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●ブレンドの特性

ベース

エサ付けしやすい

●粗い麩と細かい麩が、エ
●重くてバラける現代ウ サ全体をまとめてエサ付け
ドンセットの中核を担う しやすくなる。
ベースエサ。

アピール
●下方向へ向かう細
かい粒子がへら鮒に
アピールする。

●エサの大きさ
実寸大

アピール

重さ

●粗いペレットが縦方
向へ沈下してくわせエ
サにへら鮒を導く。

●バラケエサに
全体に重さを付
ける役割。

●作り方
「粒戦」100 ㏄、
「とろスイミー」50 ㏄、
「セットガン」100 ㏄に水 200 ㏄を
注いでかき混ぜて 5 〜 6 分放置。そこに「セットアップ」200 ㏄、
「セット専
用バラケ」100 ㏄を入れてよくかき混ぜる。さらに、下から掘り起こすよう
に混ぜ合わせ、ムラのない仕上がりにする。
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ウドンセットの浅ダナ釣り①

持たせ系バラケ

●バラケブレンド

「粒戦」100 ㏄＋
「とろスイミー」50 ㏄＋
「セットガン」100 ㏄＋
水200 ㏄＋
「セットアップ」200 ㏄＋
「セット専用バラケ」100 ㏄

＋
＋
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＋
＋

＋
＋

●ブレンドの特性

開きでアピール

エサ付けしやすい

●粗い麩と細かい麩が、エ
●粒状さなぎを大量配合 サ全体をまとめてエサ付け
し、強いバラケ性でアピー しやすくなる。
ル。さらに、経時変化しに
くいエサに仕上がる。

アピール
●下方向へ向かう細
かい粒子がへら鮒に
アピールする。

●エサの大きさ
実寸大

アピール

重さ

●粗いペレットが縦方
向へ沈下してくわせエ
サにへら鮒を導く。

●バラケエサに
全体に重さを付
ける役割。

●作り方
「粒戦」100 ㏄、
「とろスイミー」50 ㏄、
「サナギパワー」100 ㏄に水 150 ㏄
を注いでかき混ぜて 5 〜 6 分放置。そこに「セットアップ」100 ㏄、
「セット
専用バラケ」100 ㏄を入れてよくかき混ぜる。さらに、下から掘り起こすよ
うに混ぜ合わせ、ムラのない仕上がりにする。
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ウドンセットの浅ダナ釣り②
抜き系バラケ

●バラケブレンド

「粒戦」100 ㏄＋
「とろスイミー」50 ㏄＋
「サナギパワー」100 ㏄＋
水150 ㏄＋
「セットアップ」100 ㏄＋
「セット専用バラケ」100 ㏄

＋
＋
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＋
＋

＋
＋

寒くなり水温が下がる
と、へら鮒の食い気が落
ち、大きなエサには食い
つかなくなります。そう
なると、へら鮒は水中で
バラけている細かい粒子
を吸うようになり、そこ
にくわせエサを同調させ
るウドンセット釣りが有
効になります。
ウドンセット釣りは、
近年、大会などを中心に
食い渋りの状況を打開す
るために１年中行なわれ
るようになり、また釣り
方もいろいろ研究され、
抜きセットやちょい持
たせなど、釣り方のバリ
エーションが豊富になっ
ています。ですが、基本
はウキのトップ先端まで
ナジませ、バラケエサが
抜けてくわせエサだけに
なってからの力強いアタ
リを取ることに変わりは
ありません。
釣りの組み立て方は、
まずは①のバラケエサを
ハリにしっかり付けてウ
キのトップ先端までナジ
むようにします。ナジま
ない場合は、エサ付け時
の圧を強めます。特にバ
ラケエサ上部（チモト部
分）を強く押さえます。
もし、これでもナジま
ない場合は、手水（水の
入ったボウルに手首まで
付けた手を熊手状にし
て）でバラケエサを 回
ほどかき回す。それでも
ナジまない場合には同じ
作業を繰り返します。ま
た、上バリをワンランク
大きくするとエサ持ちが
よくなりナジませやすく
なります。
へら鮒が寄ってくると
ウキのナジミが少なくな
りますが、常にナジミ幅
を一定に保つことがポイ
ントです。ナジんでいた
30

0.25 ㎜厚板オモリ 10 ㎜ ×17 ㎜〜 17 ㎜ ×20 ㎜

〜

ウキが上がり、くわせエ
サだけになったところ
で、間を置かず力強いア
タリがでて釣れてくるの
が理想です。
力強いアタリがでてい
るのに乗らない場合は、
下ハリスを５㎝短くしま
す。また、ウキがフワフ
ワして力強いアタリがで
ない場合は、下ハリスが
寄ったへら鮒に煽られハ
リスが張らないことが原

ハリス●上 0.4 〜 0.5 号 6 〜 8 ㎝
下 0.3 〜 0.4 号 30 〜 50 ㎝

■仕掛け図

竿● 7 〜 10 尺
ミチイト● 0.6 〜 0.8 号

ウキ●ボディー 4 〜 6 ㎝
パイプトップ 、PC ムクトッ
プ、グラスムクトップ

因と考えられますので、
この場合も５㎝短くしま
す。また、この場合、下
バリをワンランク大きく
しハリスを張らせる方法
もあります。
逆にサワリもアタリも
でない場合は、へら鮒が
食わせエサよりさらに遠

