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インド亜大陸西海岸に位置する都市・ムンバイ。かつて
は7つの島からなる漁村だったが、16世紀のポルトガルの
進出以来、商業都市として成長。
1661年にポルトガルからイギリスに譲渡されると、東イ
ンド会社の管轄下で島の埋立て工事と鉄道の整備が行わ
れた。以降はデカン高原などからの綿花の輸出港として
栄え、世界の綿業を支える一大生産地として発展して
いった。
1947年にイギリスから独立。1995年には英語読みだった
ボンベイをムンバイに戻した。現在は1800万人を超える
人口を抱え、高層ビルが立ち並ぶ大都市となっている
イギリス統治時代の名残を残すフォート地区周辺には、
今もコロニアルスタイルの建物が多く残っている。

ムンバイ
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ムンバイはどんな街？

• ムンバイ市域人口は1,248万

• ムンバイ新市街として建設されたナビムンバイ（新ボンベイ）やムンバイの衛星都市として発展してき

たターネーなど周辺の大都市をも含めた都市圏人口は、2016年時点で2,288万人であり、世界第6位の巨

大な大都市圏を形成している。

• 2014年のムンバイの域内GDPは1508億ドルで国内でデリー首都圏に次ぐ規模。

• 世界の都市総合力ランキングでは、世界39位と評価されており、インドでは首都ニューデリーを上回り

首位である。

• 天然の良港に恵まれていることもあり、国全体の海上貨物の半数以上を担う港湾都市でもある。

• ムンバイは国内随一の商業及び娯楽の中心都市であり、国全体のGDPのうち5%、工業製品の25%、海運

の40%、資本取引の70%を計上する。

• 国際金融フローにおいては、アジア有数の金融センターとして、インド準備銀行、ボンベイ証券取引所、

インド国立証券取引所といった官民の金融機関をはじめ、多くのインド企業の本社や多国籍企業の主要

拠点が置かれる。

• ビジネス機会が豊富なムンバイには、より大きな事業機会や比較的高い生活水準を求め国内各地から多

くの人が集まり、様々な宗教・文化の集積地ともなっている。
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• イギリス植民地時代に建てられたムンバイの中心
にあるチャトラパティ・シヴァ－ジー・ターミナ
ス鉄道駅。コロニアル（ヴィクトリアンゴシッ
ク）建築を代表する歴史的な建物として、2004年
にユネスコの世界文化遺産に登録された。

• 2008年のムンバイ同時多発テロでは、駅構内で爆
弾テロがあり、多くの方々が亡くなったが、現在
でも多くの人々が利用する駅。ムンバイから多く
の都市を結ぶ特急や夜行寝台電車の発着駅とも
なっている。

• 旧名は、ヴィクトリア・タ－ミナス駅だが、イン
ド国内でイギリス植民地時代につけられた名称を
変更しようという運動の下、1998年に現在の名前
に変更された。夜になると駅舎がライトアップさ
れて綺麗ですので、昼だけでなく夜の建物も見学
しよう。

チャトラパティ・シヴァ－
ジー・ターミナス鉄道駅
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ムンバイの歴史

• 1534年にグジャラート・スルターン朝のバハードゥル・シャーからこの地域を譲り受け
たポルトガルが、ゴアの補助港としての小島に城塞を築き、キリスト教会を建て、ここ
を「ボンベイ」と呼んだ。この名はポルトガル語のボン・バイア（良港）に由来すると
いわれるが、それ以前からこの地の呼称として使用されていた「ムンバイ」という名は、
当時漁民の信仰をあつめていたシヴァ神妃パールヴァティーの異名、ムンバによるとの
説がある。当時は北からパレル、マヒーム、ウォルリ、マザガオン、ボンベイ、小コラ
バ、コラバの7つの島からなっていた。

• 1661年、ポルトガルのカタリナ王女がイギリスのチャールズ2世と結婚する際、ボンベ
イは持参金としてイギリス側に委譲された。

• その植民地時代にはボンベイ管区の中枢として、城塞の中に公会堂・税関などさまざま
なイギリス風の施設が建設された。

• 1668年、英国王家はこれを10ポンドでイギリス東インド会社に貸し付け、対岸に良港が
あったことから1687年にはインドにおける拠点となり、それまでの海軍の基地であった
スーラトは 17世紀後半にマラーター王国のシヴァージーによる攻撃を受けて衰退して
いった。そのため、イギリスはムンバイに商業拠点を移すことになった。
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ムンバイの歴史（続き）

