
M A R I A N A S O C E A N
4人の写真家が魅了されたマリアナ3島の風景

灼熱の太陽、青い空、透き通る海、緑のヤシに赤い花。

日本からわずか3時間半のところに浮かぶ、美しいマリアナの島々。

サイパン、テニアン、ロタ。それぞれの楽園に魅せられた4人の写真家たちが

ファインダー越しに何を思い、どのように切り取ったのか。

厳選した作品にその思いを添えて、紹介しよう。

 SAIPAN ×	関戸紀倫
 TINIAN ×	中村卓哉
 ROTA ×	むらいさち
 SAIPAN.TINIAN.ROTA ×	高砂淳二

J A PA N
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　マリアナの玄関口、有数のリゾート地と

して知られるサイパン。足を運んだことがあ

るというダイバーも、数多くいるだろう。

海の中は透明度が良く、水温は年間を通

して20度台後半をキープ。浮遊しているだ

けでも十分に楽しめる環境だが、サイパン

の魅力はそれだけではない。

　ダイナミックな地形に、

光のカーテンが現れる

洞窟ポイント、アジやホ

ソカマス、チョウチョウウオ、マダラトビエイ

などの群れに、人懐っこいカメ。さらにマク

ロ生物も豊富で、バリエーションに欠くこと

がない。また、リゾートでは珍しく、ビーチポ

イントも充実。自分の好みのダイビングスタ

イルを選択することが可能だ。

　そんなサイパンの魅力に惹きつけられた

一人が、自然写真家の関戸紀倫氏。潜る

前はゆったりのんびりしているイメージだっ

たというが、「実際に潜ってみて、“迫力の

ある、かっこいいサイパン”の一面を感じ、

それを伝えたいと思った」と語る。

　優しさの中に秘めた、力強さ。サイパン

の海では、そんな自然の偉大さを感じるこ

とができるかもしれない。

Chapter01

SAIPAN
×

関戸紀倫

自然 のダイナミズムに心 が 躍る海

初めてのサイパンで「グロット」に魅了され、夢中で撮
影しました。外に出られるなんて知らずにいた僕は、外

洋に出てみて、こんな景色が広がっていたのかという、ものす
ごい衝撃を受けたのを覚えています。そのときの感動を今でも
思い出させてくれるのが、この作品です。（撮影ポイント＝グロッ

ト／ Grotto）
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Profile  Kirin Sekito

フランス人の父、日本人の母の間に
生まれる。2011年から沖縄でダイビン
グインストラクターとして活動。2014年
にオーストラリアを一周することに決め、
念願の一眼レフを手に入れ放浪。現
在は、自然写真家として水中写真をメ
インに世界中を撮影し活躍中。

ラウラウビーチ沖に
クレバスがあり、そこ

で撮影した1枚。ふと目を閉
じると、無音の空間。まるで
別世界に来たかのような気
持ちでした。クレバスの中
は水中とは思えないほど透
明度が良く、美しい陸の洞
窟にいるようでした。（撮影
ポイント＝ラウラウビーチ／
Laulau Beach）

僕は初めて行く国の文
化に非常に興味があ

り、少しでも触れられる機会を
探しています。このローカルダン
スショーは、サイパンの先住民
の力強い思いが伝わる素晴らし
いものでした。多くの方に、そ
の国の文化に触れて欲しいと
願っています。（撮影場所＝フィ
エスタリゾート＆スパ サイパン／
Fiesta Resort & Spa Saipan）

本当に素晴らしい迫力で、アジの多さと
サイパンならではの透明度の良さに、と

ても興奮しました。生物の「団結力」というもの
を感じ、同じ種が共に力を合わせて生きていくこ
とを深く考えさせられました。水中の世界や自然
の動物などから学ぶことはたくさんあります。（撮
影ポイント＝ラウラウビーチ／ Laulau Beach）

Chapter01

SAIPAN
×

関戸紀倫

迫 力の ある、
かっこいい サイパンを
伝えたいと思った

“
”

https://oceana.ne.jp/
https://japan.mymarianas.com/diving
https://oceana.ne.jp/
https://www.wildkirinphotography.com/
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Chapter02