ハリ●上 5 〜 7 号
下2〜4号

実寸大

●オモリ
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ウドンセットの浅ダナ釣り
釣り方のコツ

しまったり、持ちすぎて
しまったりして難しくな
ります。エサ全体をまと
める「セットガン」に対
し、
「サナギパワー」は
エサ全体をまとめながら
も狙いのタナで開く特徴
があります。
①ではウキのトップを
しっかりナジませました
が、②はナジませてもす

ぐに抜けたり、１〜２目
盛りの浅ナジミや、全く
ナジませないなどバラケ
エサの付け方を調整しま
す。そして、バラケエサ
はなるべく小さく付けま
す。あまり大きいと水中
で広く拡散してしまい、
へら鮒も遠巻きになるの
で、肝心のくわせエサを
食わせることができなく
なります。
この釣り方の場合もハ
リス調整は同じです。ア
タリがでない場合はウキ
のサイズを小さくした
り、 パ イ プ ト ッ プ の ウ
キを使用していたらムク
トップのウキへ変更しま
す。むしろこの釣り方の
場合はバラケエサをしっ
かりナジませる必要がな
いので、ムクトップが向
いています。また小さな
サワリやアタリもでやす
くなります。

7

方法もあります。
これでも改善されない
場合は「セットガン」を
「サナギパワー」に
変更し、バラケエ
サを今までよりも
早く抜くようにし
ます
（ブレンド②）
。
ブレンド全体を大
きく変えてしまう
と、バラけすぎて

くわせエサは「力玉」や「感嘆」を使用します。
ハリに付ける大きさも重要で、渋いときほど
大きいとアタリがでません。
「こんなに小さく
ていいの？」と思えるようなサイズがいいと
きもあります。エサのサイズを調整しながら
釣りたい場合は「感嘆」をおすすめします。

ざかった位置にいるの
で、ハリスを５㎝長くし
ます。ここでは、下バリ
をワンランク小さくする

●くわせエサ

●ブレンドの特性

●エサの大きさ
実寸大

強力な集魚

重さとまとまり

●さなぎ粉大量配合による ●強烈な開きのある「サ
強力な集魚で魚を寄せる。 ナギパワー」をまとめる。

まとまり

アピールで集魚

●まとまりにくい ●「粒戦」がパラパ
「粒戦」をまとめる ラと落下してアピー
役割。
ルし、魚を寄せる。

サワリが強く出てア
タリが多い、アタる
タイミングも早いと
きは「セット専用バ
ラケ」を「バラケマッ
ハ」に変え、魚をバ
ラケエサ
に近づけ
縦バラケ
るように
●細かく下方向への する。
バラケを強調。タナ
への集魚を強める。

●作り方
「粒戦」100 ㏄、
「とろスイミー」50 ㏄に水 200 ㏄を注いでかき混ぜ、5 〜 6
分放置。そこに「サナギパワー」200 ㏄を入れて軽く混ぜる。続いて「段底」
200 ㏄を入れて 20 回混ぜ、最後に「セット専用バラケ」100 ㏄を入れ、下に
ある重いエサとよく混ぜるために、下から掘り起こすように混ぜ合わせる。
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ウドンセットのチョーチン釣り①

持たせ系バラケ

●バラケブレンド

「粒戦」100 ㏄＋
「とろスイミー」50 ㏄＋
水200 ㏄＋
「サナギパワー」200 ㏄＋
「段底」200 ㏄＋
「セット専用バラケ」100 ㏄

＋
＋
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＋
＋

＋＋

●ブレンドの特性

●エサの大きさ
実寸大

強力な集魚

エサ持ちを調整

●さなぎ粉大量配合による ●エサ付けの圧加減でエ
強力な集魚で魚を寄せる。 サ持ちをコントロールで
きるベースエサ。

ペレット効果

アピールで集魚

縦バラケ

●「粒戦」を剥がしやすく
する。ペレット効果でエサ
持ちと集魚も兼ね備える。

●「粒戦」がパラパ
ラと落下してアピー
ルし、魚を寄せる。

●細かく下方向への
バラケを強調。タナ
への集魚を強める。

●作り方
「粒戦」100 ㏄、
「粒戦細粒」50 ㏄に水 200 ㏄を注いてかき混ぜ、10 分放置。
そこに「サナギパワー」200 ㏄を入れて軽く混ぜる。続いて「セットアップ」
200 ㏄を入れて 20 回まぜ、最後に「セット専用バラケ」100 ㏄を入れ、下に
ある重いエサとよく混ぜるために、下から掘り起こすように混ぜ合わせる。
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ウドンセットのチョーチン釣り②
抜き系バラケ