• スーラトから東インド会社の海軍が移され、ボンベイ海軍と名付けられた。
ボンベイ海軍はインド洋の海賊討伐を行い、また1735年にはスラトから
造船所もボンベイに移転した。

• こうして、18世紀末にはインド最大の造船業を持つようになったボンベイ
はインドの西海岸における海運や貿易の要衝となっていった。

• ボンベイ海軍は1830年にインド海軍と改称され、1863年にイギリス海軍
に統合され消滅するまでボンベイを拠点とし続けた。こうしてボンベイが
重要性を増していくにつれ、すこしずつ島の間の埋め立てが進められて市
街地として発展した。

• 最終的には1845年にHornby Vellardの計画した大規模な干拓が行われ、
これによってムンバイの7つの島は完全に大陸の一部となった。
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ムンバイの歴史（続き）

• 1854年には東インド会社に代わりP&O社がボンベイ・スエズ航路を
担当することとなった。

• 1853年にはボンベイと北郊の都市ターナーとの間にインド初の鉄道
が開通し、やがてインド全土に張り巡らされた鉄道によってボンベ
イは貿易港としてますます発展していった。

• 1850年代には多くの綿紡績工場も建設され、この地の産業を大きく
発展させた。とくに1861年 - 1865年のアメリカ南北戦争では、アメ
リカからイギリスへの綿花輸出が停止したことから、ボンベイの綿
織物業は飛躍的に拡大する。

• 1869年のスエズ運河開通によってボンベイは直接ヨーロッパと結ば
れることとなり、ボンベイ港の重要性はさらに高まった。
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ムンバイは熱帯で、サバナ気候に属する。ムンバイの季節は、明瞭な雨季と乾季に分れる。
雨季はおおよそ6月から9月までで、湿度が高く、気温は30 °Cを超える。6月から9月の間は南西からのモンスー
ンによる雨が降り、年間2200mmの降雨量はこの時期にほとんどが降る。乾季はおおよそ11月から5月で、温暖
な気候で降雨はほとんどないが、極度に乾燥はしない。。1月と2月はやや冷たい北風が吹く。
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ダーラーヴィー地区は1887年の、
イギリス植民地時代の人種差別政
策より生まれた。

建ち並ぶムンバイ市の高層ビル群

ムンバイ港
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石窟群
カーンヘーリー石窟群 -紀元前1世紀頃から造られた古代109もの仏教石窟群寺院。
エレファンタ石窟群 - ユネスコの世界遺産に登録されているヒンドゥー教石窟寺院（ID244）
シャンカール石窟

インド門 - 高さ26m。港町ムンバイのシンボル。
1911年にイギリスの当時の国王ジョージ5世とメアリー王妃の訪問を記念して、16世紀のグジャラート様式
で建造された。

タージマハル・ホテル
チャットラパティ・シヴァージー駅 - ユネスコの世界遺産に登録されている（ID945）
チョウパーティー海岸
チャットラパティ・シヴァージー博物館（旧プリンス・オブ・ウェールズ博物館）
チャーチゲート(インド西部鉄道本部)
マニ・バヴァン –

インド建国の父マハトマ・ガンディーが1917年から1934年まで住んでいた家。現在はガンディー博物館。
ムンバイ高等裁判所 –世界遺産

ゴシック様式で1878年建造の建築。ムンバイのヴィクトリアン・ゴシックとアール・デコの遺産群の一部
ジュフー海岸
国立現代美術館 - ジャハーンギール公会堂にある
サンジャイ・ガンディー国立公園

ムンバイ市内の主な観光地
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カーンヘーリー石窟群 Kanheri Caves - Google マップ

