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何時だったか、ドイツのフライフィッシングフォーラムで、こんな質問が出されていた；
”私は、5 番ライン用の LL Dickerson ロッドのコピーを作って使ってみました。 が、その竿は 5 番
ラインを上手くキャストできないんです。

古の名匠たちはシルクライン用にロッドを作っていたの

でしょうか？ 何が違うんでしょうか？”
Dickerson には自分のロッドを AFTM 規定にのっとって段階づけすることは出来なかったのは明白であ
る。

なぜなら AFTM はまだ存在していなかったんだから・・・だが、この質問に答えるには一寸長

くなる。
筆者は、これまで多くのシルクラインを再生し、情報を集めてきたので、ここに事実について幾つかの
まとめをしておきたい。 シルクラインの再生は、他の人々と同様、私にとっての趣味となった。

だ

から色々な方法とか実体等について調査をした。 だが、このトピックについての情報は近代的な文献
にもインターネットにも纏まった形では殆ど発見できなかった。 古い文献をあさり、断片的な情報を
集め、そして良い結果は試行錯誤を繰り返すことで得られる、ということです。
************************
フライラインは当初、馬の毛、特にスタリオン（種馬）の尻尾と、シルクや他の材料とを混ぜ合わせた
毛、から造られていた。 撚り合わせたり、織ったり、編んだりして強度を高め、片方の端に向かって
テーパーが付けられた。 そして普通は 30～40 ヤードの間の長さに仕上げられていた。
1870 年代に、Hardy が 2 つの品質のフライラインを売り出した。
"Finest Quality London Patent Silk and Hair Lines"

長さ 20-70 ヤード、と

"Plaited Silk and Hair Line"、長さ 20-50 ヤード、である。
最初に純粋のシルクラインが編まれた頃、馬の毛、綿糸、麻、亜麻糸、それらの混合、等のラインに徐々
に置き換わって行ったのだが、これらのラインがどの程度太いのか、重いのか、といったスタンダード
はなかった。

1735 年以前では、太さについては、ゲージ番号による針金の太さで代用するのが一般

的であり、初期にはその番号付け自体も様々だった。 異なる直径の穴が幾つも空いている鉄製のゲー
ジに線を通すようになっており、順番に、より細い穴に通していく。 そのような穴の空いた金属板は、

ドロープレート（引き抜き用鉄板）とか、ダイス（金型）とか呼ばれていた。 沢山の異なるゲージが
存在していた； "Birmingham Gauge"、 "Lancashire Gauge”
、"Witworth's Gauge"、等々、である
1884 年に、"Imperial British Standard Wire Gauge"が J. Latimer Clark. によって組織化され、the
British Board of Trade によって認可された。
ついでながら、それが良かったことの一つとしては、それがそれまで存在していたゲージとは違うが、
それまでのゲージ同士が違う以上には違わない、という点であろう。 そして mil(1000 分の 1 インチ)
を単位とする合理的なシステムに基づいていたということだろう。 No. 7/0、最大のサイズ、では直
径 0.500 インチ（500mils、12.7 ㎜）で、最少のサイズ、No.50 では直径 0.001 インチ（1mil、約 0.025
㎜）となる。
これら両極端の間で直径、あるいは太さは、10.557％づつ、重さは 20％づつ段階ごとに減っていく。
米国では 1885 年に、
“American Wire Gauge” が導入された。
初の試みであり、Brown と

それが幾何学的なシステム採用の最

Sharpe によってなされた。 彼らは、英国のサイズ、No.0000（460mils、

約 12mm）と No.36（5mils、0.13mm）の間で 39 段階で規則的に増減する方式を確立した。 それぞ
れの直径の次に低いサイズを得るには 0.890526 を乗算することで得られた。 このゲージは非鉄金属
（銅のような）にのみ用いられた。 鉄には、
“Washburn & Moen Wire Gauge”、別名 “Steel Wire
Gauge” が 1830 年以来使われていた。

他のゲージとしては、ドリルビット用、針用、楽器用（10

種類の異なるゲージがある）
、等がある。
このあたりの様子を感じ取ってもらうために、以下に、Theophilius

South の本、“Fly-Fishers

Textbook”
（1841）の抜粋を掲げておく；
“サーモンリールライン・・・さて、これらについては、長さは 60 から 80 ヤードで・・・マテリ
アルは、繰り返すが、シルクと馬の毛を捩ったもの、で末端

約 12 ヤードにはわずかにテーパーが

付いていてもよい；末端の太さは一様にあなたの妹のハープの第 3 オクターブの D の太さであって
も良いのだけれども（測るのであれば彼女の線ゲージを借りなさい）
、または新しい 1 ペンス効果よ
りも細いくらい・・・
トラウトリールラインは同じマテリアルで・・・長さは 30 から 50 ヤード・・・しかし必然的にも
っと細い・・・末端の 8 から 10 ヤードにはゆったりとしたテーパーが付いているべきだ。 末端は、
事実上、前述のハープゲージの最初の“D” を超えてはならない・・・一方、丈夫な方の端は 2 番
目の”D”と同じくらいであるべきだ。
”

シルクラインは、今でもそうだが、機械を使って様々な構成で編まれていた。
たとえば、銅線や真鍮線を入れたもの（シンキングライン）、中空のもので芯が水を即座に吸収して沈む
もの、楕円の断面で、リボンのようなひねり傾向を発展させたもの、四角い断面で角が割と早くすり減

るもの、等々。
更に、外側に薄くて固い塗膜のみを持つ”エナメル引き”のライン、主として未処理の芯、主に綿であ
った、を使っており、水をすぐに吸うのですぐに腐ってしまうといったもの、多数の細くて繊細な糸を
使ったライン、芯の入ったもの、入っていないもの、その他無数にあった。
それらは、自然の色（ストロー色や琥珀色）
、あるいは染色されて（通常は緑色や茶色）販売されていた。
J.P. Traherne が、恐らく、真のダブルテーパーラインを作った最初の人であった。 彼の 40 ヤードの
”Swelled Line”は、先端からラインの中央に向かって直径が増えていき、逆の端に向かって同じ角度
でテーパーが付いていた。
最初の頃は、ラインはさまざまなもので含浸（防水）されていた；それらのレシピを紹介すると；
バルチック リンシードオイル（亜麻仁油） １ピント、純白のインドゴム

3 オンス、ビーズ

ワックス 1/4 オンス、箔下ワニス テーブルスプーン 1 杯
(A. S. Moffat: The Secrets Of Angling, 1865, p. 24)
1.5 ピントの煮亜麻仁油、3/4 オンスのビーズワックス、1.5 オンスの松脂、テーブルスプーン 1
杯のコーパルワニス
(J. H. Keene: The Practical Fisherman, 1881, p. 391)
テーブルスプーン 1 杯の煮亜麻仁油、クルミ大のかけらのビーズワックスと松脂、松脂を粉に
し、ワックスを薄くスライスして一緒にジャムポットに入れ、溶けるまで煮立った湯で湯煎す
る
(J. H. Keene: Fishing Tackle, Its Materials and Manufacture, 1886, p. 56)
3 分の 2 の煮亜麻仁油と、3 分の 1 の最高のコーチボディーニスを混ぜ、温める
(H. P. Wells: Fly Rods and Fly Tackle, 1885, p. 50; 1901, p. 73)
エナメル引きラインを柔らかく、スムーズでしなやかにするためには、山ほどのカールした馬
の毛でこすり、水できれいにする。 乾いたら、純粋の煮亜麻仁油に漬け、これが乾いたらパ
ラフィンのろうそくでこすり、つづいて乾いた布でこする。
(G. P. Holden: Streamcraft, 1919. p. 38)
マテリアルを殺したばかりの羊の血（熱した）の中にふんわりと落とし、指でよく揉み込む、
沸騰した湯に 1 分間フルに落とし込む、山にして完全に乾き、スムーズで、つやが出て、輝く
まで、つるしておく

(W. S. Jackson: Notes of a Fly Fisher, 1927 and 1933. p. 158)
1880 年, タックルメーカーの Eaton と Deller が、最初の固く編んだシルクフライラインに、エアポンプ
圧力下で純粋の煮亜麻仁油のドレッシングを施したものを作った。

