ ラ イ ン を 使 っ た の っ て、
１９９２年に発売したサクラマスの
の取材の頃なんです。知り合

いが『新素材のラインをもらったから
使ってみてよ』って他社さんのＰＥ
ラインをくれたので、せっかくだから
スプールに巻いて使ってみたんです。
そしたら途端にアタリが無くなった。

藤さん。これも飛距離の出るＰＥラインならでは。

フィートのシーバスロッ

じゃないんで

ないという状況は避けたい」

ラインが短くなってフルキャストでき

るには距離を投げるしかない。だから

う釣りになります。探るエリアを広げ

人が使っているＰＥラインとナイロン

――それぞれのホームリバーで、釣り

トパフォーマンスはいいと思います」

ンを通して使えるので結果的にコス

いので初期投資は掛かるけど、シーズ

川島「それと、ライン自体の単価は高

ラインの比率はどれくらいでしょう。

川島「私が使う『マックスパワーＰＥ』
みと比較して、全体的にしなやかです
佐藤「北上川では ％以上はＰＥです

は８本編みですが、８本編みは４本編
ね。それと滑りも抜群なので飛距離

る上で障害にはなりませんか。

が軽いと思いますが、ルアーを沈ませ

かな８本編みＰＥですかね。できれ

て、耐久性があって、なおかつしなや

川島「４本編みのようなコシがあっ

術的に可能かどうかは置いておいて。

ね。ナイロンはかなり少ない」

川島「素材としてはナイロンより浮力
ば。それと、飛距離が分かるような色

川島「北陸では半々でしょうか。それ

があるけど、細いラインを使うし水切
分けがあるとありがたいですね」

も出ます。それとリールとの相性に

の間釣りができないわけですけど、そ
れ も い い の で 短 所 に は な り ま せ ん。

でもかなりＰＥを使う人が増えてき

れが『Ｓスペック』は圧倒的に少ない。

浮力より、横風に弱いのはちょっと困
佐藤「私も色分けがあるラインは賛成

関していえば、厳寒期はスピニングの

が 有 利 に 働 い た の か な と 思 い ま す。
これは自信を持って言えます。水切れ

で す。

ています。増えてきて半々。昔は３

イメージですけど、フロロだったら硬
の良さは抜群ですね。実際に釣り場に

りますね。正面の風にはそれなりに
あとは、色落ちがしにくいともっとあ

方がいい場合がありますね。凍るこ

ような気がして、使うのはすぐにやめ
いのでフォールで巻き癖みたいなも

強いけど。細いラインを使っても横
りがたい。使っているうちに色がボ

割くらいでしたから」

てしまいました
（笑）
」
のがルアーの動きを左右したかもし
は違うラインを使う人もいるわけです

風には弱いですね」
ケてくるんです。北上川は水も汚れ

とを考えると『マックスパワーＰＥＸ

――ＰＥラインにはリーダーが不可

けど『Ｓスペック』を使っている釣り人

佐藤「デメリットは何かしらあるけ
気味なので、ラインも汚れてくるでし

８』より、水を拾いにくい『Ｓスペッ

欠ですが、結節はどういうノットでし
れないなって思いました。厳寒期は
はより長時間釣りができていると思い

ど、それを凌駕する使いやすさがある
ょう。フラッシュグリーンとか派手

わればっていう理想はありますか。技

ょうか。
ナイロンリーダーで、水温が上がって
ます。それと、北上川は流れが緩く下

ってことだと思います。浮力を生か
な色もありだと思います」

――将来的に、ＰＥにこんな性能が加

川島「最初は電車結びだったけど、今
からはフロロを使うことが多いです
流部なので水も汚れ気味で、ラインに

して、スプーンを上に跳ね上げる使い

ク』
の方が安心でしょう」

はオリジナルのＦＧノットです。編
ね。それと、ややこしいところを通す
汚れが付きにくいという意味でも水切

方もできますし」

――ＰＥラインはナイロンより比重

み付けの部分を長くするんですが、最
にもフロロです」
れがいいのはとてもありがたい」

わざわざ糸電話で水中に届けている

初に５回くらい編んでハーフヒッチ
川島「私の場合はシンプルにナチュラ

――ラインの長さにもこだわりがあ

しかスプールに巻いてない場合、２度

佐藤
「北上川は川幅が広くて、１５０ｍ

――現在おふたりが使っているライ
場の特徴として他の釣り人と並んで釣

ック』
の一択になります。それと、釣り

２００ｍ巻きを用意している『Ｓスペ

ｍ で も い い で す。

を 入 れ て い っ た ん 締 め こ む ん で す。
ルカラーの『トラウトショックリーダ

扱いやすいんだけど、新しいリーダー

ンの、
優れた部分を教えてください。
ることが多いので、極端にアップに投

高切れするとその後釣りができなくな

は茶色なので、黒部川とか水色のクリ

佐藤
「性能的な面でいえばまず、
『Ｓス
げたりダウンを流したりということは

る 可 能 性 が あ る ん で す。 だ か ら、

ペック』は水切れが抜群に良くて、水
やりにくいんです。必然的に自分の釣

アな川が多い北陸では使いにくいんで

を拾ってくる量が少ないので、厳寒期
りができる範囲は自分の立ち位置の正

す。他の色も出してくれないかな
（笑）
」

の釣りでラインローラーやガイドが
面で、遠投した先のハンプなどを直撃

ｍでも

それを３回繰り返すと編み付けの先
るとか。

付けても緩まないんです」

ット。真っ暗闇の中でも結べるし、マ

ズノットです。簡単で強度が出るノ

佐藤「私は一番古いフィッシャーマン

ライン
ナイロンライン

グロとかやるなら別かもしれないけ
れど、私がやっている釣りでは今のと
ころ問題ないです。リーダーの長さ
は１ｍくらいで短め。私は、どの釣り
でもそれくらいなんです。今シーズ
ンは、モーリスから新しく発売された
ナイロンリーダー（スーパートラウ
凍るというトラブルが少なくなりま

米代川水系のサクラ
マスを中心に、独自の
理論と行動力で幅広
く活動するトップアング
ラー。ソウルズ代表。

しなやかさと強度を極限まで追
求したナイロン製のショックリー
ダー。フロロカーボンのリーダー
では対応しにくい厳冬期の釣り
や、適度な伸びが必要な場面
で。

10

ライン表面に「スムースシールド
加工」
を施し、水を吸いにくくして
飛距離と耐久性をアップさせた
画期的なＰＥライン。カムフラー
ジュ性の高いシャンパンゴールド
カラーに幅１mのホワイトマーキン
グで視認性をアップさせている。

25

VARIVAS SUPER TROUT ADVANCE
EXTREAM SHOCK LEADER

ICHIRO
SATO

トアドバンス・エクストリームショッ

SPIRIT代表。

VARIVAS SUPER TROUT ADVANCE
MAX POWER PE X8 S-SPEC

本波幸一
佐藤偉知郎

して、 ｍくらい流したら回収ってい

【ナイロンライン編】

す。ラインローラーが凍ったりする

桜鱒とVARIVAS

と、氷を解かす作業時間が必要で、そ

川など、東北のサクラマスを中心に
行動する大物釣り士。HONNAMI

「高破断性工法」で強度に優
れ、原糸１本、
１本を緻密に編み
込んだ超低伸度の８本編みハイ
エンドＰＥライン。ライン表面に
スーパーフッ素加工を施したこと
で摩擦が少なく、滑りのよいなめ
らかさを兼ね備えている。摩擦
系ノッ
トも組みやすい。

テスター特別対談

20

米代川、赤川、地元の岩手沿岸河

新素材としてのＰＥラインは、ソルトルアーの釣り人に受け入れられた
のちに、トラウトの世界にも浸透し始めた。圧倒的な性能を理由に本
流はもちろん山岳渓流までＰＥを使う釣り人が増える一方、サクラマス
の釣りでもナイロンラインを使い続けるアングラーもいる。やはり「ナ
イロンが最強だ」
という２人による、
ラインとサクラマス釣りの話。

KOICHI
HONNAMI

ナイロンラインに
こだわる理由

クリーダー）を使って厳寒期に１本獲
ったんだけど、ナイロンのしなやかさ

VARIVAS SUPER TROUT ADVANCE
MAX POWER PE X8

ー』
（フロロカーボン製）を使います。

川島さんのレコードフィッシュである庄川の70.5㎝、4.6㎏。

確かに寒い時期にはナイロンのほうが

ロングキャストで手にした一尾。

っぽが安定するので、その後長く編み

抵抗音が凄かったんです。その音を

す。それで、ラインとガイドのスレる

ドで、ガイドが

頃は竿が

何でだろうって考えたんですが、あの

桜鱒

近年はメタルジグを導入して実績を積み上げている佐
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――サクラマス釣りとの出会いにつ
るうちに、オレンジ色のライン（スー

