
チリモンまつり 2012 ディスカッション 
 
 後半のディスカッション「私たちがチリモンでめざすもの」は、参加者全員参加の討論形式で行
われ、チリモン実習に対する熱い思いや、実習をおこなう上での悩み、さらには今後の発展の方向
性について多くの意見が出されました。この章では、そこで出されたおもな発言を紹介します（発
言者氏名は省略）。 
 
 まず、ディスカッションに先立って、チリモン実習を実施している団体に対して行った事前アン
ケートの結果が、進行役から簡単に報告されました。工夫している事柄としては、1）参加者（お
もに子どもたち）にどのようなメッセージを伝えるのか、2)どのような見せかたや伝えかたをする
か、という点を挙げた回答が多く、悩んでいる事柄は、1）同定などの専門的知識、2）材料の入手、
3）施設や運営方法など、4）その他（食品を実習対象とすることへの抵抗感など）、に大別されま
した。そこで、ディスカッションでは、まず同定などの専門的知識についての悩みから論議を始め
ました。 
 
1．同定などの専門的知識の不足をどう補うか 
・（現在作成中の Web 版チリモンインタラクティブ図鑑について）Web 上でのインタラクティブ

図鑑を作ろうと思ったのは、スタッフが同定に自信がないから実習をやれない、というのをなん
とかしたいと思ったから。しかし、Web 図鑑を立ち上げても反応がなかったらどうしようか、と
いう心配もある。 

・チリモンのメーリングリストを運営しているが、同定してくれるメンバーが限られている。もっ
と多くの専門家の人たちにメーリングリストに参加してほしいと思っている。 

・同定をしていると、わからないものは毎回出てくる。わからないときは、わからないと答えてい
る。また、たとえばカサゴの仲間でも別種らしい場合にはカサゴ A、カサゴ B としている。名前
をいい加減にするわけではないが、名前がわからなくても、さまざまなタイプがあることを知る
だけでも大事だと考えている。 

・参加者に、日本にいる 4,000 種ほどの魚の中で、稚魚時代の姿がわかっているものは半数にも満
たない、という話をすることもある。 

・水で戻すとかなり同定しやすくなるが、そのチリモンを見つけた参加者が持ち帰りを希望される
場合はその方法は使えない。 

・図鑑が頼りだが、チリモンは多くの場合変形しているのでわかりにくい。いろいろな推定をして
カバーしている。ある程度の分類ができれば、種まできっちり同定する必要はないと考えている。
それよりも、多様性を知ってもらうことが大事だと思う。 

 
2．Web 上でのインタラクティブ図鑑の方向性について 
・インターネット上の図鑑はいつまでも存続するものではないので、ある程度まとまった時点で紙

ベースにならないだろうか。 
・写真も大切だが、写真に撮られた本物がちゃんと存在していることが重要。また、うまく運用す

るためには、写真を撮るためのルールやガイドラインがあるとよい。見本となるような、各角度
から撮った写真の例などもあるとよいと思う。 

・うまく同定作業をすすめるためには、出品者と同定者のやり取りが出来るようなシステムがよい。 
・メールアドレスなどの個人情報を預かると問題が起きやすい。たしかに相互のやりとりができな

いと、同定がやりにくいかもしれないが・・・。 
・Web 図鑑にアップされた画像の著作権について。自分で実習をやってみようと考え、気軽に使
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える画像を欲している人が多いので、その要望に応えるシステム（たとえば著作権フリーのチリ
モン画像ボックスなど）はできないだろうか。 

 
3．材料の入手について 
・地元の素材を使いたいが入手できないので、やむなくネットで遠くの産地のものを購入している

という声をよく聞く。みなさんはどうされているか？ 
・地域の漁協にお願いすると、イワシシラスの入っていない、まったくのチリモンだけのジャコを

用意してくれたりするので、程よい混ざり具合にするために改めてイワシシラスを加えなければ
ならない場合がある。イワシシラスの中に適度にチリモンが入っているのがよいので、ほどよい
混ざり具合、楽しい混ざり具合がどの程度なのかを、こちらから製造者に伝えなければならない。 

