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カリマンタン島



カリマンタン（ボルネオ）島のおすすめ観光地
インドネシアは、世界で2番目と3
番目に大きな島を領有しています。
ともに単独で領有しているわけで
はありませんが、2番目はニュー
ギニア島、3番目がカリマンタン
（ボルネオ）島です。

ボルネオ島は、インドネシア語で
カリマンタンを指し、マレーシア、
ブルネイと島内で国境を接してい
ます。
うち島の3/4がインドネシア領と
なっており、マレーシア領は1/4、
ブルネイ領は0.8％に過ぎません



マレーシア領のコナキタバルは
リゾート地として知られ、日本
から直行便が運航されています
が、インドネシア領への直行便
は運航されていません。
ジャカルタなどを経由しての渡
航となります。
インドネシア領（カリマンタ
ン）には、際立った観光スポッ
トはありませんが、手つかずの
大自然を満喫できるエリアが豊
富に存在します。
また、カリマンタンには200を
超える民族が暮らしており、そ
の生活ぶりを訪ねてみるのも楽
しいでしょう。



1. バンジャルマシン（Banjarmasin） カリマンタン南部・南カリマンタン
州の州都である「バンジャルマシ
ン」は、東洋のベニスと称される水
の都です。
かつてバンジャル王国が栄えた古都
であり、オランダ植民地時代にはカ
リマンタンの首都でもありました。

バリト川の沿岸に位置し、街全体が
バリト川とマルタプラ川に挟まれた
三角州となっています。
市内には川の支流が流れ込み、市民
の生活に川はなくてはならないもの
です。
川沿いにはモスクやレストラン、ホ
テルなどが立ち並び、活気に溢れて
います。

バンジェルマシン - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2+%E5%8D%97%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3+%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3/@-3.3145825,114.5912356,14.19z/data=!4m6!3m5!1s0x2de4209aa1eec961:0x26030bfcc09204d2!8m2!3d-3.3186067!4d114.5943784!16zL20vMDRzMG1m


3 Jl. Zafri Zam Zam - Google マップ

川岸に沿って川の中に家々がある。

バンジェルマシン, 南カリマンタン - Google マップ

中心地

カリマンタンのパジャルマシン

https://www.google.com/maps/@-3.3079041,114.5724608,3a,82.5y,317.82h,105.06t/data=!3m7!1e1!3m5!1sIbIleJJVdQGdvIeBjgpJIw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DIbIleJJVdQGdvIeBjgpJIw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D305.3282%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@-3.3167993,114.5900665,3a,90y,17.53h,93.44t/data=!3m7!1e1!3m5!1s_ZucqbyyHxOqMpUA2DOakA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D_ZucqbyyHxOqMpUA2DOakA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D99.60086%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192


水上マーケット
バンジャルマシンで一番おすすめ
の観光名所が、インドネシア最大
級の規模を誇る水上マーケットで
す。
野菜や果物、海産物などをボート
に積んで水上で売買する光景は、
この街ならではの風物詩となって
います。

見学するなら早朝の時間がおすす
めです。
観光用のボート（クロトッ）を
チャーターして間近で観光してみ
ましょう。



Jl. Tembus Mantuil - Google マップパジャルマルタンの街の中

https://www.google.com/maps/@-3.3431101,114.5875587,3a,75y,112.63h,90.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1suzcvmf9lwAx56GHVuCNtVw!2e0!7i16384!8i8192


バリックパパン（Balikpapan） バリックパパンは、カリマン
タン東部・東カリマンタン州
にある港湾都市です。
港の繁栄だけでなく、木材や
鉱物、石油など豊富な資源を
産出することから、インドネ
シア屈指の工業都市として栄
えています。
しかし、一歩郊外に出れば昔
ながらの水上集落が広がって
おり、近代産業と伝統文化の
絶妙なコントラストが楽しめ
ます。



Orang outan | Pongo pygmaeus 
| Roger Le Guen | Flickr

19 Jl. DR. Sutomo - Google マップJl. Bulat - Google マップ

バリックパパンの街の中

https://www.flickr.com/photos/23556954@N07/8681963763/
https://www.flickr.com/photos/23556954@N07/8681963763/
https://www.google.com/maps/@-1.2458864,116.8438431,3a,75y,323.27h,108.32t/data=!3m6!1e1!3m4!1ss1BmAJujoTILKJo0QiMs0w!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@-1.2419232,116.8358498,3a,75y,2.45h,88.85t/data=!3m7!1e1!3m5!1sgGUOJhlRhxNk-M0xu-po_g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DgGUOJhlRhxNk-M0xu-po_g%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D52.312515%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192


バンキライの丘（Bukit 

Bangkirai）

東カリマンタンの熱帯雨林保護区・バ
ンキライの丘は、インドネシア各地の
熱帯雨林のなかでも抜群の美しさを誇
ります。
また、バリックパパンの市内から90分
程度で到着できるアクセスのよさも魅
力です。
バンキライの丘の特徴は、保護区に張
り巡らされた吊り橋にあります。
吊り橋は熱帯雨林を見渡せる高さに設
置されており、大自然のなかでスリル
を味わいながら絶景を満喫できます。
食虫植物のウツボカズラやトロピカル
フルーツの樹木を観察しながら、運が
良ければ森の人・オランウータンに会
えるかもしれません。

Bangkirai Hills Balikpapan - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-1.0253486,116.8649562,3a,75y,176.42h,99.88t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMg6g8IXfyGGvBgCvxvGdL08233wvvSTWG-sRyC!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMg6g8IXfyGGvBgCvxvGdL08233wvvSTWG-sRyC%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya171.77226-ro-0-fo100!7i13216!8i6608


