Dream Palau

Special Thanks ＝ Day

デイドリームパラオのスペシャルサファリは、
％大 物 、 群 れ 狙いの大 博 打ダイブ ！

だからこそ 、 見 られたときの感 動 も 大 きい。
加 えて、 大 物 を 呼び込 む「 運 」も 必 要 だ 。
とは言いつつも 、ガイドた ちの長 年の経 験 から
積み上 げられたデータによって、

ぐるぐるマンタにバラフエダイやロウニンアジの群 れ、
シルバーチップシャークなどの大 物 た ち 。

初めて新 月ではな くて、
満 月 周 りのサファリに参 加 した 。
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このサファリツアー、
２０１５年は龍 馬Ⅰにて開 催 される ！

大物狙い
オンリー！

関連情報HPへ
http://www.daydream.to/palau
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パラオ
デイドリーム
スペシャルサファリ

99
自 分 自 身は今 回で３回 目 となるパラオスペシャルサファリ、

Design ＝PanariDesign
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コロールを 起 点 として 、 北のカヤンゲル、
そして 南のペリリュー を 潜 り 倒 す 。

越智隆治

その博 打の勝 率は年々上 がり 、 確 実 な ものになってきていると感 じる 。

写真＆文＝

テールトップリーフでロ

コ

ースとしては、相当コンディションが

ウニンアジの 群れに
巻かれる。その下には

悪くない限りは、まず北のカヤンゲル

バラフエダイの群れの
姿も !

を目指す。大物狙いの博打的なダイビング
が多い南北縦断サファリの中でも、特に
北は、相当に博打的だからだ。当たれば
凄いけど、当たらないと何も出ない可能性
も高い。だから、潮の流れや、月周りでの
魚の群れの状態など、データが揃っていて
確実に大物を見せやすい南が、後になる。

大物狙い
しかし、今回は、北が当たった。

カヤンゲルで
大 物 狙いダイビング

テ

ールトップリーフは、南のペリ

リューコーナー、エクスプレス

と比肩する、北の大物狙いポイント。
南北縦断サファリに参加して、過去この
ポイントで自分が遭遇したのは、だだっ広
いリーフ上を覆い尽くすような、イレズミフ
エダイの大群。その数はペリリューのイエ
ローウォールを遥かにしのぐものであったと
言っても過言ではない。
そして、水深 40m 付近のドロップオフか
ら、1.5m 級のロウニンアジの群れにモビン
グされながら浮上してきた巨大タマカイ。こ
れには興奮したが、写真ではロウニンアジ
が大き過ぎて、タマカイの大きさが伝わって
こなくてがっかりした。そして、外洋を泳ぐ
オキゴンドウの群れやシルバーチップシャー
ク、バショウカジキ、50 匹を越えるイソマグ
ロの群れや何匹いるのかわからないツムブ
リの群れなどなど。

ペリリューの
群れより
でかいんだぜ !