Kanheri Cave 2 - Google 
マップ
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https://www.google.com/maps/place/Kanheri+Caves/@19.2077902,72.9060235,382m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x3be7b9e6e177d16d:0xf5677ab36922b95f!8m2!3d19.2058509!4d72.9068504
https://www.google.com/maps/@19.2076961,72.9064469,3a,90y,264.42h,92.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPC4j1rkVkSRen9hQFP260ivR_AIlUZSBPzpAM1!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPC4j1rkVkSRen9hQFP260ivR_AIlUZSBPzpAM1%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya263.29517-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


Kanheri Cave 2 - Google マップ

カーンヘーリー石窟群

Aryan Verma - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@19.2069603,72.9066816,3a,75y,297.91h,98.68t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNSxzev9OJAh2gVIT2-DFydIAhZhZb3ZU0NTxCc!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNSxzev9OJAh2gVIT2-DFydIAhZhZb3ZU0NTxCc%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya335.77145-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@19.2086127,72.9053399,3a,75y,113.82h,90.18t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNxzlnsBlB3Vd0GbiYe38F1o8NFITjcZNUqPf19!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNxzlnsBlB3Vd0GbiYe38F1o8NFITjcZNUqPf19%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya42.246677-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


世界遺産！エレファンタ島の石窟群

世界遺産に登録されているムンバイ湾に浮かぶエ
レファンタ島の石窟群。ムンバイ市内フォート地
区のインド門近くの船着き場からボートを利用し、
1時間程でいけます。エレファンタ島という命名
の由来は、16世紀にポルトガル人が島に上陸した
際に巨大な石彫りの象を発見したした事からです。

1987年に世界遺産に登録された石窟群は、６世紀
～８世紀にかけて出来たもので、全てヒンドゥー
教の神であるシヴァ神を祀っています。ポルトガ
ル人による破壊の跡も生々しく残っていますが、
見るべき価値のある石窟群です。

島内は広く、お土産屋やレストランも多くありま
す。ボートで到着後に、船着き場の近くで、ガイ
ドが勧誘してきますが、英語が出来る方であれば、
料金交渉をしっかりとした上で、ガイドをつけ、
案内してもらうのもよいでしょう。
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エレファンタ島の石窟群
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エレファンタ石窟群 - Google マップ エレファンタ石窟群 - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@18.9633541,72.9316101,3a,75y,169.84h,96.95t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO6H1xmhJ7VsKGqjXxqw7-QSECgSVjaWwMrBLxC!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO6H1xmhJ7VsKGqjXxqw7-QSECgSVjaWwMrBLxC%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya198.56798-ro0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@18.963388,72.9313509,2a,75y,128.85h,96.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1smgbVfTcXxX8AAAQWrmRvxQ!2e0!7i13312!8i6656


エレファンタ石窟群 - Google マップ エレファンタ石窟群 - Google マップ

エレファンタ石窟群
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https://www.google.com/maps/@18.9632113,72.9311853,3a,49y,327.87h,96.11t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOyDW6FhYQh7nvuW3M5sDmN2ZE3FgEUckNJlnAY!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOyDW6FhYQh7nvuW3M5sDmN2ZE3FgEUckNJlnAY%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya34.99218-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@18.9635997,72.9313269,3a,75y,224.13h,85.27t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPnWnGjhf7_6XnhmFiK6bRcGwK6pDMX5r97k8cX!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPnWnGjhf7_6XnhmFiK6bRcGwK6pDMX5r97k8cX%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya311.45624-ro0-fo100!7i10240!8i5120


ムンバイ市内の南にあるフォート地区にあ
るインド門。これは、イギリス植民地時代、
1911年にイギリス国王ジョージ5世夫妻の来
印を記念して建てられた門です。ムンバイ
の人気観光名所だけあり、国内外から数多
くの観光客が訪れています。記念に、イン
ド門を背景に写真を撮ってください。

インド門の前には、タタ財閥の創始者が建
てたインドを代表する高級ホテルである
タージマハル・ホテルがありますので、イ
ンド門と併せて見学してみるとよいでしょ
う。フォート地区は植民地時代の名残が
残っていますが、その雰囲気を感じ取るこ
とが出来る地区ですのでお薦めです。