ンティアナック



東カリマンタン - Google マップ

インフォメーションセンター

インフォメーション・センター, ケブン・
ラヤ・バリクパパン - Google マップ

インフォメーション・センター, ケブン・ラヤ・バリクパ
パン - Google マップ

Iqbal Razaq - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-1.1341766,116.855646,3a,75y,39.64h,88.11t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4w5dhtXHJqIU_9TC0aZfwQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC,+%E3%82%B1%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%A4%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%91%E3%83%91%E3%83%B3/@-1.1344116,116.856285,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOZuvK3vNpZuYlVNx1hrC56o_kzglYcUbN4NGKD!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOZuvK3vNpZuYlVNx1hrC56o_kzglYcUbN4NGKD%3Dw203-h360-k-no!7i2340!8i4160!4m9!1m2!2m1!1z44OQ44Oq44Kv44OR44OR44OzIOims-WFiQ!3m5!1s0x2df14bde5da42709:0x1baa86c2bef7d241!8m2!3d-1.1344116!4d116.856285!16s%2Fg%2F11h0zbk3sg
https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC,+%E3%82%B1%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%A4%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%91%E3%83%91%E3%83%B3/@-1.1344116,116.856285,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOZuvK3vNpZuYlVNx1hrC56o_kzglYcUbN4NGKD!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOZuvK3vNpZuYlVNx1hrC56o_kzglYcUbN4NGKD%3Dw203-h360-k-no!7i2340!8i4160!4m9!1m2!2m1!1z44OQ44Oq44Kv44OR44OR44OzIOims-WFiQ!3m5!1s0x2df14bde5da42709:0x1baa86c2bef7d241!8m2!3d-1.1344116!4d116.856285!16s%2Fg%2F11h0zbk3sg
https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC,+%E3%82%B1%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%A4%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%91%E3%83%91%E3%83%B3/@-1.1344482,116.8564053,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOxlzpM9rAMI6QC2v34N0zVYKwFGriCZ5YWhsap!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOxlzpM9rAMI6QC2v34N0zVYKwFGriCZ5YWhsap%3Dw203-h270-k-no!7i3120!8i4160!4m9!1m2!2m1!1z44OQ44Oq44Kv44OR44OR44OzIOims-WFiQ!3m5!1s0x2df14bde5da42709:0x1baa86c2bef7d241!8m2!3d-1.1344116!4d116.856285!16s%2Fg%2F11h0zbk3sg
https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC,+%E3%82%B1%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%A4%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%91%E3%83%91%E3%83%B3/@-1.1344482,116.8564053,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOxlzpM9rAMI6QC2v34N0zVYKwFGriCZ5YWhsap!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOxlzpM9rAMI6QC2v34N0zVYKwFGriCZ5YWhsap%3Dw203-h270-k-no!7i3120!8i4160!4m9!1m2!2m1!1z44OQ44Oq44Kv44OR44OR44OzIOims-WFiQ!3m5!1s0x2df14bde5da42709:0x1baa86c2bef7d241!8m2!3d-1.1344116!4d116.856285!16s%2Fg%2F11h0zbk3sg
https://www.google.com/maps/@-1.2815256,116.814459,3a,75y,148.01h,102.69t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNtD4Yz669lpZpWGAQH0rlK-HtJ534-RlDHdWBx!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNtD4Yz669lpZpWGAQH0rlK-HtJ534-RlDHdWBx%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya245.08641-ro0-fo100!7i10240!8i5120


. ポンティアナ（Pontianak）
ポンティアナは、西カリマンタ
ン州の州都で赤道直下の街です。
赤道直下というよりも、赤道が
街の中心を通っているといった
方がわかりやすいかもしれませ
ん。

カプアス川のデルタ地帯にあり、
赤道直下の街としては最大の都
市となっています。
住民の大多数が華僑の街であり、
中国文化も色濃く残っています。



ポンティアナ



4 Jl. Suprapto IV - Google マップ 街が整然としてきれい

ポンティアナ

https://www.google.com/maps/@-0.0411424,109.3409621,3a,61.8y,86.94h,87.4t/data=!3m7!1e1!3m5!1s79cmrs_pEnrH1UHpCs-Prg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D79cmrs_pEnrH1UHpCs-Prg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D138.30685%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192


Gereja Katolik Gembala Baik - Google マップ

カトリック教会

https://www.google.com/maps/@-0.0283025,109.3451058,3a,75y,148.87h,86.58t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPIw3HEldfL8GxJUT5ARJy7Ppl6TRC7OpXCMysG!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPIw3HEldfL8GxJUT5ARJy7Ppl6TRC7OpXCMysG%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya192.37279-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


赤道記念碑（Tugu Khatulistiwa）
赤道はもちろん目に見えるものではな
いが、今立っている場所が赤道の真上
だとわかると感動するよね。
赤道記念碑は、赤道の上に建設された
ドーム型の記念碑。
ドームの中には、1938年に造られた
矢と円のオブジェが保管されている。
記念碑の立っている場所は赤道ではな
く、100ｍほど離れた広場が赤道上だ。
この場所は緯度0℃で、線を跨ると北
半球と南半球を同時に体験することの
できる抜群の撮影スポットとなる。
赤道証明書も発行してくれるので、旅
の貴重な思い出となること間違いない。

赤道記念碑 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@0.0007554,109.3220834,3a,75y,17.87h,97.55t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM2TnSkhHGUGbCM0z05V0H_by5oSjXJBHdu-d8l!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM2TnSkhHGUGbCM0z05V0H_by5oSjXJBHdu-d8l%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya129.32169-ro-0-fo100!7i8192!8i4096