ーソフト』の後は、いろいろ試してい

いったんじゃないですかね。
『スーパ

す。それでどんどん使う人が増えて

じですか。

ンラインとＰＥとの割合はどんな感

釣り場で、釣り人が使っているナイロ

――おふたりのよく行くサクラマス

『スーパーソフト』
を経て
いて教えてください。
手県）
のあたりですけど、
大体半々です」

本波
「私が行くのは米代、赤川、小本
（岩

しかすると、６：４くらいでＰＥが多

佐藤
「米代は、僕の感じだと半々……も

ったん落ち着きました。その後で出

）にい

パートラウトアドバンス
会ったのが『スーパートラウトアドバ
いかもしれない。ＰＥを使っている人

㎝のサクラマスのはく製

佐藤「きっかけは、僕の知り合いが持

ンス・ビッグトラウト』
です。
『ビッグ
って、ナイロンの経験がなくてＰＥし

っていた
１９８５年頃です。で、何で釣ったの
トラウト』は、ラインの伸びがちょう
か使ったことがないっていう人が多い

歳 だ っ た か ら、

って聞くとルアーだっていう。その
どいいというかね、ラインによって

を 見 た こ と で す。

フ

～
ような気がしますが、逆に、何となく周

人が使っていたタックルは
は、伸びが少なすぎてバレやすいと感

ィートのシーバスロッドに、 ポンド

米代川の富根で、使ったルアーはスプ

して釣りに行ったら、釣れたんです。

うなタックルを持って、自分も真似を

思っているんです」

むというか、今はそれもいいなあって

すが、ビッグトラウトは色が水に馴染

があって、オレンジを使っていたんで

は色が目立つ方がいいなっていうの

他のトラブルも含めてやっぱりナイロ

くる人もいる。やっぱりバレるからね。

行した人の中には、ナイロンに戻って

囲に影響されてナイロンからＰＥに移

のナイロンラインでしたね。似たよ

ーンでした。２回目に行った時も釣

って使い始めたんですよ。使いやす

『スーパーソフト』を買えるようにな

とした憧れだったんです。そのうち

目で見ていたんです。最初はちょっ

で高いんだろうなって思いながら横

専用のディスプレイがあってね、それ

が用意したような『スーパーソフト』

具店のレジの横に、販促用にメーカー

パーソフト』のイメージというと、釣

です。出会いというか、初期の『スー

ソフト』を使うようになったのは確か

ないんですけど、その後で『スーパー

なラインを使っていたかは覚えてい

佐藤「初めてのサクラマスの時にどん

れより前というのがすごいですね。

スを紹介したのが 年頃ですから、そ

ルスの則弘祐さんが雑誌でサクラマ

んの二尺ヤマメの記事が 年で、ザウ

て大きな話題になった沢田賢一郎さ

――雑誌『アングリング』に掲載され

れなかった
（笑）
。

使ってました。軟らかくてトラブル

本波「いや、冬は『スーパーソフト』も

ですけど、
その辺はどう感じましたか。

『ビッグトラウト』とか色々出ているん

に、
『スーパートラウトアドバンス』
とか

――『ゲーム』の発売から現在までの間

て、
現在でも使い続けています」

で『ゲーム』を使ってみたら悪くなく

パーソフトを使ってましたね。その後

１０２㎝のイトウを釣った時も、スー

てきたんです。１９９３年に北海道で

っていた時に、
『スーパーソフト』が出

ていたんですけど……それで、色々使

た。それより前はストレーンとか使っ

と硬いラインだなっていう印象でし

タイプはグリーンのラインで、ちょっ

と『ＧＸ』っていうラインです。プロ

インは使っていました。
『プロタイプ』

んですが、それ以前からバリバスのラ

ライン提供をしてもらうようになった

本波「雑誌社を通じてモーリスさんに

いうと、
何を使ってこられましたか。

――本波さんはバリバスのラインで

でしょう。コンパクトな動きで、ロッ

ィングというか（笑）……何て言うん

ラマスにしても、カッコいいキャステ

く決まるんです。渓流にしてもサク

ンの方がキャスティングが気持ちよ

…あと、それより重要なのは、ナイロ

いうか。ＰＥでもいいんですけど…

だからバラしても惜しくはないって

サクラマスがたくさん掛かるでしょ。

にナイロンよりバレる。ロシアだと

ぼほぼバレないけど、ＰＥだと明らか

イロンだとちゃんと掛かった魚は、ほ

レないから。それは顕著ですよ。ナ

ロンを使う理由は何故かというとバ

ーモンではＰＥを使いますし。ナイ

いるわけではないんです。海外のサ

佐藤「僕はナイロンラインに固執して

れは何故ですか。

ナイロンなわけじゃないですか。そ

ラインを使いますけど、トラウトでは

――佐藤さんは、マグロ釣りではＰＥ

ライン対談の後に収録された。川島

の川島雅史氏、佐藤雄一氏によるＰＥ

たよね（この対談は 〜 ページ掲載

佐藤「あの、もう川島さん帰られまし

その部分はどう捉えてますか。

離 が 出 る と。 そ れ は 間 違 い な い と。

ると、ナイロンに比べて圧倒的に飛距

――ＰＥライン愛好者の人に言わせ

のところ」

キャストの方が好きなんですよ、結局

いるというか……ナイロンラインの

んです。ナイロンの伸びも利用して

にはナイロンラインの伸びが必要な

スティングがあるんですが、そのため

ジですけど、ＰＥなら７本掛けて４本

んです。これは経験からくるイメー

れるのっていうとナイロンだと思う

かなって思うんですけど、どっちが捕

ど、どっちが掛かるのっていうとＰＥ

佐藤「非常に難しい問題なんですけ

すよね。

ち良さの方が勝るということなんで

ど、バレにくいこととキャストの気持

と飛距離と感度という点で劣るけれ

――ナイロンラインは、ＰＥと比べる

でカッコいいキャストをしたいなと」

（笑）……それよりも、
カッコいい弾道

ばいいってもんじゃないんですよ

ナイロンはバレない

いという理由で使い続けたのは事実
月の北海道のイトウ

桜鱒
ですが、これは結果的に思ったことで
がないので。

写真右：本波さんが初めて釣り上げたメーターオーバーのイ
トウ。
1993年北海道の金山湖で。ラインは『スーパーソフト』
。 写
真上：2007年、
まだ米代川に冬季解禁があった頃の写真。こ
の頃から
『ビッグトラウト』
を使用するようになった。 写真下：
こう
した障害物が多い場所ではナイロンラインにアドバンテージがあ
ると本波さんは言う。写真は岩手県の安家川。

すけど、魚を掛けた時に凄く伸びがあ

ンの方がいいやって」

れたんだけど、その後は２年間全然釣

じたこともあったし、

の時代

12

ライン
ナイロンライン
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るというか、自分としては理想のキャ

ドを曲げてブランクのしなりで投げ

ラインの飛距離は必要ないですか。

――黒部川ではなく、米代川でもＰＥ

席されている）……あのですね、飛べ

雅史さんと佐藤雄一さんはすでに退

している状態だったわけで、ナイロン

くったんです。その間、ずっと根ズレ

ら、下流に回り込んで魚をネットです

て、その上に石を置いて固定してか

掛けて５本捕れる。だけど、より多く

しか捕れないけど、ナイロンなら５本

釣りとかね。やはり厳寒期は軟らか

えるカッコ良さとかがありますから。

本波「ナイロンで十分ですね。感度が

だから踏ん張ってくれたけど、ＰＥラ

いラインの方がいい」

捕れるからっていうのとも違って、飛
ファイトも、カカカカカっていうのは
――本波さんはどうでしょう。

悪いとか言いますけど、ナイロンライ

ではＰＥを使っている。

るからバレにくくて、評価が高くなっ

距離が出ればいいっていうことでも
好きじゃないんです。もっとグイン
本波「……まあ、ナイロンラインが一

イロンラインを使用する理由だ。

ていったというのもあると思うんで

なければ、たくさん捕れればいいって
グインっていうファイトの方が好き

ンでも流れてきた葉っぱをフックが

べばいいってこと

本波「それこそ飛

出ていましたね。

人の方が飛距離が

けど、周囲の釣り

を使っていました

ラインの ポンド

の取材でナイロン

波さんは、黒部川

――何年か前に本

ンの方がいい」

通しで使えるライ

ね。それだったら

かんで。現実的に

れない。指がかじ

ーなんか組んでら

寒い時に、リーダ

イドが凍るような

か、雪が降ってガ

ど冬の北海道と

ラマスじゃないけ

解禁日とか、サク

クラマスの３月の

にもいかないから、ロッドを岸に置い

ているんですけど、手繰り寄せるわけ

くらい下流でそれ以上走れずに暴れ

ぐられてしまったんです。魚は

いになった所があってね、その下をく

かが引っ掛かってビーバーダムみた

うど石と石の間に倒木とか木の枝と

家川って小さい川なんですけど、ちょ

ットした場所から下流に走られて、安

クラマスを掛けた時なんですけど、ヒ

本波「５、
６年前に安家川で ㎝のサ

じゃないかという経験はありますか。

た、ＰＥを使っていたらダメだったん

――ナイロンラインだからこそ捕れ

とじゃないかな」

たことに気が付いてなかったってこ

れたっていう人は、ＰＥが傷ついてい

ね。大きいのが来た時にラインが切

インをチェックしないとダメですよ

には弱いですから、よほどこまめにラ

ることってあるんです。ＰＥは摩耗

けてもメインラインが障害物に触れ

トムの起伏が大きいとリーダーを付

川は大きな石とか障害物が多くて、ボ

拾ったらすぐ分かりますよ。それと、

司会進行◎山中光博（

まとめ◎丹 律章

そういうのがあればいいですね」

取 り 入 れ た ラ イ ン っ て い う の か な。

いい部分、ナイロンのいい部分を両方

うのがあれば試してみたい。ＰＥの

ことだと思うので、伸びるＰＥってい

ンラインの良さが伸びてバレにくい

ればやっぱりいいですよね。ナイロ

佐藤「僕は、格段に細くて強いのがあ

てみようと思っています」

ないですか。この色のラインを試し

網ってあずき色みたいなの多いじゃ

にくい色といわれているんです。漁

あずき色みたいな色で、この色が見え

いうのがあるんですが、簡単にいえば

ですね。漁師言葉で“カッチ色”って

見えにくいラインっていうのがいい

本波「ラインの色なんですが、魚から

ていう希望はありますか。

――では、こんなラインがあったらっ

います」

インだったらすぐ切れちゃったと思

ｍ
じゃなくて、黒部

編集長）
Gijie

川は流れが強く

低水温など厳しいコンディ
ションにおける大物との
ファイトを追求した究極
のナイロンライン。適度
な伸びでバラシを軽減し、
表面のソフト加工で滑り
を良くしている。佐藤偉
知郎さんの愛用ライン。