植民地主義の象徴であるインド門
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Alejandro Denny Robles - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@18.921949,72.8348567,3a,75y,132.77h,91.9t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNi_khZMCdjcVm2Ke8pIk0x4dLB_lJ1R_BfN0DM!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNi_khZMCdjcVm2Ke8pIk0x4dLB_lJ1R_BfN0DM%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya318.36014-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


Maifuse Kadri - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@18.9216466,72.8354773,3a,75y,293.37h,94.76t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPIOsa5_wnyS9QpNdO-xJvOhMp4BTC5fUqLn1Rc!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPIOsa5_wnyS9QpNdO-xJvOhMp4BTC5fUqLn1Rc%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya347.48215-ro-0-fo100!7i5376!8i2688


ムンバイの5つ星ホテル【タージマハルホテル】宿泊
記！館内＆部屋の様子・朝食等＊tabilog
(tabilog723.com)

インド門のすぐ前にある、観光地としても有名なホテル
予想を超えるラグジュアリーさ…インドとは思えない
サービスの良さ…
2008年ムンバイ同時テロの際にこのホテルも襲撃された。
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https://tabilog723.com/india6-palacehotel/


タージマハールホテル - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@18.9217834,72.8332086,3a,75y,277.52h,87.52t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOv1-Abq2qIKtIcJ9nBc0LOBoN2cz6NfL0OP6c6!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOv1-Abq2qIKtIcJ9nBc0LOBoN2cz6NfL0OP6c6%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya327.87173-ro-0-fo100!7i8704!8i4352?hl=ja
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タージマハールホテル - Google マップインド門のすぐそばに
タージマハールホテルがある。
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https://www.google.com/maps/@18.9220554,72.8330387,3a,75y,169.43h,98.22t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNoPieCukHNXzyAlTyKwia5N1mYaYnhJEmJJ_LO!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNoPieCukHNXzyAlTyKwia5N1mYaYnhJEmJJ_LO%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya52.725906-ro-0-fo100!7i8704!8i4352?hl=ja


朝は２階のシーラウンジという部屋での朝食ブッフェ
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シーラウンジで、
午後は紅茶とお
菓子のセットを
楽しむことがで
きます。
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ムンバイ・フォート地区の中心
にある駅、非常に重厚で歴史を
感じさせてくれる建物は、イギ
リスによる植民地時代の建築物、
世界遺産に認定されています。
駅構内は現在でも多くの電車発
着している現役の駅舎なので中
を見る事が可能、外見の建物の
美しさは目を見張るものがあり
ます。

チャトラパティシヴァージーターミナス駅（旧名ヴィクトリアターミナス）

チャットラパティ・シヴァージー駅
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Chhatrapati Shivaji Terminus (Bhatia) 
- Google マップ

ミュニシパル・コーポレーション・オブ・
グレーター・ムンバイ - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@18.9390448,72.8352791,3a,75y,9.82h,103.68t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNudsGVgLc9DPLvjM3XK4ZvTVTBOkpz1XFi7NOm!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNudsGVgLc9DPLvjM3XK4ZvTVTBOkpz1XFi7NOm%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya271.5424-ro-0-fo100!7i8704!8i4352?hl=ja
https://www.google.com/maps/@18.9399577,72.8347253,3a,75y,118.37h,102.95t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO48twSIfFkBv1K-DzF-0kBlR_bwRI9ExTwdapk!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO48twSIfFkBv1K-DzF-0kBlR_bwRI9ExTwdapk%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya127.58358-ro-0-fo100!7i6000!8i3000?hl=ja


Sujit Shelar - Google マップ

駅の中

Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus -
Google マップ

駅の外
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https://www.google.com/maps/@18.9405861,72.8355942,3a,75y,31.22h,84.96t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNAyjsfgyuqr7qwG7WlUOI2gYr7kVRLe3FWQiGk!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNAyjsfgyuqr7qwG7WlUOI2gYr7kVRLe3FWQiGk%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya103.1769-ro-0-fo100!7i8704!8i4352?hl=ja
https://www.google.com/maps/@18.9400277,72.8352212,2a,75y,34.61h,88.58t/data=!3m7!1e1!3m5!1suNmAJ4BkwfsAAAQ4-ffZ6w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DuNmAJ4BkwfsAAAQ4-ffZ6w%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D286.5766%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=ja


Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus - Google マップ

29

https://www.google.com/maps/@18.9399153,72.835254,2a,75y,325.67h,99.57t/data=!3m7!1e1!3m5!1sHsJ-0IeSyFUAAAQ4-ffZ1g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DHsJ-0IeSyFUAAAQ4-ffZ1g%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D263.93356%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=ja


Chhatrapati Shivaji Maharaj 
Terminus - Google マップ

30

https://www.google.com/maps/@18.9398032,72.8351637,2a,75y,10.56h,99.78t/data=!3m7!1e1!3m5!1sex7NdpcDEVgAAAQ4-ffZ0A!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dex7NdpcDEVgAAAQ4-ffZ0A%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D128.33408%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=ja


Mohit Koyande - Google マップChhatrapati Shivaji Maharaj Terminus 
- Google マップ

ムンバイの終着駅 電車内の様子
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https://www.google.com/maps/@18.9425063,72.8355897,3a,75y,33.9h,80t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN5Bda2q6nzlKAW0Fe4RtINomuNuWU4prSzgJh4!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN5Bda2q6nzlKAW0Fe4RtINomuNuWU4prSzgJh4%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya94.62918-ro-0-fo100!7i10240!8i5120?hl=ja
https://www.google.com/maps/@18.9429736,72.8351714,3a,75y,134.95h,89.88t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMYpewQmOdmdaoKgzRon3fNqP3WgJ6ojr0a5Ekq!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMYpewQmOdmdaoKgzRon3fNqP3WgJ6ojr0a5Ekq%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya200.59517-ro0-fo100!7i8192!8i4096?hl=ja


Swapnil Rane - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@18.9539259,72.8109845,3a,48.9y,319.34h,88.19t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMbndqS_H3Kb3BIzmfvPDjNBw4LU3uSZDdJflgy!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMbndqS_H3Kb3BIzmfvPDjNBw4LU3uSZDdJflgy%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya75.92219-ro-0-fo100!7i8192!8i4096?hl=ja


Praveen Prajapati - Google マップ チョウパーティー海岸

33

https://www.google.com/maps/@18.9532464,72.8131026,3a,42.3y,110.73h,89.85t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNtCq6yo_PxgovwFLjAy0JTbKhprK3BV7AOljrZ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNtCq6yo_PxgovwFLjAy0JTbKhprK3BV7AOljrZ%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya58.685696-ro-0-fo100!7i8192!8i4096?hl=ja
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チャトラパティ・シバジ・マハーラー
ジ博物館(旧プリンスオブウェールズ博
物館) - Google マップ

チャットラパティ・シヴァージー博物館

35

https://www.google.com/maps/@18.9266762,72.8328358,2a,75y,312.47h,84.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQUw-YNePHPxd1SuL5IF1hA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja


チャトラパティ・シバジ・マハーラージ博物館(旧プリン
スオブウェールズ博物館) - Google マップ

36

https://www.google.com/maps/@18.9267375,72.8319754,3a,75y,183.05h,96.21t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOkEVfLbmyJOtZy0B2oFuUwsqzWh-UqPAKqRF8h!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOkEVfLbmyJOtZy0B2oFuUwsqzWh-UqPAKqRF8h%3Dw203-h100-k-no-pi6.5339766-ya230.8055-ro4.0163784-fo100!7i5376!8i2688?hl=ja


DCIM¥100GOPRO¥GS__1450.JPG - Google マップ

ジュフー海岸

ハッジ・アリー廟

37

https://www.google.com/maps/@18.9822871,72.8088363,3a,75y,356.76h,90.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipO_CQvRLBzE8xB0iyza_J4ghKfdVkm5dMAj2lVg!2e10!7i5760!8i2880?hl=ja


