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（第２回）ジャワ島とバリ島
ジャワ島

ジャワ島は首都ジャカルタがある島で、
インドネシアの全人口の約6割がジャワ
島で暮らしている。世界第1位の人口を
有する島で、慢性的な渋滞が問題。イン
ドネシアの経済と政治の中心として、イ
ンドネシアの重要な役目を担う街。

世界遺産指定の歴史的な建造物も残って
いる。シャイレンドラ王朝時代に建立さ
れたボロブドゥール遺跡や、ジャワ建築
の最高傑作と言われるプランバナン寺院
などが見どころ。

【インドネシア】ジャワ島でおすすめの観光スポット12選！インド
ネシアを満喫！ - おすすめ旅行を探すならトラベルブック
(TravelBook)

インターネット世界旅行
２０２３/１/２５（水）

https://www.travelbook.co.jp/topic/55760
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ジャワ島の人口はインドネシア内
の半分以上にあたる1億2,400万人
ほどで、世界で1番人口が多い島
でもある。
大きい島なので、ジャカルタなど
のビルが立ち並ぶ大都市から、歴
史的な寺院や遺跡、自然など様々
な面を持ち合わせている。
代表的な観光スポットは、ジョグ
ジャカルタにあるボロブドゥール
遺跡や、絶滅危惧種のジャワサイ
の唯一の生息エリアでジャングル
や白い砂浜などの自然が残るウ
ジュンクロン国立公園などです。



ジャカルタの名所

• 旅のヒント
• 独立記念塔
• 国立博物館
• イスティクラル・モスク
• タマン・イスマイル・マルズキ公園
• ジャカルタ歴史博物館
• 旧バタビア街
• タマン・ミニ・インドネシア・インダー
• パサール・イカン
• ワヤン博物館

https://www.asean.or.jp/jpn/asean/know/country/indonesia/tourism/guide/mainview/view02.html#v01
https://www.asean.or.jp/jpn/asean/know/country/indonesia/tourism/guide/mainview/view02.html#v02
https://www.asean.or.jp/jpn/asean/know/country/indonesia/tourism/guide/mainview/view02.html#v03
https://www.asean.or.jp/jpn/asean/know/country/indonesia/tourism/guide/mainview/view02.html#v04
https://www.asean.or.jp/jpn/asean/know/country/indonesia/tourism/guide/mainview/view02.html#v05
https://www.asean.or.jp/jpn/asean/know/country/indonesia/tourism/guide/mainview/view02.html#v06
https://www.asean.or.jp/jpn/asean/know/country/indonesia/tourism/guide/mainview/view02.html#v07
https://www.asean.or.jp/jpn/asean/know/country/indonesia/tourism/guide/mainview/view02.html#v08
https://www.asean.or.jp/jpn/asean/know/country/indonesia/tourism/guide/mainview/view02.html#v09
https://www.asean.or.jp/jpn/asean/know/country/indonesia/tourism/guide/mainview/view02.html#v10


モナス (独立記念塔)

モナス - Wikipedia

ナス/MONAS は、インドネシ
アの首都ジャカルタの中央ジャ
カルタ地区にあるムルデカ広場
の中心にそびえ立つ国家独立記
念塔の名称である。
たいまつやろうそくのように見
える塔の外装は白い大理石製
で、全高137メートル。頂上部
の炎のレリーフは、高さ14メー
トル、直径6メートル、重さ
14.5トンの青銅製で、77のパー
ツから構成され、更に表面には
３5ｋｇの純金めっきが施され
ている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%8A%E3%82%B9


ジャカルタ国立博物館

インドネシアでも最大級の
歴史民族博物館。
ジャワ各地から出土したヒ
ンドゥーや仏教の石像や、
陶磁器、各地の芸能や文化
を代表する展示が本館に。
新館にはマジャパヒト王朝
の宝物などを展示するコー
ナーもあり、充実した展示
が堪能できる。



1978年に17年の歳月をかけて建設され
たイスティクラルは、ジャカルタの最
重要部･ムルデカ広場の北東にある。
世界最大のムスリム人口を抱えるイン
ドネシアに相応しく世界有数の規模の
モスクである。
5階建で直径45mの白亜のドームを冠す
る。礼拝所は男女別に別れており、12
万人を収容できる。
建物の名称になっている「イスティク
ラル」とは、アラビア語で「イスティ
クラール」 と言い、独立を意味する。
東隣に立地するカトリック教会のジャ
カルタ大聖堂と友好的な関係を築いて
いる。