2015 Winter [Palau]

パ

大物狙い
オンリー！

ラ

デイドリーム
スペシャルサファリ

オ

i
Safar
Palau

©ocean+α ウェブマガジンの二次配付および画像・文章の複製、二次使用を禁じます

Information Link
http://www.daydream.to/palau

関連情報HPへ

02

今

回は、満月周りなので、この時期に
群れるバラフエダイの群れとロウニ

ンアジの群れ狙いでエントリーした。デイド

01

ニンアジの群れとコラボさせる。はた

してそう上手くいくかは、遠藤さんでも自信
の無いところだった。何故なら、遠藤さん曰

大博打ダイビング好きガイドの遠藤学さん

く「テールトップを潜ってロウニンアジの群

が、海に入って潮を読み、テールトップリー

れに遭遇できる確率は3 割程度」だからだ。

フの先端に向かって、右肩がドロップオフ

潮の向きや流れの強さも大きく左右する。

水

群れが出現

ーフ先端部に群れているはずのロウ

リームで最も、否、パラオで最も潮読みと、

側になる位置からエントリーする。

エントリーするなり、イ
ソマグロ50匹 以 上の

リ

自分もあまり期待しないでいたのだが、

深 30m のリーフ上、15m 付近を流し

テールトップのリーフ先端近くまでバラフエ

ていると、目の前に黒い塊が見えて

ダイの群れを追い込んだ途端、水深 30m

くる。これがバラフエダイの群れ。その個

オーバーのドロップオフ下からワラワラとメ

体数は目測で約 2000 匹。しかし、シャイな

タリックボディーをしたロウニンアジたちが、

バラフエダイの群れは接近する僕らから距

バラフエダイの群れを通り越して、こちらに

離を保つように先端方向へと移動していく。

向かって浮上してきた。

この追い込みが何を意味しているかは、ペ

遠藤さんは、ブッブッブッブッ ! と激しくミ

リリューの満月時期に潜っている人であれ

ニハンマーヘッドを鳴らしながら、ロウニン

ば、何となく理解できるはずだ。

アジの群れに向かって潜降していく。ゲスト
ダイバーたちはそれに続く。まるで、下から
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攻めて来た敵戦闘機の集団を、小回りの
効かない爆撃機が真っ向から迎え撃つみ
たいな、そんな感じ。自分もカメラを構えな
がら頭の中では（急降下 ! グィ〜ン !! ）
と年甲斐
も無く叫びながら、
「ダダダダダ ! 」と敵戦闘
機に弾をぶち込んでいた……もとい、ロウ

大物狙い

カヤンゲルで
大 物 狙い
ダイビング

ロウニン
興奮した〜 !
バショウカジキ
にも感動 !!

03

デイドリーム最速ボー
ト41ft、14人乗りのス
ピードボート

01/ 移 動 途 中、ハシ

一

瞬 にして混 戦 状 態。 3000 匹はい
ると思われるメタリックなロウニンア

ナガイルカの群れにも

ジに巻かれ、その向こう側にはブロンズ色

遭遇

をしたバラフエダイの群れが右往左往して

02/G2ポイント定番のシ
ルバーチップシャーク

03/ サイドマウントで潜
るガイドの遠藤さん

いるのが見え隠れする。このロウニンアジ
の急襲は、ペリリューのそれとはちょっと迫
（う〜ん、何か自分たちが逃げ惑う群衆
力が違う。
（バラフエダイ）に襲いかかっている悪者で、ロウニ
ンアジは、そんな群衆を助けに来た救世主軍って感
じ）と思いながらも、まあ、こんな悪者なら、

悪くは無いかと、半笑いしながら、激しく渦

パ
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ニンアジの群れを激写していた。
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Information Link
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初