て、遠くの流芯に
魚はいないんで
す。流心脇の巻き
返しとか、そうい
うところの大きな
石とかで、溯上し
てきたサクラマス
は休んでいる。投
網の人もね、岸か
ら５ｍくらいのと
ころに撃つんで
す。岸際で魚を捕

VARIVAS SUPER TROUT ADVANCE
BIG TROUT

20
1998年にカタログに掲
載された
『ゲーム』
。本波
さんは20年以上の長き
に渡ってこのナイロンライ
ンを愛用している。同じ
強度でワンランク下の細
さを実現。

63

VARIVAS GAME

と「キャストの快適さ」だという佐
藤偉知郎さん。海外や海の釣り

根ズレへの安心感

いうことでもないんです、僕の中で
番扱いやすいっていうか。岩手のサ

P
E

で……分かりにくいですよね
（笑）
」

14

92

は。その中には楽しみとか、自分が考

11

12

1986年 の 発 売 以 来、
ジャンルを問わず圧倒的
な支持を得た
『スーパーソ
フト』
。適度な伸びが従
来にはない「強度」と「し
なやかさ」
を生んだ。

20

っているんです」

VARIVAS SUPER SOFT

ナイロンのメリッ
トは「バレにくさ」
りの障害物周りにいる」という本
波さん。根ズレへの安心感がナ
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「サクラマスは思ったよりも岸寄

と関わっているわけですが、テスター

スターという立場で、バリバスライン

――現在皆さんは、モーリスさんのテ

なら丹沢あたりですか。

インフィールドは、芦ノ湖とか、渓流

田さんのトラウトフィッシングのメ

か作っていた時代ですね。当時の飯

飯田さんのハンドメイドミノー）
』と

――飯田さんはその頃、
『メゾン
（注：

ト』
を渡されたのが最初です。

――その後で、
『スーパートラウト』
を

能なラインだったんです」

ね。ＧＴの釣りにも使われていて、万

海ではさらに愛用者が多かったです

ールに向いたラインだと思いました。

ャスティングができて、スピニングリ

巻き癖が付かないのでスムーズにキ

べて『スーパーソフト』はスプールの

ってくれる。だから、ソフトしか使え

吸収してくれるので、切れずに踏ん張

フト』を使っているとラインの伸びが

れちゃうわけですけど、
『スーパーソ

するとラインが出ていかないから切

イドがふさがった状態で魚がヒット

はガイドが凍るじゃないですか。ガ

福士「僕は釣り場が北海道なので、冬

ト』
でしょうか。

モーリスの
テスターになった頃

になったきっかけを教えてください。
飯田「そうですね。前後して『アング

インになるぎりぎりまで、冬は『スー

飯田「テスターになったのが正確にい

パーソフト』を探して使っていまし

ない状況というのがあって、ＰＥがメ

めてトラウトという冠が付いたライ

た」

使うようになるわけですね。発売は

征も増えていったのかな」

ンだと思うんですが、印象はどうでし

――佐藤さんというと、今はメジャー

リング』とか雑誌の取材を少しずつ受

――原田さんに薦められて使い始め
たか。

な釣りになったけど当時はまだやっ

つかというと覚えていないのですが、

前ですね。ライズの原田さん（注：原
た
『スーパーソフト』
ですが、印象はど

飯田「時代的に、雑誌も総合誌から専

１９９０年代の初めごろで、これは初

田佐敏。平塚の釣具店「ライズ」店長。
うでしたか。

門誌に分かれていったタイミングで

戻りヤマメというか短期降海型サク

年くらい

当時、ライズをベースにした
「チーム・
飯田「僕としては、
『スーパーソフト』

すよね。
『アングリング』はルアー

ラマスというか、そういう釣りの開拓

歳くらいの頃です。

ライズ」というルアーフィッシングの
は国産ルアー用ラインの先駆けだっ

フライの総合誌でしたけど、ルアーと

は

クラブがあり、飯田さんはそのメンバ
たように感じています。それ以前は、

フィッシングも『ギジー』みたいなト

のテスターになったのはどういった

者だったわけですけど、モーリスさん

ている人が少なかった、利根川の本流

ーだった。メンバーにはバスプロの

フライが分かれるだけでなく、ルアー

ルボニール（ガルシア）
』とか海外のラ

シェイプの

島津靖雄さんなども在籍していた）に

経緯ですか。
～ 年前で、その釣りが徐々に確立

佐藤「戻りヤマメの釣りを始めたのは

ラウトルアーの専門誌とか、バスの専

メイドミノー『メゾン』
。

にて。 写真右下：飯田さんが学生時代に作っていたハンド

『ラピッ
ド』
『アレキサンドラ』など人気ミノーを輩出するパームスの
ルアーデザイナー。渓流ミノーイングのパイオニアかつ第一人者。
神奈川県在住。

SHIGEHIRO IIDA
利根川、鬼怒川、魚野川など主に首都近隣の本流を舞台に活
躍する大物釣り師。脈釣りを応用したドリフト釣法が得意で、ル
アー開発にも携わる。埼玉県北足立郡在住。

SHINJI SATO
TOMOYUKI FUKUSHI

いたので、
『スーパーソフト』
を初めて

代にはラインの基本性能が上がって

すいラインでしたけど、すでにその時

になったんでしょう。普通に使いや

世話になり始めたんです……その流

できたりという感じで釣り業界にお

いたりＵＦ ウエダとの付き合いが

って、
『週間釣りニュース』
に原稿を書

されてきて、少し注目されるようにな

スターに」ってなったんじゃないか

から「うちのライン使っているならテ

っていて……そのうち、モーリスさん

ソフト』か『ゲーム』をすすめられて使

『清竿堂』という釣り具店で『スーパー
使った時のような強いインパクトは

れでモーリスさんからもテスターや

が正直な印象でした。６００ｍ巻き

る、スピニングで使いやすいというの

ぱり柔らかくてトラウトに向いてい

たんですが、ソフトが出た頃は、やっ

う餌釣り用の糸でルアーもやってい

鱗（東レ）
』とか『ラーヂ（ライカ）
』とい

ーソフト』
が最初ですね。その前は
『銀

佐藤「私もモーリスラインは『スーパ

――佐藤さんはいかがでしたか。

き合いが始まったか、その時期は覚え

福士「モーリスさんとどうやってお付

――福士さんはどのような経緯で。

佐藤
「その頃だと思います」

でしょうか。

から、１９９５年ぐらいと考えていい

――ギジーの創刊が１９９７年です

たのかな」

さんに原稿を書き始める少し前だっ

佐藤「テスターになったのは、ギジー

――いつ頃のことでしょう。

するような釣りをしていました」

ら、仕事のあと寝ないで釣り場に直行

なしで、あそこが釣れるって聞いた

期ですね。釣り道具は車に積みっぱ

か。

か支笏湖とかが多かったんでしょう

――当時の釣り場としては千歳川と

が先かは分かりません」

という記憶もあるんですけど、どっち

ん経由で、モーリスさんを紹介された

な。同時期に知り合いだった飯田さ

もあってそういう面でも使いやすか

ていないです
（笑）
。確か、千歳にある

福士「 代の半ばから後半の年代だっ

った」

それを受けたというかたちですね」

M
――福士さんも最初は『スーパーソフ

ます」

なかったですね。
『スーパーソフト』

38

ってくれないかと声が掛かったので、

37
が凄すぎちゃったってことだと思い

う流れでトラウト専用ラインが発売

に、釣り道具も細分化していったとい

門誌とかソルトルアーとかね。同時

河辺裕和さん、
テーパー

『ストレーン（デュポン）
』とか『ロイヤ

けるようになっていって、少しずつ遠

渓流、
本流、
北海道
それぞれのラインセレクト

モーリスさんとのお付き合いの始め

渓流
本流
北海道

トラウトとVARIVAS

インを使っていたんですが、それに比

半。鬼怒川にて。 写真右上：1990年代の前半、
飯田さ
んが雑誌『Angling』に寄稿していた頃。山形県の小国川

たので、北海道中を走り回っていた時

18
テスター特別対談
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神奈川に住みながら東北や北海道へも遠征す
る飯田さん、埼玉在住で関東のスレた魚を相手
にすることが多い佐藤さん、北海道でスケール
の大きい釣りを展開する福士さん。釣り場環
境が異なる３人の、
それぞれのライン論。
20

テスター特別対談
「お前もこれ使えよ」と『スーパーソフ

写真左上：佐藤さんが本流の開拓をしていた1990年代後

トラウト王国・北海道を舞台に、
アングラーとして、ハンドメイドビル
ダーとして、釣り具メーカーの代表として、横断的に活躍している
熱血漢。北海道千歳市在住。
写真左：北海道千歳市にあるプロショップ『清竿
堂』
。福士さんとモーリスの出会いはここから始まっ
た。 写真右：広大な北海道をまさに縦横無尽に
走り回っていた頃。