National Gallery of Modern Art -
Google マップ

国立現代美術館

National Gallery of Modern Art - Google マップ
38

https://www.google.com/maps/place/National+Gallery+of+Modern+Art/@18.9259588,72.831385,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOTsSf5NwzhkVmFurPxcCuo-Z1RtfF74uH1Imhg!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOTsSf5NwzhkVmFurPxcCuo-Z1RtfF74uH1Imhg%3Dw203-h114-k-no!7i3264!8i1836!4m14!1m6!3m5!1s0x3be7d1c3d14f4c3b:0xea36a84c8a5f7677!2z44K444Oj44OP44O844Oz44Ku44O844Or5YWs5Lya5aCC!8m2!3d18.9259206!4d72.8314343!3m6!1s0x0:0x33783085c701ece!8m2!3d18.9259588!4d72.8314174!14m1!1BCgIgAQ?hl=ja
https://www.google.com/maps/place/National+Gallery+of+Modern+Art/@18.9260336,72.8315796,4a,54.2y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPPd3yQUfYd7q9wYddXCjf8cpFFZJgv9ShqTEAv!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPPd3yQUfYd7q9wYddXCjf8cpFFZJgv9ShqTEAv%3Dw203-h427-k-no!7i1224!8i2577!4m14!1m6!3m5!1s0x3be7d1c3d14f4c3b:0xea36a84c8a5f7677!2z44K444Oj44OP44O844Oz44Ku44O844Or5YWs5Lya5aCC!8m2!3d18.9259206!4d72.8314343!3m6!1s0x0:0x33783085c701ece!8m2!3d18.9259588!4d72.8314174!14m1!1BCgIgAQ?hl=ja


サンジャイ・ガンディー国立公園 - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@19.2210347,72.9067922,3a,75y,111.76h,76.83t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMKY65AH11FwT_Gevr75iI6SUPANwGUYo2H6nkU!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMKY65AH11FwT_Gevr75iI6SUPANwGUYo2H6nkU%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya85-ro-0-fo100!7i6656!8i3328?hl=ja


ゲートウェイ・オブ・インディア・ムンバイ - Google マップ

40

https://www.google.com/maps/@18.922384,72.833381,3a,75y,230.19h,92.06t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMkS0pgBdB9o6n-DwOw7mW9QZOM1XebOrtApEGE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMkS0pgBdB9o6n-DwOw7mW9QZOM1XebOrtApEGE%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya141.98744-ro-0-fo100!7i6656!8i3328?hl=ja


ザ タージマハルタワー ムンバイ - Google マップ

41

https://www.google.com/maps/@18.9222583,72.8335133,3a,75y,266.11h,77.28t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN_W3K4zgv9BTW_3UfDmphoHvKxGafiKK58k-s1!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN_W3K4zgv9BTW_3UfDmphoHvKxGafiKK58k-s1%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya33.1566-ro-0-fo100!7i5376!8i2688?hl=ja


Vibhor Dube - Google マップ

42

https://www.google.com/maps/@18.9203234,72.8303526,3a,77y,274.76h,81.92t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNQttKJzq0qFpdlN0VvyvI9rHuTNvBgJNjVt2rF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNQttKJzq0qFpdlN0VvyvI9rHuTNvBgJNjVt2rF%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya58.103-ro-0-fo100!7i5376!8i2688?hl=ja


Mahesh Dilip Salvi - Google マップ jidnesh javkar - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@18.9266275,72.8318363,3a,75y,112.96h,78.67t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNYCKFfPog3cSDjlJcQUz5HIH84I4jAnAfh3YD8!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNYCKFfPog3cSDjlJcQUz5HIH84I4jAnAfh3YD8%3Dw203-h100-k-no-pi2.1232324-ya7.269484-ro4.949502-fo100!7i5376!8i2688?hl=ja
https://www.google.com/maps/@18.9276676,72.8323059,3a,75y,78.74h,86.21t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMfhCKtvW3AKHQAlz1vJT3juebA2E158WDLZmaY!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMfhCKtvW3AKHQAlz1vJT3juebA2E158WDLZmaY%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya16.145687-ro-0-fo100!7i6912!8i3456?hl=ja


セント・トーマス・アングリカン大聖堂 -
Google マップ

フローラ噴水 - Google マップ

44

https://www.google.com/maps/@18.9318643,72.833658,3a,90y,91.83h,93.15t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPIcVQpWckjCBEMhnVNzKN-gQuFPlP3m_69g8mU!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPIcVQpWckjCBEMhnVNzKN-gQuFPlP3m_69g8mU%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya15.397444-ro-0-fo100!7i8493!8i3767?hl=ja
https://www.google.com/maps/@18.9324394,72.8314845,3a,49y,216.76h,100.1t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO1zqjJaORSv8f_awNvfqwc1QAqWTCbPTVFRKee!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO1zqjJaORSv8f_awNvfqwc1QAqWTCbPTVFRKee%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya264.69064-ro-0-fo100!7i8704!8i4352?hl=ja