めてデイドリームパラオの 南 北 縦

の良い不思議な感覚にとらわれた。

断サファリに参 加して北 のカヤン

島の木々はなぎ倒されて、以前のような鬱

ゲルを目指した時には、途 中から島が途

蒼とした感じが無くなってはいるものの、その

切れて、徐々にバベルダオブ島が遠ざか

感覚は以前とまったく変らなかった。これは、

り、リーフだけになった海を北 上している

何とも表現し難いのだけれど、本当に心地

間、「一体どこまで行くんだろう」と感じて

良いのだ。でも、この感覚が他の人にも同

いた。カヤンゲル島が、遥か海の彼方の

様に感じられるものなのかは定かではない。

ようにも感じていた。

台

しかしながら、何度も訪れるうちに、いつ

風前は70 人程度だった島民の数が、
今では40 人程度にまで減ってしまっ

しかそんなに遠い船旅へ出かける感覚では

てはいるが、少しずつ以前の生活を取り戻

無くなった。さらに今回のカヤンゲル行きは、

している。まあ、もともと、時が止まってし

別な意味での感慨を持っていた。それは

まったような島だから、被害があったとは言

2013 年 11月にフィリピンのレイテ島にある
タクロバンやマラパスクワ島を襲った台風
ハイエンが、同様に、ここパラオのカヤンゲ

01

カヤンゲル

02

になっていたからだ。

は感じられない。木々や鬱蒼と茂る丈の高

前

述の通り、このサファリの参加は3

い草木などが無くなったからなのか、島の

回目だが、過去 2 回のカヤンゲルス

小道には、ピンク色をした花が咲き誇り、時

テイで、打ち寄せる波を遠くに聞きながら、

が止まった南の島の楽園の美しさを強く印

真っ暗なビーチに座って満天の星を撮影し

象付けてくれた。

た懐かしい思い出がある島。暗闇の中に座
していても、何故か、今まで訪れた世界中
のどの島よりも、何の不安感も孤独感も感
じ無かった。空一面に光輝く無数の星を、

01/ 宿泊は、雑魚寝。ま
るでキャンプ合宿のよう

いつまでも眺めていられそうなくらい居心地

02/ カヤンゲルの宿泊所

パ
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癒しの島 、カヤンゲルの復 興

ルでも最大級の被害をもたらしていて、気

え、皆健在だったし、あまり深刻な雰囲気

時間が
止まった
みたいな
島の雰囲気が
いいね

03

大物狙い
オンリー！
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03/ 島の小 道に咲いて
いた、可愛らしいピンク
の花

04/ 食事はバーベキュー
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以前は鬱蒼としていた
島も台風の影響でご
覧のとおり

満 天の星もカヤンゲ
ルの売り。しかし、今
回は満月周りだった
ので明るい

関連情報HPへ
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20匹以上のマンタが
姿を見せてくれた

エリアで狙ったのは、ユウカクチャネ

新月周りでも、潮や風の条件が揃えば、こ

ル外洋でのぐるぐるマンタ。ぐるぐる

のぐるぐるマンタを狙える事がわかってきた。

マンタとは、捕食に集まったマンタの群れ

これも、博打的なダイビングで、確率は

の事。多いときには、50 匹程の群れが捕

まだ高くは無いけれど、今後、パラオ北部

食する圧巻シーンに遭遇できることも。最

の大物ダイビングコースの一つに組み込ま

近では、新月周りがぐるぐるマンタの狙い目

れる事になる。

と考えられているようだが、決して新月だけ
でなく、満月周りでもその可能性が無いわ

そ

けではないらしい。

だ。過ぎ去ったかと思えば、またプランクト

れにしても、マンタたちが列をなし、
大口を開けて姿を見せる様子は壮観

前回の取材では、新月周りで大産卵を行

ンを捕食するために、180 度旋回して舞い

なうイレズミフエダイやカンムリブダイ狙いで

戻ってくる。ときには、同じ場所でぐるぐると

もあったので、新月周期でこのぐるぐるマン

弧を描き、捕食を繰り返す。

タを狙い、3日連続で遭遇することができた。

捕食のときには、お腹
を見せてぐるぐると回
転する

見られた時には、自分の大物運の良さを

では満月周りでは ? という疑問に対して

素直に喜べばいい。見られないと虚しいダ

の回答は、今回見事に20 匹程のマンタが

イビングだけれど、またリベンジしたくなる。

捕食に姿を見せてくれた。
「満月周りでも、

2015年はコロール店から日帰りで開催。

パ
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ぐるぐるマンタ狙い

る
ぐるぐ ！

大きな口を開けて、捕
食しながら向かってき
たマンタたち

北

満 月 周 期の

プランクトン
食べまくる
ど〜 !

編隊を組んでやってく
るマンタ

大物狙い
オンリー！
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ティでバラフエ狙いだ

行って
きま〜す♪

島は素朴でのんびりし
ている

ペリリュー

バラフエダイの
産 卵 を 求めて
南のペリリューへ

早 朝 からシャークシ

ぐ

るぐるマンタを堪能してコロールに戻

り、一泊すると早朝から南のシャーク

今 回 は、シャークシ
ティーで目撃したバラ

シティーへ。ペリリューやカヤンゲルと並ぶ

フエダイの大産卵

パラオの3 大大物ポイント。ここでは今回、
バラフエダイの大産卵を目撃。数千匹の
バラフエダイの産卵が始まると、煙幕のよ
うな精子が海中を白濁させる。
激しく上昇しての大産卵は圧巻というし
かない。その産卵で弱ったバラフエダイを
狙うように、リーフ上には、ドラム缶のよう
にぶっとい体躯をしたブルシャークの姿が !
シャークシティーでの大産卵を堪能した
後は、ペリリュー島へ。エクスプレス、コー
ナーを潜って、早速バラフエダイとロウニ
ンアジの群れをと思い、潮の流れを読んで
コーナー側からエントリー。するとエントリー
直後に姿を見せたのは、何と! グレートハン
マーヘッドシャーク（ヒラシュモクザメ）だ !
ラッキー ! と思いながら泳いでいると、
今 度は警 戒 心の無いマダラトビエイが避
ペリリューコーナーのド