●バラケブレンド

「粒戦」100 ㏄＋
「粒戦細粒」50 ㏄＋
水200 ㏄＋
「サナギパワー」200 ㏄＋
「セットアップ」200 ㏄＋
「セット専用バラケ」100 ㏄

＋
＋
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＋
＋

＋＋

いまやチョーチンウド
ンセット釣りは、個々の
スタイルで確立されつつ
あり、複雑に細分化され
ている印象があります。
それによって難しいと感
じている人も多いでしょ
う。しかし、どんな釣り
方でも基本は同じ。迷路
に入っている方は、次の
ような手順で釣りを組み
立ててください。
エサは①の持たせ系で
スタートします。基エサ
を半分に分け、手水で
回ぐらい混ぜてから打ち
始めます。ここでナジミ
幅を１目盛り残しまで深
く入れます。ナジまない
ときは、エサ付けの圧を
強くしてください。逆に
沈没するようなら竿を１
回持ち上げて、エサをバ
ラけさせて１目盛り残
しにします。そこからバ
ラケが抜けだすとジワジ
10

ワとウキが上がってきま
す。
この繰り返しの中で、
アタリがでる位置を確認
します。このとき、２目
盛り残しでアタるなら、
必ずその位置まではエサ
を持せるようにします。
最初に出るアタリの位置
までエサを持たせること
が、アタリを続かせるポ
イントです。
理 想 的 は、 サ ワ リ が
あってナジんだところで
アタリがでればＯＫ。ア
タリがでないときは縦誘
い を 入 れ て、 も う い ち
ど落下の動きを演出しま
す。縦誘いを入れたあと
も、バラケエサが抜けな
いで、ウキがジワジワ上
がる感じにします。バラ
ケが抜けてしまうなら、
手水で 回ほど混ぜてエ
サ自体の粘りをだして持
たせます。
10

0.25 ㎜厚板オモリ 17 ㎜ ×20 ㎜〜 17 ㎜ ×40 ㎜

サワリが少ないとき
は、下ハリスを５㎝のば
してみます。また、エサ
が粘りすぎたときは、基
エサをひとにぎり合体さ
せて開きを戻します。
この繰り返しで釣って
いくのですが、魚の寄り
がきつくなっても１目盛
り残しまでバラケエサを
持たせることを必ず意識
してください。

■仕掛け図

竿● 8 〜 10 尺
ミチイト● 0.8 号

ウキ●ボディー 7 〜 10 ㎝
PC ムクトップ、グラスムク
トップ

持たせ系で釣ってい
て、 ナ ジ ミ 途 中 の サ ワ
リがない、バラケが抜け
てからサワリがでてアタ
る。下ハリスを ㎝まで
伸ばしてもサワらない、
アタらないなら、へら鮒
は遠巻きと判断して抜き
系の釣りに変更します。

ハリ●上 7 〜 9 号
下3〜5号

ハリス●上 0.5 号 8 〜 12 ㎝
下 0.3 号（持たせ系）30 〜 60 ㎝
（抜き系）50 〜 70 ㎝

60

実寸大

●オモリ
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ウドンセットのチョーチン釣り
釣り方のコツ

でもいいので、少し持つ
ところから慣れていき、
圧の加減で調整すること
を身に付けます。
厳寒期になると、アタ
リが極端に少なくなりま
す。こうなると縦誘いを
入れなければアタリすら
だせなくなります。アタ
るタイミングはやってみ
ないと分からないので、
何度か繰り返します。そ

して、３回誘ってアタる
なら、３回以上は誘わな
いでエサ切りします。こ
うすることで釣りのリズ
ムを作ります。何度も何
度も誘えばアタリがでる
こともありますが、それ
では次第にへら鮒の寄り
も少なくなってしまうの
で、３回なら３回、５回
なら５回と見極めて釣っ
ていくことが重要です。

13

調整で持ち加減を調整し
ますが、エサが持ちすぎ
なら、手水で軟らかくし
て抜けやすくします。抜
き加減が分からない人
は、ちょっとナジむぐら
いから始めましょう。１
目目盛りでも２目目盛り

冬から春先はへら鮒の活性が低い
時期なので、基本的には軽めのく
わせエサを使用し、バラけた粒子
に同調させるようにします。日に
よってよくアタるくわせエサとい
うものがあるので、色々試しなが
らアタリが多くでるものを見つけ
ていきましょう。エサ持ちをよく
するため「力玉」や「力玉大粒」
はさなぎ粉漬け、また、
「粒戦」
の粒子と似せるため「感嘆」に「軽
さなぎ」を混ぜた（
「感嘆」1 袋
に「軽さなぎ」30 ㏄）
“さな感”
がおすすめです。

抜きといっても着水か
らの上層から抜けるので
はなく、ナジミはでない
けどオモリ近辺で抜け
る、くわせエサが張った
ときには完全に抜けてい
るイメージです。
これをバラケエサの圧

●くわせエサ

●ブレンドの特性

●エサの大きさ
実寸大

軽さとまとまり
下方向へのバラケ性

●エサ全体をまとめて、
軽い仕上がりにする。

●ウワズリを防ぐため、下方向へのバラ
ケ性を強調した「段底」をベースにする。

アピールとバラケ性
●バラケエサの中から「粒
戦」がパラパラと落下し、
魚にアピールする。

重さと集魚
●重さと集魚を担う。エサを
塊のままタナまで入れられる

重さとまとまり
●麩材との粘着性があ
り、軟らかくしても持
つエサになる。

●作り方
「粒戦」50 ㏄、
「粒戦細粒」50 ㏄、
「とろスイミー」50 ㏄に水 150 ㏄を注い
でかき混ぜ、固まるまで放置。時間は気温や水温によって異なり、真冬では
10 分以上。エサが固まってから「段底」200 ㏄、
「BB フラッシュ」100 ㏄を
入れ、指を熊手状に広げてかき混ぜる。このとき、先に入れた重いエサがボ
ウルの底に固まっているので、底からひっくり返すように丁寧にかき混ぜる。
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段差の底釣り①