・業者としてはチリモンがないほうがよいので、乾燥させた後で風を使って飛ばして選り分ける。
その除外したものを貰うとチリモンばかりなので、普通のジャコとブレンドして使っている。最
近はチリモンが売り物として出される場合もあり、業者の意識も変わってきているようだ。 

・将来、チリモンブームが下火になった時に、チリモン入りのジャコを供給してくれている業者さ
んの活動を支えることを考える必要があるだろう。 

・地元産のジャコを使おうと思っても、イワシシラス漁には漁期があるので、欲しいときに安定的
に入手できない。また、網の改良などで混ざりものが入りにくくなっている。そのような場合は、
インターネットで買えるチリモン入りジャコを手に入れ、地元のものと比較したり、あるいは煮
干しと比較するプログラムを組むこともある。 

・公共機関はインターネット販売の支払いができない。公共機関の支払い方法でも購入できるチリ
モン混入ジャコがあるかもしれないと思うので、そういう情報をみんなで共有できるツールがで
きないか。 

・インターネット販売されているジャコは、内容の面白さのために混ぜられたものか？そうだとす
ると、数の比率を調べて生物学的な考察をしてもよいものか？ 

・聞いたところでは、完全にとれたままではない。少なくとも、取り除いたものとイワシシラスは
ある程度まぜている。また、一定の期間に溜まったチリモンを集めて袋詰めしている。その時期
の漁獲海域が同じであれば、「ある期間のある海域のチリモン」という意味では、ジャコ以外の
生物の存在比率は大丈夫だと思う。だが単にネットで頼むと、サービスでどの袋にもタツノオト
シゴを入れてくれている、という話も聞くので、データを取る場合はその旨を販売者と相談され
たほうがよい。 

・通常はブレンドされていると聞いているので、研究対象にする場合には相談したほうがよい。自
分の団体では、ひと月単位で時期が特定できるものに限って購入している。その場合、通常の商
品に比べてチリモンの種類は少なくなるようだ。 

・実習をおこなう前に「これは選別前のジャコではないんですよ」と伝えるようにしている。 
 
4．これからのチリモンに向かって 
・今後の方向性については、事前アンケートや本日前半の発表で、①共有化、プラットフォーム、

②分野の境界素材としての発展可能性、③チリモンツーリズム、④チリモンの手法の他分野への
応用可能性、⑤自由研究の方向性、などのキーワードが出てきたので、それらについて話し合い
たい。 

・新しいことを始めようとする場合には、共有していくことが重要。質問は貯めていくようにでき
ればいいと思う（Yahoo!知恵袋みたいに）。ネットに限らないが、手段を考えていきたい。 

・チリモンに関わる人のプラットフォームとしての Web 図鑑が機能することで、今日集まってい
るみなさんに、自分も参画しているという思いを持ってもらえたら嬉しい。そういう場になるよ
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うに、できるだけのことをしたい。 
・海無し県であるうえに素人集団でチリモンをやっているので、Web などで情報を共有できると

とても励みになる。 
・チリモン（になる生物）の動きを示すことができないかと思っている。国立科学博物館でプラン

クトンの DVD を見たことがあるが、そういうものをプログラムで流せないかと考えている。 
・夜の海で灯火をつけると、メガロパなどがたくさん寄ってくる。そういう方法で、生きたプラン

