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ンゴロンゴロへようこそ
親愛なるお客様へ

皆様をお迎えできることを嬉しく思います。皆様には、タンザニアのンゴロンゴロ保全地域（NCA）で、一
生忘れられない唯一無二の体験をしていただけるはずです。

ンゴロンゴロ保全地域は、世界的に名の知れた観光地です。1959年に、複合的な土地利用を進めるエリアと
して設けられました。野生動物と、伝統的な家畜の放牧を行う半遊牧民マサイ族が、共存している地域です
。
その卓越した自然の価値は世界中から認められ、タンザニアで初めて、1979年、自然遺産に登録されました。
2010年、ユネスコの追加登録により、世界複合遺産になりました。1981年以降、ユネスコの「人間と生物圏
計画」のもと、セレンゲティ国立公園とンゴロンゴロ保全地域は、生物圏保護区に指定されています。保全
地域は、世界で最も成功した複合的利用管理地域（IUCN保護地域カテゴリーVI）です。原住民（約88,000人）
が、野生動物と共に、仲良く平和に暮らしています。

保全地域にある壮大なンゴロンゴロクレーター（250 km2）は、東（グレート）・リフト・バレーにある、
世界最大の完全なカルデラです。クレーター内には、有蹄類が数多く生息しています。自然な環境にいるク
ロサイを確実に見ることのできる場所でもあり、ライオンが最も密集して生息することで知られている場所
でもあります。ンゴロンゴロクレーター内においては、自然のままの環境にいるゾウ、サイ、ライオン、ヒ
ョウ、スイギュウを、4時間のツアーで見ることができます。このような保全地域は、世界でたった一つだけ
でしょう。



保全地域の高地には、カルデラの汚れなき楽園、エンパカイクレータ
ーもあります。直径6km、海抜3200m、深さ300mのクレーターです。
その大半を、61mもの深さになるソーダ水の湖が占めています。東ア
フリカにおいて、これだけの深さのアルカリ性の湖というのは、珍し
いことです。様々な野生生物の生息地であり、フラミンゴが決まった
季節に食物を得に来る場所でもあります。エンパカイクレーターのリ
ムからは、タンザニアで唯一の活火山、オルドイニョ・レンガイの壮
大な景色をお楽しみいただけます。

保全地域内のオルドヴァイ渓谷は、古生物学上及び考古学上、世界で
最も有名な場所の一つです。390万年～290万年前に存在したヒト科の
アウストラロピテクス・アファレンシスが残したとされる27mにも及
ぶ足跡化石が見つかった場所です。保全地域のラエトリの堆積層でも
見つかっています。

保全地域は、1年を通して常に感動を得られる場所です。皆様のお越し
を心より歓迎いたします。

ンゴロンゴロ保全地域当局
管理者
フレディ・サフィエル・マノンギ
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ンゴロンゴロ保全地域への行き方
空路及び陸路

ダルエスサラーム にあるジュリウ
ス・ニエレレ国際空港（JNIA）、
又は、キリマンジャロの麓、モシ
にあるキリマンジャロ国際空港（
KIA）をご利用ください。隣国ケ
ニアに、ジョモ・ケニヤッタ国際
空港（JKIA）もあります。JNIAや
JKIAからは、ローカル線やチャー
ター便で、KIAやアルーシャの町
に行けます。KIAからアルーシャ
の町へは、シャトルバスやタクシ

ーでアクセスできます。多数の航
空会社が、JNIA、KIA、JKIAへの
直行便を運行しています。

モシのキリマンジャロ国際空港か
らアルーシャへは、整備された舗
装 道 路 が あ り 、 そ の 距 離 は 約
55kmで、車で約1時間ほどです。

ジョモ・ケニヤッタ国際空港から
ナマンガ国境を越え、タンザニア
までは、約200kmあり、そこから
アルーシャへは、約110kmありま

す。整備された舗装道路を走らせ
約4時間の距離です。

アルーシャの町からンゴロンゴロ
保全地域へは、整備された舗装道
路があり、距離は約160kmありま
す。

ンゴロンゴロ保全地域内で、快適
にドライブするには、アルーシャ
からンゴロンゴロ保全地域への移
動に、4輪駆動車をレンタルする
とよいでしょう。
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ンゴロンゴロ内、
周辺の宿泊施設
クレーターのリムの西部に、シンバAという公共のキャンプ場がありま
す。トイレ、温水シャワー、キッチン、ダイニングホール付きです。
テント、食材、調理器具をお持ちください。