福士 佐藤 飯田
知之 慎司 重祐
&

40

&
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ナイロンからＰＥへ
クリアライン
蛍光ライン
ょうか。

――具体的に何がどう変わるんでし

います」

に言えば、魚が ㎝以下ならナイロン

インの強さが必要なことがある。逆

ニジマスがいたりしますから、ＰＥラ

も、北海道では小さな渓流にでっかい

うラインを巻いたスプールをいくつ

たい時はナイロンとか。タイプの違

た釣り場ではフロロ、のんびり釣りし

しい釣りにはＰＥを使いますし、スレ

ますね」

か持って行って気分で換えたりもし

飯田「キャスティングの最後でルアー
４ポンドだけでいいと思っています。
――スレた釣り場ではフロロカーボ

が着水する時に、人差し指でフェザー

ンを使うという部分を、もう少し説明

――飯田さんは、
『スーパーソフト』
いから、ルアーに近い部分のラインは

㎜のミノーとか、使うルアーが小さ

それだけでラインが伸びるわけです。

リングするわけですが、ナイロンだと

トアドバンス』とナイロンラインを使

がするんです。魚の前をラインが通

していただけますか。

るとどうしても警戒してしまう。色々

できるだけラインを細くしたい。Ｐ

ナイロンの直結に落ち着きました」
試した結果、フロロが見破れられにく

短距離のキャストでも伸びるのが分

――佐藤さんは、ラインの使い分けを
いという結論になりました。ルアー

った後でＰＥラインへと移行してい

どのようにしていますか。
を速く動かすと魚はルアーに注目す

佐藤「スレた釣り場では、魚の警戒心

クトな釣りになるんです。これは全
佐藤
「私は、ＰＥ、フロロ、ナイロンを
るからラインはあまり気にならない

Ｅだとメインラインを０・６号まで落

然違う」
状況次第で使い分けます。ＰＥには
んですけど、スレた釣り場ではルアー

かります。だからナイロンでは釣り

さい。
――では、福士さんのラインの使い分
Ｐ Ｅ の 特 性 が あ る じ ゃ な い で す か。
をスローに動かしたいわけで、そうな

くわけです。ギジーの取材ベースで

飯田「モーリスさんのラインではない
けを教えてください。
ルアーの飛距離が伸びると感度が悪
ると魚もラインに気が付いてしまう。

が強いので、魚がラインを見ている気

んですけど、最初に使ったＰＥの印象
福士「海とか湖とか本流など、大場所
くなるっていうのがあるので、大場所
気が付かれないようにクリアカラー

としても６ポンドとか細いリーダー

は最悪で、とにかく使いずらかったん
では基本的にＰＥを使います。飛距
で感度と操作性のいいＰＥラインを
のラインを使うんですが、同じクリア

自体が曖昧にならざるを得ないけど、

です。ガイドに絡むし、指にささくれ
離と、遠くの魚を確実にフッキングし
使うっていうのは正しいと思うんで

いうとＰＥに変わったのは２０１１

とかあると、すぐラインが毛羽立って
たいならＰＥですよね。先ほど言っ

――ご自分で気に入っているライン、

す。だから、パリッとした操作性が欲

でシステム組むのが難しいので、細い

しまう。だからすぐ使うのはやめま
たように、ガイドが凍る厳冬期はナイ

ＰＥならラインが伸びないので曖昧

した。しばらくしてからモーリスさ
ロンですけどね。大場所じゃなくて

年か２０１２年のようです。飯田さ

んのＰＥラインの開発に関わること

さが無くなって、ドンピシャのダイレ

『スーパートラウト』
『スーパートラウ

50

んがＰＥに変えた理由を教えてくだ

に な っ て …… そ れ が ２ ０ １ １ 年 か
２０１２年の少し前なんでしょうね。
多くの試作品を使っている中で、コシ
があっていいラインがあった。非常
に使いやすくて、これはいけるかなっ
ていうのが『ダブルクロス（スーパー
トラウトアドバンス・ダブルクロスＰ
Ｅ）
』だった。それ以来ほとんどナイ
ロンは使っていませんね」
――ＰＥラインを使うことで釣りは

かもその上で、魚にラインを見せない

記憶に残っているラインを教えてく

出て水馴染みも良くなっているとい

エステル成分を混ぜたことで、コシが

な ト ラ ブ ル が 極 め て 少 な い ん で す。

一連の動きの中で、ベールに絡むよう

ト、リトリーブ、ピックアップという

イン自体にはコシがあって、キャス

て、表面が少しざらざらしていて、ラ

ル４本とＰＥ４本の８本編みらしく

人なんですけど、このラインはエステ

飯田「僕はラインの素材のこととか素

いのでしょうか。

具体的にどのような部分が使いやす

何種類かありますが、ダブルクロスは

――モーリスさんにもＰＥラインは

けど……」

ンの色を変えるわけにはいきません

だからといってピンポイントでライ

方がいいですね。とはいっても、日陰

オレンジが見にくいのでグリーンの

ルアーのトレースコースが見やすく、積極的にアクション
を掛けるアングラーに支持される蛍光ライン。一方、魚
への警戒心から嫌うアングラーも。写真は『ダブルクロ
スＰＥ』
の２色。

どう変わりますか。

ようなルアーのトレースラインを考

ださい。

魚野川のプラチナレインボー。
使用ラインは
『アドバンス』
。

飯田「ラインスラックのコントロール
とか、ライン処理が忙しくなりまし
た。忙しいけど、感度には勝てなくて
……使っているうちにライン処理も
精 度 が 高 く な っ て き た 気 が し ま す。
釣りって、これまで革新的な出来事が
いろいろあったと思うんですけど、ラ
インが変わると釣りが全く変わるっ
ていうのを体験したのがＰＥの登場
でした。ロッドに比べるとラインの
進化は凄まじいですよね。改めて思

でもナイロンよりフロロの方が屈折
率が小さいので、気が付かれにくいん
です」
――ちょうどラインの色の話になっ
たので、他の方にもラインの色につい
てお聞きしたいのですが、飯田さんは
比較的派手な色を使うことが多いで
すよね。
飯 田「 僕 な ん か は ス ト レ ー ン 世 代
（注：ストレーンには少し紫がかった
クリアカラーと蛍光イエローのライ
ンがあったが、ここで飯田さんが言っ
ているのは黄色いストレーンのこと）
で、あれがカッコいいと思っていたん
で
（笑）
、昔から派手な色に慣れている
ので。色付きのラインが魚に見られ
ているのかどうかは分からないなあ。
それと、昔モーリスからオレンジと黒
に色分けされたナイロンラインが出
ていたんです。オレンジと黒が一定
――福士さんのラインカラーはいか

間隔で繰り返されるんですけど、あれ
は良かった。見やすい。まあ理想を
がでしょう。

けど、リトリーブせずに流すだけなの

言えば、キャストの時は派手な色で、

（笑）
」

でルアーを見失うことが多いんです。

福士「蛍光ラインですね。北海道の渓

――佐藤さんはカモフラージュ系の

だから、視認性のいいラインが使いや

水の中では、目立たないクリアになる

ラインしか使わないですよね。

すくて……さっき飯田さんが言った、

流で、虫のトップの釣りをするんです

佐藤「やっぱり魚にはラインが見えて

オレンジと黒のシマシマのラインも

えて釣りをしています。それと、水中

飯田「さっきも話に出た『ダブルクロ

ＰＥラインへの転換で釣りが飛躍的に変わったという飯田さ
ん。写真はその数年後に訪れた山形県の最上川水系。
シュ。

見事な雄の秋ヤマメを釣り上げた。

ウェーダーを履いた時のような衝撃

ていた時代に、初めてゴアテックスの

ろう……ナイロンウェーダーを履い

いうことを凄く覚えています。何だ

ど、ＰＥラインの快適さを感じたって

て大きな魚を釣ったわけじゃないけ

い段階だったんですけど……たいし

とで、まだラインの色も決まっていな

テストを兼ねて東北に行った日のこ

とつ記憶に残っているのは、ラインの

佐藤「利根川で ㎝のサクラマスを釣

ラインについてお聞きします。

――では次に、佐藤さんの記憶に残る

ルの元です」

んだ状態で巻き取られるのもトラブ

時にガイドに絡むとか、スプールに緩

インですね。ラインスラックが出た

飯田「釣りの途中でトラブルの多いラ

のでしょう。

考える使いにくいＰＥとはどんなも

――逆のいい方をすれば、飯田さんが

うことのようです」

渓流
本流
北海道
―― 革 命 的 な 進 化 だ っ た ん で す ね。

というか快適さを感じましたね」

っていて、この釣りのことは記憶に残

『スーパートラウトアドバンス』を使

ったことがあるんですが、その時に

っています。上流の方で釣ったので

たラインではなく、４、
５回使ったナ

６ポンドだったんですが、激流の中で

イロンだったんです」

いた今の釣り人には、このたとえは分

ますか。

――利根鱒は短期降海型のサクラマ

よく耐えてくれたなあって思いまし

飯田「ライトグリーンと蛍光オレンジ

スとか戻りヤマメとか言われていて、

からないかもしれませんけど（笑）…

と両方使いますよ。時間帯によって

そこまで巨大化するのは極めて珍し

たね。しかもその日新しく巻き換え

見やすい見えにくいという違いもあ

…ところで、
『ダブルクロスＰＥ』
には

って、たとえば、夕方とか日陰とかは

色が２色ありますけど、どちらを使い

最初から透湿防水のウェーダーを履

68

ラインがあればいいんですけどね

いるという考えがあるので、そこの意

使いやすかったですね」

にあるラインは見られるけど空中な

スＰＥ』ですね。このラインは開発か

記憶に残るライン
今、
愛用しているライン

識が他の人より強いのかなとは自分
でも感じます。着色ラインは視認す
るのが楽だけど、関東近辺のフィッシ
ングプレッシャーの強い釣り場で使

ら見えないと思うので、ロッドティッ

ら関わっているし、仲間が使っている

うのはクリアがほとんどですね。し

プを高く上げてラインをできるだけ

他社のラインとか使わせてもらった
りもするけど、やはり使いやすい。ひ

水の中に入れないような釣り方も多
用しますね」

写真左：黒部川でのファイ
トシーン。この後痛恨のバラシ。
写真右：利根川で手にした68㎝。佐藤さんのベストフィッ
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佐藤「アドバンスはクリアではなくて