この方法は、
Deller と Hawkesley

が、F.M. Halford（Halford プロセスと呼ばれる）の助言に基づいて行った数々の実験から派生した方法
である。

これらがスタンダードとなり、それによって全ての他のラインの拠り所となった。

1894 年、Hardy が、35 ヤード長の”Houghton ダブルテーパー特製ドライフライライン”を紹介した。
Hardy の最もよく知られるフライラインである”Corona"は、1899 年に最初に現れ、1969 年までカタロ
グに残っていた。
1908 年、パース（オーストラリア）の P.D. Malloch が、最も有名で成功したオールシルクのフィッシン
グライン、
”Kingfisher"の製造を開始した。

このラインが、他を凌駕して、製造と機能性に関する標

準を設定したと言ってよい。 この名前”Kingfisher"は、最高品質のシルクラインと同義となった。
ダブルテーパーラインは、1 番から 7 番までとされた。
1 番、ボディ直径 0.81 ㎜/0.032 インチ は概ね AFTM の 3 番と同等か、それよりやや軽い。
7 番、ボディ直径 1.83 ㎜/0.072 インチ は概ね AFTM の 12 番と同等か、それよりやや重い。
1 番から 5 番までが 30 ヤード長のトラウトラインで、4 番から 7 番までが 40 ヤード長のサーモンライ
ンであった。
”Balanced（フォワード）テーパー”ラインも、やや遅れて製造されたが、2 番から 4 番がトラウトラ
インで、4 番・5 番がサーモンラインだった。
混乱するが、
Kingfisher

DT#3 ラインのボディ直径

1.12 ㎜/0.0441 インチ、

Kingfisher

WF＃3 ラインのボディ直径

1.19 ㎜/0.0468 インチ、

Kingfisher レベル＃3 ラインのボディ直径

0.91 ㎜/0.0358 インチ であり、

他のライン番号は比較的太さに違いがあった。
Hardy では、同じ工場（Cumberland)で作っていたが、彼らのラインは独自のシステムにのっとって番
号付されていた。 仕様は、
”British Wire Gauge"番号であった。

10 進法インチで表示される直

径と、ラインの概ねの重さが表示されていた。 また、サイズは、トラウトラインでは”X Fine

I.E.I”

から”Heavy I.B.I"、というように表示されていた。 が、これらのアルファベットは、後の NAACC
システム表記（下記参照）とは対応していない。
サーモンラインでは、1 番（太い）から 6 番（細い）が使われ、また、直径と重量の詳細が記載されてい
た。

下記は、1926 年のカタログからの抜粋である；

“Note

- ロッドは其々強度が異なるため、各ラインに適したロッドの長さを示すことは不可能です。 が、一般的なル

ールとして、Ex Fine と Fine は 8 ft. 6 in.から 10 ft. のロッドに、Medium と Heavy は、10 ft. から
応します。

12 ft. ロッドに対

厳密な重さは、ドレッシングとシルクが時として少し変化するので保証できません。

No.4A はロッド“A.H.E Wood
となっていた。

No.3, 12ft 用のスペシャルラインたった。

後のカタログではラインは異なる番号付

Hardy は、このロッドに”Corona No. 7 Fine Salmon Line for rods 13 to 14 ft.”を推奨していた。

“CORONA SUPERBA”トラウトラインの他には、
“HOUGHTON”トラウトフライラインがあった。

けれども“HOUGHTON”ラインは、別のライン領域の“TOURNAMENT”と同様、異なる直径、必
然的に異なる重さ、さらに言えば異なるティップ口径を持っていた。

3 つの例：
"Corona Fine I.D.I"

0.56－0.86－0.56 mm

0.0220 - 0.0338 - 0.0220 in

"Houghton Fine I.D.I"

0.51－0.97－0.51 mm

0.0200 - 0.0381 - 0.0200 in

"Tournament Fine I.D.I."

0.56－0.81－0.56 mm

0.0220 - 0.0319 - 0.0220 in

後に、これらのラインは、1（細い）から 12（太い）までに番号付された。

これらの番号は、他社の

ものとは異なり、トラウトとサーモン用も異なっていた。 たとえば、Corona DT Trout(30 ヤード)は、
1 から 5 まで、
Corona DT Salmon（40 ヤード）は 6 から 12 までとされた。 Trout で最も太い No.5（1.42
㎜/0.0559 インチ）は、Salmon で最も細い No.6 （1.22 ㎜/0.048 インチ）よりも太い直径になってい
た。 比較のために掲げると、Kingfisher DT No.5 の直径は 1.42 ㎜/0.0559 インチ、DT No.6 では、1.63
㎜/0.0641 インチであった。
“Kelson Double-tapered Salmon Line”は“Corona”（1899）ど同時期に紹介されたが、1904 年に
より高価な“Corona Salmon Line”に置き換えられた。 Kelson 対 Corona のサイズ/比較は、混乱
そのものである。

1900 年のカタログでは、Kelson のサイズは次のように表示されていた；

“…No.2 は No.4 と同じ、3 は No.3 と同じ、4 は 2 と同じ、5 は 1 と同じ。 No.6 はもっと細い。
”
1938 年、アメリカ人のキャスティング伝説である Marvin Hedge が Hardy 社を訪問した時、Hardy
は、43 ヤードと 53 ヤードの“Tournament”ラインをそれぞれ”Marvin K Hedge Taper”として紹
介した。 これらのラインは、ニューヨーク州 Norwich の“SA Jones Line Company”で製造され、
11 サイズ、番号 10，12，14，16，18，20，22，26、70，75，80、
”Fly Weight”から“Heavyweight
Distance Tournament”まで、としてストックされた。 これらのラインは、第二次世界大戦が勃発
し米国からの更なる輸入が阻止されたことで、1 年だけしかカタログに載らなかった。
1969 年、Hardy はシルクラインの販売を停止した。
Farlow もまた、彼らの“Halford Double Tapered Fly Lines”の一連の規格について、独自のシステムを
有していた。

”Trout“(30 ヤード)、1 番（細い）から 5 番（太い）、
”Salmon“
（40 ヤード）
、4 番

（細い）から 7 番（太い）まで。
カタログには次のように対応ロッドが推奨されていた：
Sizes

Trout (Length 30 yards)

Sizes

Salmon (Length 40 yards)

1

Suitable up to 7 . ft. rods

4

Suitable up to 12 ft. rods

2

Suitable up to 8 . ft. rods

5

Suitable up to 13 . ft. rods

3

Suitable up to 9 . ft. rods

6

Suitable up to 15 ft. rods

4

Suitable up to 10 . ft. rods

7

Made only to order

5

Suitable up to 11 ft. rods

別のレンジ、
”Cobra Balanced Tapered Trout Line"(42 ヤード)は単に“Fine”、
”Medium”、
“Stout”（強
力）
”Extra Stout（超強力）”、と記述されていた。 一方、
“Heron Double Tapered Fly Lines”は、No.
1 から 4 を Trout(30 ヤード)、4 から 7 を Salmon(42 ヤード)とし、記述的サイズ（Extra Fine から Stout
まで）
、Wire Gauge 番号、そして 10 進法インチでの直径、を記載していた。

推奨対応ロッドも含

まれていた。

英国の比較的規模の大きいメーカーのほとんどは、偶然にもラインを番号指定に限定していた。
は独自の方法だったが、時には半分の番号が使われた。

其々

直径や重量はカタログ上では割愛されてお

り、推奨ロッド長や“Fine”,“Medium”、
“Stout”、
“Heavy” というような一般的な記述が付けられて
いた。
同様の発展は大西洋の反対側でも見られる。 3 つの名前しかないのだが、Gudebrod が 1885 年に、
Ashaway が 1906 年に、Cortland が 1916 年に、シルクラインの製造を開始した。
米国では、サイズの数字に加えて文字指定によるシステムが確立した。 文字システムでは、アルファ
ベットの 1 文字を使い、A（太い）から I（細い）まであった。

