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マレーシアがもっと好きになる ライフスタイルマガジン

毎月５日発行

[ セニョ〜ム ]

初 心 者 でも 楽 しめる

池 釣 り ににトライ
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池 釣り

4 狙ったところに飛ばすには…
狙った場所にルアーを落とせ

取材協力：Sabre Tackle(M)
Tel：03-2260 4628
www.sabrestrokers.com

るようになれば、釣れる確率が
グンと上がる。しかし、初心者

釣り歴 20 年以上のフリーランス

ライター＆ガイドをしているオージェイさんをナビゲーターに、セランゴール州シャーアラムにある「フライフィッ

り見ること。余分な力を抜いて

「ベールアーム（①）を閉じる前にラインロ

手首のスナップをきかせて投げ

ーラー（②）の位置に注意すること。ラインロ

るのがコツ。投げた後に竿先を

ーラーを上側にもってきてからベールアーム

ピタッと止めないと、着水点が

を閉じないと、ローラーから糸が外れてしまい

ブレてしまいます。前後の距離

ライントラブルの原因になります。
」

た場所よりももっと遠くに投げ
る感じでやってみてください。」

2 釣れるスポットの見つけ方

釣具店では、
「どこで釣りをしたいのか」、
「どんな魚を釣りたいのか」、
「釣

湖や池の地形をよく観察して見極めることが第一歩。茂みの近くや川が流れ込

りの方法（餌釣りかルアー釣りなのかなど）
」といった目的意識をはっき

んでいる入り江に魚が潜んでいる場合が多い。スポットを見つけたら、そこを目

り伝えること。

がけて投げてみる。ルアーは同じ方向に続けて投げずに、ポイントを少しずつず

まずは釣竿。
「初心者だからということで、最初に買う釣竿やリールは、

くときに何度も絡ませてしまう。

感をつかめないときには、狙っ

シング・ルアーキャスティングセンター」で池釣り ( ルアー＆餌釣り、フライフィッシング）に挑戦した。

1 釣り道具の選び方

リールの使い方がよく分からずに、糸を巻

にはなかなか距離感が計れない。
「まず、狙ったポイントをしっか

日本でファンが増加中のフィッシングだが、ここマレーシアでも休日になると、公園にある池で釣りを楽しむロー
カルの姿を見かけることが多い。初心者でも楽しめるフィッシングにトライ！

5 糸が絡まらないようにするには…

6 釣れる時間帯や天候は？
早朝あるいは夕暮れ時がベター。
「日中は強い陽射しを避けるために魚
が水面の下の方に潜ってしまうので、釣りにくくなります。曇りの日も晴
れの日と比べると魚の動きが活発ではないので、釣りにくいですね。」

らしていって扇を描くように投げるのがコツ。

つい安いモノを買ってしまいがちですが、これはよくありません。本格的
に始めたいと思っているのなら、クオリティの高いものを選びましょう。
魚が食いついたときの振動（アタリ）を感じやすい竿がお勧めです。感度
のいい竿を選ぶことで釣れる確率がグンと上がりますよ。」
「池釣りには少し硬質で重さ 1 キロ前後の釣竿を使うといい。
」今回は、
オージェイさんが用意してくれた竿を使用した。

雨こそ降らなかったものの、雲が空を覆っていた

次にルアー選びだが、「ルアーにはたくさんの種類があり、カラー・バ
リエーションともに多種多彩です。ルアー選びは、初心者にとってはなか
なか難しいことですが、大事なのは使い方について固定観念をもたないこ
と。とにかくトライしてみるのがよいでしょう。しばらくやっていると必
ず自分のお気に入りのルアーが数種類でてきます。」

餌釣りでは食パンを餌に

3 釣り始める前に…

ひと指し指で糸を押さえてからル
アーを投げる

釣竿の点検。糸を張って張り具合を調整したら、

まっすぐに飛ばせるよう、釣竿の先端に糸が巻き付
いていないかを確認。「初心者は意外とそれに気づ
センターのオーナー、ニク・ラ
ヒミさんのオリジナルルアー

取材協力してくれた
「Sabre Tackle」スタッフ
の友人で釣り歴 20 年以
上のリーさん。釣り上げ
た魚にニッコリ

かないことが多いのです。」
生餌が禁止されているので、餌釣りでは食パンを
使用。食パンを小さくちぎって針に付けるのではな
く、ぎゅっと固めてから丸ごと付ける。餌を投げ着