クトンを比較的簡単に手に入れられるので試みてみては？ただし、冬から春にかけてはウナギの
密漁と間違えられるので注意。 

・夜の海で生物の観察会を実施したことがある。海の中にライトを照らして観察した。しかしチリ
モンの参加者と必ずしも一致していないので、連続性をどうするかが課題。 

・自分たちでチリモンを作れないかと考えているが、できないか？ 
・集魚灯をたいて集まって来たプランクトンを細かい目のタモですくって、集めたことはある。そ

うやって集めたものを塩水で茹でて乾かすとできるのではないか。 
・集めたものの名前を調べるなら、あえて茹でる必要はなく、乾かすだけでもいいのでは？目的に

よっては、液浸標本にするほうがよい場合もあるかもしれない。 
・さきほど紹介された事例のように、販売業者がチリモン用にブレンドすることがよく行われてい

るが、楽しむことだけに偏りすぎた材料になると、自由研究の可能性が狭まると思う。販売業者
も商売だが、私たち実習を行う者の意思、気持ちを相手に伝えていき、実習の目的に合ったよい
材料が手に入るようにしたいと思う。 

 
主催者総括 
 
 チリメンモンスター実習はもともと、ある程度以上の年齢の人なら幼少のころにやったたことが
ある遊戯をベースとしたものです。なので、提案した時にはたいした反響はないものと高をくくっ
ていました。それがいざフタを開けてみるとターゲットとしていた子どもたちだけでなく、その保
護者や各種科学実験を主催している方々までも魅了するものとなっていました。これは図らずもこ
の実習が普遍性を内包した内容（身近な食材をネタにしている。なにかを探し出す楽しみ等）を含
んでいたからのようです。”普遍性がある”ということは、それを行う人によってさまざまなアレンジ
が可能だともいえます。 
 今回、日本全国からチリメンモンスター実習に携わっている多くの人に集まってもらい、各自そ
れぞれのチリモンとその想いを披露してもらいました。その内容たるや私達の想像通り、いやそれ
を超える多様性をもっていました。生物の多様性、環境問題、産業や文化、美術、博物館実習のツ
ールとしての活用、などなど。 
 それとともにチリメンモンスターを取り巻く共通の問題点もあぶり出されてきたようです。チリ
メンモンスターに関する知識の不足、材料の入手方法など。とくに材料の問題は深刻かもしれませ
ん。なぜならチリメンモンスターは元来、食品としてのチリメンジャコの中では異物であり排除す
べきものだからです。けれどもインターネット上の図鑑も開設され、また教材用のチリモンを取り
扱う業者も少しずつですが出はじめてきたようで、すこしは明るい兆しがみえてきたようです。生
物多様性の保護が叫ばれている昨今、自然界だけでなく人間社会の中の多様性も徐々に失われてい
きつつあるように思えるときもあります。けれども、私たちの行っているチリメンモンスターはそ
の生物多様性に支えられた科学実習であり、それに携わる人々もみな熱く多様性にも富んだ方ばか
りでです。そして今後も、さまざまに変化いや進化をして、より多様性を増した実習になっていく
ことを願ってやみません。 

チリモンまつり 2012 実行委員長 藤田 吉広 
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チリモンまつり 2012 参加者アンケート 
 

所属：博物館・研究所・小中高校・大学・市民団体・企業・公的機関・その他（     ） 
 

1．チリモンまつり 2012のことはどうやってお知りになりましたか。 
 
①友人・知人から   ②広報紙・会報・チラシ等での案内 
③インターネット経由（ホームページ、メーリングリスト、Facebook、Twitter、その他）   
④その他（              ） 
 
2．チリモンまつり 2012に参加されていかがでしたか？満足度をお答えください。  
 
①たいへんよかった   ②よかった   ③ふつう   ④やや不満   ⑤不満 
 
 上記に○をつけた理由をご記入ください。 
 
 
 
 
3．よかった点をご記入ください。 
 
 
 
 
4．改善した方がよいと思われる点があればご記入ください。 
 
 
 
 
5．今後のチリモン関連イベントについて、ご要望があればお聞かせください。 
 
 
 
 
6．その他、何かご意見があればお願いします。 
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チリモンまつり 2012 参加者アンケート結果 
 