赤道記念碑 - Google マップ 赤道記念碑 - Google マップ

ポンティアナックには赤道記念碑が建設されており実際のところ、
赤道直下というよりもここから少し離れた場所が赤道上です。
緯度0℃で、塔の前のグレーの線を歩くと北半球と南半球を同時に体
験することができる撮影スポットとして人気です。

ポンティアナック 観光 赤道記念
碑や見所ポイント紹介 | BEWISH 
TOUR 
(jakartabewishinternational.co
m)

https://www.google.com/maps/@0.0010711,109.3221683,3a,90y,184.34h,86.49t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOVpzqcS005OLSLnkQPZoudnO1ERxx7decaI5n4!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOVpzqcS005OLSLnkQPZoudnO1ERxx7decaI5n4%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya144.82506-ro-0-fo100!7i8192!8i4096
https://www.google.com/maps/@-0.0003785,109.3214732,3a,70.3y,194.15h,75.03t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMnrzquDZaBL_RHi-MYpZLA0N89DRheIzshmoAu!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMnrzquDZaBL_RHi-MYpZLA0N89DRheIzshmoAu%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya144.43303-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.jakartabewishinternational.com/jakarta-41/#pontianakku_guan_guang_nokokogapointo
https://www.jakartabewishinternational.com/jakarta-41/#pontianakku_guan_guang_nokokogapointo
https://www.jakartabewishinternational.com/jakarta-41/#pontianakku_guan_guang_nokokogapointo
https://www.jakartabewishinternational.com/jakarta-41/#pontianakku_guan_guang_nokokogapointo
https://www.jakartabewishinternational.com/jakarta-41/#pontianakku_guan_guang_nokokogapointo


インドネシアのおすすめ観光スポット25選！これでインドネシア旅行は完璧 | TABI CHANNEL

https://tabichannel.com/article/749/indonesia#toc-141


スラウエシ（セレベス）島 ブケナン島

タナ・トラジャ



スラウェシ（セレベス）島のおすすめ観光地

インドネシアのほぼ中央に位
置するスラウェシ島は、セレ
ベス島とも呼ばれています。

日本でもお馴染みのサトイモ
の品種・セレベスは、この島
が原産です。

インドネシアでは4番目の大
きさを誇る島ですが、山がち
の地形と交通の便の悪さから
開発は遅れています。

【インドネシア】スラウェシ島でおすすめの観光
スポット6選！編集部厳選 - おすすめ旅行を探す
ならトラベルブック(TravelBook)

https://www.travelbook.co.jp/topic/55801
https://www.travelbook.co.jp/topic/55801
https://www.travelbook.co.jp/topic/55801


スラウェシ島は、未開の熱帯雨林
や高地の湖、自然のままのビーチ
と、ドラマチックな自然美に恵ま
れています。
周囲の海も、美しい珊瑚礁や多数
の海洋生物の宝庫であり、絶好の
ダイビングスポットとして知られ
ています。
また、世界最小のサル・タルシウ
スや珍獣・バビルサ、海洋には
シーラカンスも生息するなど、貴
重な生態系が残されています。



ブケナン島
（Bunaken）

スラウェシ島北部の街・マナドの沖に
あるブケナン島は、世界でも指折りの
珊瑚礁が広がっています。

本格的なリゾート開発がされていない
分、大自然そのままの海を満喫するこ
とができます。

この海域に棲んでいる海洋生物は
2,500種類以上にのぼると言われて、
移動するボートの上からも確認できる
ほどです。

比較的小型のトロピカルフィッシュの
群れから、超大物のナポレオンフィッ
シュ、ウミガメなどバラエティの多さ
に驚かされます。



ブケナン島周辺の海域は、近くに
あるモンテハゲ島など合計5つの島
を合わせて、ブナケン海洋国立公
園に指定されています。

魚たちは人を怖れずに近づいてく
るので、きわめて快適なダイビン
グやシュノーケリングを楽しめま
す。

ダイビング未経験の人には、格安
でライセンスを取得できるコース
もありますので、憧れの南の島で
ダイバーデビューしてみましょう。

ブナケン海洋国立公園



タナ・トラジャ（tana Toraja） 幻のコーヒー・トラジャをご存じ
の方も多いと思います。

インドネシアを代表する高品質の
コーヒー豆で、フルーティな甘み
と深いコクが特徴です。

そのトラジャ・コーヒーのふるさ
とが秘境・「タナ・トラジャ」で
す。

｢天空の農園｣が誘う旅心 コーヒー革命の聖
地へ タナ・トラジャ | じゃかるた新聞
(jakartashimbun.com)

https://www.jakartashimbun.com/free/detail/51968.html
https://www.jakartashimbun.com/free/detail/51968.html


コーヒー革命への挑戦

• コーヒーの聖地、トラジャは今、実は大きな岐路に立たされている。気候変動がコー
ヒーの栽培環境を直撃、収穫に影響を与えているからだ。持続可能なコーヒー生産を目
指す国際研究機関、ワールド・コーヒー・リサーチ（ＷＣＲ、本部・米テキサス州）は、
「今後30年で生育可能な耕地の半減もあり得る」と警鐘を鳴らす。

• これを踏まえ、トラジャコーヒーを世界ブランドに育てたキーコーヒーは、ＷＣＲ、
そしてインドネシア・コーヒー・カカオ研究所と連携。自社農園内の実験圃場で技術開
発に動き出している。気候変動や病害虫に耐性を持ちながら、コーヒーの味わいを備え
た品種を発掘するためだ。