したね。
ス・マックスパワーＰＥ

８）
』です

ーＰＥ（スーパートラウトアドバン

ているという点では、
『マックスパワ

ディション）
』
ですが、強く記憶に残っ

ど、やはりちょっと弱いと思うんで

クロスは、コシがあって使いやすいけ

ね。飯田さんがお気に入りのダブル

強くてコシもあるＰＥが欲しいです

㎝というのは衝撃で

ミスティブラウンという着色ライン

いんですね。

渓流
本流
北海道

ナイロンは、
『サイトエディション
（ス

福士「大きな魚がいない釣り場で使う

――福士さんはいかがでしょう。

したね
（笑）
」

ＰＥにしておけば良かったと思いま

はナイロンを使っていたんですけど、

マスをバラしたことがあって、その時

黒部川に行って、編集長の前でサクラ

ストだと思います。ギジーの取材で

マスも含めて、大きな魚にはこれがベ

なんと言っても強度が凄い。サクラ

ジョンはトラブルも少なくなったし、

ＰＥ Ｘ８）
』が好きですね。今のバー

トラウトアドバンス・マックスパワー

では、
『マックスパワーＰＥ
（スーパー

に入っています。それとＰＥライン

比較して細いのに強いという点が気

ないだろうし、何より、他のラインと

なんですが、蛍光よりは魚に気づかれ

に強いラインを作ってほしい」

トラブルの無さを維持したままさら

と多少弱くなるらしいんですが、あの

ルクロスのようにエステルを混ぜる

で編んだ方が強度的には高くて、ダブ

な。モーリスさんに聞くと、ＰＥだけ

飯田「とにかく細くて強いラインか

い。

う、個人的な希望を聞かせてくださ

こんなラインがあったらいいなとい

――では、最後のテーマなんですが、

…あれは感動しました」

が広くなったので魚も結構釣れて…

そしたら飛距離が凄く延びて。射程

ドからＰＥに巻き換えましてね……

れまで巻いていた『ゲーム』の ポン

かったので、いったん車に戻って、そ

ですけど、魚が遠くてルアーが届かな

ね。初めて島牧の海アメで使ったん

ップに、視認性のいい蛍光オレンジカ

福士「マックスパワーＰＥのラインナ

か難問です。

る。使いやすく、でも強く……なかな

あって、でもそれを使うと強度は落ち

エステルなど硬い素材を使う必要が

に使いやすいようにコシを出すには

ば厳しい要望でしょうね（笑）
。さら

になりますから、メーカー側からすれ

いうのは相反する性能を求めること

方が強いわけで、細くて強いラインと

――基本的に釣り糸というのは、太い

うので」

ルよりフロロの方が強度が出ると思

ＰＥとハイブリッドするのに、エステ

のラインってどうかなと思うんです。

ハイブリッドで０・２号とかの低番手

いのがある。それでＰＥとフロロの

さは十分だけど、今度はコシが足りな

す。逆にエリア用のＰＥの中には強

いい気がするので、 ㎝ごとに蛍光と

らルアー付近はやはりクリアの方が

ンは蛍光カラーを使いますが、できた

方が見やすいんです。ナイロンライ

たりするので、ラインはオレンジ系の

ことを前提にすると、水が緑色に濁っ

ラーを加えて欲しいです。海で使う

福士さんは、
トップウォーターでは
蛍光ラインを使うことが多い。

クリアに色が分かれているラインが
あれば、ルアーの近くだけクリアとい
う選択ができて便利だと思います」
――蛍光オレンジのマックスパワー
は技術的に難しいものではなさそう
ですし、以前にオレンジと黒のライン
が発売されていたことを考えると、ク
リアと蛍光のナイロンラインも、需要
視認性を使いやすさととらえるかど

次第で発売もあるかもしれません。
うかは個人によって意見が分かれます
が、３人がラインに望むのは、細くて強
くて使いやすいということ。釣り場環
境は全く異なるにもかかわらず、理想
は共通しているようです。実現可能か

編集長）
Gijie

どうかは別として、
ですけど。
まとめ◎丹 律章
司会進行◎山中光博（

ＰＥ素材と高比重
のエステル素材を
撚り合せた、コシの
ある８本編みのＰＥ
ライン。 飯田さん
が開発に携わり、
渓流アングラーか
ら絶大な支持を得
ている。
強度に優れ、表面
にスーパーフッ素加
工を施した超低伸
度の８本編みＰＥラ
イン。滑りのよいな
めらかさを兼ね備え、
摩擦系ノットも組み
やすい。 福士さん
の対大物用ライン。
高密度分子結合
製法（VA-G製法）
で、同強度でもワン
ランク細いナイロン
ライン。ミスティブ
ラウンのナチュラル
カラーも魚に見破
られにくく、佐藤さ
んの信頼も厚い。
視認性と強度を重
視して開発されたナ
イロンライン。ライ
トニンググリーンは、
晴天、曇天、逆光
とどんなシチュエー
ションでも見やすい
のが特徴。福士さ
んの愛用ライン。
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阿部博和
沖耕太郎
内藤努
風間俊春
白土高利
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トップウォーターで手にした良型のブラウン。
福士さんは魚のサイズや釣り方でナイロンと
ＰＥを使い分けている。

アングラーの数だけ、
いろいろな釣りがある。
それぞれのスタイルや嗜好も様々で、
それに応じて使うラインも異なる。
５人のアングラーのフィッシングライン・ストーリー。
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佐藤「私も似ているんですが、細くて

フィールド、
ターゲット別のセレクト

ーパートラウトアドバンス・サイトエ
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距離と耐水性をアップさせた画期的なＰＥライ
ン。中禅寺湖の釣りから生まれた。

アングラーであり、
エリアや渓流釣りも得意としている。
いる。

おいても、湖の釣りではＰＥラインが

飛距離と感度、そして耐久性の面に
の差がよく分からなかったんですが、

よね。しかも、昔はアタリと根掛かり
Ｅ・

ウトアドバンス・マックスパワーＰ

発されたＰＥラインが『スーパートラ
ス-ペック（以下、 スペック）
』
である。

ＰＥなら岩と藻と魚が区別できます
し、 ｍ投げて ｍ沈めた先の遠くの

最適であり、これまでは獲れなかった
湖底で、スプーンに魚がまとわりつい
ですが、スプーンがフォールする際、

耐久性、水がみの４つです。まず浮力

「僕が主に求めたのは、浮力、視認性、

魚が、ＰＥなら獲れるようになってき
たと阿部さんは言う。
てくるのが、テンションが抜けたり張

ちていくので、浮力が高いとルアーが

「ナイロンはもちろん、フロロにして

沈むのが遅くなり、スライドスプーン

ルアーはラインを引っ張りながら落

中禅寺湖を舞台とした湖の釣りを

ったりするのに現れるので、次のキャ

ベースに、阿部さんが中心となって開

の釣りではテンションフォールでス
ライドのアングルが浅くなって、より
長く魚にルアーを見せることができ
視認性は平たくいえばラインカラ

るんです」
ーだ。
『Ｓスペック』
は、１ｍ間隔でシ
ャンパンゴールドと白が繰り返され
る。
ば落ち着いた薄い茶色なので、これは

「シャンパンゴールドは、いい換えれ
冬枯れの山の色。白は雪山の色。解
禁当初の中禅寺湖の景色に溶け込む
色で魚から見えにくく、釣り人からは
見やすい。もちろん蛍光色にすれば
もっと見やすいですけど、魚には気づ
かれやすい。とくに湖では、ルアーを
魚の向こう側へキャストしてから手
前にリトリーブしてくるので、魚の上
をまずはラインが通って、その後でル
アーが通過するわけですので、目立ち
しかも、１ｍ間隔で色が変わるの