英国から輸入された番号によるライ

ンは米国内のラインやアルファベットと容易には比較ができなかった。
1900 年頃の米国のライン表示と直径は以下のようであった；

比較のために：American Wire Gauge No. 14＝0.064 インチ、No. 24=0.020 インチ
Perry D. Frazer は、著書“Fishing Tackle”(1914)の中で、こう嘆いている：”ラインの口径は、異な
る企業で作られているので、殆ど絶望的に混乱している。 幾つかの企業では独自と思われる方法、
アルファベットの最初の 9 文字を採用している。 そして別の企業では 9 つの数字を採用している。
さらにある企業は逆順に表現、例えば、No.6 は No.1 よりも太い、など。 も一度言うが、ラインは
勝手気ままに番号が付けられている、No.3 と No.269 は口径は同様であるが、編み方やコーティング
方法が異なる、など。
これらの例だけで十分だろう。 フライフィッシャーはその時代、自分のロッドに合った適正なライン
を選ぶのに難儀していた。
混乱の絶頂期、米国で NAACC（注）がスタンダードを導入し、そして一般に受け入れられた。
それは、直径に対応する文字で表現する方法で、I（最も細い）から AAAA もしくは 4A（最も太い）で
あった。 それは必然的に、英国と米国の両 Wire Gauge システムの組み合わせであった。
大事なことは、統一されたサイズや直径の指定が確立し、メーカーに拘わらない一貫性に信頼がおける、
ということだった。
Tab. 1: NAACC 直径（インチ・㎜）
“フライライン口径に関する NAACC の公式標準テーブル、文字指定、最大許容誤差、偏差”

1．5A より大きなサイズはインチの 1000 分の 1 単位の直径のみで指定する
2．最大許容誤差、プラス・マイナスは、隣り合う基準直径（nominal diameter）の差の半分、もしくは、I 以外の各サ
イズの基準直径の 1000 分の 2.5 とする。

I から H は 1000 分の 1.5 とする。
、

3．ライン全長を通しての最大許容誤差の平均は、プラス・マイナスとも 1 インチの 1000 分の 1 を超えないこと。

(注)

1907 年、National Association of Scientific Angling Clubs（NASAC）がミシガン州 Kalamazoo に設立された。

1939 年、NASAC はその名称を National

Associaton of Angling and Casting Clubs(NAACC)に変更した。 1960 年、

その名称を再び変更し、American Casting Association（ACA）となった。

ライン全長にわたってプラス・マイナスの許容範囲を 0.001 インチ=0.0254 ㎜内に収めるなんてことは
容易なことではない。
このスタンダードは、ラインの全長、テーパー部に関しては何も言っておらず、ボディー（レベル）の
直径のみを既定していた。 テーパー部の長さは数フィートから 10 ヤードまで変わり得た。 通常のテ
ーパー長は、トラウトラインで 10 から 12 フィート、サーモンラインはそれよりかなり長かった。
ダブルテーパーのトラウトラインは、ワイヤゲージ番号 22 番に等しい直径にまでテーパー付けすること
が推奨されていた。 22 番はアルファベットの H に対応する。

ダブルテーパーのサーモンラインは、

ワイヤゲージの 20 番、アルファベット F に対応する。
トラウトラインの箱に記載されたラインサイズは、HDH で、ティップ（端っこ）で直径 0.64 ㎜/0.025
インチ、レベルすなわちボディの平行な部分で直径 1.14 ㎜/0.045 インチ、そして再び 0.64 ㎜の反対側
のティップとなる

F2AF のサーモンラインの指定を数値に直すと、0.89/1.65/0.89 ㎜＝0.035/0.065/0.035 インチ、のウエイ
トフォワード（WF）ラインである。 当初は、Torpede Head(魚雷頭)とか、Forward Taper(フォワー
ドテーパー)とか、Balanced Taper（対称テーパー）
、とか呼ばれていた。
は、通常、ティップ直径の 1 つか 2 サイズ上の太さだった。

ランニングラインの直径

たとえば、HDG または HDF のように。

Fig. 1: British Wire Gauge、American Wire Gauge、NAACC Standard (アルファベット) と許容誤差
(参照 Tab. 1).

British Wire Gauge – American Wire Gauge – NAACC の比較

Fig. 2: メーカーが指定したライン番号と実際の直径（レベルラインの比較）
相互参照の為に、NAACC アルファベット指定と、ライン番号に対する位置を表す。

Kingfisher-Level ライン、0 番から 7 番は、むしろ NAACC 表示の I から B に近く、許容誤差の範囲内
であった。 4 番（1.02 ㎜=0.04 インチ）は、NAACC の E の直径と厳密に一致していた。
だが、Kingfisher の 4 番の DT と WF のレベルラインは、それよりもずっと太く、2 から 3 文字の NAAC
指定、C とか B 位であった。
（グラフの緑色の線と NAAC の線の関係を言っている）
Corona Trout ライン No.4(1.42 ㎜=0.056 インチ)は、殆ど Kingfisher Level ラインの No.7（1.45 ㎜/0.057
インチ）
、Kingfisher DT No.5、もしくは、Kingfisher WF No.5,と同じくらいの太さで、Corona Salmon
DT No.7 (1.40 ㎜=0.055 インチ)よりも太いという結果であることが分かる。
レベルラインについて言うならば、主としてベイトキャスティングや汎用的な釣り目的で作られており、
しかしまたフライフィッシングにも使われていた。

そしてダブルテーパーラインはフライフィッシ

ングの為のみに作られた。 ウエイトフォワードラインも比較的大きな企業によって販売されていた。
多くの企業が複雑なテーパー付けを行っていた。
以下は、名高い“Farlow’s Holdfast Balanced Taper”ライン（茶色）の直径と重量を示したものである。
ライン番号 1 から 4 は、8 フィートから 10 フィートのロッド向き、5 と 6 は 12，13 フィートのダブル
ハンドロッド向きとされていた。

比較のために“Hedge 7-Taper Balanced Fly Line”のデータを含めておく。
Hedge によって開発された。

このラインは Mrvin K

1941 年彼は WF-ライン US 特許 No.2,250,832 を授与された。

おそらく、
”Holdfast”領域のラインは、Hardy の“Tournament”ライン（Marvin K Hedge Taper）に対
する一つの回答となったのだろう。
（上の図参照）
“Hedge 7-Taper Balanced Fly Line”の寸法記述の全文：（上記テーパー図上後ろから表現）
“Shooting line または Backing、0.025 インチ直径；最終末端テーパー2 フィート、0.025 インチから 0.035 インチま
で；強度のある Holding line

18 フィート、0.035 インチ直径；Back taper 3 フィート、0.035 インチから 0.045 イ

ンチ；Body 10 フィート、0.045 インチ直径；5 段階の Front taper
Tip

0.045 インチから 0.02 インチまで 12 フィート；

3 フィートポイントで 0.020 インチ直径”

もちろん、他のメーカーも同様のラインを製造している。 Hardy は 1911 年に“Filip”スペシャルテー
パーサーモン&トラウトライン、サーモン用 4 サイズ 50 ヤード、トラウト用 3 サイズ 35 ヤードを紹介
している。 Kingfisher では、彼らの WF ラインの”holding line”部を割愛して、レベルだけの”shooting
line”のみを提供した。

今日では、これらのラインは”シューティングヘッド“とか ”ショートベリー“ラインと呼ばれてい
る。
まだまだ他の色々なシルクラインが存在する。 22 ヤード長のトラウト用や、2 ヤードのサーモン用の
ショート DT ライン（Farlow の“Shorter”）が存在した。 これらのラインの為に言っておくと、釣り
をする時、ラインの最後の 10 ヤードを必要とする釣り人は殆どいないと言ってよい。 従って、高価な
ラインをリール上に大量に巻いておくのは不合理である。 通常 20 ヤード長の”片側テーパー“ライン
もまた販売されていた。 透明なラインも必ずしも目新しいものではない。 米国の企業 B.F. Gladding
が”Trans-Lu-Cent”ラインを 1937 年に販売している。 これは“透明なグレイ－グリーン”色であっ
た。 だから“魚には見えずらい”とされた。
そして、Silk Floss Dapping lines があった。 これらは実際キャスティングラインではなく、にもかか
わらず、ボートからのドリフト（フライ）フィッシングで多用された。 20 ヤードで 3 サイズ：Fine 強
度 12 ボンド；Medium 強度 16 ポンド；Stout 強度 20 ポンド があった。
再び NAACC
アルファベット指定は、重量を度外視したラインの直径、プラス・マイナスの許容値、を規定するのみ
であった。
今やシルクラインは機械で編まれている（いた）
。 ロープのように捩じるのではなく靴ひものように編
んである。 編み方は、緩く編んだり固く編んだり、多くの細い糸で編んだりより少ない太い糸で編ん
だり、いろいろである。 緩く編むと、シルクは少なくて済み（コスト要因）
、しなやかになり、かなり
の伸びがある。 固く編むと、より多くのシルクが必要でラインは固くなり、よくシュートする。 ラ

