山梨県西湖／ヒメマス、ワカサギ

スマホが魚探に早変わり！

丸山 剛◎写真と文
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text by Tsuyoshi Maruyama

小さな強力助っ人
『ソナーボール』で釣果倍増！
魚探があれば魚影、地形、水温などが分かり、釣果アップが期待できる。
「欲しいな」と思いながらも、ちょっと敷居が高いと感じ、
一歩踏み出せない釣り人もいるのでは？
『ソナーボール』はスマートフォンと連携させるコンパクトな魚探。
携帯電話と同じ感覚で魚探が簡単に楽しく使える。

ビギナーでも楽しめる
ヒメマス＆ワカサギ
春と秋に解禁される西湖のヒメ
マス＆ワカサギは、ボート釣りで
楽しめる。ヒメマスは水深 ｍ
前
後がポイント、ワカサギは水深

ｍ前後がポイントであり、エリア
が変わってしまう。だが、西湖は
ドン深の湖なので、ボート乗り場
からワカサギポイントまでは、手
漕ぎでも５分程度、ヒメマスポイ
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の出船は、早朝５時になるので、
４時くらいに店で受け付けを済ま
せておけば、明るくなると同時に
出船できる。帰着は午後５時となっ

ているので、 時間近く釣りがで
きるのだ。ヒメマスは 尾という

尾数制限があるので、ヒメマスが

規定数釣れてしまったら、その後
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ントでもその倍の 分程度しか離
れていない。そんな近場で釣れる
のだから、ボート漕ぎに不慣れな
人でも簡単に遊べてしまうのだ。
今回お世話になった「船宿丸美」
は、地形がなだらかな西湖の北岸
にある。ボート発着場のある浜ま
で車で乗り入れることができるの
でとっても楽チン。春のシーズン
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01-02）ウイリーの巻いてあるサビキ仕掛けにイクラを付けてねらう。
お世話になった丸美さんではオリジナル仕掛けとエサが手に入る
03）15 ～ 20 号のオモリを下げて投入する。サオは２m 前後でオ
モリ負けしないものなら何でも大丈夫。サオを数本だして、それぞ
れバラバラの層に仕掛けをセットして広く探りたい
04-05）リールは両軸、スピニングのどちらでもよいが、両軸ならカ
ウンター付きのものが使いやすい。スピニングの場合、PE ライン
1 号くらいのもので、色分けされているものを使えばタナを合わせ
やすい。タナが 決
まった後は、スピニ
ングのライン止めを
利用すれば、投 入
するたびにタナ合わ
せする必 要がない
ので楽だ
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水深 18m のワカサギポイント
でもヒメマスが掛かった。
『ソ
ナーボール』が魚影を捉えて
釣り人をアシスト
連日好釣果が続いていたため、ヒメマス
フリークで西湖は賑わっていた

タナさえ合えばビギ
ナーでもこの釣果 !!

B

A）スマートフォンのアプリを立ち上げて、
『ソナーボール』を目の
前にポチャンと落とせば OK。水に落ちると自動的にスイッチが入る
B）あとは Bluetooth で『ソナーボール』を検出。同期をすると画面
に水中のようすが映し出される

も？ この辺りは、今後、オート
レンジのみの探知から、手動レン
ジ探知ができるようになるので、
水深を固定することで解決できる
だろう。 ｍ前後がポイントのワ
カサギ釣りでは強力な助っ人にな
ることは間違いない。

ヒメマス→ワカサギの
リレー釣行
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昨日まで、水深６～ ｍ前後で
ヒメマスの群れが回遊していた。
だが、この日は、風も無く快晴。
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秋のシーズンは、 ～ ｍの層を
釣っていればそれほど外れはない
のだが、春は難しい。
この日は、アタリが出るのがバ
ラバラで、水深 ｍ
で釣れたり、