すぎる色は良くない」

ングが予測できるので、アタリも取り

スト目からボトムに着底するタイミ

ンが出た色数を数えておけば、２キャ

離も判断しやすい。フォールでライ

く、リトリーブの距離もフォールの距

をモーリスはコーティング技術でク

し、糸鳴りもしなくなる。その円滑さ

しては水を切ってくれるようになる

ることで、水をかまずに、イメージと

でお願いしました。凹凸を小さくす

るだけ小さくするように、最初の段階

の魚に憧れを抱くルアーマンは多い。

やすいという利点もある。

がら、長期間かけて完成したラインな

試作とテストと改良を繰り返しな

リアしてくれました」

ので、阿部さんは満足しているという

リスに渡して計測してもらったら、ま

釣りましたが、使用後のラインをモー

に４シーズンほど使っていますが、完

「テストに３シーズン、発売からさら

った。

成度は高いと思います。ただ、ＰＥラ
中を移動する際の抵抗のことだ。

（写真◎花塚伸幸、
まとめ◎丹 律章）

いますね」

れれば、さらに良いラインになると思

インは横風に弱いので、そこが解消さ

ても凹凸ができる。その凹凸をでき

「ＰＥラインは編み糸ですからどうし

最後の水がみとは、ＰＥラインが水

す」

だ

％の強度が残っていたらしいで

が、その中であえて弱点を探してもら

能を維持してくれるという性能です。
カナダに遠征した際は４日間で

～

っ張り強度より、長時間ある程度の性

「耐久性というのは、新品状態での引

で、リトリーブスピードが分かりやす

カナダやアラスカが故郷であるレイクトラウトは、日本で
は中禅寺湖だけに生息する。 巨大に成長する魚で、こ

アーをくわえてからフッキングさせ

もＰＥに比べると伸びが大きくて感

S

ストでは誘いを掛けられるんです」

S

るまでにタイムラグが出るわけです

男体山の噴火によって生まれた
中禅寺湖には、最初は魚が生息

していなかった。そこにトラウト類
が放流され、維持管理されている

ことで現在の湖がある。

湖で必要な４つの要素
『 スペック』
は
中禅寺湖で生まれた

場経営。サポートメーカーは、
モーリス、
ロデオクラフト、
エ
ンドウクラフト、ワークスゼロ。中禅寺湖のエキスパート

S

１ｍ間隔でシャンパンゴールドと白が繰り返される
『S-スペック』
。これにより視認性がアップして

15

度が落ちるじゃないですか。魚がル

70

㎝のレイクトラウトを約１４０本

60

1969年群馬県生まれ、群馬県在住。自動車整備工

阿部博和
Hirokazu Abe
ライン表面に
「スムースシールド加工」
を施し、飛
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大物を狙う際、沖さんが最も重視し

がここまで成長するのにどんな試練

ているのが『ライン』と『フック』
。ロ

があったんだろうと想像すると、そこ

す脚光を浴びている。この川のほと
ッドやリール、ルアー以上に神経を遣

奥飛騨の名川として知られる高原

りで生まれ育ち、餌釣りの手法をルア
うという。とりわけラインに関して

川。大イワナに大ヤマメ、モンスター

ーに応用した独特のスタイルで、次々
は一家言ある。

に壮大なロマンを感じるんです」

と結果を残しているのが、沖耕太郎さ
「僕が使用しているのはナイロンの

レインボーの本流として、近年ますま

んである。とりわけレインボーには

バンス）
』
ですね。この 年、他のライ

『アドバンス（スーパートラウトアド

力を注いでおり、３年前の ㎝をはじ
めとした、数々の大物実績には目を見
張るものがある。
年 に な り ま す か ね。

ンを使ったこともありますが、結局す
ぐにこのラインに戻りました。ご存
じのように、野生化したレインボーの

ってかれこれ
走りは半端ではありません。瞬間的

性能と水切れの良さに惹かれ、渓流で

これ 、７年同じ竿（イトウクラフト

で釣りをしています。渓流ではかれ

「極端な話、ラインをほとんど見ない

ないと言う。

インはテスト以外ではほとんど使わ

ジなど視認性を重視したカラーのラ

一方、ライトグリーンや蛍光オレン

この川のレインボーは稚魚放流のせ

渓流の居着きヤマメを追い求める

の使用は６シーズン目となる。現在の

社・エキスパートカスタム）を使って
いることもあって、この感覚で振れ
ば、このルアーならこの距離が出る、
というふうに、ラインを見なくても釣
このように、すでにＰＥラインを軸

りが成立するからです」
とした細流釣りの体系を完成させた
観もある内藤さんだが、ラインスペッ
クの向上とさらなる展開に期待を寄
せている。
りも細いクラスのＰＥラインがあれ

「例えば、エリア用のように０・６号よ
ば理想的ですね。水切れも良いし、飛
距離も出ますし。ただし、同時にスレ
に対する強度がないと細流のような
場所では不安が残ることを考えると、
せめて０・５号があれば嬉しいです。
あと欲を言えば、シンキングラインで
すね。高比重の専用ＰＥラインはま

くて、かなり水がクリアな河川です。
なのでいわゆる蛍光色の付いたライ

「高原川は、全国的に見ても水質が良

ンは魚から見破られやすいと思って

伸縮性が大きなアドバンテージにな
すかね。大型は強い流れのボトム、と
います。実際、
仲間内で試してみると、

るんです。あとは根ズレへの強さで
くにストラクチャー周りに貼り着い
カモフラージュ系のほうが実績も高

が、この透明に近い色が高原川の水に

ていることが多いですから。
『アドバ

同化するような印象で、存在感を消し

ンス』の場合、同じ強度でもワンラン

そしてもう一つ、彼がこだわってい
てくれるように感じています。これも

ミスティブラウンというカラーです

るのはラインの『色』である。基本的
大物狙いで愛用する理由のひとつで

いようです。
『アドバンス』
の場合には

に、魚から存在を気づかれにくいカモ
す。２０１８年の ㎝も
『アドバンス』

ク細いものを使用できるし、感度的に

フラージュ系のカラーを好んで使用

も問題はないと思っています」

している。
の ポンドで獲りました」
最後に、今後どんなライン
があるとよいか聞いてみた。
細のラインですかね。ライン

「やっぱり、さらに高強度、極
が細ければ大物の警戒心も薄
れますから。もちろんナイロ
ンラインでという但し書きは
つ き ま す が（ 笑 ）
。それと
１０００ 巻きや２０００

（まとめ◎山中光博）

いですから」

の場合、とにかく消耗が激し

巻きのものもあるといい。僕

m

にものすごい力が加わることもあり

内藤努さんは、ボサ川や枝沢といった

主力は『スーパートラウト アドバンス

だまだ多くはありません。狭くて深

80

m

いか魚体がとても美しく、海外や北海

細流での釣りに強いこだわりをもつ。

［マックスパワーＰＥ］Ｘ８』の０・６

い場所がないポイントでも、ラインを

12

道の魚と比べても遜色ないと思いま

「その理由はふたつあります。ひとつ

号。超低伸度とシルクのような滑らか

沈めてルアーのレンジを下げること
で、３、
４メートルとわずかな距離で
もいいからルアーを追わせて、魚との
駆け引きを味わいたいんです」
（まとめ◎中野正貴）

左手でフェザーリングしながらル
アーをポイントに送り込む。カモフ
ラージュ性の高いラインカラーで
魚に警戒心を与えない。
ナイロン、PEともに魚に警戒心を与えないカモフラー
ジュカラーがお気に入りの理由。

ます。そんな時にナイロンラインの

はゲーム性の高さ。ススキや木々な

さはもちろん、シャンパンゴールド＋

尺上ヤマメを追い続けている。

す。一匹の大物を手にした時、この魚

どに覆われたボサ川ではとくにキャ

ホワイトという比較的抑え目なカラー

さえも魚を警戒させ

スティングの部分でテクニカルな要

てしまう。さらに細

が採用されていることも、このライン

りづらいタイプの川だからこそ、魚も

流では８割ぐらいが

素を求められます。もうひとつは個

残りやすい。尺を超えるような居着

直アップからのドリ

を選ぶ大きな理由のひとつに挙げた。

きの大型魚と出会う確率も意外と高

フトの釣りになるた

性豊かな魚がいること。狭い空間な

いんですよ……そう、私にとって細流

め、
ラインの水面への

では、ラインの先につけたリーダーで

の釣りとは宝探しみたいなものです」

接触は免れませんか

「水面がカガミのような狭いポイント

よりテクニカルな釣りを求めるう

ら、できるだけ水色

がら、わずかな環境の違いに合わせて

「プロショップオオツカ熊谷店」勤務。プライベートでは
北関東や会津地方の小渓流を中心に精力的な釣行
を重ね、20年以上にわたりパーマークの残った雄の

魚の容姿も実に多彩です。そして、釣

ちに、開けた渓流から徐々に細い流れ

になじみやすいカラ

かなめ

高密度分子結合製法（VA-G製
法）により、同じ強度でもワンラン
ク細いラインが使用可能なトラウ
ト用ナイロンラインの定番。ナチュ
ラルなミスティブラウンのカラーも
魚に見破られにくく、
沖耕太郎さん
が絶大な支持を寄せるライン。

20

80

「高原川のレインボーを狙うようにな

内藤努

鱒は多くの釣り師に夢を与えた。

へと足が向くようになったと言う。

VARIVAS SUPER TROUT ADVANCE

20
『Hoozuki』ブランドのハンドメイ
ドビルダーとしても活躍中。

細流のヤマメ狙いに最適な
ナチュラルカラーの
「Ｘ８」

年 の80㎝、6.49㎏ の 怪 物 虹
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原川で、ストイックに大物を追い
求めるロコアングラー。2018

ーの方が安心です」

み込んでいるためムラがなく、ノンストレス。渓流
でも使いやすい。

自らが漁協の組合員でもある高

そんな内藤さんの釣りを支える要の

ライン表面にスーパーフッ素の膜を纏わせ、滑り
が良く、
しなやかなＰＥライン。原糸１本、
１本を編

高原川の怪物虹鱒
『アドバンス』
で獲った80㎝

ひとつがＰＥラインの存在だ。飛距離

VARIVAS SUPER TROUT ADVANCE
MAX POWER PE X8

沖耕太郎
Tsutomu Naito

16

Kotaro Oki
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こちらは2017年の春に釣り上げた76㎝の雌。
高原レインボーは魚体が美しく、
野生化した凄まじいファイ
トが魅力だ。