インは、
“supple（しなやか）
”
、
“medium（中間）”
、“wiry（針金のように固い）”、ように編まれている
（いた）
。 “wiry”なものはアルファベット C までのラインに推奨され、サイズ C 以上では、”medum”
か”supple”が推奨された。
含浸処理では、真空処理をするか否か、その結果、ライン上に、薄い、または、厚い、層の被膜を置く
ことができる。 あるメーカーでは 12 層に被膜し、また、微小な穴や網目の隙間を埋めることをしてい
た。 スムーズで（固い）ラインはガイドを良く滑る。

更に、様々な含浸物質が使われた。

其々

は独自の重さに関して、秘密の部分を持っていた（今でも持っている）。 これらの全てが、単位長当た
り重量の違いに関わってくる。 筆者は、比重 0.82(!)から 1.57

g/cm3 （立法㎝あたりグラム）＝51.19

から 98.01 lbs/ft3（立法フィートあたりポンド）の違いを識別している。
殆どのシルクラインの比重は、1.2 から 1.3 g/cm3
純粋のシルクは典型的に比重 1.33

の範囲である。

g/cm3 であり、純粋の亜麻仁油は比重 0.93

g/cm3 である。

亜麻仁油は空気に晒すことで乾燥、または、硬化するという特質を持っており、大気による酸化によってリノ
キシンの形成の為に重さを 12%だけ増加する。
という成分に存在する。

硬化特性は、非乾性油のオレインとは区別されるリノレイン

リノレインはリノレン酸のグリセリドである。

シルクライン上（または中）にドレッシングすると、亜麻仁油は原則的に塗装されたライン総重量の 35%
から 50%を占める。 40%が平均と言える。 もし網目の中に空気を含まないとすると、シルクライン
の計算結果（60%がシルク、40%が亜麻仁油で計算）は比重 1.17 g/cm3 となる。 それは、水（比重 1.00
g/cm3）よりもやや重い、従ってゆっくりと沈むライン、すなわち“intermediate”ラインとなる。 も
しあなたが、例えば、
”Mucilin Red”や Hardy の“Cerolene”、または Farlow の”Floataline”を塗れば、
ラインは“泳ぐ”ことになる。 水の表面張力がラインを浮かせるのである。
その後、1934 年にナイロンが Du Pont によって発明された。 それはナイロン 66 と呼ばれる。
1939 年に最初の沈まないプラスチックラインとリーダーが発売された（Ashaway）
。
ところで、婦人のストッキングより前に、最初の商業的に成功したラインは 1953 年に紹介された
“Cortland333 であった。 もちろん、それは NAACC アルファベット標準に従ってラベルされていた。
それは、1949 年に紹介され、中空にブレイドされたテーパー付のナイロン芯にビニール（PVC）コーテ
ィングが施されていた。 このコーティングは、小穴が空いたりクラックが入ると、即座にシンキング
ラインへと変わった。 ブレイドされたラインは、この新素材や、シルクとナイロンの混成によっても
作られた。 それらはシルクラインが含浸やドレッシングされた時のように、同様の特性(intermediate)
を持っていた。 Ashaway が、このタイプのラインでは特に有名になった。

友人はそんなライン（WF

のもの）を 6 または 8 つ持っており、今でもそのラインでノルウェイやスウェーデンでサーモンを釣っ
ている。 それらは異なる色の部分を持ち：フロントテーパーはグリーン、ボディーは琥珀色、バック
テーパーはグリーン、ランニングラインは区画ごとに琥珀、茶色、赤だった。 シンキングバージョン
ももっと重いダクロンで作られた。 さらに、DT ライン（Milward の Twincraft）もあった。 それの

半分はナイロン（swimming）
、残り半分は Terylene、ポリエステル（Sinking）で出来ていた。 両端
にはループが付いており速やかな取り替えができるようになっていた。

それらは 2 つの WF 部分で

作られもした：ナイロンの半分は HEI で Terylene（ポリエステル）の半分は HCI だった。
比重 Nylon 66:

1.15 g/cm3

比重 Polyesters:

1.22 － 1.38 g/cm3

比重 PVCs:

1.30 － 1.58 g/cm3

1954 年に Scientific Anglers が“AirCel”ラインを作り始めた。 それは、ブレイデッドコアのレベルと
テーパー部に、
ラインを浮かすために微小の中空のガラス玉を注入した PCV コーティングを施していた。
（比重 1.30 の PVC に比重 0.18、水の 5 分の 1 の比重、のマイクロバルーンを重量で 3%だけ混ぜると、
コーティング剤の比重は 0.95 となる。
）
これらのラインは、水よりも軽い新素材の組み合わせにより浮いたのだった。 ナイロン/PVC の HEH
ラインは、例えば、シルクの HEH よりもはるかに軽かった。 釣り人は、以前と同じようにロッドを機
能させるためには 1 サイズ太い（重い）ラインを使わねばならなかった。
その後しばらくして、別のシンキングタイプのラインが紹介された。 “WetCel”である。 これはシル
クよりももっと重く、問題を大きくした。 釣り人はシルクよりも 1 サイズ軽いものを選ぶ必要があっ
た。 やがて、新素材ラインサイズ（アルファベット）とよく知られたシルクライン指定との間の変換
テーブルが発行された。 （一方、比重の異なるポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン、ケブラ
ー、PTFE、等の多くの化学素材がフライラインの芯にも被膜にも使われた。 すべてが異なる比重を持
っていた。
）
この新たな混乱を補正せねばならなくなった。
1958 年、Myron Gregory、ICF（International Cssting Federation）のプレジデントが NAACC に対し
て新しいライン標準について解決策を提案して承認された。 その後すぐに AFTMA2 はコミッティーを
作り、その作業の結果が 1960 年の新標準として採択された。 このシステムは、ライン重量のみに基づ
いていた。 すなわち、素材の比重やテーパー構造などに関わりなく、ラインの最初の 10 ヤード/30 フ
ィート/9.14 メートルの重さに基づくのである。 10 ヤードの長さだけが

”grain 重量“と、やはり grain

単位のプラス・マイナスの一定の誤差、を測定するのに必要とされた。 それは数値システムで、No.1
が最も軽いことを意味し、No.12 が最も重いラインであることを示すものだった。 今日ではライン No.0
と No.13 から No.15、そしてそれ以上が製造されている。
番号による表示は、シルクラインの幾分古い英国の番号付パターンを反映しているのであろう。 それ
では、細い（従って軽い）ラインは低い番号で、太い（重い）ものは、ダブルハンドロッドでサーモン
釣りに多く使われるのだが、高い番号 10 から 12 を割り振られた。

Tab. 2: AFTMA ライン番号と許容誤差、
（インチ表示とメートル法表示）と 1 メートルあたりの計算上
の重量

目新しいものとして市場には、1/2 や 1/4 ライン番号（ウエイト）のラインが出回っている。
要もしくはナンセンスだと考える。

筆者はこのことを不必

たとえば、10 ヤード長の AFTM 4 と AFTM 5 の重さの差は、20 grain=1.29

グラムである。 10 ヤード長の No.4 1/2 ラインは、10 ヤード長の No.4 ウエイトよりも 10 grain 重いだけに過ぎない。
４ウエイトラインの 1 メートルの重さは 0.85 グラム＝13.117grain で（下記テーブル参照）
、0.76 メートルでは
10grain=0.684 グラムである。 ロッドに 4 1/2 ウエイトラインと同じ負荷をかけるということは、4 ウエイトラインを
トップガイドからほんの 0.76 メートル=2.49 フィートだけ余分に外に出すことと同じである。 許容誤差はプラス・マ
イナス 6 grain=0.3888 グラムである。 10 grain といったらこの許容誤差の範囲に非常に近く、1/4 ウエイトライン（5

grain 段階）は十分にその許容誤差の範囲内である。 そのようなラインの、より番手の大きなライン直径からくる空
気抵抗、すなわち“感覚”は劇的に違うものでもなく、その他すべてが同様である。