イスティクラルモスク

イスティクラル - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%AB/@-6.1707267,106.8300991,1044m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x2e69f5ce68b5e01d:0xcafaf042d5840c6c!8m2!3d-6.17017!4d106.83139


イスティクラルモスク

中央ジャカルタ, ジャカルタ - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-6.1696911,106.831618,3a,75y,207.45h,91.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOtszlJovLmP1NH1r2R5Nug!2e0!7i16384!8i8192


ジャカルタ大聖堂 アジア最大のイスラムモスクのイスティ
クラルモスクの真隣に有るカトリック教
会です。この国では、イスラム教が９
０％近くを占める中で、カトリックキリ
スト教信者は１０％も無いようですが、
隣同士に近く建っている事に対して、お
互いを認め合う世界観を感じました。
流石に欧羅巴の教会群を見慣れた私に
は、やっぱジャカルタだわ～と思いまし
たが、綺麗な教会でした。ステンドグラ
スも、大人しく、ギラギラしていません
が、落ち着いてお祈りするのには、良さ
そうな場所でした。 イスティクラルモス
クを訪ねた際は、お隣ですので、見学の
価値は有ると思います。

Google Earth

https://earth.google.com/web/search/%e3%80%80%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%bf%e5%a4%a7%e8%81%96%e5%a0%82/@-6.16927333,106.831843,1.88315516a,545.72060983d,35y,-166.73408894h,44.99679553t,0r/data=CoUBGlsSVQokMHgyZTY5ZjVjZWY4NmUyMWFkOjB4M2VjZmRhNzQ2OTJmYzc5GZOpglFJrRjAIX0geedQtVpAKhvjgIDjgrjjg6Pjgqvjg6vjgr_lpKfogZbloIIYAyABIiYKJAkAHp54b7EYwBFKkW696rYYwBnkRsoo0LRaQCEWFwfjerRaQA


360 by JasaVRBlitar - Jakarta History 
Museum - Google マップ

360 by JasaVRBlitar - Jakarta History Museum -
Google マップ ジャカルタ歴史博物館

インドネシア有数の優れたオランダ植民地
時代の建築物であり、インドネシアの豊か
な歴史に触れることのできる興味深い施
設。
植民地時代のジャカルタから先史時代のイ
ンドネシアまで、ジャカルタ歴史博物館で
は幅広い題材について学ぶことができる。
1710 年にオランダ人によって新しい植民
地の行政の中心地として建設されました。
この時代に作られたオランダ式建築物の中
でも極めて優れた建築物であり、また希少
な存在です。さらにおどろくことに、建物
は建設当時からほとんど変わっていませ
ん。
スタイリッシュなオランダ式建築を眺め、
この建物がオランダ人入植者の市庁舎とし
て使用されていた時代に思いをはせましょ
う。

https://www.google.com/maps/@-6.1351621,106.8135637,3a,75y,239.72h,89.38t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipMSyw0CgUogOST4pGgJaPoLewPvC7AH43T9fUX_!2e10!7i5376!8i2688
https://www.google.com/maps/@-6.1351188,106.8137135,3a,75y,120h,84.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOWtB8o3JEnanRKjYbvf6tdA5jAimp_m5NtFN8M!2e10!7i5376!8i2688


タマン ミニ インドネシア インダー

インドネシアの文化と自然を楽しめるテーマパーク。博物館、庭園、有名な
文化的建物や景色のレプリカがある。

Sanuri Moekri - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-6.3023294,106.8961517,3a,75y,217.56h,87.76t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNO-LRYh0BL57Ed9-cR62EBClySA853HAtG966P!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNO-LRYh0BL57Ed9-cR62EBClySA853HAtG966P%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya15.825441-ro-0-fo100!7i8192!8i4096


Google Earth
ワヤン人形博物館

博物館は1912年に建てられました。その場所はもともと古い教会でした
が、地震で完全に破壊されました。博物館に収蔵されているジャワ人形は、
最初に祖先を崇拝するために使用され、5世紀にはインドネシアがヒンズー
教の影響を受けたため、これらの人形の役割が変わりました。博物館で
は、ジャワ人形のパフォーマンスを鑑賞し、インドネシアの文化と歴史に
ついて学ぶことができます。

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%80%80%e7%a2%91%e6%96%87%e5%8d%9a%e7%89%a9%e9%a4%a8/@-6.1352,106.8133,-0.1885415a,1049.7696575d,35y,-109.7854677h,45t,0r/data=Cn0aUxJNCiUweDJlNmExZGZmNDhmMjU5ZmY6MHhmZWI2YmZkN2UxNWRiODUzGeQhncseihjAIb3zMFkBtFpAKhLjg6_jg6Tjg7PljZrnianppKgYAyABIiYKJAnnTDnGrb8YwBETIaYpncEYwBnQXxGa27NaQCH4pIFWuLNaQA