• トラジャから始まるコーヒー革命——。桃源郷の風景を独り占めしながら、次世代の
コーヒーに夢を膨らませ、世界に誇るべき一杯を飲むのもまた格別な味わいがある。



ランテパオ ボル市場 - Google マップ

Google Earth

https://www.google.com/maps/@-2.9600704,119.9131091,3a,75y,238.38h,87.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNyViUIhid5LpvhU4I4VWdBnk8-WjMiwvU-Gqq-!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNyViUIhid5LpvhU4I4VWdBnk8-WjMiwvU-Gqq-%3Dw203-h100-k-no-pi-15.327923-ya351.15717-ro5.486273-fo100!7i5376!8i2688
https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2+%e5%8d%97%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%b7+North+Toraja+Regency,+Tallunglipu,+Tallunglipu+Matalo,+%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%91%e3%82%aa+%e3%83%9c%e3%83%ab+%e5%b8%82%e5%a0%b4%e4%bb%98%e8%bf%91%e3%81%ae%e5%b8%82%e5%a0%b4/@-2.96159443,119.91169702,789.58807262a,160.59274185d,35y,50.60890406h,59.99756802t,360r/data=CigiJgokCSHfsasBBU5AEelj7ZtdakVAGYQ2xEmc6VFAIbTRtHbr5kPA


ランテパオ ボル 市場 –
Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%91%E3%82%AA+%E3%83%9C%E3%83%AB+%E5%B8%82%E5%A0%B4/@-2.959364,119.9135181,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipP4xxODU57onMKVHtqgUPO0Dwct_v84TSNJmxt9!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP4xxODU57onMKVHtqgUPO0Dwct_v84TSNJmxt9%3Dw662-h298-k-no!7i4000!8i1800!4m8!3m7!1s0x2d93c27128e52b0b:0x99c17d110b790fe2!8m2!3d-2.959364!4d119.9135181!14m1!1BCgIgAQ!16s%2Fg%2F11cnb94z2n
https://www.google.com/maps/place/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%91%E3%82%AA+%E3%83%9C%E3%83%AB+%E5%B8%82%E5%A0%B4/@-2.959364,119.9135181,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipP4xxODU57onMKVHtqgUPO0Dwct_v84TSNJmxt9!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP4xxODU57onMKVHtqgUPO0Dwct_v84TSNJmxt9%3Dw662-h298-k-no!7i4000!8i1800!4m8!3m7!1s0x2d93c27128e52b0b:0x99c17d110b790fe2!8m2!3d-2.959364!4d119.9135181!14m1!1BCgIgAQ!16s%2Fg%2F11cnb94z2n


南スラウェシ - Google マップ

Ke'te' Kesu' Toraja - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-2.9965815,119.909909,3a,75y,80.31h,99.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1soiLFkDX37OnxLfQ_aojHEA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-2.9975653,119.9110354,3a,75y,108.28h,90.47t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMImvr8SrbdhG6JBt2TzOiTvo-5NfS9jwM-yOsh!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMImvr8SrbdhG6JBt2TzOiTvo-5NfS9jwM-yOsh%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya14.148369-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


タナ・トラジャは、スラウェ
シ島中央部の山奥にある標高
1000ｍほどの高原地帯です。
山々が重なり豊かな土壌と水
に恵まれたこの地は、「スラ
ウェシの桃源郷」と称されて
います。
この秘境を訪れるには、スラ
ウェシ最大の都市マカッサル
からバスで９時間揺られなけ
ればなりません。

私の見たトラジャ族の特異な文化：葬式、埋葬、トンコ
ナン | 旅するオヤジ 生涯バックパッカー宣言
(tabitatsu.info)

https://tabitatsu.info/diary002-016/
https://tabitatsu.info/diary002-016/


タナ・トラジャで暮らしてい
るのは、先住少数民族・トラ
ジャ族です。

外界とは隔離された環境で生
活してきたため、独特の葬儀
風習や伝統儀式が今も息づい
ています。

トンコナンと呼ばれる、独自
の死生観に基づいた船型の家
屋でも知られています。

トラジャ族の米倉と崖墓（1987年1月）スラウェシ島 - 地
球へめぐり紀行 (hatenablog.com)

https://yuuboku.hatenablog.com/entry/0048
https://yuuboku.hatenablog.com/entry/0048


カルチャーショック必至
のタナ・トラジャへの旅
ですが、意外と設備が
整ったホテルがあり快適
な宿泊が可能です。
未知なる秘境で、先住民
の生活スタイル化を体験
してみるのも楽しいで
しょう

トンコナン
トラジャ 巨大トンコナンが残る集落サダンを訪問 | 旅す
るオヤジ 生涯バックパッカー宣言 (tabitatsu.info)

https://tabitatsu.info/diary002-007/
https://tabitatsu.info/diary002-007/


Jl. Nusantara - Google マップ

｢天空の農園｣が誘う旅心 コーヒー革命の聖地へ タ
ナ・トラジャ | じゃかるた新聞 (jakartashimbun.com)

https://www.google.com/maps/@-3.1050714,119.852654,3a,75y,293.1h,94.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1stk9CulCy7INTJwP4AbHIaw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.jakartashimbun.com/free/detail/51968.html
https://www.jakartashimbun.com/free/detail/51968.html