TINIAN
×

中村卓哉

五 感 で 感 じ て ほ し い 、 手 つ か ず の 海

　抜群の透明度とダイナミックな地形。そ

の魅力はサイパンと同じでも、さらにワイル

ドにした海がテニアンだ。きれいな水を湛

えるマリアナ海溝の影響で、サイパンより

も透明度が良く、地形

もよりダイナミックとい

われている。

　水深10m 前後の棚から、垂直に落ち込

む断崖絶壁のドロップオフ。そして、常時、

30～ 50mの透明度。世界の海を潜る水

中カメラマンの中村卓哉氏をして、「ビーチ

ポイントで、これだけの地形ポイントは体験

したことがない」と言わしめる。

　ワイド写真が好きなダイバーにはたまらな

い海だが、中村氏は、こんな表現もする。

「テニアンの海は、島の空気を含めて感じ

てもらう場所」「カメラを置いて潜りたい海」

　サイパンから、スターマリアナス航空の

小型飛行機で約15分、またはボートで約

50分のテニアンは、手つかずの大自然に

囲まれ、どこまでも素朴な雰囲気に満ちて

いる。現在、サイパンからボートでの遠征

ダイブが基本だが、機会があれば、ぜひ上

陸して欲しい。そして、ときに、カメラも持

たず、島と海に魂をゆだねれば、テニアン

の本当の顔が見えてくる。

静かでまったりと潜れるテニアンの海を象徴するよう
な場所。真っ白な砂地にサンゴの根が点在する癒し

系のポイントです。（撮影ポイント＝ウラシマ／ Urashima）
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Chapter02

TINIAN
×

中村卓哉

島 の 空 気 を含 め て
感じてもらう場 所“

”
Profile  Takuya Nakamura

日本大学芸術学部卒業後、 父親で水
中写真家の中村征夫氏に弟子入り。
撮影アシスタントを勤める傍ら自らも新
聞、雑誌などの撮影を行う。現在、拠
点を東京におき、テレビやラジオ、イベ
ントへの出演を通じて、沖縄の海をはじ
めとする環境問題について言及する機
会も多い。テレビ番組や映画などの撮
影も手掛けるなど多方面で活躍。

ビーチポイントで、これ
だけの地形ポイントは体

験したことがありません。クレバ
ス、アーチ、洞窟など大小さまざ
まな地形を次 と々巡ることがで
きます。サイパンからは潜らない
ビーチポイントですが、アドベン
チャー気分に浸れるイチオシの
シーンです。（撮影ポイント＝島
の西側／ Westside of Titian）

海まで続くヤシや火炎樹が立ち並ぶ
坂道では夕刻になるとランニングを楽し

む人の姿がちらほらと。ずっと眺めていたい景
色の一つです。（撮影場所＝ブロードウェイ／
Broadway）

ダイナミックな地形にサ
ンゴ、そして抜群の透

明度。テニアンの魅力がギュッ
と凝縮されたようなシーンで、お
気に入りの一枚です。（撮影ポ
イント＝ガマ／ Gama）

https://oceana.ne.jp/
https://japan.mymarianas.com/diving
https://oceana.ne.jp/
http://www.t-nakamura.com/index.html
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　サイパンから小型飛行機に乗って約30