保全地域内にも、特設キャンプ場が多数あります。クレーターのリム
部分の他、保全地域内のあちらこちらに点在しています（ンドゥトゥ
エリアは、ヌーの大移動を見るのに絶好の場所です）。

常設テント付きキャンプ場も多数あります。マセク湖キャンプ場、ン
ドゥトゥ湖ラグジュアリーキャンプ場、オルドヴァイキャンプ場など
です。

クレーターの南西リムには、3つのロッジがあります。ンゴロンゴロ・
ワイルドライフ・ロッジ、ンゴロンゴロ・セレナ・ホテル、ンゴロン
ゴロ・クレーター・ロッジです。東リムには、ソパ・ロッジ、ンドゥ
トゥエリアには、ンドゥトゥ・サファリ・ロッジがあります。クレー
ターのリムの南部には、リノ・ロッジがあります。どこも素晴らしい
ロッジです。

保全地域を少し出ると、カラトゥエリアにもロッジがあります。ギブ
ズ・ファーム、キファル・ロッジ、エンドロ・ロッジ、ンゴロンゴロ
・ファームハウス、バシャイ・リフト・ロッジ、ハイ・ヴュー・ホテ
ル、クドゥ・ロッジなどです。



ンゴロンゴロの野生動物
ンゴロンゴロクレーターには、有蹄類など約25,000頭の様々な動物が生息しています。ライオンを含む肉食
の哺乳類が、アフリカで最も密集して生息する地です。クロサイや、ハイエナ、アフリカゴールデンキャッ
トなど絶滅危惧種も生息します。100万頭以上のヌー、72,000等のシマウマ、350,000頭のトムソンガゼルや
グラントガゼルなどが大移動を行う、地球上で最も動物たちの大移動が多い場所の一つでもあります。

ンゴロンゴロクレーターには、約500種ほどの鳥たちも生息しています。森、峡谷、草原、湖、沼地が混ざ
り合うこの土地は、多種多様な鳥たちにとっての理想の棲みかです。雨季には、水辺に、ユーラシア大陸か
ら来た渡り鳥がご覧いただけます。この地に生息するセイタカシギ、クラハシコウ、コウノトリ、トキ、エ
リマキシギ、種種様々なカモなどに、シュバシコウ、ツメナガセキレイが加わります。

繁殖地ナトロン湖からは、餌場を求めて、コフラミンゴが飛んできます。草原では、ダチョウ、ノガン、カ
ンムリヅルなどが、見事なショーを披露してくれることもあります。
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ンゴロンゴロクレーター
クレーターの面積は304km2、直径は19.5km、深さは630mに及
びます。クレーターの底は、ほとんどが草原で、一部のみが森
林になっています。レライの森として知られるこの森には、ゾ
ウ、エランド、サル、種種様々な鳥が生息しています。
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ンゴロンゴロ－セレンゲティ－マラの大移動
1月から3月にかけて、セレンゲティ国立公園の南部、ンゴロンゴロ保全地域（ンゴロンゴロクレーターでは
ない）の西部に、約150万頭以上のヌーの大群、シマウマの大群が棲みつきます。世界で最も大きな野生の
有蹄類（ヌー及びシマウマ）の大移動が繰り広げられる場所です。早ければ12月頃から、ンゴロンゴロ保全
地域に向かっての移動が始まります。この地の、背の低い草原は栄養が豊富で、子育てに最適な環境です。
2月中旬は、出産ラッシュ。3週間にわたって、毎日約8,000頭のヌーが生まれます。ンゴロンゴロの西部、
ンドゥトゥ湖周辺は、1年のこの時期にぜひ訪れるべき場所です。約400,000頭のシマウマ、約200,000頭の
ガゼルが、ヌーの大群に加わり、全部で200万頭以上の動物たちが、ンゴロンゴロとセレンゲティ国立公園
平原内を移動するのです。
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主な生息地＆土地被覆タイプ
シバムギ（ディジタリア・マクロブレファ）とスポロボリュス・マージナトゥスが大半を占める開けた草原。
アカシアサバンナウッドランド。拠水林。コミフォラ属及びアカシア・ドレパノロビウム、アカシア・ジェ
ラルディ、アカシア・ラハイ、アカシア・セヤルの低地森林