インドネシアのおすすめ観光スポット25選！これでインドネシア旅行は完璧 | TABI CHANNEL

https://tabichannel.com/article/749/indonesia#toc-141


マルク諸島のおすすめ観光地
世界史を大きく変えた15世紀
以降の大航海時代は、東洋に
ある香辛料を求めてはじまり
ました。
その舞台となったのが今のマ
ルク（モルッカ）諸島です。
香辛諸島とも呼ばれ、世界で
唯一グローブ（丁字）などの
香辛料が栽培される伝説の島
として知られていました。
そのマルク諸島は、スラウェ
シ島とニューギニア島の間に
点在する約1,000もの島々の
総称です。



現在のマルク諸島は、あ
まり観光地化が進んでい
ない島々です。
香辛料の栽培は今も行わ
れ、島内にはスパイスの
香りが漂っています。
またバンダ海、セラム海、
モルッカ海などの海洋に
囲まれて環境もあり、ダ
イビングスポットとして
も人気があります。



ネッセパビーチ
（Natsepa Beach） あまりリゾート化されてお

らず観光客も少ないので、
のんびりとした気分で寛ぐ
ことができます。

このビーチの名物は、ル
ジャック（ピーナツソース
のフルーツサラダ）、マン
ゴーやパイナップル、パパ
イヤが入った南国の味覚で、
味は絶品です。
市街地からも近く、遠浅の
ビーチなので海水浴はもち
ろん、シュノーケリングも
楽しめます。

ネッセパビーチ （Natsepa Beach） - Google マップ

エメラルドグリーンに輝く透き通った海に、白砂
の海岸が美しいネッセパビーチは、知る人ぞ知る
アンボンの極上ビーチです。

https://www.google.com/maps/search/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%91%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81+%EF%BC%88Natsepa+Beach%EF%BC%89/@-3.3437833,128.9555071,8.67z


スラマダハビーチ ビーチ・スラマダハ
ビーチは、非常に透き
通った海が特徴で、水
深5mまで見渡せるほ
ど。緑に囲まれた入り
江で、爽やかな潮風を
浴びながら極上のバカ
ンスを楽しめる。
海の中は珊瑚礁に囲ま
れ、カラフルな熱帯魚
やウミガメに遭遇でき、
海水浴だけでなく、
シュノーケリングやダ
イビングを楽しむにも
最適の場所。

北マルク州の州都・テルテナ
を有するテルテナ島は、マル
ク諸島最大の島・ハルマヘラ
島の沖合10kmにある小島。

Muhamad Jabir Sjah - Google マップ

https://www.google.com/maps/@0.862565,127.3355331,3a,75y,57.44h,87.75t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPvumIuzjbV8p--MBb8ag2ch0SQzBVN18rQcyhH!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPvumIuzjbV8p--MBb8ag2ch0SQzBVN18rQcyhH%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya79.51524-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


インドネシアのおすすめ観光スポット25選！これでインドネシア旅行は完璧 | TABI CHANNEL

パプアニューギニア

https://tabichannel.com/article/749/indonesia#toc-141


パプア（ニューギニア島）の
おすすめ観光地

世界第2の大きさを誇るニューギ
ニア島は、西半分がインドネシ
ア領、東半分がパプアニューギ
ニア領となっています。
インドネシア領はかつてイリア
ンジャヤと呼ばれていましたが、
2003年よりパプア州および西パ
プア州と分離改称しました。

このエリアは軍事作戦エリアに
指定されているため、政府によ
り外国人の立ち入りが制限され
ている。
外国人旅行者は入域許可証（ス
ラットジャラン）を取得してお
かないと入域することはできま
せん。



パプアはインドネシア最
高峰・ジャヤ峰（標高
5050m）をはじめ、島内
には縦にも横にも山岳が
走っている厳しい環境で
す。
そのため、太古の生活を
営んでいる先住民が多く
生活しています。
快適な観光は期待できな
いかもしれませんが、こ
こでしか見ることができ
ない貴重な体験ができる
こと間違いなしです。



ロレンツ国立公園（Lorentz 

National Park）

ロレンツ国立公園は、インドネシア
最高峰・ジャヤ峰を望む国立公園。
その規模は岩手県と青森県を合わせ
た位の面積で、5,000m級の山々や低
湿地帯、熱帯海洋区など様々な自然
に恵まれている。
1999年にはユネスコ世界遺産に指定
されたが、ほとんどが未開の地で、
どのような種の生物が住んでいるか
未だに確認されていない。それでも
世界遺産になったのは、この周辺は
鉱物資源が豊富で、開発により景観
が損なわれないように警告をこめて
指定されたそうだ。



ロレンツ国立公園 - Google マップ

ジャイヤ山
ここには、鉱山がある

Google Earth

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%85%AC%E5%9C%92/@-4.0740723,137.1741099,21441m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x683ada72cad8bf5b:0xe5acb2b81cad387f!8m2!3d-4.6297633!4d137.9726829!16zL20vMDJ4MW14
https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2+%e3%83%91%e3%83%97%e3%82%a2+%e3%83%ad%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%84%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e5%85%ac%e5%9c%92/@-4.05575727,137.10765462,3871.76117859a,5217.7841855d,35y,-64.85111031h,60t,-0r/data=CqABGnYScAolMHg2ODNhZGE3MmNhZDhiZjViOjB4ZTVhY2IyYjgxY2FkMzg3ZhlX4qar4IQSwCEcnOM3ID9hQCo144Kk44Oz44OJ44ON44K344KiIOODkeODl-OCoiDjg63jg6zjg7Pjg4Tlm73nq4vlhazlnJIYASABIiYKJAkX63Zi3v5JQBFE5iI3_Y1JQBkl-nMupVAvQCEruJnWnz4pQA