「粒戦」効果でアピール重視
●バラケブレンド

「粒戦」50 ㏄＋
「粒戦細粒」50 ㏄＋
「とろスイミー」50 ㏄＋
水150 ㏄＋
「段底」200 ㏄＋
「BB フラッシュ」100 ㏄

＋
＋
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＋
＋

＋
＋

●ブレンドの特性

●エサの大きさ
実寸大

下方向へのバラケ性
●ウワズリを防ぐため、下方向へのバラ
ケ性を強調した「段底」をベースにする。

ボソっ気とバラケ性
●手直しを繰り返してもボソッ気が
エサに残り、タナで開くようになる。

まとまり
●エサのまとまりがよくなり、
持たせ加減の調整がしやすい。

●作り方
「段底」300 ㏄、
「バラケマッハ」100 ㏄、
「セットアップ」100 ㏄をエサボウ
ルに入れた段階で、粉の状態でかき混ぜる。そこに水 100 ㏄を注ぎよくかき
混ぜる。このとき、指を熊手型に広げて丁寧に混ぜる。決して練り込まない
ことがコツ。
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段差の底釣り②

ゆっくりバラけて食い渋り時に効く
●バラケブレンド

「段底」300 ㏄＋
「バラケマッハ」100 ㏄＋
「セットアップ」100 ㏄＋
水100 ㏄

＋

＋

＋
＋

●エサの手直し
ウワズリがきついときは、魚を落ち着かせるために小分けにしたエサに１回
手水を打って「段底」をパラパラ振りかける。こうすると、ウキがしっかり
ナジむ＝タナまでエサが持つので、次第に魚を下げることができる。反対に
サワリが少ないときには「バラケマッハ」を振りかけてタナでの開きを促進
させる。
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段差の底釣りは、厳寒
期から春先の渋い時期に
有効な釣り方です。メー
ターやチョーチンのセッ
ト釣りでアタリが少な
い、釣果が伸びないとき
に出番が多くなります。
基本的には渋い時合の釣
り方ですので、攻撃的に
攻めて数多く釣るという
よりは、確実に１枚１枚
を釣っていく、ヒット率
重視の釣りになります。
このヒット率を上げる
には、確実な食いアタリ
をだすこと、見極めてい
くことが重要です。そし
て、底に付いたくわせエ
サを食わせるためには、
へら鮒を底方向へ呼び込
まなくてはなりません。
そのため、一番よくない
ことがウワズリになりま
す。魚がウワズってしま
うと、食いアタリがでに
くい、イトズレなどの余
計な動きがでてしまうな
ど、この釣りにおいては
致命的なデメリットが生
じますので、細心の注意
が必要です。
このウワズリを完全に
防ぐことは難しいかもし
れませんが、できるだけ
ウワズらせないように釣
るのがこの釣りの生命
線。それには、エサをタ
ナまで届けるという意識
が必要です。そこでバラ
ケエサの使い方が重要に
になります。
まず、作ったエサを半
分に小分けして使いま
す。打ち始めのナジミ幅
を３〜４目盛りでるよう
にします。自分のエサ付
けでこのナジミ幅がでな
いときは、エサ付け時の
圧を強くします。
次第に魚が寄ると、当
然エサ持ちが悪くなりま
すので、
そうなったら「押
竿● 8 〜 18 尺
ミチイト● 0.6 〜 0.8 号

ウキ●ボディー 10 〜 17 ㎝
細パイプトップ、PC ムクトッ
プ、グラスムクトップ

ハリ●上 6 〜 7 号、下 2 〜 4 号

実寸大

＋

〜

「絡み止めスイッチシン
カ ー」0.8g ＋ 0.25 ㎜ 厚
板オモリ 8 ㎜ ×30 ㎜〜
「絡み止めスイッチシン
カ ー」1.2g ＋ 0.25 ㎜ 厚
板オモリ 10 ㎜ ×30 ㎜

重要です。
このようにエサ付けや
手直しで対応し、魚が多
くても少なくても毎回３
〜４目盛りのナジミ幅を
キープすることが、ウワ
ズリを防ぎ安定した釣果
に結び付くコツです。

●オモリ

ハリス●
上 0.5 号 10 〜 15 ㎝
下 0.25 〜 0.4 号 45 〜 70 ㎝

し練り」を加えてエサの
エアーを抜いてハリ付け
します。これでも持たな
い場合は、手水を打って
エサ全体を攪拌し、麩材
の粘りをだすことでエサ
持ちをよくします。いず
れの対応でも、決してエ
サを練り込まないことが

■仕掛け図
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段差の底釣り
釣り方のコツ

●くわせエサ
くわせエサは確実に底に付いていることが大前提なので、底から離れにくい
重さのあるくわせエサを使うのが基本です。タピオカ系の「魚信」やわらびう
どん系の「特選わらび彩」などが有効です。ただ食いが渋いときや、底の状態
によっては軽いほうがアタリがでるときもあるので、
「力玉」
、
「力玉大粒」
、
「感
嘆」なども用意しておくとよいでしょう。
重いくわせエサ