1．チリモンまつり 2012 のことはどうやってお知り

になりましたか 
 
①友人から 13 件 
 
②広報誌・会誌・チラシ等での案内 5 件 
 
③インターネット経由（ホームページ、メーリング

リスト、Facebook、Twitter、その他） 8 件 
 
④その他 2 件［所属団体のスタッフから聞いた、

社内配布にて］ 
 
2．チリモンまつり 2012 に参加されていかがでした

か？満足度をお答えください 
 
①たいへんよかった 12 件 

♦チリモンについての各施設の情報を知ること
ができた。 

♦これまで他の方々の実施状況を知る機会がな
かったので。 

♦チリモンＷＳを実施するうえで参考になった。 
♦他施設の情報が得られた。 
♦いつも参加する側で楽しませてもらっている

が、主催者側の苦労がわかる。 
♦チリモンのやり方の工夫がよくわかりました。 
♦みなさんの悩み、意見が聞けてよかったです。 
♦各地の実践例がたくさん聞けて、交流すること

ができた。 
♦たくさんのアイデア、ノウハウ、人とのネット

ワークが（できた）得られた。 
♦日本津々浦々の事例がうかがえて、おもしろか

ったです。出前授業等ぜひお願いしたいです。 
♦さまざまな取り組みがみられた。 
♦各地のチリモン講習会（ワークショップ）の取

り組みがよくわかった。今後の参考に大いにな
った。 

 
②よかった 12 件 

♦いろんなところで開催されているのを知るこ
とができてよかった。 

♦ワークショップ開催に伴うヒントをいただき
ました。 

♦他の団体・機関の開催側を聞けてよかった。 
♦材料・プログラムなどの情報が得られた。 
♦各団体様の運営方法や悩み、苦労などが理解で

きた。 
♦今や全国区に広がっているものなので、各地で

の取り組みが見られよかった。 
♦各地区での経験の発表は参考になりました。 
♦チリモンに関するさまざなイベントを知るこ

とができた。 
♦いろいろな取り組みが聞け、いろんな方と会え

たこと。 
♦知らないことがたくさん聞けた。 

♦ワークショップの開催方法など参考になった。 
 
③ふつう 3 件 

♦暖房が効いておらず寒かった。 
♦あまり分化発展していない。 
♦ふつうだから 

 
④やや不満 0 件 
 
⑤不満 0 件 
 
3．よかった点をご記入ください 

♦他施設がどのように活用しているのかを知る
ことができた。とても参考になりました。 

♦話だけでなく、いろいろな道具を見ることがで
きた。 

♦いろいろアドバイスもいただけた。 
♦チリモン本で見た方々と実際に知り合えたこ

と。 
♦実践例の数の多さ。 
♦全国からチリモンを大切に考えている人たち

が集まってくださった。 
♦展示・掲示だけでなく、お土産がいただけたこ

とです。 
♦多様性 
♦今年のイベントの参考になりました。資料作り

の参考と講習会内容がよくわかりました。 
♦いろいろな楽しみ方がわかりました。 
♦大分県等の販売店。寒天標本（チリモンアート）

を一度作成して、チリモンイベント時に見せま
す。 

♦みなさん、それぞれの工夫をされていたり、困
っていることを持っていたり、関わるみんなで
つくるということなど、今後のプラスな気持ち、
考えが持てた。 

♦具体的な発表がよかった。 
♦いろいろな取り組みが聞け、いろいろな方と会

えたこと。 
♦いろんな情報を得た。 
♦開催の時間配分。和歌山が参考になりました。

愛知県のチリモンの入手経路をゲット！ 
♦チリモン開催に関してさまざまな事例を知る

ことができ、今後の参考になった。 
♦各地の取り組みが聞けてよかった。 
♦プランクトンのようすがよくわかる。 
♦新しいことがいろいろわかった。 

 
4．改善したほうがよいと思われる点があればご記

入ください 
♦時間配分 
♦間に少しずつ小休憩を入れてみてはと感じま

した。 
♦ディスカッションするには人が多かった。 
♦照明が暗くて展示が見にくいです。 
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♦ワークショップがプログラムに組み込まれて
いるとよいと思った。事例発表に留まらないお
話が聞けるとよいです。 