Frengky Lokobal - Google マップ
Paul H. Manufandu - Google マップ

Google Earth

https://www.google.com/maps/@-4.334403,138.8791431,3a,75y,181.28h,102.61t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOsLlCVvCPQUX3Q4kQ1XGpaXAjIc2mdfUmpUPGi!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOsLlCVvCPQUX3Q4kQ1XGpaXAjIc2mdfUmpUPGi%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya160-ro0-fo100!7i8192!8i4096
https://www.google.com/maps/@-4.086378,137.1199486,3a,75y,102.34h,96.99t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNpggbq2OBKmIbPy4b_LICwTgEyWSr9RMDXMtXe!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNpggbq2OBKmIbPy4b_LICwTgEyWSr9RMDXMtXe%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya341.79953-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2+%e3%83%91%e3%83%97%e3%82%a2+%e3%83%ad%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%84%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e5%85%ac%e5%9c%92/@-4.05575727,137.10765462,3871.76117859a,5217.7841855d,35y,-64.85111031h,60t,-0r/data=CqABGnYScAolMHg2ODNhZGE3MmNhZDhiZjViOjB4ZTVhY2IyYjgxY2FkMzg3ZhlX4qar4IQSwCEcnOM3ID9hQCo144Kk44Oz44OJ44ON44K344KiIOODkeODl-OCoiDjg63jg6zjg7Pjg4Tlm73nq4vlhazlnJIYASABIiYKJAkX63Zi3v5JQBFE5iI3_Y1JQBkl-nMupVAvQCEruJnWnz4pQA


わかっているだけでもキ
ノボリカンガルーや40種
類もの極楽鳥など、希少
な動物が生息しており、
ここにしか棲んでいない
固有種も含まれています。
ジャヤ峰の麓・標高
3300mの高地にあるハベ
マ湖など、絶景スポット
も豊富。また、公園内に
は太古の生活を営んでい
る先住民が8部族ほど生
活している。



バリエム渓谷（Baliem Valley）
バリエム渓谷は、秘境といわ
れるパプアのなかでも極めつ
けの秘境です。
なにしろ20世紀半ばまで、そ
の存在すら知られていなかっ
た隔絶の地だったのです。

この渓谷は、奥深いジャング
ルと万年雪を抱く5,000m級の
山々に囲まれた盆地で、陸路
から続く道はありませんでし
た。
先住民のダニ族やヤリ族が、
石器時代さながらの原始生活
を送っていたのです。

Baliem Valley Festival - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/Baliem+Valley+Festival/@-4.1239282,138.9178246,-18a,52y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPT0AC8Y-B8pCupcBYAcUtUyqhJAZJcIjxedvpR!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPT0AC8Y-B8pCupcBYAcUtUyqhJAZJcIjxedvpR%3Dw396-h298-k-no!7i4000!8i3008!4m16!1m7!3m6!1s0x683e6d6f47884211:0x224de446c6083011!2sBaliem+Valley+Festival!8m2!3d-4.1239282!4d138.9179711!16s%2Fg%2F11gk8vg7d8!3m7!1s0x683e6d6f47884211:0x224de446c6083011!8m2!3d-4.1239282!4d138.9179711!14m1!1BCgIgAQ!16s%2Fg%2F11gk8vg7d8


渓谷の玄関口・ワメナに空
港が建設され、外部との接
触が身近になった現在でも、
先住民の生活スタイルは基
本的に変わりません。
石器時代にタイムスリップ
したような空間で、先住民
と交流したりトレッキング
を楽しんだりと貴重な体験
のできるスポットです。



インドネシアのおすすめ観光スポット25選！これでインドネシア旅行は完璧 | TABI CHANNEL

https://tabichannel.com/article/749/indonesia#toc-141


Monumen Tugu Mataram Metro - Google マップ

ロンボク島

ロンボク島は、インドネシアの中部、
バリ島の東隣にあるリゾートアイラ
ンドです。田舎独特の素朴でのんび
りとした雰囲気に癒されるとあって、
「バリ島に次ぐ楽園」「第2のバ
リ」として人気を集めています。ダ
イビングやシュノーケリング、サー
フィンといったマリンアクティビ
ティが楽しめるほか、トレッキング
など、自然と触れあう体験を満喫で
きます。行き方は、バリのデンパ
サール国際空港から国内線が一日数
便就航していて、わずか30分で到着
します。

https://www.google.com/maps/contrib/117585798854402597720/photos/@-8.6193506,116.0975316,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipP80aBQU-jSBbDA-Xyg89BdEQrP0Dl00tWl6510!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP80aBQU-jSBbDA-Xyg89BdEQrP0Dl00tWl6510%3Dw365-h456-k-no!7i720!8i900!4m3!8m2!3m1!1e1


リンジャニ山
ロンボウ島



セガラ・アナ湖 - Google マップ

リンジャニ山 - Google マップ

リンジャニ国立公園

https://www.google.com/maps/@-8.4100318,116.4016834,3a,75y,65.65h,81.29t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOPFxbQm6FSoor7-nQ-a1On_h0R1fn0F15RdbXg!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOPFxbQm6FSoor7-nQ-a1On_h0R1fn0F15RdbXg%3Dw203-h100-k-no-pi-2.4577863-ya358.19888-ro0-fo100!7i8192!8i4096
https://www.google.com/maps/@-8.4112952,116.4573488,3a,75y,123.32h,84.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNetYFL-8Qb6GDrxFvfpmOzsSKGJegi1TyCuooU!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNetYFL-8Qb6GDrxFvfpmOzsSKGJegi1TyCuooU%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya129.4534-ro-0-fo100!7i4608!8i2304