分。そこに広がるのは、世界でも有数の

透明度を誇るロタの海。良いときには80m

以上見えるとも言われ、

真っ白な砂地を潜れば

空を飛んでいるかのよう

な浮遊感に包まれる。

　さらに見逃せないのが、ロタを代表する

ポイント「ロタホール」。ホールの中に進む

と、天井から差し込む強烈な光の柱が現

れる。まるで天空から差す神 し々い光のよ

うに見える風景は、多くのダイバーを魅了

してやまない。

　そんな美しい海を有するロタと、ふわっと

した色合いで撮影するうみカメラマンのむ

らいさち氏は波長が合うようだ。ターコイズ

ブルーの海、純白の砂、生き物の色を彼

ならではの色合いで撮影。

　ロタの海の好きなところを尋ねると、

「やっぱりその透明度。どこまでも見える

し、ハードなポイントも少ないので、世界

一リラックスして潜れる海なのではないかな

と。魚を追いかけるのもいいですが、ここ

では“ダイビング本来の楽しさ”を味わえる

と思う」と語った。

　暖かく透明な海が、優しくそっと包み込

んでくれるような感覚。ロタでは、そんな、

ホッとした瞬間を味わうことができるだろう。

Chapter03

ROTA
×

むらいさち

世 界 一 、 心を解き放 てる場 所

ロタといえばやっぱり「ロタホール」。洞窟の穴から光
が降り注ぎ、その中を泳ぐ人魚のようだと感じながら

夢中で撮影していました。人の位置と明るさの調整に気をつ
け、光はもちろん、モデルの美しさも気に入っています。（撮
影ポイント＝ロタホール／ Rota Hole）
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Chapter03

ROTA
×

むらいさち

Profile  Sachi Murai
日本や世界の海を潜り、独特の優し
い感性で瞬間を切り撮り、海だけでな
く地球のあらゆる場所で撮影を行って
いる。広告カメラマンの助手を経てダ
イビングやリゾート雑誌を発行している
出版社に入社。現在は雑誌や広告を
中心に、水中やリゾート、旅、カフェな
どを撮影、1年の多くを取材先で過ごし
ている。ここで は

ダイビング 本 来 の
楽しさを味 わえる

“
”

ラブ♡ 透明度の良い、青い海だからこそ
映える写真。フィッシュウォッチングももち

ろん楽しいけれど、暖かくてきれいな海での浮遊
感を満喫し、また、自分なりのダイビングの遊び
方を発見するうれしさなどを伝えたいと思いました。
（撮影ポイント＝ピナタンリーフ／ Pinatang Reef）

ロタは、透明度がいい代わりに浮遊物
が少ないため、あまり魚がいないともいわ

れています。そんな中、色鮮やかなヘルフリッチ
が見られて感動しました! 偶然、美しいベラが来
てくれて一緒に撮影できたので、印象深い作品
になりました。（撮影ポイント＝ハルノンドロップオ
フ／ Harnom Drop off）

とにかく美しかった、どこまでも続くかの
ような白いビーチと海の青のコントラスト。

モデルに入ってもらってアクセントをつけたことと、
白飛びしないように気をつけました。海はもちろ
ん、陸も癒されるポイントが満載なので、そちら
にも注目を。（撮影場所＝テテトビーチ／ Teteto 
Beach）

https://oceana.ne.jp/
https://japan.mymarianas.com/diving
https://oceana.ne.jp/
http://muraisachi.com
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Chapter04

SAIPAN.TINIAN.ROTA
×

高砂淳二

 「僕が仕事で初めて海外取材に行ったの

が、サイパン。デバスズメダイの群れに囲

まれ、驚きのまま夢中

で撮影したマニャガハ

島、その青への強烈な

感動を覚えたグロットなど、マリアナは僕に

とって忘れられない場所」

　こう語るのは、世界各国を訪れ活躍する

自然写真家の高砂淳二氏。マリアナ政府

観光局の公式サイトやポスター写真も撮影

していて、幾度となくこの場所を訪れてい

る。

 「マリアナは、日本から近い場所にあるが、

侮れない海。とにかく透明が良くて、海の

青さも深い。おそらく、“マリアナ海溝”があ

るため、奥行きが出て、この水の色や透

明度が出ているのだろう。世界中のさまざ

まな場所を潜ってきたが、“海の青”を撮る

なら迷わずマリアナに行くだろう」

　世界中の海の中でも、トップクラスの透

明度と、マリアナブルーと呼ばれる独特の

青さを持つサイパン、テニアン、ロタの海。

まだ訪れたことがないダイバーは、ぜひ足

を運んで欲しい。その美しすぎるブルーの

世界に、心奪われるはずだ。

心 奪 わ れ る 、 唯 一 無 二 の マ リ ア ナ ブ ル ー

ウエットスーツを着るのがもったいない !  と思えるほど
の気持ち良さでした。波間にサヨリを形よく入れなが

ら、水の感触を撮りたいと思いました。マリアナの透明度を
感じてもらえたらうれしいです。見ていると水に入りたくなると
ころが気に入っています。（撮影ポイント＝オブジャンビーチ /
Obyan Beach）
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Chapter04