ラグナン動物園 ジャワ島のジャカルタ中心
街より30分ほどのところに
あるラグナン動物園。森の
なかに広大な敷地を有して
おり、園内ではコモドドラ
ゴンやスマトラゾウなど、
インドネシアならではの動
物を始め約300種類もの動物
が飼育されている。また、
広い園内の移動には、ト
ロッコ車や馬車、レンタル
自転車などもあり、便利で
ある。

Ragunan Zoo - Google 
マップ

https://www.google.com/maps/@-6.3122849,106.8204873,3a,75y,349.24h,93.67t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPbbz91CRrIYnac-swS9NvNbREAnQVFQnZ_MC9j!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPbbz91CRrIYnac-swS9NvNbREAnQVFQnZ_MC9j%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya151.10567-ro-0-fo100!7i5376!8i2688


MCD Dunia Fantasi - Google マップ

Dunia Fantasi - Google マップ

Hailai - Google マップ

ドニアファンタジー遊園地

https://www.google.com/maps/@-6.1239328,106.8327528,3a,75y,335.26h,89.84t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO_cPsUtAnpHECWlxDfn1rzXF9n7Pku5O7n2vzD!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO_cPsUtAnpHECWlxDfn1rzXF9n7Pku5O7n2vzD%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya151.39137-ro-0-fo100!7i11264!8i5632
https://www.google.com/maps/@-6.1243835,106.830942,2a,49.8y,50.25h,88.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1sujeHrrWwUgf2gb93ucWDvw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DujeHrrWwUgf2gb93ucWDvw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D88.438705%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-6.125576,106.8297889,3a,72.3y,347.45h,92.39t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOLYGcI3HHcvrHfk7steMpQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DOLYGcI3HHcvrHfk7steMpQ%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D3.4271688%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
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ブロモ山はインド
ネシアの最も訪問
された火山の1

つ。スラバヤから
日帰り観光も可能
である。カルデラ
の南方にはジャワ
島で最も高い火山
のスメル山があ
る。
テンゲル・カルデ
ラ、手前の目立つ
円錐台形の山はバ
トー山スコリア
丘。その左後がブ
ロモ山。奥の高峰
はスメル山。

ブロモ山

Илья Основ - Google マップ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%AB%E5%B1%B1
https://www.google.com/maps/@-7.9408415,112.9549412,3a,75y,212.58h,75.45t,357.06r/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPYWq6b2emVB20Ir-lmQrV3upUGua1G6S6Je1Ma!2e10!7i5760!8i2880
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Google Earth
インドネシアのジャワ島にあ
る火山。ジャワ島の最高峰で
あり、標高は 3,676m。最も活
動している火山の1つである。
山名は古代インドにおいて世
界の中心にそびえる聖山とさ
れていたスメール山（須弥山）
に由来する。

山頂火口での頻発する小規模な
ブルカノ式噴火でよく知られて
いる。スメル山の噴火歴は多
く、1818年以降少なくとも55
回の噴火が記録されており、そ
のうち10回の噴火では犠牲者
が出ている。溶岩流や火砕流
が記録されている。やや規則的
に中規模の噴火を繰り返す。
1967年以降は定常的に噴火を
繰り返し、10分おきぐらいに
小爆発を繰り返している。

スメル山

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2/@-8.17812857,112.94891659,943.35107559a,22532.78148687d,35y,-39.27984058h,60.17390699t,0r/data=CmUaOxI1CiUweDJkZDYxMWMzZTYxOGEwZGI6MHg3MzI0MTdmOTA1YjRjM2U5KgxQdW5jYWsgQnVuZHUYASABIiYKJAm7rX_IpP5JQBGUViupeY5JQBlm8RVAt0MvQCGJuojk5EUpQA
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トゥンパックセウ滝
セウ滝（トゥンパックセウ滝）は、
スメル山のすそ野にある。
インドネシアのジャワ州にある大迫
力の滝で、東ジャワで最も美しい滝
とも言われているスポット。
ジャングルの中にあるが、バスや車
を利用して簡単に行くことができる
ので、家族旅行や一人旅行などにも
おすすめ。
体力に自信のある方は自然を感じな
がらセウ滝までハイキングをするこ
とができる。濡れても良い服装や
靴、スマートフォンの防水などの事
前準備をしていくことをおすすめす
る。

トゥンパックセウ滝:インドネシア、東ジャワの千の滝
(theworldtravelguy.com)

https://theworldtravelguy.com/tumpak-sewu-waterfall-in-east-java-indonesia/
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ボロブドゥール寺院