地域の地質
北部のエヤシ湖、東部のナトロン
湖、マニャラ湖が、ンゴロンゴロ
保全地域を特徴付ける2つの主要な
リフトです。2つのリフトが交じり
合う場所に、400万年前から形成さ
れた9つの火山が分布しています。
北西へそれぞれ噴出した火山灰や
埃が降り積もり、セレンゲティ平
原の肥沃な土壌ができました。そ
の中でオルドイニョ・レンガイだ
けが、現在も活動中の活火山で、
見事な地質景観を作っています。

ンゴロンゴロクレーターは、直径
16～19kmの巨大なカルデラで、

リムから深さ400～600mのところ
に、底部があります。

ゴル山地に、オルカリアン峡谷と
して知られる、狭いが見事な岩壁
があります。東アフリカで唯一、
マダラハゲワシが巣を作る場所で
す。乾季には、マサイ族が、家畜
を連れて水を得にやって来ます。

背が高く黒い、壮観な砂丘は、オ
ルドイニョ・レンガイ（バルハン
）の磁気を帯びた火山灰が堆積し
てできたものです。砂丘は、平原
を毎年平均して15mほど西へ西へ

と移動していることで、よく知ら
れています。

美しい景色と象徴的な左右対称
の円錐状の山で知られる、オル
ドイニョ・レンガイは、現在も
活動中の活火山で、マサイ族か
ら、「神の山」と呼ばれていま
す。観光客も、蒸気を噴出する
クレーターを見るには、険しい
斜面をなんとか登らなければな
りません。大半の人々は、遠く
から眺めるのを好みます。めず
らしい白火山岩の放出もご覧い
ただけます。
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ロルマラシン山は、ンゴロンゴロ
の北部に位置する、タンザニアで
3番目に高い山です。トレッカーた
ちにインスピレーションを与える
、魅力的な景観を呈しています。

オルモティクレーターは、草原が
多く、浅いクレーターで、ムンゲ
川の水源があります。ムンゲ川は
、峡谷を通り、ンゴロンゴロクレ
ーターに向かうリムの美しい滝に
注いでいます。ナイノカノカから
森を通って、滝の上部にいたる道
は、眺めがよく心地のよいウォー
キングコースです。威風堂々とし

たクレーターは、海抜3,100mの高
さに位置しています。

エンパカイクレーターは、直径6km
の広く美しいカルデラで、自然のま
まの森と深い湖のある場所です。そ
の北部と東部からは、迫力ある円錐
状の活火山、オルドイニョ・レンガ
イ、グレート・リフト・バレー、ナ
トロン湖の見事な景色をお楽しみい
ただけます。武器を持った警備隊（
リムの森にスイギュウが棲むため必
須）と一緒に、リムでキャンプや、
クレーターを降りてハイキングもお
楽しみいただけます。

一つ佇む一枚岩セラロックは、世
界でおそらく最も大きな岩で、先
史時代の人々が風下側にキャンプ
するのに使っていたと考えられて
います。高さ100mあり、ロック
クライミングやバードウォッチン
グに最適な場所です。
ナイロン湖は、ソーダ灰と温泉水
を豊富に含むアルカリ性の湖です
。多くの藻が発生するのでそれを
主食とするフラミンゴの主要な餌
場となっています。保全地域を少
し出た所にあり、東アフリカで最
大のフラミンゴの繁殖地となって
います。
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ンゴロンゴロの人々
ンゴロンゴロを訪れる観光客、人
類学者、考古学者たちにとって、
ンゴロンゴロの文化と人々を知る
ことは、欠かせない最大の魅力の
一つとなっています。数千年以上
、様々な遊牧民たちが、移り住ん
では離れ、時に他民族に土地を追
われながら、この地域で生活して
いました。