ロウニンの
群れは
いるかな〜、
わくわく

2015 Winter [Palau]

ロップオフに、流れか
ら身を隠して、先端へ
と進む

ける事無く向かってくる幸運 ! さらには魚
厚の濃いツムブリの群れに巻かれ、最後
は余裕でロウニンアジの群れに巻かれる。

パ

大物狙い
オンリー！

今やペリリュー定番と
も言える、ロウニンア
ジの群れ
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ペリリューカットで、僕
の存在にしばらく気づ
かずに、向かってきた
マダラトビエイ

バラフエダイの

産 卵 を 求めて

南のペリリューへ

ペリリュー

さ

すがに南は「外す」事は相当に変な
流れが入って来ない限りはあり得な

い ! くらいに思っていたのだけど、翌日から
の早朝のバラフエダイの産卵が、どうも過

う〜ん、
ちょっと
考え事してて、
気づかなかった

去のデータからずれていたようで、上手く見
ることができなかったのが心残り。
それでも、今回は、バラフエダイの群れ
とロウニンアジの群れのコラボ、バショウカ
ジキ、イソマグロの群れ、ぐるぐるマンタと
北が大当たりしたので、参加したゲストも皆
大満足のサファリだったようだ。
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大物狙い
オンリー！
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バラクーダの群れもあ
ちこちのポイントで見

南

かける

北縦断サファリは、そのときの海の
コンディションなどによってコースは

変わる。今年予定されているのは、
第1 回＞＞＞3月14~3月21日 南北サファリ
第 2 回＞＞＞5月12日〜 16日 イレズミフエダイ、
ベラスコリーフ
第3回＞＞＞5月16日〜 5月19日 ベラスコリーフ
第4回＞＞＞6月13日〜 6月16日 ベラスコリーフ

バラフエダイの
産 卵 を 求めて南のペリリューへ

今回は、北でも南でも、
ツムブリの大群に巻か
れることが多かった

の計 4 回。 2015 年の南北縦断サファリは、
すべてクルーズ船・龍馬号を利用して開催
予定です。コロールからは日帰りでのスペ
シャルサファリトリップを現在企画中。詳細
は現地にお問い合わせください。
満月周りを取るか、新月周りを取るかは、
あなた次第。パラオの定番、ブルーコー
ナーやブルーホール、ジャーマンチャネル
を潜り飽きてしまった、あるいは、そうでは
無いけれど、パラオの他のエリアにも潜っ
てみたいという方はぜひ、参加することを
おすすめする。

ペリリュー

※今回ガイドしてくれた
遠 藤さんは、日本 事 務
所勤務になりました。サ
ファリの 詳 細などお 気
軽にご相談ください。

さぁ出発 !

01

夢が広がる
サファリ
ツアー !

バラフエダイの 大 産

01/ ペリリューの南に
あるキャンベック

卵の時期が過ぎると、
今度はイレズミフエダ

02/ 南北サファリはこ

イのシーズンに突入だ

の 龍 馬 号で行うこと
が決定

パ
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大物狙い
オンリー！
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自然に流線型になり、
流れのある場 所でも

Q1

影響を受けにくい

やってみたいけど 、
よく わからない

ではなく、ダイバーの身体の脇（腕の下）に
取りつけて潜るダイビング」のこと。タンクを

2つ使用するダブルタンクだけでなく、1本使
用のシングルパターンもある。

Q2

潜る屈強のテックダイバーを思い浮かべる

クを背中に背負う従来の方法）とサイ
ドマウントを

が、デイドリームパラオで開催しているのは、

使い分けることができる。

Ｑ＆Ａ

パ
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大物狙い
オンリー！

レクリエーションレベル 、 オープンウォー

あくまで、スペシャルティのひとつという

ター環境 でのサイドマウント講習。例えば、

位置づけで、実際、オープンウオーターダ

フィンでフルフットタイプとバックルタイプを

イバーでも受講可能だ。

Q3

?