Google Earth リニンジャ山

https://earth.google.com/web/search/Mount+Rinjani,+Mount+Rinjani+National+Park,+Sembalun+Lawang,+%e6%9d%b1%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%af%e7%9c%8c+%e3%83%8c%e3%82%b5%e3%83%88%e3%82%a5%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%a9%e3%83%90%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88+%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2/@-8.43959949,116.40261051,2501.21778167a,63850.47843472d,35y,0h,60t,0r/data=CigiJgokCVxu4o_g_klAEdD3cmD5jUlAGZA-eI8PVS9AITJscn82OilAKAI


Warung Mina Sunset Point - Google マップ

ミナタンジュン海岸の昼と夜

リンジャに国立公園

https://www.google.com/maps/@-8.3472073,116.1489489,3a,75y,28.08h,92.13t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPfJIxhDha5kqBeCuwm1Kgz2MSo8LBRXdC90oGm!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPfJIxhDha5kqBeCuwm1Kgz2MSo8LBRXdC90oGm%3Dw203-h100-k-no-pi-1.303404-ya153.27928-ro2.1428728-fo100!7i5376!8i2688


ミナ タンジュン ホテル - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-8.3471496,116.149608,3a,75y,75.47h,86.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOD3KQVGSNuzDIDZ2eQOi6jZZDLXgB-v32odOQ_!2e10!7i5376!8i2688


Kirill Smirnov - Google マップ

アネマリゾート キリロンボク ホテル トゥグ ロンボク - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-8.3630556,116.1105556,3a,66.6y,53.9h,83.33t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNJaeiF-cPAQrJm0dN5zfOeAVaCy_62gIckQU-V!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNJaeiF-cPAQrJm0dN5zfOeAVaCy_62gIckQU-V%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya125.62699-ro0-fo100!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@-8.3626443,116.109104,3a,75y,175.95h,93.1t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMjqjx0RnYl_rpnV4G3J7kPPQO87hoB11zsfOJO!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMjqjx0RnYl_rpnV4G3J7kPPQO87hoB11zsfOJO%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya118.892204-ro-0-fo100!7i4608!8i2304


Hotel Medana Resort - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-8.3624729,116.1216483,3a,75y,15.07h,90.67t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMrdR2nKJcQLRpOLhCaCFCxopT2-9XO05a1klWE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMrdR2nKJcQLRpOLhCaCFCxopT2-9XO05a1klWE%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya64.0122-ro-0-fo100!7i4608!8i2304


Fire Jelle - Google マップ

ギリ・アイランド

https://www.google.com/maps/@-8.3643992,116.0874634,3a,59.5y,306.76h,86.01t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM9WI5bu8iX5hKvbKFrCI1aF5sYvjqEQCBw9rdD!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM9WI5bu8iX5hKvbKFrCI1aF5sYvjqEQCBw9rdD%3Dw203-h100-k-no-pi2.388119-ya49.451977-ro0.9138471-fo100!7i7200!8i3600


ロンボク島

バリ島の東50kmに位置する
ロンボク島は、種子島ぐらい
の大きさの楽園です。
距離的にバリ島に近いことも
あり、「第2のバリ島」とし
てリゾート化が進められてい
ます。
しかし、まだ開発途上で、島
には素朴な雰囲気が残ってい
ます。



ロンボク島の魅力は、内
陸部に聳える3,000m級の
山々が織りなす山岳美と
白妙の美しいビーチにあ
ります。

海岸線の殆どでダイビン
グ、シュノーケリングが
楽しめるビーチリゾート
天国です。



センダンギラとティウ・クルプの滝

ロンボク島内陸部・スナル村
の標高600ｍ付近にある有名
な観光スポットです。
しかし、日本のガイドブック
にはほとんど紹介されていな
い穴場スポットとなっていま
す。

この滝を見学するには、30分
ほど山道をトレッキングする
必要があります。
途中で眺める最高峰・リン
ジャニなどの山岳美は必見で
す。



入口から手前にある滝
がセンダンギラで、奥
にある滝がティウ・ク
ルプの滝です。
この滝で沐浴すること
がお決まりとなってい
るので、訪れた際には
ぜひ挑戦したいもので
すね。



ギリ諸島（Gili Islands）
ギリ諸島は、ロンボク島北西部
に広がる離島です。
大きく分けて3つの小島で構成さ
れており、ロンボク島に近い方
から「アイル」「メノ」「トゥ
ラワガン」となっています。
ビーチリゾート地の離島だけに、
海の美しさは格別で、ロンボク
島にあるビーチを凌ぐほどです。



自動車やバイクが通行してい
ないため、島内での移動は徒
歩か自転車が中心となります。
そのため排気ガスや騒音を気
にせず、のんびりと静かにバ
カンスを満喫できます。
この楽園へのアクセスは、ロ
ンボク島からフェリーが運航
されています。
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インドネシアのおすすめ観光スポット25選！これでインドネシア旅行は完璧 | TABI CHANNEL

https://tabichannel.com/article/749/indonesia#toc-141


ヌサ・トウンガラ
フロレス島 - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%82%B9%E5%B3%B6/@-7.9912538,122.9487514,5.81z/data=!4m6!3m5!1s0x2db2885655aa8d7d:0xfd15685247b8ef6e!8m2!3d-8.6573819!4d121.0793705!16zL20vMDMxMnc