♦どんな人が来ているのか全体がよくわからな
い。交流の工夫（名簿を出すなど）してほしい。 

♦参加者の中には一般の方もいらっしゃったの
では・・・。事例発表、ポスター紹介の時には
非常に和気あいあいとしていましたが、ディス
カッションの際のシーン・・・はいたしかたな
いのかなという気がします。まだ実施したこと
はない、これからやってみたい方々（ほぼプロ
のかた）も発言しやすいテーマだったら、もっ
と意見が出たのかと。どなたが何者なのかがち
ょっとわかりにくかったです・・・。 

♦広報のやり方。ターゲットがやや不明瞭。 
♦時間的にはもう少し短くしたほうがよい。 
♦スケジュールを見直した方がなおよしと思わ

れる。講義中に一回休憩をはさむ、ディスカッ
ションとワークショップを逆にする等。 

♦来場した子どもたちにチリモン体験ができる
スペースがあればよいと思った。 

♦日本的規模の図鑑の作成。 
♦寒かったです。 

 
5．今後のチリモン関連イベントについて、ご要望

があればお聞かせください 
♦とくになし 
♦ぜひ定期的に開催して欲しい。可能ならば、全

国各地で。アイデア集とかテーマ設定もあれば
よい。 

♦同定のコツが学べる機会もあるとよい。 
♦年に１回くらいは、しばらくがんばってほしい。

チリモン学会？などもいいかも。 
♦すでにされていると思いますが、指導者向け研

修。博物館等施設のプロ(学芸員)向けではなく、
子どもたちを対象とした活動をされている
NPO の方とか、これからイベントをやりたい大
学生とか向けで。もうあるかもしれませんが、
チリモン検定とか。はまる人は子ども、大人問
わずはまりそうですよね（趣旨とはズレます
が）。 

♦また、こういう場があればうれしいです。 
♦また、このような全国的なイベントをしてほし

い。 
♦各地の状況がだいたいわかったので、とくにあ

りません。 
♦一般参加のイベントがあれば、教えて欲しい。 

 
6．その他、何かご意見があればお願いします 

♦本日はありがとうございました。 
♦非常によい場だったと思います。スタッフのみ

なさま本当にお疲れさまでした。重要な記録だ
と思いますので、研究報告 etc で文章として残
してください。 

♦全体的にはおもしろかったです。お疲れさまで
した。ありがとうございました。 

♦チリモンの同定についての研修会もあれば、興
味深いし、取り組みをする指導者の力にもなる。 

♦資料（ワークショップ）を持ち帰られるように
してほしい。 

♦チリモンの知識を追求するか、形のおもしろさ
を追求するかで、ワークショップの方向が違う
と思いますが、その結果がわかりにくいので、
私たちの今後の課題です。 

♦いろいろとイベント開催にあたって指導して
いただきたい。 

♦チリモンのイベントを始めようとしている初
心者向けのコーナーもあればよかった。 

♦web 図鑑やメーリングリストを活用してみよ
うと思う。 

♦定期的な情報交換の場の設定。 
♦もっと普及して欲しい。異分野（古生物）のワ

ークショップをしている立場からの所見です。 
◇同定など「答えがわからない」メリット 

・分類は「わからない」のもふつうにあるの
で困ることはないです。 

◇主催者側に専門性がなくても何とかなる。 
・新規ではじめやすい ⇒ 主催側のスキルア

ップもテーマになる 
・主催ハードルが低い ⇒ 実習とかに有用 

◇インタラクティブな交流の必要性もある意
味産物 
・名誉教授などヒマな研究者をまきこむなど 

大学の教育普及、社会貢献の場にしてもら
う 

◇社会問題等の難しい話は保護者丸投げでも
よいのでは？ 
・家庭での話題提供のネタとして 

◇ワークショップ共通のテーマ 
・「人」のキャラクターにつく 
・「この人のワークショップなら行く」とい

われるように 
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チリモンまつり当日のようす1
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チリモンまつり当日のようす2
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