SAIPAN.TINIAN.ROTA
×

高砂淳二

海 の 青 を撮るなら
迷 わ ず マリアナ へ
行くだろう

“ Profile  Junji Takasago
ダイビング専門誌の専属カメラマンを経
て1989年に独立。海の中から生き物、
風景まで、地球全体をフィールドに、自
然全体の繋がりや人とのかかわり合い
などをテーマに撮影活動を行っている。
マリアナ政府観光局ホームページ内で
「マリアナ、30の宝もの。」などを手がけ
ている。

観光客の多いサイパンのマニャガハ島でも、生き物が普通の
生活を営んでいる様子がうれしかったです。シロアジサシの愛

情、純真さ、マリアナの自然の豊かさを見てもらいたかったので、邪魔
して飛んで行ってしまわないよう、静かに撮影しました。（撮影場所＝マ
ニャガハ島／ Managaha Island）

以前から「ロタホール」を潜ると、そのブルーなのか、水の
感触なのか、なんとも言えない懐かしさ、うれしさを覚えてい

ました。この感覚はやはりその奥に、生まれる前の記憶や人類が
海の中にいた時の記憶が関係しているのかもと思い、その気持ち
を表現しました。（撮影ポイント＝ロタホール／ Rota Hole）

花の美しさと、テニアンののどかさ。ブルー、レッド、グリーンの色彩の中、そこに
佇む白い牛。見たままの、平和で美しい雰囲気をそのまま残すために単純な構図

で撮影しました。牛がいい味を出しているところがお気に入りです。（撮影場所＝テニアン
／ Tinian）

”

https://oceana.ne.jp/
https://japan.mymarianas.com/diving
https://oceana.ne.jp/
http://junjitakasago.com
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ROTA

TINIAN

SAIPAN

サイパン国際空港

マニャガハ島
Managaha Island

グロット
Grotto

ロタ空港

テニアン空港

オブジャンビーチ
Obyan Beach

ラウラウビーチ
Laulau Beach

ブロードウェイ
Broadway

テニアングロット
Tinian Grotto

ガマ
Gama

ウラシマ
Urashima

テテトビーチ
Teteto Beach

ロタホール
Rota Hole

ハルノンドロップオフ
Harnom Drop off

ピナタンリーフ
Pinatang Reef

　日本から南へ約2400km の場所に浮か

ぶ、ミクロネシア北西部に集まる島々。北

マリアナ諸島は全部で14の島があり、その

なかでも観光が盛んなのが、サイパン、テ

ニアン、ロタの3島。

　直行便に乗って3時間半で行けるにもか

かわらず、海洋性亜熱帯気候に属している

ためいつ行っても温暖な気候。透き通った

青い海に真っ白な砂浜が広がる、身近な

南国リゾートだ。自然も多く残っているので、

ゆったりとした時間を過ごすことができ、日本

との時差も1時間と、体への負担も少ない。

Chapter05

INFORMATION
　マリアナの海の特徴は、世界でもトップ

クラスを誇る透明度。ドロップオフでは、空

を飛んでいるような浮遊感を楽しむことが

できる。水温も年間を通して27～ 30℃を

キープしていて、寒さなどのストレスがない

のもうれしい。地形や生物も豊富なので、

自分の好みに合ったダイビングの選択を。

　現地には日本人ショップが多数あるため、

英語に自信がない人でも安心して楽しむこ

とができる。観光スポットやショッピング、グ

ルメも充実しているので、アフターダイビン

グや最終日も困ることがない。

　成田からデルタ航空の直行便が運
航していて、約3時間半で到着。それ
以外だとグアム経由のユナイテッド航
空、韓国の仁川（インチョン）経由のア
シアナ航空やチェジュ航空も乗り入れ
ている。
　デルタ航空では夕方前に到着するた
め、希望によっては到着日にダイビング
をすることが可能。ユナイテッド航空で
は深夜便もあるため、少しハードにはな
るが、仕事帰りに出発し、翌早朝に到
着。午前中からダイビングができるので、
時間のロスなく楽しむことができる。