①流線型

E 水の抵抗が減

自分用に調整できて扱いやすくなる。

り、場合によっては流れの影響を受けにくい。

⑥調整

②器材

運搬

E 器材の位置や装備

簡単 Eタンクの脱着

の種類など決まったものはなく、環境や目

が可能なので、環境によっては運搬がス

的に合わせて調整できる。サイドマウント

ムーズ。例えば、ボートダイビングではタン

BCD 自体も個人で調整しやすいように設計

クを渡してエグジットできるし、タンクの持ち

されているものがメインである。

運びも大きなタンク1 本よりも小さいタンク2

⑦ 問題解決 E 環境に合わせて、いろ

本を持ち運ぶほうが楽だったりする。

いろ装備を変えられるので、問題解決の選

③多様性 E エア消費の少ない方であれ

択肢が多い。水中でも、例えばタンクを前

ば小さいサイズのタンクを使用することによ

にもってきて狭い場所をくぐったり、2 本のタ

り負荷の軽減といった具合に、サイドマウン

ンクがあることでエア切れのリスクを減らす

トひとつでさまざまなシチュエーション・要望

ことができる。また、タンクバルブが脇の下

に対応できる。

にあることで、バルブトラブルに一人で容易

供給Eときに2本のタ

ンクで潜るので、バックアップとして安心。

⑤扱

て移動する姿勢も体
験する

サイドマウントでガイド

?

使い分けるような感覚でバックマウント（タン

④増量

講 習では、ケーブの
狭い穴を通 過するた
めにタンクを前に持っ

普通

サイドマウント入門用
のBCは、軽くて身体に
フィットしている

サイドマウントというと、沈船やケーブを

サイドマウント
!?

を行うDD のガイド

?

簡単に言えば、「タンクを、従来の背中

に対応できることにつながるなど対処能力
が高い。

E基本的には個人に合

うように装備を組み立てるので、慣れれば、

ラ

デイドリーム
スペシャルサファリ

オ
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Q4

講習

コンフィグレーションを
しっかり覚えることが
重要

01/ サイドマウント入
門用 BCを装備してい

?

るところ

①新鮮 ! 初

02/ タンクを左 側 に
装 着して潜る DD の
ガイド

講習 E 他の C カード講習と同様、学科
と限定水域実習、海洋実習に分けられ、

PADI の場合、限定水域実習は1dive 、海
洋実習は3dive となる。内容については、
文字通り、バックからサイドにタンクを付け
01

ることになるので、基本的な姿勢やタンク
の脱着などから始まり、レギュレーター交
換を含むガスマネージメント、バックアップ
空気源の供給と確保など、レクリエーショ
ンダイビングではやらなかった初めてのス
キルも多く、新鮮なことばかり。

サイドマウント

どれも C カードを持っていれば誰でも始
められるが、やはり、アドバンス程度のス
効果的で楽しい講習となるだろう。

②器材

、

!? E 器材の
セッティング

が 一 般のダイビングとは

異なり、 単にセッティングする以 上の意

02

味を持つ、 コンフィグレーション という考
え方が採用されている。直訳すると、 配
置、構成、設定

となる。テクニカルダ

イビングから来た考え方で、与えられた器
材をそのまま使うのではなく、個人や目的
によって最適なものは違うという考え方の

Q&A

やってみたいけど 、
よく わからない

キルを持ち、中 性 浮力ができる方がより

!?

もと、自分で考え、自分に合わせて器材
例① ＞＞＞すぐにレ
ギュレーターをくわえられるようにマウスピース
がホールドされ、ホースがたるんで岩に引っか
かったりインフレーター操作の邪魔にならない
ようにホースは首に一周。BC 操作も胸元でで

を組む。
講習では、まずは、水の抵抗を少なく
するため、トリムの調 整を行い、計 器 類
はプラプラしないように体に密着させ、省

きるように固定され、ライトはワンタッチで取れ

エネで操 作ができるような位 置に固 定さ

るようになっている。

れ、あらゆるトラブル時のバックアップを
例②＞＞＞オクトパス

備えたコンフィグレーションを学ぶ。

がすぐに外せるようにゴムで固定され、残圧
計は目の前で見られるようにホースがかなり

トリムを取りながら、ブ
ルーコーナーを移動

短い。

パ
2015 Winter [Palau]

大物狙い
オンリー！

ラ

デイドリーム
スペシャルサファリ
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Q5

実際

?