Nehru Science Centre - Google マップ

新科学センター
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https://www.google.com/maps/@18.9908946,72.8188621,3a,75y,201.63h,81.21t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPt4uExzpDE-dod3valZ6JQRL2TfIQ6blnDo9V6!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPt4uExzpDE-dod3valZ6JQRL2TfIQ6blnDo9V6%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya209.55093-ro-0-fo100!7i5376!8i2688?hl=ja


ムンバイ市街地の西側にあるマリーン
ドライブ。ここは、地元の人々のデー
トスポットでもあり、朝夕の散歩の場
となっている市民の憩いの場です。海
岸沿いに遊歩道が整備されていますの
で、バックベイの景色を見ながらの散
歩をお薦めします。西側に位置してい
るので、夕陽が綺麗です。

地元の人々のデートスポット・マリーンドライブ
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洗濯機が出来る前、人々は洗濯
を手洗いでしていました。
ドービーガートは未だに残るム
ンバイ市内最大の屋外洗濯場で
す。
洗濯人という職業があり、その
人達が仕事で洗濯をしています。
天気の良い日には、写真のよう
に洗濯物が屋外で干されていま
す。
ムンバイ最大だけあり、規模は
大きく、色とりどりの洗濯物が
はためいている姿は壮観です。

ムンバイ市内最大の屋外洗濯場ドービーガート

47



ドービー・ガート

ドービー・ガートは、インドにある公共の洗濯
場である。
このドービー・ガートはインドにおいて、とり
わけ発展した都市として知られているムンバイ
の一画に存在している。
公共の施設であるため、現地の人々が利用して
いる場所だが、観光地としても機能している。

ドービー・ガート - Google マップ

Navin kumar Rajhans - Google マップ

公共の洗濯場
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https://www.google.com/maps/place/%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%88/@18.9822424,72.8255151,3a,83.4y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNnpv11JOYDEU44zf6SJmSs69s_Hol-qcXMnrkF!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNnpv11JOYDEU44zf6SJmSs69s_Hol-qcXMnrkF%3Dw114-h86-k-no!7i640!8i480!4m5!3m4!1s0x3be7ce672cffffff:0x2033fa4f1cc8e201!8m2!3d18.9822455!4d72.8255146?hl=ja
https://www.google.com/maps/@18.9821859,72.8246735,3a,41.2y,48.11h,84.39t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNToT8f9cnJ93zkw3rAYsJnYX2i7GbMPgGHa9AD!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNToT8f9cnJ93zkw3rAYsJnYX2i7GbMPgGHa9AD%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya270.7018-ro-0-fo100!7i8192!8i4096?hl=ja


ラメーゲストラインホテルジュフの写真
ラメー ゲストラインホテル ジュフ
(Ramee Guestline Hotel, Juhu) -ム
ンバイ (ボンベイ)-【 2022年最新の
料金比較・口コミ・宿泊予約 】- ト
リップアドバイザー (tripadvisor.jp)

￥22,941
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https://www.tripadvisor.jp/Hotel_Review-g304554-d301493-Reviews-Ramee_Guestline_Hotel_Juhu-Mumbai_Maharashtra.html#/media/301493/?albumid=101&type=2&category=101


Shree Siddhivinayakはインドのムン
バイに位置する観光スポット。
ガネーシャが祀られていることで有
名なスポットで、観光客からも人気
の寺院です。見学の際は土足厳禁と
なっているため靴を脱いで敷地内を
観光することになります。

日本でもお馴染みのインドの神様・
ガネーシャが祀られている最も有名
な寺院であることから朝早い時間に
出かけてもたくさんの参拝客がいま
す。

ムンバイに訪れた際は立ち寄ってみ
てください。

Shree Siddhivinayak
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マニ・バヴァンは、イ
ンドのムンバイにある
建物である。この建物
は、インドの歴史にお
いて、多大なる貢献を
してきたガンジーが、
かつて住んでいたこと
で知られている。
現在、このマニ・バ
ヴァンは、ガンジーに
関係する展示を行う博
物館となっており彼の
生涯について知ること
ができる。