を見つけ出す。ただ、
前述したように、
クリアで開けた流れに潜む魚たちは
相当ナーバスなはず。そこで風間さ
んは、ロッドを立て気味にし、メイン
ラインをなるべく水面につけないよ
うにして、魚にラインを見せない工夫
をしている。
とある程度の距離を取りながらルア

「もともと渓流でも本流でもポイント
ーをドリフトさせる釣りがメインの
ため、ロッドを立てて操作する必要が
あります。魚に急なインパクトを与
えるのではなく、ナチュラルに誘って
いく中で、スイッチが入る瞬間を待つ
のが私のスタイル。狙った魚を一投
で獲るのではなく、周辺にいる小魚や
見えていない魚を散らしながら、本命
を獲る確率をいかに上げられるかを
イメージしています。地味なカラー
のラインの方が良いのかもしれませ
んが、ポイントを広く見ているうち
に、どうしてもルアーを見失いがちな
ので、ラインの視認性の高さに助けら

費やす風間さんは、昔から
ストしていると語る風間さん。最後

いまの自分のスタンスに最もアジャ

ラインが、

埼玉県の秩父で生まれ育った風間
視認性の良いラインを選ん
に挙げてもらったのはリーダーにつ

です。秩父の川は谷川の割に開けて

ため、一日を通しての釣りは難しいん

「私は釣り場でとにかく目を酷使する

いこともあるが、
別の理由もある。

のほとんどが秩父市街の自宅から近

費やすことはほとんどない。釣り場

は週末に限られるが、釣行に丸一日を

一方、仕事の都合で風間さんの釣行

流では見えにくいというシチュエー

蛍光オレンジに切り替えたところ、渓

えにくいことがありました。そこで

ングしている場合、光の加減で若干見

ン。ただし、流れに木々がオーバーハ

「先行して使ったのがライトグリー

ラーラインナップが気に入っている。

６号。視認性を重視した２種類のカ

（写真◎風間俊春、
まとめ◎中野正貴）

ロラインがあれば理想的ですね」

あって、伸び率がナイロンに近いフロ

の魚を相手にする機会が多いことも

ンに使っていますが、ショートバイト

「ショックリーダーにはフロロをメイ

から、常にできるだけ遠いポジション
本もの流れを跨いだ先に大物が潜ん

に攻められた手前側の流れを捨て、何

流れのかなり広範囲を見渡す。すで

風間さんはいざポイントに立つと、

から魚の動きを注視する必要がある

SUPER TROUT ADVANCE
DOUBLE CROSS PE

ＰＥ素材と高比重の素材を撚り合
せたことでＰＥラインでありながらもコ

シがあり、キャスタビリティやルアー
の操作性を向上させた８本編みのＰ

北海道のデカニジ
必要なのは『マックスパワー PE』
の強さ

で、川を歩けばすぐに魚が走る。です

ションはなくなりました」

P
E

いる上、水はかなりクリアな状態なの

いてのリクエスト。

この蛍光オレンジの

俊春さんは、秩父山地を流れる荒川上
できた。現在使用している

れている部分がかなりあります」

流域で渓流釣りを覚え、現在も日々こ
のが『スーパートラウトア
］
』の０・

ドバンス［ダブルクロス

のフィールドテスターを務める。埼玉県秩父市在住。

こで腕を磨いている根っからのロー

フィッシングに定評がある。モーリスのほか、パームス

カルアングラーだ。

生まれ育った秩父の谷川をホームグランドとするサン

でいそうな、わずかな竿抜けポイント

Ｅライン。渓流アングラーに人気。

私が住む北海道十勝地区は太平洋

ドバンス・エクストリームショックリ

吸収してくれる『スーパートラウトア

負してもナイロンの伸びがパワーを

秩父の渓では遠距離でのアプローチが必
要不可欠。ライン操作はとても大切なテ
クニックだ。

側に位置する道東の一部で、全国的に

㎝

も有名な畑作や酪農の中心地。豊か

～

ーダー（ナイロン）
』
を使用する。
北海道は小規模河川でも

な大地の源である十勝岳を水源とす

十勝地区のトラウトフィッシング

（
 ３・５号）と決めている。細いシ
ョックリーダーはラインブレイクの

リーダーはフロロでもナイロンでも

を超えるモンスター級トラウトも潜

る一級河川の母なる川・十勝川（流域

で断トツの人気ターゲットは、大自然

恐れがあるが、太いショックリーダー

んでいることがある。不意に訪れる

で育ったワイルドレインボーだ。レ

は小型ルアーの操作性に支障が出て、

面積は全国第６位、北海道第２位）が

インボートラウトは強い流れの中で

百戦錬磨のデカニジは些細な動きや

チャンスを逃さないためにショック

鍛えられた強靭な尾鰭を使って狂暴

流れる、北海道を代表するトラウト王

㎝を超

なファイトをする。とくに

えるデカニジはひと筋縄ではキャッ
日頃からその

㎝オーバーのデカ

変化で警戒してしまう。長年のテス
にたどり着いた。こ
のラインシステムで過去に ㎝の大

トの結果で

『スーパートラウトアドバンス マッ

を欠かさない。フッ素の強力な保護

『ＰＥにシュ！』によるコーティング

遣いが必要だ。私は釣行の前日には

最後にラインメンテナンスにも気

物もキャッチしている。

クスパワーＰＥ Ｘ８』と『マックスパ

してくれることだろう。数多くのＰ

が無いことでショートバイトを伝達

殊樹脂で摩擦係数を大幅にアップし

使用する。マツヤニ成分を上回る特

ーの結束箇所には『結びにシュ！』を

抑えられる。ＰＥとショックリーダ

膜でＰＥラインへの致命的な傷みも

Ｅラインを使ってみたが、これらのラ

結束部分が強固となる。モンスター

ラインのメリットは、伸び

インのしなやかさが、デカニジハント

対策にはどちらも欠かせないメンテ

号だ。

にマッチする。さらに、完全８本撚り

ナンスである。
（文◎白土高利）

である点もトラウトゲームを強力に
ＰＥラインにはショックリーダー

サポートしてくれる。
が欠かせないが、私はスピニングとベ
イトで、フロロカーボンとナイロンを
より繊細さに勝るスピニングロッ

使い分けている。
ドとドラグ性能に優れたスピニング
リールには、耐摩耗性に優れ、高感度
で低伸度のフロロカーボンが最適な
ので『スーパートラウトアドバンス・
ビッグトラウトショックリーダー（フ
ロロカーボン）
』がベスト。ベイトタ
ックルの時にはデカニジに主導権を
握らせないために、パワーで真っ向勝