今回パラオを訪れたときに気づいたのは、

限定水域実習の始めの時間は、器材の

デイドリームパラオのガイドの多くが、通常

やってみたいけど 、
よく わからない

取り扱いに時間を使い、基本的な器材の
取り扱いを理解してから、実際のスキル講
習に進む。ここでしっかり器材の取り扱い
や基本的なスキルを練習しておけば、あと
は海で楽しみながら試してみるだけ !
サイドマウントSP自体、繰り返し練習する
項目は多いが、実施スキルの量はそれほど
多くはない。サイドマウント特有のスキルを
少し紹介しよう。

①水面

!?

のダイビングではなくて、サイドマウントスタ
イルで潜っていたということ。すでに、サイ
ドマウントスペシャリティー講習を行なえる
ガイドもいるので、興味のある人はサイドマ
ウントスペシャリティーを受講してみるのも
面白いかも。
特にペリリューやテールトップなど、深くて
かつ時に泳力を要求されるダイビングのとき

サイ マウント
ド

03

脱着 E通常のダイビ

など、サイドマウントでタンクを2本つ

Q&A

ングと違って、タンクのお尻側を外して、底
を前方に向けるようにして泳ぐこともあるサ
イドマウントでは、タンクを素早く脱着するこ

けていると、エアの消費が
気にならなくて安心だ。

Diving Service

とも大事なスキル。
当然、講習の習得スキルの中には「タン
ク脱着」が含まれる。足が立つ所での装着
や取り外し、足が届かない所や水中での
脱着など、さまざまなシチュエーションで行
われる。腰の部分にあるDリングと手元のタ
ンクのクリップを手探りで脱着するなど、自
分の器材によく慣れることが重要だ。

②水中

02

04

Eサイドマウン

トダイビングの基本姿勢は水平なので、い

もトリムがとりやすいようにデザインされてお

わゆるトリム（水平姿勢）がとても大事。 BC

り、トリムがとれていることにより、ヘリコプ
ターターンと呼ばれる、180 °
、360 °
の旋回
スキルが可能となる。講習では、
トリムを生
かした、通常では使う事のないキックをマス
ターできる。後ろに進むバックキックなどが
その代表例。

いので、こんな状況
でのマクロ撮影も着
底しないで撮影可能

02/ 慣れれば水面で
の脱着も簡単

03/ 仰向けでの安定
性もバックマウントの
比ではなかった

Day Dream Palau

繰り返しスキルを身
につける

これらのスキルをマスターすれば、水底

デイドリームパラオは、クルーズ船の龍馬号、ペ
クルーズ船・龍馬号の
サイドマウントスペシャ

龍馬乗船中に
サイドマウント
講習もできます

リティ担当の神村誠一
さん

れせずにバックしながら動画撮影するなど、
何かと有効だ。

パ
2015 Winter [Palau]

デイドリームパラオ

04/ 講習は何度でも

が泥のような場所で写真を撮ったり、手ぶ

01

是非
パラオの海を
サイドマウントで
楽しんで下さい

01/トリムが取りやす

大物狙い
オンリー！

ラ

デイドリーム
スペシャルサファリ

リリューステーションなどと合わせて、ビギナーか
今 回 講 習してもらった、
ガイドの加藤栄一さん。
お魚大好き、探究心旺
盛で、スタッフの女性た
ちからは妖精みたいなゆ
るキャラと言われている

オ

i
Safar
Palau
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らベテランまで、パラオでの潜れる限りのダイビン
グスタイルでゲストを迎え入れてくれる。また、前
述したように、サイドマウントを早くから取り入れて、
サイドマウントスペシャリティー受講なども可能。
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