世界文化遺産にも要録されてい
る石造りの遺跡群。
西暦780年～840年の間に建て
られたと言われおり、世界的に
も大規模の仏教遺産として有
名。
遺跡面積は約1.5万㎡もあった
とされていて、石で作られた細
かい浮き彫りや世界最大級の仏
塔などが特徴。
ジャカルタから約40㎞約90㎞離
れている。

ボロブドゥール寺院周辺には、
多くの宿泊施設があるため多く
の人で賑わうエリアだ。観光客
の少ない朝方がおすすめ。
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Google Earth
ボロブドゥール寺院の頂上への途中

たくさんの彫刻がある

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%9c%e3%83%ad%e3%83%96%e3%83%89%e3%82%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e5%af%ba%e9%99%a2/@-7.60765547,110.20344178,271.61755371a,0d,60y,178.89464201h,88.2025433t,0r/data=CigiJgokCYqjA8jHWuc_ESmZltM3gALAGZz3tt1JPF1AIbu1ImQ4pVtAIhoKFk9tblZ6ckt2RXpiUXlQWVRiWk9yaXcQAg


バリ島
自然が多く残され、独特の文化やダンスが残っている観光地として知名度の高

い「バリ島」は、東南アジアのインドネシア共和国・首都ジャカルタがある

ジャワ島の東側、バリ州に属した島です。

バリ島には紀元前2000年頃から人が住み始め、紀元前1世紀頃からインド・中

国・ベトナムなどの各国の文化や金属器などを取り入れ始めたと言われていま

す。現在もウブドの寺院に当時の世界最大級の銅鼓が残されています。

バリ島はかつて稲作を中心とした産業が盛んでしたが、19世紀末頃からオラン

ダ植民地時代が始まり、その後オランダを通じて欧米へバリ島が紹介されまし

た。そして1924年に初の観光船、1928年に初のホテルが建てられ、「神々が住

む癒しの島」と言われているバリ島は人気を集めていくようになりました。

自然豊かな山「ウブド」、数多くの寺院、サーフィンなどマリンスポーツや

ビーチを楽しめる海、リゾート、伝統的舞踊など観光スポットが多くありま

す。観光の際に味わえる伝統料理も人気のひとつです。
19
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バリ島の白浜ビーチ

インドネシア旅行では、普段出会うことので
きないユニークな動物との触れ合いを楽しん
でみてはいかが。

インドネシアでは個性的でバラエティに富ん
だツアーがたくさん実施されています。

つぶらな瞳がたまらない大人気の象に乗っ
て、ジャングルを散策できる象乗りツアー

ラクダに乗ってビーチを散歩するツアー

夜の動物園を散策する珍しいツアー

などいろいろなものがある。

かわいい動物と触れ合えば、自然と笑顔がこ
ぼれること間違いなし。家族や友達と楽しい
体験を共有して、素敵な思い出を残してくだ
さい。
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タナロット寺院 -
Google マップ

タナ・ロット
寺院 -
Google マッ
プ

https://www.google.com/maps/@-8.54504,115.11996,3a,75y,115.25h,93.24t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP4ScFtNMksZA6gkCtWzdPFCLG1s7uYOOoNZ-pF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP4ScFtNMksZA6gkCtWzdPFCLG1s7uYOOoNZ-pF%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya269.71323-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@-8.6205971,115.0867573,3a,41.3y,346.5h,91.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPvEN_Be0NZRmdTHNvbcLaPH5Bodh5YDospOVWk!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPvEN_Be0NZRmdTHNvbcLaPH5Bodh5YDospOVWk%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya36.95392-ro-0-fo100!7i4608!8i2304
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Google Earth

ウルワツ寺院

ケチャダンス

インド洋の彼方に沈みゆく
夕日を眺めつつ、断崖絶壁
が間近に迫る野外劇場で迫
力あるケチャダンスを楽し
むことができる。

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%af%e3%83%84%e5%af%ba%e9%99%a2/@-8.82942294,115.08486505,46.98421663a,483.14595885d,35y,137.18701101h,47.3219247t,-0r/data=CnwaUhJMCiQweDJkZDI0ZmZjMjBjYjgxOTE6MHhjYjk4ZDFiYTdkYjA0OTUZzWYfdYWoIcAhGq1ZHW_FXEAqEuOCpuODq-ODr-ODhOWvuumZohgCIAEiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClA


インドネシア（第２回）ジャワ島

吉岡 芳夫

インターネット世界旅行
２０２３/１/２５（水）
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