デカニジに使用しているラインシステム。上の65㎝のニジマスは
『マックスパワーＰＥ X８』
のライムグリーンで仕留めた。

「見える」と「見せない」
高視認性ＰＥでナチュラルに釣る！

P
E

土日釣行で先行者の後を釣りながら、
竿抜けから魚を誘い出すには、
繊細な釣りが要求される。

70

国である。

60
71

チするのが難しい。
ニジを狙う私が使用するラインシス

14
lb
ワーＰＥ Ｘ８
（ライムグリーン）
』
の１

テムを紹介しよう。メインラインは

14
lb

50

デーアングラー。餌釣りやフライフィッシングなど、渓
流釣りの幅広い経験に裏打ちされた独自のルアー

「見る」ことに人の何倍もの労力を

略語）
ハンターの異名で知られている。

んです」

に大型レインボートラウトを数々と釣り上げ
るルアーマン。デカニジ（デカイニジマスの

28
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50

風間
俊春

白土高利
Takatoshi Shirato
北海道帯広市在住。十勝川水系を中心

P
E

Toshiharu Kazama
VARIVASと私
VARIVASと私

の文脈を
継承しつつラインの
性能を最大限に

簡単に言えば《温故知新》なんですが、

にアレンジしながら再構築する……。

かして、その精度を上げたり、現代風

きたロッドビルディングの知識をい

っていないんです。昔から培われた

当初は大きな話題となったが、実はこ

グラスロッドのみだったこともあり、

カーボンロッド全盛の昨今において、

を筆頭に３本のロッドが発表された。

フルグラスの『ＴＲＤー５０１ＦＳ』

は、実に彼の入社から５年後のこと。

が同ブランドからリリースされたの

新たなネイティブトラウトロッド

５年の沈黙を経て
極薄グラスを
採用した理由

新しい発想のものより、そこにこそ心
こに件の「ラインの性能を極限までい

くだん

に響くようなものがあるような気が

への答えが隠されていた。

かすことのできるロッド」という問い

クスのビルダーである安達俊雄さん
「ちょうどエリアロッドのリニューア

ルのロッドも少数ながら生産してい

イカのエギングなど、ニッチなジャン

だが、管理釣り場のトラウトやアオリ

モーリス社は老舗のラインメーカー

解 散 か ら 一 年 遅 れ て の こ と だ っ た。

ターサービスへの対応のため、同社の

社したのは２０１３年のこと。アフ

が透けて見えるような薄さでいわゆる

ものがあったんです。シートの反対側

レジンを極限まで減らした軽くて薄い

久性を上げるために使われるもので、

海外用のロッドやカーボンロッドの耐

ぐらいあったんですが、その中に主に

素材と出会ったんです。全部で６種類

い竿の強度を上げるために、竿全体の

ではアユの友釣り用の竿や磯竿など長
ごく一部に使われています。値段もか

『黒グラス』と呼ばれているもの。国内

ト用ロッドが発表されるのではない

ハリがあるグラスロッドが作れるかも

えば、カーボンロッドのような軽くて

なり高価なのですが、このグラスを使

ました。その後で管理釣り場用ロッ

「始めは梱包や配送の仕事を手伝って

れとモーリス社は釣り糸がメインの

戸惑っていたのかもしれません。そ

へと転職したこともあって、僕自身も

ばかりのような環境から大きな会社

か先に進まなかったのは、やはり職人

せるノウハウを、長年のロッド製作の

素材でもロッドに適度なハリを持た

るだろう。だが、安達さんにはグラス

な感覚は払拭できないと思う人もい

りやダルさ、ひいては腰の抜けるよう

素材を使ったところで、あの独特の粘

染みのある人にとっては、いくら最新

もっとも、往年のグラスロッドに馴

しれないと思ったんです」

会社ですから、その性能を極限までい

経験から知っていた。それが《バット
角度にする》というもの。そこさえク

かすことのできるロッドとはどんな

使っても、彼が思うシャープさにはほ

からベリーにかけてのテーパーを急

です」

ど遠く、俗に言う
「ヘタリ竿」
になって

ものだろうと、とくに耐久性の面であ

リアできれば、軽くてハリがあるカーボ

作ることもできず、
開発は難航した。

しまう。専門のマンドレルを新たに

のロッドの製作が可能だと考えた。

辞める時に譲り受けた

「問題を解決したのは、僕がウエダを

ンの特性と、粘り強くバラしにくいとい

「内径の太さの３乗分ハリが強くなる

年ぐらい前

……。これは昔私が先輩から教えて

うグラスの長所を併せ持った温故知新

れこれ模索していたのも理由の一つ

ドの穂先を製作したり……。なかな

ドのお手伝いをしたり、ワカサギロッ

には進まなかった。

かと思っていたのだが、事はそう簡単

る。安達さんが加入したことにより、

エダ社を退職し、現在のモーリスに入

M

すぐにでも新たなネイティブトラウ

ルを手伝っている時に、最新のグラス

のポリシーだ。彼が、前職のＵＦ ウ

これが、モーリスグラファイトワー

するんです」

「新しくて斬新なことをしようとは思

U
F
M

もらったことなんですけど、竿は力を

のグラスロッドのマンドレルでした。
Ｌ 』のもので、これが新ロッドに

スーパーパルサーシリーズの『ＦＷＳ

リがあって高感度なものに仕上がる

横方向へのブレが少なくなるので、ハ

とで抑制する訳ですね。そうすると

えば、その動きを急テーパーにするこ

くにその傾向が顕著です。簡単に言

に助けられたんだから、昔の技術は本

頃に使っていたロッドのマンドレル

が……。それにしても僕が小学生の

シャープなグラスロッドのブランク

出来たんです。適度にハリがあって

ピッタリ。で、すぐに試したところ、

ークス初となるネイティブトラウト

わけです。今の時代にグラス素材に

あります。縦繊維のカーボンと違っ

ロッドである『ＴＲＤ ５- ０１ＦＳ（ジ
ェ ッ ト ス ト リ ー ム ヤ マ メ、 以 下

こうして、モーリスグラファイトワ

て、グラスは絨毯の糸のようにあらゆ

『５０１』
）
の基本ブランクが完成した。

当に素晴らしかったんだと思います」

る方向に密になって圧縮されている

んです。私見ですが、カーボンで同じ

り薄い素材を採用することも可能な

ので、強度があるんです。だから、よ

着目した理由は、カーボンよりも圧倒

するんですよ。グラスの場合にはと

加えると、どうしても楕円になろうと

40

的に耐久性が上がるのということも

C

写真上：アンサンドフィニッシュのブランクに、ペ
ンで書き入れられた文字が、本ブランドのトレード
マーク。 写真下：約40年前のマンドレルが最
新のグラスロッ
ドに役立った。まさに古きを温め新
しきを知り、
ファーストモデルは完成した。

厚さのシートを使ったら、おそらく強
度 面 で 問 題 が 出 て く る と 思 い ま す。
モーリスの場合には、ロッドの専門メ
ーカーではないので、ウエダの時以上
に耐久性に優れたものを作らなけれ
ばという思いもありましたから……」

年前のマンドレル
フルグラスと
ハイブリッド

ある最も急テーパーなマンドレルを

ボンが主流の現在、ブランクス工場に

存在しなかったのである。ハイカー

パーなマンドレルが、もはやどこにも

竿のハリを出すために必要な急テー

りには欠かせないマンドレル（芯金）
。

トラブルが発生した。それは竿づく

手し始めた安達さんだったが、すぐに

かくして、ニューロッドの開発に着

40
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“温故知新”のロッドビルディング
Morris Graphite Works

安達俊雄
老舗ロッドメーカー・ＵＦ ウエダで
長きに渡って開発に携わってきた安達
俊雄さん。彼のハンドメイドブランド
が『モーリスグラファイトワークス』で
ある。
“温故知新”と言われる彼のロッ
ドビルディングの秘密に迫る。
M

たモーリスグラファイトワークスのファーストモデ
ル。グリップやリールシートなどのパーツも、すべ

安達さんの入社から５年、
満を持してリリースされ

て安達さんの設計によるもの。細部に至るま

で彼のこだわりが結晶している。

消している。いわゆる『ハイブリッド

ブランクス』というもので、安達さん

シートです。ウエダ時代にも異なる

はこれを『プログレッシブアクショ

トン数のカーボンシートを重ね合わ

ロッドと釣り師の
化学反応

ックロッドを含む４機種の新ロッド

せるマルチプライ製法を確立してい

ン』
と呼んでいる。

を発表。特筆すべきは、本流用のロン

たので、技術的にはそんなに難しいこ

40

ここからの展開はとても迅速だっ

グロッドも開発したことで、これには

とではありませんでした。なんだか

「使用したのは トンの極薄カーボン

極薄のカーボンシートをコンポジッ

た。先の
『５０１』
の他、４ピースのパ

トすることで、レングスが長くなるこ

に初めてボロンをコ

この作業をしていて、カーボンロッド

ンポジットした時の

ことを思い出しまし

たね」
した。

『
B
W
S
50
F
C
M
R
X

』他２本を発表

に愛されたＵＦ の文脈を残しつつ、

「ロッドメーカーとして多くのファン

今のフィールドに合った新しいロッ

M

そして迎えた

ドを作る……、それが私の最大の課題

77

２０１９年は、サク

ラマスやサツキマス

だったわけですが、それが多くのアン

グラーに認められて、本当に良かった

と思います。今後も、手に持ち、釣り

をすることでロッドとアングラーが

用のビッグトラウト

77

ＦＳ

84

シ リ ー ズ、
『

C

Ｘ』
『 ＦＳＸ』
『

M

Ｆ Ｘ』を発表した

化学反応を起こすようなロッドを作

Length:9'11"
Line(PE):0.6 ～ 2号
Lure:5 ～ 48ｇ

後、ＵＦ ウエダ時

によるもの。

り続けていきたいと思います」

し、その外周を超低レジンのグラス素材で多
重プライした「TRDハイブリッ
ドグラス製法」

代の名竿である

グラスロッ
ド。新開発のブランクは、最内周
に46トンの高弾性カーボンをワンプライ配

（まとめ◎山中光博）

海サクラや海アメとも対峙できるグラスブラ
ンクを開発・採用した、
３ピースMHパワーの

バックウォーター）
』

TRD-911FS-HRX

『Ｂ Ｓ（チューンド

Morris Graphite Works

を復活させ、アブの

オールドアンバサダ

ーとの組み合わせ

で、大きな反響を呼

んだ。さらに、直近

ではこのシリーズを

より一層進化させた

仕舞寸法 ㎝という

究極のパックロッド

20

W

とで派生するレスポンスの鈍さを解

モーリスグラファイ
トワークスの工房で、
竿のコンセプトを説明する安達さん。稀代のロッ
ドビルダーだ。

目下開発中の高比重プレミアムＰＥライン。環境に配慮してパー
ケッジ印刷もなく、
安達さんの描き文字のみの予定。

Back Water Special 50FC-MRX
チューブラーブランクス／フルグラスのテレスコピックロッド。各セクションの重なり合う部分が竹の節の
如き役割を担い、人馬
（竿）
一体感とBWS伝統の極上のアクションを醸し出す。ややファースト寄りのア
クションでピンポイントを射抜き、バックハンドやアンダーハンドキャストも決まる軽快なキャスタビリティが特
徴。11本継、
仕舞寸法20㎝。

Back Water Special 501FC-MRXTi
源流及び渓流域を幅広くカバー。
“ジェッ
トストリームヤマメ”を冠するグラスブランクス＆チタンティップを
採用し、ロープロファイル切削シート、カーボンチューブラーを随所に配したグリップ構造が特徴。ヤマメ
特有のショートバイ
トや尺上の突っ込みにも柔軟に対応し、
確実に絡め獲る。12本継、
仕舞寸法20㎝。

Back Water Special 501FS-MRXTi
UFM時代の渓流スピニングフィネスモデルが、
テレスコピックのフルグラスブランクス＆チタンティップで蘇
る。アユ竿構造理論をミニマム化した最先端スペックにより、さらに軽快なキャスタビリティ＆操作感をが
セールスポイント。12本継、
仕舞寸法20㎝。

Length:5'0"
Line(フロロ/PE):2-4lb/0.3-0.6号<×8>
Lure:0.9-4g

Length:5'1"
Line(フロロ/PE):2-4lb/0.3-0.6号<×8>
Lure:0.7-3.8g

Length:5'1"
Line(ナイロン/PE):2-4lb/0.3-0.6号<×8>
Lure:0.4-3.4g
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