多種多様なルアーは見ているだ
けでも楽しい

水したとたん、魚が食いつくも、糸を引く態勢がと
れずに糸を引きちぎられしまうというハプニングも。
竿に糸を張る

フライフィッシング・ルアーキャスティングセンターで釣れる魚

ピーコックバス
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(Peacock Bass)

ブラジル、ベネズエラにまたがるアマゾン流域の河、
湖が原産地。中南米諸国のほかマレーシアやシンガ
ポールにも生息する。

釣竿の点検をするオージェイさん

釣りにトライ

写真提供：Fly Fishing Lure Casting Center

ジュラワ（Jelawat）

パクー（Pacu）

トゥムンシス（Temensis）

ティラピア（Tilapia）

トマン（Toman）

サルタンフィッシュとも呼ばれる。マレーシア北部、
タイ、ボルネオ島の河、湖が原産地。中華料理に使
われる魚として有名。

原産地ブラジル。ピラニアに近い種だがピラニアよ
りも大きく育ち、鋭い歯をもつ。最大で 30 キロに
まで成長するものも。

コロンビアとベネズエラのオリノコ河水系が原産
地。多くの釣りファンが狙う人気魚。ゲームフィッ
シング用に世界各地で放流されている。

原産地はアフリカと中近東。食用にアジアから南北
アメリカまで世界各地の河川に放流された。日本で
も注目されている。

スネークヘッドとも呼ばれる。アフリカとアジアが原
産地。高価な食用魚となっている。糸をグイグイひっ
ぱることで知られ、釣り応えのある魚として人気あり。
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マレー半島の主な淡水釣りスポット

（情報提供：
『Rod & Line』編集長 CS. フォンさん）

地元釣り専門誌『Rod ＆ Line』編集長、
ＣＳ．フォンさんにきく

マレーシア釣り事情

Pergau Lake

Kenyir Lake

コタバルから約 100 キロ南西にある水
力発電用ダムにできた湖。新しい釣り
スポットとして人気上昇中。ラムパム、
トーマンなどが生息する。

Kenyir 川のダムにできた湖。人造湖と
しては東南アジアで最大。KL からだと
車で６、７時間かかるので、釣りを存
分に楽しむには 3 日以上の日程を組む
のがベター。トーマンやクリサ（ジャ
イアント・アロワナ）
、カワン（フレン
ドリー・バーブ）
、カルイ（ジャイアン
ト・グラミー）などが生息。

THAILAND

池釣りから始めてみよう

『Rod ＆ Line』と『釣魚月刊』
華字紙『南洋商報』のナンヤンプレス・ホールディングス発行。1996 年
創刊の釣り専門月刊誌。発行部数２万部。同じ発行元のマレー字誌『Pancing』
と華字誌『釣魚月刊』とともに「マレーシア３大釣り専門誌」と呼ばれる。
年に１回、マレーシア最大のフィッシング野外活動展「Angling ＆ Oundoor
Recreational Fair」を主催。 www.rodline.com.my

初心者におすすめしたいスポットは、近くにある釣
堀や池、湖などです。ＫＬ近郊には、スバンジャヤ、
あるので、公園内の池で釣りをはじめるのもいいので
はないでしょうか。公園の管理をしている自治体当局
から許可証を取得すれば（1 ヵ月 RM15）、土日や祝日
に限り釣りができます。（注：ＫＬのティティワンサ湖
公園のように釣りが禁止されているところもあるので、
事前確認が必要。禁止場所で釣りをすれば罰金が科さ
れる。）
セランゴール州 Semenyih 地区のように、池が多く
集中し、釣った魚をおいしく料理してくれるレストラ
ンを併設した場所もあります。なかでも有名な池が
フィッシュバレーですが、初心者には釣りの成果を文
字通り『味わう』ことも大切ですね。
日本では川釣りも盛んだと聞きますが、マレーシア
では都市近郊の川は汚れていて魚があまりいないこと、
いるとしても種類が少ないことから、川釣りをするな
ら奥地の源流の近くまで行かなくてはなりません。で
すから初心者が手軽にできるスポットとしては、あま
りおすすめできません。
また初心者同士で釣りに行く場合には、経験者を必
ずリーダーにつけること。経験者に実戦を通じて基礎
から手ほどきを受けることが、上達への近道にもなり
ます。