異なるラインブランドの素材特

性、弾性や比重の方が、より大きな役割を演じる得ると思う。

多くのライン製造者、および、おそらくその顧客たちも、新しい AFTM スタンダードを使うのに難儀し
ていた。 たとえば、Pezon et Michel は、箱書きに 3 つ以上のライン規格を印刷していた：NAACC ア
ルファベットによる古い指定、独自の番号システム、そして新しい AFTM 番号。 例えば、
“HEH、No.2、
AFTM 4”といった具合である。 更にラインの箱の中の紙には、30 ヤード長のラインの 9.14 メートル
の重さまで表示していた。
（表中 double fuseau=DT、fuseau decle=WF）

ライン重量は AFTM 要求の値に非常に近い。 明らかにこれらラインは AFTM スタンダードを遵守し
て作られていたし、さらに古くからの多くの顧客がもっと親しんでいた古い NAACC アルファベットを
ラベルに表示していた。

表を注意してみてください、幾つかの AFTM 番号は存在していなかったし

製造もされていなかったという点を。
（double fuseau の AFTM＃5、#8、Fuseau decale の AFTM＃９
は表の中には見つからない）
他のメーカーも、ライン箱書きに両方を表示した。

時として彼ら独自の番号システムは割愛された。

しかし、シルクラインは消えつつあった。 シンセティックラインに置き換えられていったからだ。
1960 年の導入以来、AFTM システムは多くの釣り人に大変よく奉仕してきた。

悲しいことに、12

から 16 フィート、あるいはそれ以上長いダブルハンドロッドを使うサーモンフィッシャーにとっては、
まったく歓迎というわけではなかった。 通常、ダブルハンドキャスターはロッドに十分な負荷をかけ
るために 10 ヤード以上のラインをトップガイドの外に必要とする。 また、Spey cast 同様、water cast
では良い結果を得るためにより多くのラインを必要とする。 そして最近の新たなカーボンロッド世代
は、正確に決められた長さ、同様に正確に決められた重量、のラインでもってのみ完璧なキャスティン
グができるのである。
も一度言うと、これが釣り人達、および釣り具取引（特にラインメーカーとロッドの対応という点で）

とを混乱と誤解に陥れた。
最近、釣り人と企業のライン技術者が同席する協議会ができ、結局、今回は特別にいわゆるスペイライ
ンの新スタンダードを AFFTA（Americal Fly Fishing Trade Association）に対して提案した。 それは
承認され、以下のテーブルにはラインスタンダードに追加された最新のパラメータが示されている。

結局、我々がキャストするのは、直径ではなくて、ライン重量、とりわけ一定の長さの重量、である。
このことは釣り人には百年も前からよく知られていた。
H.P. Wells は彼の本“Fly Rods and Fly Tackle”
（1901 年第 2 版 p65）に書いている：
“第 3 我々は重さを持たねばならない。 それはロッドのアクションをもたらすためだけではなく、ラ
インが風に対して自身を保つためでもある、少なくともある程度は、
・・・キャスティングにおけるライ
ンの推進力は、その重量×その速度によって測定される・・・”
そして続く：
（第 1 版 p71、p49）
“今私は、実際のフライフィッシングでの効果的なキャスティングがで
きる限界は、おおむねロッド長の 5.5 倍くらいだろうと信じつつある・・・だから、毎日の仕事に自分の
道具を使うのが賢いというのであれば、初心者はレベル E よりも重くないラインを使うのが良いと思わ
れる・・・”
この記事は、シングルハンドの 10 フィートから 12 フィートのロッドが、Greenheart（緑心木）
、
Lancewood（アメリカスズカケの木）
、Snakewood（インド蛇木）、あるいは、Calcutta Cane（カルカ
ッタ竹）から造られていた時代に書かれたものである。 当時の US の“レベル E ライン”50 フィート
（15.2 メートル）は、直径 0.038 インチ/0.96 ㎜（p6 参照）
、重さ約 13.2 グラム/204 grain。 その重さ
は、AFTM#6 ラインで 38 フィート、♯5 44 フィート、 #4 51 フィートに相当する。

どうやって直径のみに基づいていた古い番号システムやアルファベットシステムを、重さだけに基づく
新しい AFTM 番号システムに変換できるのだろう？
単純明快：ラインの 30 フィートを測り、AFTM 規定の重さ（Tab2）と比べればよい。
他の方法はといえば、比重を調べることだ。
まず、シルクラインの長さを測定する。 次にティップの直径、テーパー部の長さ（DT ライン）、並行
部、ラインの中心部、後半部、ラインの全長にわたって、大体 1 ヤード毎に、各ポイントで縦・横と 90
度違う方向から直径を 2 回測定（押しつぶさないように注意して）、測定する。 ラインはしばしば丸で
はなく、楕円形とか丸くない断面をしている。 そしてあなたは信頼を置ける直径を計算するためにで
きるだけ多くの測定をする。 そしてラインの重さを測る。 グレインで、もしくは、グラムの 10 分の
1 まで厳密に。
これらのデータを持って、ラインの体積を計算することができる。
（公式は数学の本を参照）
：1 つの円筒
部（ボディー部）
、プラス 2 つの円錐部（2 つのエンドテーパー）
、プラス たぶんもう 2 つの円筒部（約
1~3 フィートの並行なラインティップ）
。 最後の部分は恐らく無いでしょう。 少なくとも中古のライ
ンにはついていない。 体積を計算し、重さを測ったら、立法㎝当たりのグラム、あるいは、立法フィ
ート当たりのポンドいずれかで比重を計算することができる。 次に、テーパー部、並行部の重さを計
算する。 次に、1 フィート、あるいは、1 ヤード、1 メーターの重さ、10 ヤード(30 フィート)の重さを
計算する（グレインで）
。 これが AFTM システムでの基盤である。 もう 1 つの計算で、
（計算された）
正しい AFTM 番号が得られる。 同様にすれば、WF ラインや他の形式についても計算できる。
筆者は多くのシルクラインについて、古い物も現代のメーカーの物も、このような測定と計算とをやっ
てきた。

この例は、上述したように、2 つのビンテージ DT シルクラインの直径（0.5 と 1.0ｍ毎に測定）をグラ
フにプロットして示している。 レベル部の平均直径は 1.62 ㎜=0.064 インチ、と、1.28 ㎜=0.050 イン
チ。

"Corona Trout" と "Kingfisher Trout" 番号とは、殆ど同じである。 両社は結局同じ工場で作られて
いることが分かった。 だが、Hardy の“Corona Salmon”の番号は、Kingfisher の Salmon-line 指定
とは違っている。 ”Corona Trout No.2” は、AFTM 流に換算すると 4.2 になるだろう、
“Kingfisher
Trout No.2”も同じである。 “Kingfisher Salmon No.7”は、AFTM No.12.5 に相当する。

一方、”

Corona Salmon No.12”は、AFTM No.12.2 と同等である。 許容誤差は度外視している。
古い NAACC 文字システムと新 AFTM 番号システムとを比較している沢山の表（本、古いカタログ、イ
ンターネット）が存在する。 それらは精度も十分で目的を良く果たしている。 下に示したのはまだ
新しい表で、前述した方法で計算を適用している。