マニ バヴァン/ガンジー記念館
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ガンジー記念博物館 - Google マップ ガンジー記念博物館 - Google マップ

52

https://www.google.com/maps/@28.6020397,77.2143012,3a,75y,1.74h,85.38t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOm4qoQPLtPh-U95ZuPGgstqU7Jwg2yp-oWjo6I!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOm4qoQPLtPh-U95ZuPGgstqU7Jwg2yp-oWjo6I%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya54.224964-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/@28.6012718,77.2137116,3a,75y,139.01h,83.62t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPn_IM6q-MjW20W35AZNqgPY0F66zZrKuOfu4s!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPn_IM6q-MjW20W35AZNqgPY0F66zZrKuOfu4s%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya318.69183-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


Keneseth Eliyahoo Synagogue - Google マップ

ケネセス・アリヤフ・シナゴーグはムンバイで最古のビクトリアン様式で造られた建築物で、現在でも使わ
れている最も古いユダヤ教の教会です。
美しい水色の塗装が鮮やかな外観が目を引きます。内部のステンドグラスも見事で、太陽の光が差し込むと
芸術的な柄を床に映し出しますよ！現在でもムンバイに住むユダヤ教徒たちの信仰の中心として、心の拠り
所になっている観光スポットです

ケネセス・アリヤフ・シナゴーグ
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https://www.google.com/maps/place/Keneseth+Eliyahoo+Synagogue/@18.9282224,72.8331848,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNI6NTvGqGrHQpteNDnUIt8AhL8vkBvbf_UhT-L!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNI6NTvGqGrHQpteNDnUIt8AhL8vkBvbf_UhT-L%3Dw397-h298-k-no!7i4048!8i3036!4m14!1m6!3m5!1s0x3be7d1c383f90869:0x45091e4412beaa3f!2sKeneseth+Eliyahoo+Synagogue!8m2!3d18.9281944!4d72.8331835!3m6!1s0x3be7d1c383f90869:0x45091e4412beaa3f!8m2!3d18.9281944!4d72.8331835!14m1!1BCgIgAQ


ムンバイ大学の図書館の入口にラジャバイ
時計台がある。
ラジャバイ時計台は1878年にイギリスの建
築デザイナー、ジョージ ギルバート ス
コットのデザインによって建てられた観光
スポット。
ロンドンのビック・ベンをモデルにして建
てられたこともあり、インドがイギリスに
統治されていた時代を感じる建物です！

高さは85mのイタリア風のネオゴシック様
式のオシャレな建造物で、今はムンバイ大
学キャンパスのランドマークとなってい
る！
美しい外観をしているのでムンバイ観光の
記念に写真に残しておきたい、観光モニュ
メントの一つ！

ラジャバイ時計台

Subodh Patil -
Google マップ
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https://www.google.com/maps/@18.9295493,72.8297152,3a,75y,40.7h,106.79t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOuvOfvsxgX4N4WNWBBhm-ntxqgB3BD_jZzpm4D!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOuvOfvsxgX4N4WNWBBhm-ntxqgB3BD_jZzpm4D%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya273.00143-ro0-fo100!7i10240!8i5120


Kala Ghoda Art Festival
Suprit Vaity

Google マップ

芸術祭

駐車場を会場としている
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https://www.google.com/maps/@18.9277603,72.8318322,18.6z


Tejas Joshi - Google マップ

図書館
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https://www.google.com/maps/@18.9276505,72.8314819,3a,75y,267.81h,93.46t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNLRSnbDPuXSWWmjiNf-p3GU9aiFm4mWsZGfiZC!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNLRSnbDPuXSWWmjiNf-p3GU9aiFm4mWsZGfiZC%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya16.726614-ro-0-fo100!7i7168!8i3584


インド・ムンバイの巻 おわり

吉岡 芳夫

２０２２/０３/２３（水）
インターネット世界旅行
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