19

軽いくわせエサ

●ブレンドの特性

重さと集魚
●サツマイモ配合による集
魚と重さが底釣りに最適。
グルテン量が少ないので
サックリと仕上がる。

エサ持ち

膨らみ

●グルテン量が多いの
でしっかりハリに繊維
が残るので、エサ持ち
の核となる。

●グルテン量が少なく
ふくらみが早いので、
「グルテン α21」
をゆっ
くり膨らます。

●エサの大きさ
実寸大

膨らみ強調
●「グルテン四季」より
粗いのでより膨らみを早
くすることができる。

●作り方
「いもグルテン」50 ㏄、
「グルテン α21」50 ㏄、
「グルテン四季」50 ㏄をグ
ルテンボウルに入れ、粉の状態で 20 回ぐらい混ぜてから水 150 ㏄を入れる。
親指、人差し指、中指の３本で 40 〜 50 回まぜて、少し固まりだしたら OK。
ポイントとして、ブレンドが３品なのでよく混ぜないと均一にならないので
注意したい。
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バランスの底釣り①

両グルテン

●エサブレンド

「いもグルテン」50 ㏄＋
「グルテン α21」50 ㏄＋
「グルテン四季」50 ㏄＋
水150 ㏄

＋

＋
＋
＋
●ブレンド調整
ウキの動きが悪いときや寄せながら
釣りたいときは、もう少しエサを開
かせる。その場合は「グルテン四季」
を「新べらグルテン」に変える。
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●ブレンドの特性

集魚とエサ持ち

重さと集魚

重さと集魚

●グルテン配合によるエサ
持ちの良さ。

●ペレットによる集魚
と重さ。

●ペレットの集魚と重
さに加え、ざらつかせ
てまとまりすぎないよ
うにする。

エサの開き
●上記の３つのエサを開
かせる役割。

●エサの大きさ
実寸大

●作り方
「ダンゴの底釣り冬」100 ㏄、
「ペレ底」100 ㏄、
「粒戦細粒」50 ㏄をボウル
に入れ、粉の状態でよく混ぜてから水 200 ㏄を入れる。これをよく混ぜてか
ら「バラケマッハ」150 ㏄を入れ、水分が全体にいきわたるまでよく混ぜる。

22

バランスの底釣り②
グルテンセット

●バラケブレンド

「ダンゴの底釣り冬」100 ㏄＋
「ペレ底」100 ㏄＋
「粒戦細粒」50 ㏄＋
水200 ㏄＋
「バラケマッハ」150 ㏄

＋

＋
＋
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＋
＋

冬 〜 春 の 時 期、 新 べ
ら狙いなどで出番が増
えるのが両グルテンの底
釣りです。グルテンエサ
の使い方は、作ったエサ
の半分をボウルの隅に寄
せ、手の甲で１回押して
エアー抜きします。これ
をつまんで丸めて使いま
す。グルテンエサは軽い
ので、２〜３目盛りナジ
ミが目安です。もし、ナ
ジミがでないときは、４
〜５回押し練りしてナジ
ミ幅をだします。
魚が寄ってきてナジミ
が少なくなったらエサが
持ってない証拠ですの
で、再び押し練りをして
いきます。ナジミ幅がで
ないのはエサが持ってい
ないことですが、エサを
大きくするのはＮＧ。絶
対に小エサで持つように
してください。
魚が寄ってサワリがで
ているのに食いアタリに
つながらないときは、ハ
リが大きいか、エサがバ
ラけすぎていると判断し
ます。また、エサが底に
着いてからアタらない場
合は、ヘドロ、ゴミなど
で底の状態が悪い可能性
が考えられます。エサ打
ち点をずらす対処をしま
すが、どうしてもダメな
場合は、サオを交換して
打つ場所を変える、最悪
の場合は場所を移動する
ことになります。
カラツンが目立つとき
は、エサをできる範囲で
小さく付けてみてくださ
い。ただ、これでナジミ
がでないのはエサが持っ
ていないことですので、
注 意 し て く だ さ い。 ま
た、タナを３㎝ずつズラ
す、エサ打ち点を一定に
するなどの対応も有効で
す。食わせようとしてエ
実寸大

■仕掛け図

ハリス● 0.4 号上 35 〜 40 ㎝
下 40 〜 50 ㎝
（段差５〜 10 ㎝）

ものが多く、新べらなら
なおさらです。ですから、
ツンとかカチッというア
タリだけではないことも
頭に入れておきましょ
う。
両グルテンでは動きが
少ない、へら鮒の寄りを
キープできないときに

ハリ●上下 4 〜 6 号

ウキ●ボディー８〜 18 ㎝
細パイプもしくは
PC ムクトップ

竿●底が取れる長さ
ミチイト● 0.8 号（フロロ推奨）

＋
〜

「絡み止めスイッチシ
ン カ ー」0.8g ＋ 0.25
㎜厚板オモリ 8 ㎜ ×
30 ㎜〜「絡み止めス
イッチシンカー」1.2g
＋ 0.25 ㎜厚板オモリ
10 ㎜ ×30 ㎜