ヌサ・トゥンガラ

ヌサ・トゥンガラとは「南東の島々」
を意味する言葉で、大小約1000の
島々が横に長く連なっている諸島です。

別名「小スンダ諸島」とよばれており、
行政上は東ヌサ・トゥンガラ州と西ヌ
サ・トゥンガラ州に分かれます。

そのうち西ヌサ・トゥンガラ州はロン
ボク島とスンバワ島から構成され、東
ヌサ・トゥンガラ州はティモール島ま
で続く長い島々となります。

今回紹介するヌサ・トゥンガラは、東
ヌサ・トゥンガラに該当します



非常に多くの島々からなるヌ
サ・トゥンガラには、文化や
言語の異なる多様な民族が生
活しています。
個性豊かな島も多く、それぞ
れ異なった楽しみ方がありま
す。
観光地としては、まだ知られ
ざる穴場スポットです。



フローレス島
フローレス島は東西の長さが
500kmにも及ぶ、ヌサ・トゥンガ
ラでは大きな島のひとつです。
コモド諸島観光の玄関口となって
いるので、コモド方面の観光を考
えている人は必ず訪れることにな
ります。

その名前は「花」を意味し、16世
紀にこの島に辿りついたポルトガ
ル人によって名付けられました。
年間を通してほとんど雨が降らな
い快適な気候です。
ヨーロッパ風な街並みと、手つか
ずの豊かな大自然が魅力の島です



島の中心となるラブハンバジョは、とても長
閑な港町～新鮮なシーフードと、オランダ風
の街並みが素敵です。
街のすぐ近くの海はジンベイザメが生息して
おり、抜群のダイビングスポットとなってい
ます。
また、様々な色に変化するクリムト山の火山
湖も見逃せません。

ラブハンバジョ Sherly Olshop - Google マップ

https://www.google.com/maps/@-8.4895126,119.8747264,3a,75y,98.09h,82.36t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNldgf2kauQEC7ZE_3SG5yPmXQ5RKO-wH4Ffv4i!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNldgf2kauQEC7ZE_3SG5yPmXQ5RKO-wH4Ffv4i%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya28.28091-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


コモド島（Pulau Komodo）
コモド島の名前は、「コモドオオトカ
ゲ」が棲んでいる島として知られてい
ます。
コモドオオトカゲは、コモド島やフ
ローレス島周辺にのみ生息している世
界最大のトカゲです。

大きいもので体長3ｍ、体重は130kg以
上にも達し、顎には高度に発達した毒
腺があり、噛まれると麻痺、痙攣、出
血によるショックを起こすことがあり
ます。
獰猛で素早く、その姿から恐竜の子孫
と称されています。

コモド国立公園 - Google 
マップ

https://www.google.com/maps/@-8.527716,119.4833198,3a,64.7y,187.03h,72.73t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO_Mxi_DYfe1DmE9aAQPP7Ignx17vl3AWPl5uXQ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO_Mxi_DYfe1DmE9aAQPP7Ignx17vl3AWPl5uXQ%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya237.86172-ro0-fo100!7i8000!8i4000


面積390km2のコモド島一番の見ど
ころは、何といってもコモドオオト
カゲです。
コモド島周辺には2500匹のコモド
オオトカゲが生息しており、朝と夕
方の時間帯に活発に活動します。
しかし、先述の通りきわめて獰猛な
生物なので、レンジャーの同行がな
いトレッキングは許可されません。



コモド国立公園（Komodo National 

Park）

コモド島、リンチャ島、パダル島を含
む29の火山島と、周辺の海域は「コモ
ド国立公園」に指定されています。
コモドオオトカゲのほか、爬虫類や鳥
類、哺乳類など多くの動物が生息して
いたり、海洋部分の生態系も驚くほど
豊かです。

山岳地帯、熱帯雨林、サバンナの草原
など自然環境も豊富で、1991年にはユ
ネスコの世界遺産に指定されています。
それぞれの島に魅力的な観光資源があ
るため、時間があれば周遊してみるの
も楽しいでしょう。



インドネシア（第３回目）

吉岡 芳夫

インターネット世界旅行
２０２３年２月２２日（水）

ボルネオ島
スラウエシ島
マルク島
パプア（ニューギニア）
ロンボク島
ヌサ・トウンガラ

終わり



日本時間の1月10日(火)2時47分頃、海外で規模の大きな
地震がありました。震源地はインドネシア、タニンバ
ル諸島（ニューギニア付近）で、震源の深さは約100km、
地震の規模（マグニチュード）は7.6と推定されます。
※震源は米国地質調査所国立地震情報センター（USGS, 
NEIC）による。
震源が深い地震のため、インドネシアやオーストラリ
ア、インドの地震当局は、この地震による津波の心配
はないとしています。
＜更新＞気象庁は3時30分に「遠地地震に関する情報」
を発表しました。この地震による津波の心配はありま
せん。
気象庁による速報解析では、この地震のメカニズムは
南西—北東方向に圧力軸を持つ逆断層型の地震とみられ
ます。
震源近傍では“日本での震度4〜5強”程度の揺れか
USGSによると、震源近傍では最大で改正メルカリ震度
階級のⅦ程度の揺れがあった模様です。

厳密な比較はできないものの、日本の気象庁震度階級
に換算すると震度4から震度5強程度に相当する揺れと
みられます。揺れによる被害の発生が懸念されます。



Monumen Tugu Mataram Metro - Google マップ

https://www.google.com/maps/contrib/117585798854402597720/photos/@-8.6193506,116.0975316,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipP80aBQU-jSBbDA-Xyg89BdEQrP0Dl00tWl6510!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP80aBQU-jSBbDA-Xyg89BdEQrP0Dl00tWl6510%3Dw365-h456-k-no!7i720!8i900!4m3!8m2!3m1!1e1
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