トーガに似た赤い布、オークル
に染めた髪、カラフルなビーズ
のアクセサリーで、一目でわか
るのは、マサイ族です。ダトガ
族を追い出し、約200年前、保全
地域に住み着きました。以降、
マサイ族は、この土地を支配し
、動物や自然と共存するように
なりました。ユニークな文化と
習慣を持つ彼らは、アフリカで
最も知られる民族です。

マサイ族は、時に頑固だと考えら
れがちです。それは、野生動物や
自然と共存してきた彼らが、伝統
的な暮らし方を守り、古い習慣や
儀式を実践し続けているからなの
です。彼らは、堂々と遊牧生活を
営み続けています。今日、保全地
域には、88,000人のマサイ族が、
ウシ、ロバ、ヤギ、ヒツジなどの
牧畜を営んでいます。雨季には、
草原に移動して暮らし、乾季には
、森や山腹で生活しています。水
や塩を得るため、クレーター内に
動物を連れて来ることは許されて
いますが、定住することは認めら

れていません。文化を維持してい
くことに対しては意固地なマサイ
族ですが、フレンドリーで親切な
人々です。観光客の皆様、保全地
域内に点在している「マサイ族の
ボマ（集落）」にぜひお立ち寄り
ください。

マサイ族に追われる300年ほど前
、ナイル・ハム語系のダトガ族（
バーベイグ族）が、この地で遊牧
生活を営んでいたいわれています
。彼らの伝統文化もまた、損なわ
れず、そのまま存在しています。
ダトガ族は、金属細工に熟練した
人々です。ダトガ族の村を訪れた
際には、金属工の作業を見たり、
美しいアクセサリーを手に入れた
りすることもできます。

最初にこの土地に住んでいたと考
えられているハヅァ族族も、南へ
追われ、エヤシ湖の岸辺で暮らし
ています。狩猟採集生活を営み続
けており、舌打ちの音を含む言語
を話します。ハヅァ族とダトガ族
は、保全地域を少し出たところ、
エヤシ湖とその向こう側に住んで
います。
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ンゴロンゴロの文化遺産
ンゴロンゴロ保全地域では、80年以上にわたって、考古学の研究が広く行われてきました。約400万年前か
ら現代にいたるまで、人類の進化、人間環境の変化のプロセスを証明してきた場所です。この地域全体は、
現生人類の出現、現代人の行動、人間生態学に関して、さらに明らかにできる可能性を秘めていると考えら
れています。

14



ンゴロンゴロクレーターの西部、ラエトリでは、直立二足歩行で脳の小さいヒト科のアウストラロピテクス
・アファレンシスの3つの足跡化石が見つかりました。足跡化石は、36 0万年前の火山岩の中で見つかり、こ
の時代から人類に直立二足歩の能力がったことを示す有力な証拠となっています。

ラエトリで見つかったヒト科の子孫にあたる化石が、オルドヴァイ渓谷で見つかっています。深さ100mの地
層の中に埋まっていました。主に、考古学者ルイス＆メアリー・リーキー夫妻が発掘した遺跡により、4タイ
プの人類の祖先が明らかになりました。100万年以上前に継続して生息していたヒトの脳のサイズは、だんだ
ん大きくなるにつれ、アショール型石器も複雑なものを用いるようになっていったことを証明しました。
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保全地域

ンゴロンゴロ保全地域
本部 連絡事務所 EMAIL :

P.O. Box. 1 P.O. Box. 776 ncaa_faru@cybernet.co.tz
Ngorongoro Crater, Tanzania Arusha, Tanzania
Tel : + 255 27 253 7006 Tel : + 255 27 254 4625
Tel : + 255 27 253 7019 Fax : + 255 27 250 3339
Tel : + 255 27 253 7046
Fax : + 255 27 253 7007

www.ngorongorocrater.org
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ンゴロンゴロ保全地域当局と投資機会
ンゴロンゴロ保全地域当局は、アルーシャ市カラトゥ、カミュンエリアのンジロ・コマーシャル・コンプレ
ックスに投資エリアを設け、ンゴロンゴロ保全地域（NCA）内の特定のエリアで、ロッジや常設テント付き
キャンプ場の開発を行っています。詳細は、ンゴロンゴロ管理者にお問い合わせください。