全てのラインについて、テーパー長 6 フィートを

測定したところ、3 つの異なる比重が計算された。
（1.20、1.30，1.40

古い HEH ラインを買うと、
たぶんそれは AFTM 4 1/2

g/cm3）

と AFTM 5 1/2 の中間に相当するだろう。 そ

の理由は既に説明している。
この HEH ラインを、新たに含浸、表面ドレッシングで完璧に再生させると、ライン番号（重量）を 1
レベル上下、あるいは、それ以上に操作することができる。
計算例メートル法表示（フィート・ヤード法は前述のテーブル参照）
10 ヤード/9.14 メートルの、直径 1.2 ㎜の No.E のレベルラインは、体積、パイｘ半径 2 ｘ
ｘ

長さ＝3.14

0.026 ｘ 9140＝7464 ㎜ 3 （立法ミリメートル）
、計算上の重量 8.73 グラム/134 グレインとな

り（7.464x1.17、計算上の比重）
、結果は“重い AFTM4 番または軽い 5 番ライン”となる。
（Table2 参
照）
このラインに 0.05 ㎜（=0.00019 インチ）の層のドレッシングを追加すると、直径は 2x0.05＝0.1 ㎜から

1.12 ㎜だけ増える、体積は 9000 ㎜ 3 となり、1535 ㎜ 3 だけ増える。 これは比重 0.93g/cm3 の亜麻仁油
1.43 グラムに等しい。 このことは、直径 1.14 ㎜の D ラインを作ったことに他ならない。 言い換え
ると、AFTM 番号で 1 レベル上にあげたことになる。 AFTM4 と 5 の 10 ヤード長の重さの差は 1.3 グ
ラム=20 グレインである。
AFTM ライン重量を 1/4 増分で作るということは、非常に薄い層をドレッシングすることとなんら変わ
りない。 上の例では、0.05 ㎜の 4 分の 1、0.0125 ㎜=0.00049 インチである。
1978 年、英国 Sutton Coldfield の Noel Buxton が、AFTM スタンダードを順守した新しい領域のシル
クラインの開発を始めた。 彼は、時代遅れの伝統主義者と呼ばれたが、その努力に執着した。 結果、
彼は、最も多く使われた No.5 と 6 の最初の DT ラインを販売した。 1983 年、あるスコットランドの
釣り人の強い希望で、ラインをオリーブグリーンに染色して“Phoenix Mere Green”として紹介した。
その年の年末に向かって、そのサイズをより軽い AFTM DT4 を含む領域にまで拡張し、更に AFTM
DT 10 と DT12 に 2 つの 40 ヤードラインも紹介した。 1984 年、更に軽いラインへの要求に応える為、
DT3 を紹介し、DT2 の開発を開始した。 1986 年、米国の釣り人から、Extended Taper の要求が寄せ
られ、1989 年までにそれらの DCS ラインを全 AFTM 重量範囲の♯1 から#12 までを提案した。 1992
年には日本のロッドメーカーから#1/2 重量のラインの要求が出された。
彼のラインレンジには以下が含まれていた；
"The Phoenix Original"：30 ヤードトラウトライン、やや短い 4 フィートテーパー、サイズ 3，4，5，6
"The Phoenix DCS"：30 ヤード 16 キャリアーライン、10 フィートテーパー、サイズ 1 から 9
"The Phoenix DCS Salmon"：同様の構成で 40 ヤード、サイズ 9 から 12
全てのラインに、
“明るいストロー色”または“Mere Green”があった。
Noel Buxton は逝去した。
今日、Pheonix ラインはフランスで Mike Brooks によって作られている。 彼はオリジナル領域を 33
ヤード長の WF ラインに拡張している。 彼のラインのテーパーは 6 フィート長である。 DT と WF
ラインに加えて、彼は 25m 長、4 種の直径 0.65 から 0.90 ㎜までのレベルラインを製造している。
（AA、
B、C、D 指定で大体 AFTM2-5 に相当） また、各種サイズのブレイデッドシルクリーダーも作ってい
る。
http://www.phoenixlines.com/
もう一つのフランスのシルクラインメーカーは、J.B. Thebault で、DT、WF 共に AFTM スタンダード
の多くのサイズと長さラインを作っている。
http://www.jpthebault.com

更に、フランスには“Loukkas”シルクラインというブランドもある。
（あった）
（サイトは行方不明 2017 年 6 月 15 日）
イタリアには、Terenzio Zandri というメーカーがあり、シルクと人造シルク（PVC）を編んだラインを
作っている。 ハーフサイズと 4 分の 1 サイズで、リーダーも作っている（いた）。
（サイトは行方不明 2017 年 6 月 15 日）
最近まで、フランスの Saint Chamont の“Robinson”というブランド、ベルギーの”Kaizer”（一時、Pezon
et Michel の“Luxor”ラインを作っていた）というブランドがあった。

両社とも今は存在していない。

Fig. 6 は、AFTM システムに合致する幾つかのシルクラインを表示している。 AFTM スタンダードを
順守する 2 つの新しいライン（Pheonix）と 4 つの古いブランド（測定の上 AFTM サイズで再計算され
たもの）を示している。 黒い線は AFTM 重量を 30 フィート長のグレインで表示、緑線は許容誤差の
プラスとマイナスを表す。

2 つの Phoenix ラインは、指定の重さ 5 と 10 に厳密に合致している。

Kingfisher と“Luxor”は、低い方の許容誤差カーブに近い、言わば軽めの 5，6 番というところ、一方、
Halford と Corona ラインは、其々、むしろ重めの 7，8 番と言ったところだ。
シルクラインを最近のシンセティックラインとどうやって比べるのか？ 筆者は多数のプラスチックラ
イン、すべてフローティングタイプ、を測定し、多数のシルクラインの直径に対してプロットしてみた。
下のグラフがその結果である。

X 軸は AFTM 番号で Y 軸が直径。 古いシルクラインは、前述の方法で AFTM 番号に再計算して求め
たもの。 プラスティックラインには、Scientific Anglers、Cortland、Hardy、Orvis、Rio、Jenzi の
フローティングラインである。 直径はほんのちょっと違うが、素材が異なるためだろう。 直線の傾
向カーブを描いてある。 また、Cortlan444 シルクライン WF5、６と DT 5 の 3 つの直径も含めてお
いた。
すべてのシルクラインは最近のプラスティックラインよりは、はるかに細いということが分かるだろう。
差は 10%から 20%で、ラインサイズで言うと、1 つか 2 つ違う。 Sylk ラインは普通のシンセティック
ラインと比較して劇的に細いということはない。

結論
古いバンブーッド（あるいは、それを真似て新たにコピーしたロッド）、ロッドシャフトに記載された、
例えば、ライン指定 HEH、の用のラインを選ぶ時、最近のシンセティックの AFTM 5 ラインが正しい
選択なのかもしれない。 （必ずしもそうだというわけではないが・・・）

シルクラインは、異な

る素材、独特の特性（弾性、比重）
、より細い直径（1~2 番手の差で）、結果かなりの空気抵抗の減少、
といったことに起因して、プラスティックラインとは動きがかなり異なる。
シルクライン/ロッドシステムは、キャストハンドからの力により敏感に、かつ、微妙に反応する。 ロ
ッドを曲げることは大いにやりやすい。 ラインがハイスピードを実現できるとすると、空気抵抗は大
きな役割をする。 タイトループも重要だ。 多くのキャスターに関して、力の入れすぎて、空中のラ
インがヒューヒューと音がする。 鞭打ち状態からくる“パシッ”という音も時折聞かれる。 そんな
時、通常フライは消えている。 これは衝撃波以外の何物でもない（音の速さは 340m/s=770mph）
。 細
い直径のもう一つの利点は、水面への優しいランディングで、水滴は殆ど飛散しない。
比較的口径の大きいプラスティックラインは、空気中を飛ばすには、よりパワーのあるロッド、キャス
ティングストロークを必要とする。 キャスティング時の異なる挙動は、シルク対プラスティックでは、
シルク初心者にとっては幾分“妙な”感じさえするだろう。
バンブーロッドは、シルクラインの時代に、実際、古い匠たちによって作られた。 時代が証明する多
くのテーパー、例えば、Dickerson、Leonard、Payne、そしてその他の多くが、実にシルクラインに良
く合う。 今日のロッドメーカーは、しばしば、それらのテーパーを化成品ラインの運動性向に合せる
べく調整をしている。
しかし、色んな手順で計算した同ウエイト指定のプラスティックラインと同じように、キャスティング
時のラインの挙動（固い、柔らかい）は異なるものである。 シルクラインとて同様で、古い物、再生
したもの、あるいは新規に編んだもの（固編み、柔らか編み、ドレッシングの違い）、などに拘わらず、
挙動は異なってくる。
筆者は、この何十年、実際にはこの百年もの間、言われてきたことを繰り返す。
十分に試すこと！