　1つはグアム経由のユナイテッド航空。
グアムで1泊してから翌日ロタに入り、午
後に1本潜ることが可能。復路は午後に
ロタを出て、当日夜に日本着。
　最短4日あれば、1日半ダイビングを楽し
むことができる。ユナイテッド航空で完結
するためリーズナブルで、運航数も多い。
　もう1つはサイパン経由のデルタ航空
＋スターマリアナス航空。サイパンに1

泊し、翌日朝ロタ入りするので午前中か
ら潜ることが可能だ。少し割高になるが、
ショップのツアーなどはこちらもオススメ。

世 界 有 数 の 透 明 度 、 マリアナの 海

サイパンへ行く

ロタへ行く

　2018年1月現在、日本人経営のショップがないため、基本的にはサ
イパンからの遠征ダイビング。朝8時ごろ出航し、約50分で到着。午
前中2本潜り、お昼過ぎには戻ってこられるので、午後はサイパンで
潜ることも可能。利用するショップや、乗り合いボートの予約状況に
よっては、午後も引き続きテニアンで潜ることもできる。
　英語に自信がある人はテニアンのショップに行くという選択肢も。
サイパンから、スターマリアナス航空の小型飛行機に乗って、15分ほ
どで到着。

テニアンへ行く

DIVING
日本人経営の
ダイビングショップ選びは
こちらから
多くのマリアナのダイビング
ショップが加盟するNMDOA

（北マリアナ諸島ダイビング
事業者組合）。マリアナにお
けるスキューバダイビングの安
全と自然保護のため、ボート
ポイントの係留ブイの設置や、
ダイビング事故対策、ビーチ
クリーンアップなど、さまざまな
活動を行なっている。

NMDOA（北マリアナ諸島
ダイビング事業者組合）
http://www.nmdoa.net

TRAVEL
マリアナの基本情報、
観光、ホテル選びなどは
こちらから
マリアナ政 府 観 光 局のホーム
ページでは、旅の基本情報、観
光スポット、宿泊先、ダイビング
情報まで、旅行者に役立つ情報
が盛りだくさん。さらに、おすすめ
のフォトスポットを紹介しているマ
リアナジェニックやコラムなど、楽
しいコーナーも豊富。インスタグ
ラムなども必見！

マリアナ政府観光局
https://japan.mymarianas.com

ダイビング情報はこちら↓
https://japan.mymarianas.com/diving

｜   TOPIC ｜  デルタ航空なら直行便で!
　成田からサイパンまで、唯一直行便を運航して
いる。エコノミークラスを含む全席に個人モニター
がついており、映画やゲームなど豊富なコンテンツ
を楽しむことができるので、移動中も飽きることが
ない。また、広 と々したスペースが魅力のファースト
クラスでは空港ラウンジが利用でき、受託手荷物
も2個まで無料で預けることができるなど、ダイバー
にとってうれしいサービスが満載だ。

フライトスケジュール（2018年1月現在）

 往路 復路

 成田vサイパン サイパンv成田

 10：30 AMv3：05 PM 4：20PMv7：15PM

デルタ航空  delta.com 

※デルタ航空の成田～サイパンの運航は、2018年5月6日までとなります。

https://oceana.ne.jp/
https://japan.mymarianas.com/diving
https://oceana.ne.jp/
https://ja.delta.com/
https://japan.mymarianas.com
https://japan.mymarianas.com/diving
http://www.nmdoa.net
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And More...

SAIPAN.TINIAN.ROTA
×

高砂淳二

マ リ ア ナ の 海 で お 待 ち し て い ま す 。

©ocean+α ウエ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

https://japan.mymarianas.com/div ing

陸上で一番好きな場所である、ロタ島のテテトビーチ。
真っ白でとても美しいビーチなのに、人が全然いなく

て、しかも海もきれいで。街明かりがないので夜には真っ暗
になり、星空を堪能できるところもお気に入りです。（撮影場
所＝テテトビーチ／ Teteto Beach）

https://japan.mymarianas.com/diving