サを軟らかくするという
方法もありますが、こう
するとエサが抜けやすく
なり、この場合、持たな
いでカラツンになること
も多いので、気を付けま
しょう。
グルテンのアタリは
ムッと押さえ込むような

●オモリ
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バランスの底釣り
釣り方のコツ

〜４目盛り。もしナジミ
が少ないときは、バラけ
やすい、バラケエサを押
し練りします。
グルテンのアタリは
ムッと押さえ込むよう
なものと先に記しました
が、グルテンセットの場
合、バラケエサを食って

いる場合は、ツンとかカ
チッというアタリもでま
す。
底釣りでよくある失敗
例がエサが持っていない
こと。サワリやアタリの
動きがいい感じででてい
ても空振るときは、エサ
が持っていないことによ
るカラツンの可能性があ
ります。ですから、くわ
せのグルテンは必ず持つ

タ イ プ を 使 用 し、 固 形
チックな方向になり、バ
ラケエサもバラけない方
向で調整します。
エサを持たせるために
ハリを大きくするのも一
手ですが、大きなハリに
するとアタリがでにくく
なることもあります。そ
ういう場合には、ウキサ
イズを大きくして対応し
ましょう。

25

実寸大

グルテンセットのくわせ
エサは、しっかり持つも
のを使います。基準とな
るのが「わたグル」で、
多少の手もみなどで調整
しやすいのが「淒グル」
、
少し重くするなら「グル
テン α21」です。いず
れ も 単 品 作 り で OK で
す。共通するのはエサ持
ちのいいグルテンである
こと。必ず持っていなけ
ればならないので、固形
チックな方向にします。

は、グルテンセットを試
してみましょう。
バラケエサを半分に分
け、そのままでエサ付け
します。グルテンは両グ
ルテンと同じ使い方で
す。これでエサを打って
みてナジミ幅を確認しま
す。ナジミ幅の目安は３

●くわせエサ

●ブレンドの特性

●エサの大きさ
実寸大

エサ持ち
●麩とグルテンがミックスされたエサ
で、エサ持ちをよくすることができる。

縦バラケ
●バラケ性に優れるが、重さ
があり縦にバラけるのでタナ
が安定する。

タナで開く
●手直しを繰り返しても
ボソッ気がエサに残り、
タナで開くようになる。

●作り方
「グルバラ」300 ㏄をボウルに入れ、水 150 ㏄を注ぐ。軽くかき混ぜてドロ
ドロの状態にする。そこに「サナギパワー」200 ㏄、
「バラケマッハ」200 ㏄
を入れてよくかき混ぜる。
「グルバラ」はネバリがあるので、先に水でドロド
ロにすることでダマになりにくいエサになる。
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グルテンセットの沖宙釣り

しっかり持ってタナで開く
●バラケブレンド

「グルバラ」300 ㏄＋
水150 ㏄＋
「サナギパワー」200 ㏄＋
「バラケマッハ」200 ㏄

＋

＋

＋
＋

●くわせエサ

「グルテン α21」50 ㏄＋水60 ㏄
●作り方

＋
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「グルテン α21」50 ㏄をグルテンボウルに入
れ、水 60 ㏄を注ぐ。均一に混ざるまで丁寧に
かき混ぜる。指先に少しねっとり感が感じる
くらいまでかき混ぜる。

グルテンセットの沖宙釣り

釣り方のコツ

グルテンセットは、新
べら放流後の晩秋や、口
を使わなかった新べらが
動きだす春先に出番が多
い釣り方です。そして、
食い気のない旧べらを相
手にしたくないので、長
竿を使い沖をねらいま
す。タナは、その日の魚
の状態によって変わりま
す。１・５〜２ｍくらい
でスタートし、深い場合
は２・５〜３ｍ、浅い場
合は１ｍとタナを探りま
す。
釣り方の基本は、バラ
ケエサをしっかりとナジ
ませ、ジワジワバラける
ようにし、ゆっくりと近
づくへら鮒にグルテンを
食わせます。アタリはグ
ルテンの落下中や、ナジ
ミ切る寸前、ナジんでサ
ワリがでてからのアタリ
になります。へら鮒が近
づくタイミングに合わせ
て下ハリスの長さを調整
します。
また、新べらのアタリ
はムッと押さえるものが
多く、またグルテンの落
下中での食いはアタリ
が小さくなりますので、
ちょっとしたウキの変化
にもアワせていきます。
ただし、無用なウワズリ
を防ぐためにも、ウキが
しっかりナジんでからの
アタリに的を絞ります。
エサ使いのポイント
は、 バ ラ ケ エ サ は 小 分
けにして、一部に押し練
りを加える。グルテンも
一部に押し練りを加えて
使用します。ナジミ幅が
４目盛り以上でるように
して、なおかつ深くナジ
んでそのまま維持するぐ
らいのエサ持ちが必要で
す。ナジミ幅がでないと
きには、押し練りを繰り
返し、バラケ性が強くウ