1 本のロッド（そして一人の釣り人）にとって適正なラインというものは、ロッド

上にも、また、カタログにも必ずしも印刷されているとは限らない。 小さなブルックだけを釣る人は、
リーダーを含めて、5、6 ヤード以上をトップガイドから外に出すことはない。 彼らは 1、2、いや、3
サイズ大き目のラインを使うべきだと思う。 湖や大きな川で、15~20 ヤードのラインを空中で扱う釣
り人もいる。 彼らには、1 つか 2 つ小さめのラインが良いかもしれない。 このことは、シルクライン
でもプラスティックラインでも同じである。
H.P. Wells（1901）についてもう一つ。

“もう一つ考慮すべきことがある。

ロッド上の負荷は、もちろん、キャス

トするラインの長さによって変わる。 従って、いかなるロッドにとっても、ベストサイズのラインが解決すべき問題

だ。

これらのことを考慮に入れ、35~40 フィート（10.5~12m）を非常に楽にキャストすることができるようなライ

ンがロッドに最適だと言えるならば、我々は非常にフェアなワーキングルールを得たことになる。

これに筆者は付け加えることはない。
心に留め置くべきもう一つのこと：
シルクラインがスタンダードであった頃、リーダーもまたシルクだった。 “Silkworm gut（シルク虫
のテグス）
”は、アジア産の蛾（Bombyx mori）の一種の幼虫（一般に Chinese silk worm と呼ばれた）
のシルク腺の内容物から用意された物質である。 スペイン南東部の町、Murcia、同名の州の州都、が
silk gut leader 製造の世界の中心となった。 最盛期で、スペインは 9000 万本の撚糸を毎年生産してい
た。 （J.H. Keene は、年刊 Gut Report の質問に答えて、1884 年には 32,500,000 本の産出量と述べ
ている。
） すべての主要な釣り具生産者が Murcia に代理店を持っていた。
Gut は 10 種の直径で売られていた。 0.56 ㎜/0.022 インチ から 0.25 ㎜/0.01 インチ までの、“自
然引き”
（実際に指で引き出された）
、と 7 種の別の直径、0.23 ㎜/0.009 インチから 0.12 ㎜/0.0048 イン
チまでの“drawn gut”（テンプレート；ゲージの穴から引き出された）である。
直径指定が続いている、想像してみてください、そう、British Imperial Standard Wire Gauge です。
後にほんの少し異なるシステムが米国で確立した、NAACC official standard table of leader material
calibration、
（リーダー素材口径表）
、ゲージ番号、許容誤差、最低許容破壊テスト、などが規定されて
いた。
Panta Rey 今日リーダーの直径測定は、
”11 ルール“に基づいている。 少なくともインチフィート表示の世界では。
1 インチ直径の 1000 分の 11（0.011 インチ）から始め、直径を得るには“X”を 11 から引く。
例
す。

3X の場合：11－3＝0.008 インチの直径となる。
例

られる。

同様に 0X よりも大きなものに対しては、X に 0.11 インチを足

2/0X の場合：2＋11＝0.013 インチとなる。 メートル法の国では、直径はミリメートルの何分の 1 かで測

3

-/5 指定が何を意味するのか、
何を元にして測るのか、
筆者は知らない。 また、American Casting Assosication(ACA)、

NAACC の後継組織、の責任者に問い合わせたが、何も得られなかった。

注記:
1．7x から 4x までの許容誤差は 1000 分の 4 のプラスマイナス。4x から 1/5 までの許容誤差は 1000 分
の 2。
2．1000 分の 20 以上の素材は、直径のみで表示し、許容値は 1000 分の 1/2 のプラスマイナス。
3．10 ポンド以上の破壊テストは無し。
品質の良い gut の実際の破壊強度はより高い；少なくとも要求最低値の 2 倍は高い。 Gut は 15 から
16 インチの長さ（時に 20 インチ）について 3 段階の品質で販売された：Selecta（最上）
、Superior 、
Estriada(時として 5 段階の品質（：Natural Selecta、Selecta、Natural Superior、Superior、Estriada）)。
典型的なトラウトリーダーは 7/5 から 1x（”stout”）、または、8/5 から 4x(“extra fine”)で 2.5 から 3 ヤ
ードの長さで購入した。
サーモンと海トラウト釣り用では、より強い口径が使われた。 また、
“gut twisting engine”で 3 本の糸
を撚り合わせてあった。 そのリーダーは、柔らかくするために、使う前に水に漬ける必要があった。
もちろん、それらはシルクラインのように柔らかくなり、同じ比重となった。 シルクラインと同じグ
リースを使うと浮かすことができ、
“Fuller's Earth”を塗り込むと沈ませることができた。
それらは染色されていることが多かった：トマトの葉の緑、お茶やコーヒーのブラウン、インクのブル
ーグレイ、ウォールナットの葉のニュートラルグレイ（
“London smoke”）
、そして、煤色、等その他の

色があった。
フライフィッシャーは、drawn gut（引き出された糸）やブレイデッドラインで釣りをする以前にシルクに頼っていた。
まさにフライ自体を作るということに於いて。 鳥の羽をフックに取り付けるために、そしてフライのボディーやヘッ
ドを作るためにシルクを使っていた。

フライ・タイイングのマテリアルとしてのシルクの物語は、Izaak Walton、

Charles Cotton、や、同世代の人々よりも前に語られていた。

シルクウォームガットが英国で販売されたことについて最初の記述は 1722 年、William Browne、ロンドンのタックル
ディーラー、が発行した宣伝の中にあった。 “…同時に、すべての紳士諸君は最高の Silk Worm Gut に満足されるで
あろう。

近日発売。
”

釣りの書物では、Silkworm gut は、Newton-Awberry の James Saunders, Esquire の本で最初に言及されている。
“完全なる釣り人よ。 すべての種々の釣法についての大規模で特別な記事が、釣りの芸術における興味津々の秘密と
優雅さとをもって今ヨーロッパで流行している。 海でも、湖でも、池でも、川でも、小川でも、投げ矢でも、槍でも、
ヤスでも、網でも、針と糸、その他何を使う釣りにでも、とりわけ、釣り竿、糸、針、エサの準備の方向付と共に釣り
というスポーツの為に計算され、スポーツの全ての部分がそれぞれ相応する、そして釣り人が正しくそれらを適用する
よう指揮するために、また、すべての英国の主だった川、湖、海について、そしてそれらの場所にどんな魚が特に見つ
かるのかの記事。

最高の筆者から最長の経験を集め・・・”

（W.Mears and S. Tooke, London 1724）

Swiss and Milanese の書物で、彼は言っている： “これらは細くて特に強い毛か糸を作る。

一本の毛に似ている、

蚕のはらわたから引き出される、そんな小さなサイズに匹敵するものは自然にはないような、にかわ質な物質、一本の
馬の毛よりももっと細い、通常は釣りに使われる…”

Geo.M.Kelson

"The Salmon Fly" (1895)の中で、 " …

Silkworm Gut をこの国に紹介することを William Hay,

member of the House of Commons in 1734 に帰する…

トラウト用シルクラインのティップ（先端）の直径（通常

H=0.64 ㎜/0.025 インチ、か I=0.56mm/0.022

インチであるかもしれない）を近代のノットレスのナイロンリーダーの太い方の端、とを比較すると、
往々にして後者の方が固いことに気付くだろう。 そこではラインからリーダーを通してフライへとス
ムーズな力の伝達が起こらない。 だから、こう助言される。 適切な直径のリーダーか、柔らかいリ
ーダーを使うか、フライラインのティップ部をカットして太くするか、等と・・・。 新たに提供され
たブレイデッドリーダーとか、
“ファールド”シルクリーダーは、たぶん悪い選択ではないだろう。
“毛、特に白の、は、しっかりとした糸での釣りにとって主要な物だ。