到底及ばなかった。常連の人でも、
この日はやっと制限尾数に到達し
たとのこと。
その後、
ワカサギ釣りに転向。
『ソ
ナーボール』を水面に落とし、作
動し始めるとスマートフォンの画
面には水深 ｍ、水温 ℃と表示
された。底にワカサギの群れが集
中しているのが分かった。底にオ
モリを落とすと、上から下
までワカサギがゾロリと掛
かった。
今回使ってみた『ソナー
ボール』は、小さくて持ち
運びが容易。水深が深くな
いワカサギ釣りや陸っぱり
の釣りでは活躍すること間
違いなし。アプリではタイ
ドグラフや天気が表示さ
れ、
釣果日誌もつけられる。
『ソナーボール』を一緒に
持って行けば、釣りがもっ
と楽しくなるはずだ。

SONA.r Ball（ソナーボール）

水深 18m のベタ底ねらいで
ワカサギの多点掛けを連発
ワカサギに混じってヒメマス
もお出まし

ｍ、 ｍベタ底といったぐあい
で絞り込めない。ヒメマスを釣っ
ていた人たちも早々にワカサギ釣
りに転向していったようす。かな
り粘ったが、制限尾数までは

中央自動車道
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富士河口湖町
ネル
トン
若彦

丸美
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取材にご協力をいただいた丸
美さん。問合先は☎ 0555・
82・2498、ボート料金＝ 1
人 乗り 2500 円、2 人 乗り
3500 円、入漁料＝ヒメマス、
ワカサギ 1500 円、
女性半額、
釣期＝ヒメマス、ワカサギ 3
月 20 日～ 5 月 31 日、10 月
1 日～ 12 月 31 日

に回遊してくるのか分からなけれ
ば釣りにならない。そんな時に役
に立つのが魚群探知機、
“魚探”で
ある。今回はちょっと面白いグッ
ズとして、
『ソナーボール』を使っ
てみることにした。

30

スマホが魚探に
『ソナーボール』は、その名のと
おり球形をした魚探である。普通
の魚探は、パルスを発信する振動
子とその情報を映像化するモニ
ターに分かれている。通常振動子
は、モニターとコードでつながっ
ているが、
『ソナーボール』は本体
が振動子の役目をしていて、モニ
ターには、スマートフォンを用い

8m のベタ底にワカサギの魚影が見られた

40

るという今風の機器である。スマ
ホ と 本 体 の 情 報 の や り 取 り は、
で行なわれる。スマホに
Bluetooth
『ソナーボール』のアプリをイン
ストールして、それを起動させる
と、近くにあるソナーボールを検
出して同期させれば使えるように
なる。本体は、ポリカーボネート
とシリコンでできているので耐久
性も高い。実際に使う時は、本体
に釣り用のラインを取り付けて、
水に放り込めば、自動的にスイッ
チがオンになる。オンになった状
態は上部の
ランプが点滅す
ることで分かる。
電源は充電式のバッテ
リーで、フル充電状態で
～ 時間駆動する。ス
タミナは充分である。肝
心のソナーレベルは、最
という
大水深が ～ ｍ
から、ヒメマスのポイン
トではちょっと厳しいか
8

価格● 2 万 2000 円＋税
問合先●株式会社 Cho ＆ Company（☎ 03・6406・0333）
ホームページ● http:/www.cho-co.jp/ 、sonarball.com
メールアドレス● SONA.rBall@cho-co.jp

交通●中央自動車道・河口湖 IC を下りて R139 を
河口湖方面へ。東恋路交差点を右折し、続いて乳ヶ
崎南を左折し直進。小海交差点を右折し河口湖岸を
直進。西浜簡易局前を左折し西湖へ
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富士吉田IC
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こちらは制限尾数に遠く及ば
なかったが、ベテランは制限
尾数に到達

河口湖IC

西湖

河口湖

西浜簡易郵便局

A

は浅場でワカサギ釣りといった
“ボートリレー釣り”も楽しめる。
今シーズンは、ヒメマスもワカ
サギも好調だが、ヒメマスのほう
はちょっとした気候の変化で釣果
が変わってしまう。両方のタック
ルを用意しておけば、釣果に外れ
ることもない。ヒメマスは、群れ
が回遊する層、すなわちタナを探っ
て釣る。 ｍ前後の水深のどの層
40
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