ハリス●
上 0.5 号 15 〜 30 ㎝
下 0.3 〜 0.4 号 50 〜 80 ㎝

ハリ●上 7 〜 8 号、下 3 〜 5 号

0.25 ㎜厚
板オモリ
17 ㎜ ×18 ㎜〜
17 ㎜ ×24 ㎜

キの戻りが早いときに
は、バラケエサ・グルテ
ンエサともに手水を打っ
てネバリをだしてエサ持
ちをよくします。

■仕掛け図

ウキ●ボディー６〜 12 ㎝
細パイプトップ、PC ムクトッ
プ、グラスムクトップ

竿● 15 〜 21 尺
ミチイト● 0.8 号

実寸大

●オモリ
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ウドンセットの沖宙釣り
厳寒期向きの軽いブレンド
●バラケブレンド

「粒戦」100 ㏄＋
「とろスイミー」50 ㏄＋
水150 ㏄＋
「GTS」200 ㏄＋
「軽麩」200 ㏄

＋

＋

●エサの大きさ
実寸大

＋
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＋
＋

●ブレンドの特性
●ブレンド調整

汎用性

軽くてバラける

軽いブレンドなの
でへら鮒の寄りが
よ い と き は、
「GTS」と「軽麩」
を「セットアップ」
300 ㏄と入れ替え
て、しっかり持た
せるようにする。

●エサのまとまりがよく、 ●軽くバラけるエサで、粒
バラケ性・重さが中間のエ 子が細かく、最後の硬さ調
サで幅広く使用できる。
整などに適している。

アピール

エサ持ち

●バラケエサの中から粒状
のペレットがパラパラと落
下し、魚にアピールする。

●麩材との接着性が
あり、軟らかくして
も持つエサになる。

持たせやすい
●エサのまとまりがよく
なり、エサの開き・持た
せ加減の調整がしやすい。

●作り方
「粒戦」100 ㏄、
「とろスイミー」50 ㏄をボウルに入れ、そこへ水 150
㏄を注ぐ。軽く混ぜて完全に固まるまで約 10 分放置する。そこへ、
「GTS」200 ㏄、
「軽麩」200 ㏄を入れ、指を熊手状に広げてかき混ぜる。
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ウドンセットの沖宙釣り
釣り方のコツ

ウドンセットの沖宙釣
りは、厳寒期になって短
竿ではなかなかアタリが
でないときに有効な釣り
方です。沖に着く新べら
も混じることから、数釣
りというよりは型が狙え
るところも魅力。それほ
ど釣果がでない時期だけ
にポツポツと良型を揃え
られるので、面白い釣り
方でもあります。
この釣り方は竿が長く
なるので、バラケのコン
トロールが難しくなりま
す。ですから基本は抜き
系ではなく、しっかりバ
ラケをナジませてからの
釣りになります。
バラケエサは小分けに
して、一部に押し練りを
加えて打ち始めます。く
わせエサをつけて、４〜
５目盛りでるようにエサ
落ちを設定します。バラ
ケエサを付けて、ナジミ
0.25 ㎜厚
板オモリ
17 ㎜ ×13 ㎜〜
17 ㎜ ×20 ㎜

幅が３〜４目盛り以上出
るようにし、ここから、
深くナジんでそのまま維
持するくらいにします。
ナジミ幅がでないとき
は押し練りを繰り返し、
バラケ性が強くウキの戻
りが早いときには、手水
を打ってネバリをだして
調整します。魚が寄って
ナジミ幅が少なくなって
きたときも同じような方
法で対処します。
ナジんでからバラケが
早めに抜けてアタるよう
なときは、そこそこの活

性がありますので、ハリ
スは短めで倒れ込みのア
タリをねらいます。この
ときは、ＰＣムクトップ
を使うのもありです。
逆に、バラケが早めに
抜けてしまうとアタらな
いときは、渋い状況です
ので、ハリスは長めにな
ります。渋ければ渋いほ
ど、ウキをしっかりナジ
ませてじっとさせて釣っ
ていきます。アタリがで
るタイミングは遅いです
が、アタれば釣れるぐら
いの感覚です。
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実寸大

●オモリ

■仕掛け図

ハリス●
上 0.5 号 8 〜 10 ㎝
下 0.3 〜 0.4 号 40 〜 80 ㎝

ハリ●上 5 〜 7 号、下 2 〜 3 号

ウキ●ボディー 5 〜 8 ㎝
細パイプトップ、PC ムクトッ
プ

竿● 13 〜 18 尺
ミチイト● 0.8 号

●ブレンドの特性

強力な集魚

集魚効果

●さなぎ粉や大きめの麩が
大量に配合されており寄せ
効果が抜群。

●比較的細かい麩で出
来ており広く拡がので
広範囲からへら鮒を寄
せる。

●作り方
「粘麩」50 ㏄、
「新 B」300 ㏄、
「段差バラケ」200 ㏄をエサ
ボウルに入れたらよく混ぜ
る。ここでしっかりかき混
ぜないと水を入れたときに
「粘麩」が“ダマ”になっ
てしまいます。水 100 ㏄を
入れ、流れがない釣り場で
は 30 回ほど、流れがある
釣り場ではそれ以上かき混
ぜ、エサのコシをだします。
ハリにしっかりと残るよう
なタッチに仕上げます。