それは伸縮性があり、gut にはない、

コンディションの良い生きた種馬から採取するならば、非常に強くて機能性が良い。
を見つけられないのなら、バイオリンの弓のメーカーから入手すればいい。
John Harrington Keene, “The Practical Fisherman”(1881)
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適した色の生きた種馬
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Len Safhay に本稿の読破、筆者の英語の改良の労に対して心からの感謝を表す。

最後に幾つかの写真:

古いシルクライン
塗装と含浸を完全に除去。
黄色っぽい色調はシルク繊維の間に残った
古い含浸による。
網目がはっきり見える。

HDH (= 概ね DT 6)
ブラウンカラーのコートランドラインを十
分きれいにしたもの

HEH (=概ね DT 5)
2 つの再生ライン、オリーブ色。
上は四角い断面、下は丸断面。
2 つの別の網み目の違いがはっきり区別で
きる。

上 HEH (= 概ね DT 5)
下 HDH (= 概ね DT 6)
古いライン、“ナチュラルストロー”未処理
含浸には濃い蜂蜜を含みラインは固い。
洗浄して再塗装が必要。
網目の中の小さな穴や隙間にうまくドレッシ
ングが入っていない。 このラインは上手くシ
ュートしないだろう、結果的にガイドに溝がで
きることになる。

HDH (= 概ね DT 6)
古い Hardy ライン、未処理。これも網目に
ドレッシングが十分詰まっていない。
このラインはボトルグリーンである筈。
古くなったドレッシングは暗い茶色に変色
していて粘ついてはいないが、元の色をカ
モフラージュしている。 このラインはこ
げ茶色をしている。

Corona No. 8, (= 概ね DT 9)
15 年物の本物の Noell Buxton が作った
Pheonix ライン。 含浸は幾分暗い色にな
っているが、粘つくことはない。
ライン表面は非常に滑らか。
このラインは、塗装を剥がしておらず、い
まだに箱に入ったまま。

DT 5 "DCS"
修復した Thebault。 ラインは殆ど使われ
ていなかった。 持ち主にとっては固すぎ
た。 完璧にクリーンアップし、元から作
り直した。 以前より柔らかくなっている。

WF 5
修復済み Milwards、緑。
色はところどころ幾分色褪せている。
たぶん紫外線によるものだろう。

HEH (= 概ね DT 5)
修復済みサーモンライン。メーカー不明。
ブレイド中に螺旋が入っている：糸の 1 本が黒く染色されている。
以下の仕様の WF ライン：
3m、0.92 ㎜パイの平行ティップ。
3.5m のフロントテーパー。
9.5m、1.62 ㎜パイの平行ボディー。
4m のバックテーパー。
34m、0.95 ㎜パイのランニングライン・
全長 53m/58 ヤード。
総重量 53.5 グラム/826 グレイン。
20m の重さ 38 グラム/586g レイン。
トーナメントラインか？

修復済み Ashaway Torpedo Head ナイロン
ライン。 ラインは区画ごとに色づけされてい
る：グリーン、琥珀色、茶色、赤。
F2AG (= 概ね WF 10)

注意深く端をほぐした 2 つのシルクライン。
左：Ashway Crandall’s American Finish
レベル C、40 ヤード。8 本編み（8 本のおさげ
網み）
、茶色、3 本の未染色の撚り合わせ糸を
芯にしてブレイドしてある。
右：Hardy Corona No.8(~DT9) 35 ヤード
緑色、糸は外側の表面だけ染色されており、内
部は未処理で黄色っぽくなっている。 ブレイ
ド後に染色されたもの。

左は、Hardy gut leader、濃い緑に染色、3 ヤード長。 11 本の糸で出来ており、8/5 から 2X（0.33 か
ら 0.2 ㎜）までテーパーがついている。
右 gut 撚糸、
“natural drawn slecta”
0.31 ㎜ と 0.46 ㎜ （2 本目とインチ数値はゴメ
ン）
Gut の下は、初期のナイロンリーダー
“Platil Strong”で出来ている。 Knotted テーパ
ーで、5 本繋ぎ、0.46 から 0.22 ㎜まで。

Spanish Silkworm gut
最高級グレード特性ドライフライリーダー
ファストテーパー、Paul H. Young Co.が販売。
1956 年 1 本 $1.95
12 フィート、明るいミストグリーン、
テーパー：4/5 から 0X（0.43―0.25 ㎜）
（“全体に barrel knots）
一番下に、gut で見えないが、
“Made in Spain”
と書かれている。
.
エピローグ
Isaak Walton: "The Compleat Angler", 1653
第 21 章: ラインの作成とロッドとラインの色づけに関する方向付け
Piscator: しかしまず君のラインだ。 まず、毛が丸くてつやが良くて、凸凹や腐食や、かさぶたが無い
ように注意することだ；うまく選ばれ、均等で、つやがあり、草色をした丸い毛は、間違って選ばれ、
凸凹がいっぱいで不均等に腐食した 3 本の毛と同じくらい強いことが分かるだろう。
黒くて丸い毛はめったに見つけられないだろうが、多くの白の毛は平らで不均等だ；だから、もし一房
の適当で丸くて、つやのある草色の毛を手に入れられるなら、それを沢山用意しなさい。
そしてラインを作るためには、このルールをよく見なさい：まず、その毛を撚り合わせんとする直前に
よく洗ってきれいにする。

そして最もきれいな毛だけを選ぶ。 等しいデカさの毛と言うのは普通全

部が一緒に伸びる、そして一緒に切れる。 不均等のデカさの毛ではそうならない、一本だけが切れて
信頼を寄せている釣り人をだます。
輪を捩じったら、少なくとも 15 分間は水に漬けておく。 それからまた捩ってからラインに結ぶ；
そうしない人のラインは、最初にそれで釣りをした時に 1 本か 2 本が縮んで短くなっているのが分かる
はずだ。 そうなると、最初の水入れ不足のためにラインの強度が大きく損なわれる。 そして再度捩
じることになる。 これが 7 本毛のラインに見られることだ。 中央に黒い毛がいつもあるもののうち
の一つだ。
君の毛を染めるにはこうするんだ：1 ピントの強いエール（ビールの強いの）、半ポンドの煤、少量のウ
ォールナットの木の葉のジュース、同量のミョウバンを用意する：それらすべてをポットか皿か土鍋に
入れ、半時間ほど煮立てる；そしてそうなったら冷ます；そして冷たくなったら、毛をその中に入れ、
しばらく置く；そうすると毛の色はある種の水の色か草色、あるいはグリーンぽく変わる；長くつけて
おくほど濃い色になる。 もっといろんな色を作れと言われるかもしれないが、それは殆ど目的なしに

言っているだけだ；疑いなく水色や草色の毛が釣り師にとって最善で最も有益なんだ。 しかし余り濃
いグリーンにしてはいけない。
でも、もし濃いグリーンに色づけしたければ、こうすればよい：1 クォートのエール、半ポンドのミョウ
バンを用意；それらを平鍋か土鍋に入れ、君の毛を入れる；それを火にかけ、半時間ほどゆったりと煮
る；そして取り出して乾かす；乾いたら 2 ポットの水を用意し両手一杯のマリーゴールドの中に入れタ
イルか何かフィットするものでカバーして再び火にかける。 そしてまた半時間ほどやさしくボイルす
る。それくらいの時間で、あくが黄色く変化する；そしたら半ポンドの緑バン（硫酸第一鉄）のかけら
を細かく砕いて入れ、着色したい毛を一緒に入れる；そして煮汁が半分になるくらいまで毛をやさしく
ボイルした後、毛を入れたまま 3~4 時間冷ます。 緑バンを追加するほど緑が濃くなることを観察する；
だが疑いなく青白いグリーンが一番良い。 しかし黄色い毛が欲しいのなら、それは雑草が腐朽する時
期が唯一良いのだが、更に多くのマリーゴールドを入れる；緑バンのほとんどを排除するか、そのまま
にして、代わりに少量の緑青を入れる。
こうして君の毛が染まる。