Kota Bharu

Temenggor Lake

さらに、ここ 10 年でマレーシアの釣り環境が大き
く変わったこともあげておかなければならないでしょ
う。近年、高速道路が整備されて遠隔地への移動が容
易になり、遠方の釣り場が荒れはじめてきています。
趣味で釣りをする人以外に、釣った魚を売る商売目的

を痛め自然の大切さを訴え、環境保護に取り組む人も
出ています。

カーが、ジョーホール州ロンピンで発売前の商品をテ
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Bukit Merah Lake
1950 年代、稲作の灌漑用に建設され
たブキメラダムにできた湖。スバラウ、
トーマン（スネークヘッド）
、カルイ
（ジャイアント・グラミー）
、ラムパム
（鯉）のほか、レッドゴールデン・アロ
ワナなどの希少種も生息。

トゥムプリン川とその支流のタハン川、
クニアム川では網を使った釣りを禁止
するなど、釣りファンの「聖域」とし
て保護されている。クラ（鯉の一種）
やスバラウなどが生息する。

Taman
Negara
Endau‒Rompin National Park
at Kampung Peta (via Kuala
Rompin）

PAHANG

ジョホール州とパハン州にまたがる、
半島部マレーシアではタマンネガラに
次ぐ広大な国立公園。ウンダウ川、ロ
ンピン川、キンチン川、クマパン川が
有名な釣りスポットで、4 月と６〜 8
月がベストシーズン。９〜 10 月が魚の
交配期にあたるため、釣りは禁止。ま
たモンスーン期（11 〜 3 月）は入園不可。

SELANGOR

Malaysia
Agriculture Park
z

KUALA LUMPUR

z

Semenyih
area

NEGERI
SEMBILAN

z

Endau Rompin
National Park

Semenyih area
Semenyir ダム周辺には釣りスポットと
して、いくつかの池が点在している。
なかでも「フィッシュバレー池」が有名。
餌釣りしかできない池もあるので、要
確認。ハルアン、バチュー、ティラピア、
ロフなどが釣れる。

MELAKA

JOHOR

SINGAPORE

※

Malaysia Agriculture Park

ストしてから市場に送り出していることからもわかる
ように、「釣りの聖地」ともいえるような場所があるの
も事実です。ロンピンには回遊魚が多いことから、「釣
具のＲ＆Ｄ（研究・開発）の場」となっています。

ツアーに行ってもオペレーターやガイドが手取り足取
り教えてくれることは期待できません。現場に着いた
ら「あとは自分たちで勝手にやってよ」っていう感じ
です。また、マレーシアで発行される釣り雑誌はビギ