エサ持ち
●エサ全体をオブラート
のように包み込みジワリ
ジワリと膨らんでいく。

●オモリ 0.5 〜 3 号
オモリの大きさは単純にオモリが流されない大きさ。コ
テコテ野釣りの場合は「ギリギリまで軽くする」など神
経質にならなくてもよい。
チューブ
ミチイト

ハリス
ゴム玉

スナップサルカン
オモリ
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ドボン釣り

アタリが出るまで待てる集魚とエサ持ち
●バラケブレンド

「粘麩」50 ㏄＋
「新Ｂ」300 ㏄＋
「段差バラケ」200 ㏄＋
水100 ㏄＋

＋

＋
＋

●エサの大きさ
実寸大

＋
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ここで紹介するドボン
釣り（オモリを底に付け
て釣る釣り方）のエサや
釣り方は、いわゆる「コ
テコテの野釣り」を想定
したものです。魚影が少
ない釣り場、１日やって
数枚しか釣れない釣り場
や、大型のへら鮒相手、
または川の本流などで
じっくり腰をすえて狙う
ときのパターンです。
ドボン釣りのメリット
は、風で仕掛けを振り込
みづらいとき、重めのオ
モリを使用することで同
じ場所に振り込めるこ
と。川などで、強い流れ
があっても仕掛けを止め
られること。ハリスが底
を這うようになり、エサ
が安定することで警戒心
の強い大型を狙いやすい
など、いくつかあります。
バラケエサは大きく広
がらず、くわせエサのグ
ルテンの近くに塊のまま
置いておくと考えます。
そ れ は、 へ ら 鮒 が 寄 っ
てきたとき、バラケエサ
が水中で広く拡散してし
まっているとへら鮒も分
散してしまい、肝心のグ
ルテンを食ってくれない
からです。へら鮒が釣れ
たとき、バラケエサがハ
リに残ってくるオツリバ
ラケで全く問題はありま
せん。逆に、そのぐらい
のエサ持ちにするのが大
きなポイントです。
バラケエサのキーにな
るのが「粘麩」で、エサ
全体をコーティングして
エサ持ちをよくしてくれ
ます。
「粘麩」抜きで練
り込む方法もあります
が、塊のまま置いてくる
ようなバラケエサを作る
には１００回以上練り込
まなくてはならず、麩を
練り潰してしまうため、

極端に開きも悪くなり労
力もかかります。
「新Ｂ」は大量のサナギ
粉と大きめの麩が魚影の
少ない野釣り場でへら鮒
を寄せるのに威力を発
揮します。
「段差バラケ」
は麩の粒子が細かく軟ら
かいので「新Ｂ」の荒い
麩の開きすぎを和らげて
くれます。
極論になりますが、こ
のパターンでアタリがで
なければ「近くにへら鮒
はいない」と言えるほど
集魚力抜群なバラケエサ
です。
くわせエサには「野釣
りグルテン」
。ニンニク
やさつまいもが配合され
ており集魚効果抜群。ま
たグルテン繊維も強くハ
リにしっかり付いている
のでアタリがハッキリで
ます。
釣り方のポイントは、

■仕掛け図

ウキ●通常の底釣りやチョー
チン用。流れが強ければかん
ざしタイプ（ムクトップ）
。

ハリ●上下 7 〜 10 号

ハリス● 0.6 ～ 1.5 号
上 20 ～ 30 ㎝、 下 30 ～ 40 ㎝

仕掛け投入時に真っ直ぐ
に 振 り 切 り、 仕 掛 け を
ピーンと張らせた状態に
します。水面にでるウキ
の目盛りは、自分の見や
すい目盛りで構いません
が、流れ川などの場合は、

竿● 8 〜 30 尺
ミチイト● 1.2 ～ 2.5 号
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●くわせエサ

「野釣りグルテン」
「野釣りグルテン」はスティックの袋に小分
けにされています。スティック１袋分をグルテンボウル
に入れたら、空袋に書いてある水量を入れます。流れが
ない釣り場であれば標準水量、流れがある釣り場では硬
めにします。水を入れたら 30 回ほどかき混ぜます。グル
テンエサを作る際、水を入れたらグルテンボウルを揺すっ
て作る光景を見かけますが、その作り方ではマッシュ成
分とグルテン繊維が分離してしまい、仕上がったときに
マッシュが強い部分、グルテンが強い部分とムラができ
ます。水を入れたら、怖がらず勢いよくかき混ぜてくだ
さい。その後、3 〜 5 分放置してできあがりです。

●エサの大きさ
実寸大

流れの強弱がありトップ
がシモッて（流れにより
トップが潜ってしまうこ
と）しまいます。そんな
場合はトップ付け根近く
まで水面上にだし、あと
は竿を手前へ引いたり前
へ出したりしながら調整
します。
アタリは消し込みや食
い上げが多くでますが、
それ以外には１目盛りぐ
らい小さくモゾモゾした
り、トップ全体が震える
ようなアタリもありま
すので、怪しいなと思っ
たらアワせてみてくださ
い。
また「アワセ切れ」に
要注意。仕掛けがピーン
と張った状態の釣りなの
で、強くアワせてしまう
とハリス切れを起こした
すいです。ドボン釣りで
は消し込みなど大きなア
タリがでるので、ついつ
い強いアワセをしてしま
いますが、強いアタリの
ときほどアワセはソフト
にしましょう。
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