今回池釣りに挑戦した「フライフィッシング・ルアーキャスティングセンター」
は、このマレーシア農業公園内にある。
同センターは、クリーンで安全な環境を保つことで淡水魚を保護し、環境保持
の大切さを釣りファンだけでなく、一般の人たちにも啓発することを目的の一
つとしている。湖に生息する魚はパクー、ジュラワ（サルタンフィッシュ）、
ロフ、トーマン、トゥムンシス、ティラピア、ハルアン、スバラウ、クラ、パ
ティン、ベリダ、バウン（ナマズの一種）など。キャッチ＆リリースが原則で、
使用する釣り針にも制限がある。餌釣りも可能だが、パンクズなど生の餌の使
用は禁止。ここでは初心者向けのフライ＆ルアーフィッシング講座（予約制）
を開催するほか、事前に申し込めば結婚式などのイベントや魚のバーベキュー
パーティもできる。釣竿のレンタルも可能だが、置いてある竿の数が少ないの
で予約が必要。センターのオーナー、ニック・ラヒムさんは、同センターのほか、
ケランタン州内に池に面したリゾートをもち、2 泊 3 日のフィッシングツアー
（RM280。交通費は別途）も取り扱っている。
開業時間：７am 〜７pm（月曜日休み。ただし祝日とスクールホリデーは月曜
日もオープン）
７pm 〜 10pm( ナイトフィッシング。要予約 )
入場料：大人 RM15（平日）/ RM18（土日・祝日）
子供（12 歳以下）RM6
レンタル料：ボート＆ライフジャケット RM8/1 時間
エンジン RM8/1 時間
ボート＆エンジン RM40/ 半日、RM60/1 日

ナー向けの釣り情報をほとんど載せていません。この
点は、初心者から長い経験をもつ人まで幅広い層が読
める日本の釣り雑誌とは大きく違いますね。
マレーシアには、日本のように釣りを紹介するテレ

①

③

②

④

①センターのオーナー、ニク・ラヒミさん②敷地内のアーチェ
リー場③結婚式などの催し物の開催も可能④子供向けのイベ
ントも随時開催
※ Malaysia Agriculture Park： マ レ ー シ ア 農 業 公 園。 農 業・ 農 産 業 省 が
1986 年に開園した世界初の農業森林公園。88 年に一般に開放。817 ヘクター
ルある敷地内は熱帯植物のほか、昆虫類や鳥などの野生動物も観察できる。
ジャングルトレッキングやペイントボール、サイクリング、カヤック、キャ
ンプ、スカイトレックス・アドベンチャーなどアウトドアアクティビティも
楽しめる。園内には無料シャトルバスが運行している（8:30am 〜 5pm）
。

ビ番組もほとんどないので、釣りファンの底辺がなか
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Terengganu

zKenyir

KELANTAN

そうはいっても、まだまだマレーシアは自然の豊か

者を想定したツアーを組んでいるので、初心者だけで

念です。

zKuala

な国です。シマノやダイワ精工といった日本の釣具メー

釣りツアーを企画するオペレーターの 90％は、経験

なか広がっていかないというのが現状で、ちょっと残

PERAK

とかなり奥地まで行かなければ釣れないという状況に

長年釣りをしている人のなかには、こうした状況に心

Temenggor
Lake

PENANG

減少に拍車をかけました。そのため、以前と比べる

ス」という考え方が広がったのも最近のことなのです。

Taman Negara (National Park)

z

の人たちが釣り場で魚を乱獲するという動きが、魚の

なっているのです。魚を保護する「キャッチ＆リリー

z

Pergau Lake

淡水釣りスポットとして、半島内では
Kenyir 湖と並ぶ有名な湖。近年、乱獲
により魚の量が減少しているものの、
依然として釣りファンの間では高い人
気をみせている。バンディン島からボー
トをチャーターして釣りをするのがベ
ター。トーマン釣りが有名。

変わるマレーシアの釣り環境

z

KEDAH

z

クラナジャヤ、タマンジャヤなど池のある公園が多数

PERLIS

フォン編集長（中央）
。『釣魚月刊』編集長のポさん（右）と、両誌の付録の
釣り案内 VCD を制作し、釣りツアーを企画するメガバイト・メディア＆ガイド
のリョンさん（左）

Fly Fishing Lure Casting Center
Malaysia Agriculture Park 内
Tel:03-5569 5767（Infra Connect 社）
012-324 6959（Mr. Nik Rahimi)

開園時間：8:30am 〜 4:30pm（月曜日休み）
入園料：大人 RM3/ 子供（12 歳以下）RM1
Malaysia Agriculture Park
Bukit Cahaya, Seri Alam, 40000 Shah Alam, Selangor D.E.
Tel: 03-5510 6922/6923
www.tamanpertanianmalaysia.gov.my
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