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国立公園・保護区
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西部
島嶼
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タンザニアは決して期待を裏切りません。アフ
リカで最も素晴らしい動物保護区、忘れられる
はずのないセレンゲティ、百聞は一見に如かず
とも言うべきンゴロンゴロ・クレーター、そし
てアフリカ最高峰のキリマンジャロ山、これら
が全て揃っているタンザニアが期待を裏切るわ
けがありません。さらに、数多くのビーチがあ
る長い海岸線、まだあまり知られていない内陸
部、アラブ・インド・アフリカ・ヨーロッパの
文化が豊かに混ざり合ったロマンチックなスパ
イス・アイランド、輝くようなビーチがあり数
百種の魚が生息する巨大なヴィクトリア湖、
ニャサ湖、タンガニーカ湖などタンザニアには
魅力的なものが数え切れないほどあります。

タンザニアとタンザニアの人々
タンザニアは紛れもなく民族と文化の多様性を
持つ国です。何千年もの間、内陸部では遊牧民
が季節の変化とともに北から南へと移動を繰り
返してきました。沿岸部では、都市や島嶼にイ
ンド洋における貿易の拠点が作られました。強
力なイスラム文明が栄えては衰退し、スワヒリ
語を遺産として残しました。デイビッド・リ
ヴィングストン博士、リチャード・バートン、
ヨハン・ルートビィヒ・クラプフなど最初の探
検家や宣教師の後、19世紀にドイツの植民地化
が始まり、第一次世界大戦後にイギリス委任統
治領タンガニーカとなりました。

1961年に独立を果たして、1964年にザン
ジバルと統合してタンザニア連合共和国が
成立しました。

あなたの好奇心を刺激するために
オルドヴァイ渓谷ではさらに古い人類の足
跡をたどることができます。300万年前の
化石はこの場所が地球上における人類の発
祥地であることを示しています。もっと最
近の人類学ならば、行動研究のためにゴン
ベ国立公園のチンパンジー観察センターに
行ってみるのも面白いでしょう。

さらに西に行くと壮大なマハレ山地があ
り、その霧は深く神秘的なタンガニーカ湖
の斜面を覆い水面と陸の境目を形成してい
ます。南部には、植物学者を大喜びさせる
地元では「神の庭」として知られるキトゥ
ロ高原があります。そして、スワヒリ海岸
と沖合には手付かずの自然がそのまま残る
素晴らしいマフィア島や文化のるつぼであ
る王国の島ザンジバルも…。

一つだけ確かなことは、タンザニアには時
間が許すよりもっと多くの発見が常にある
ということです。あなたにとって楽しくて
素晴らしい旅行になることを心から祈って
います。

キリマンジャロの山頂、木の上で横になるヒョウ、ゾウの群れ、バオバブの木 ― アフリカのシンボルと呼ばれるものがタンザニアにあります

タンザニア
ありのままのアフリカへようこそ
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首都
行政上の首都: ドドマ
経済の中心地: ダルエスサラーム

気候
タンザニアは主に熱帯気候です。沿岸部
はたいてい高温多湿ですが、ビーチでは
海風が空気の温度をかなり下げてくれま
す。日中の平均気温は30度です。タンザ
ニアには二つの雨季があります。3月下
旬から6月が大雨季、11月から1月が小
雨季です。大雨季には嵐とともに激しい
豪雨に見舞われますが、小雨季はそれほ
どひどくありません。大雨季が始まる前
の12月から3月が一年で最も暑い時期
で、曇りの日が比較的多い6月・7月・8
月が一年で最も涼しい時期です。標高が
高いキリマンジャロやンゴロンゴロ高原
では気温が氷点下になることもありま
す。

タンザニアへの行き方
カタール航空、エミレーツ航空、エチオ
ピア航空、エティハド航空、トルコ航
空、KLMオランダ航空、スイス航空、エ
ジプト航空、オマーン航空、フライドバ
イなどの様々な航空会社がダルエスサ
ラーム、キリマンジャロ、ザンジバルへ
の直行便を運行しています。ケニア、マ
ラウイ、モザンビーク、モーリシャス、
セーシェル、コモロ諸島、ルワンダ、南
アフリカ、ウガンダ、ザンビア、ジンバ
ブエなどから数え切れないほど多くのフ
ライトがタンザニアに乗り入れていま
す。国内では、エア・タンザニア、ファ
ストジェット、コスタル・アビエーショ
ン、フライトリンク、プレシジョン・エ
ア、リージョナル・エア・サービス、サ
ファリ・エア・リンク、ザン・エアなど

が主要都市、観光地、動物保護区域な
どを結んでいます。エア・タンザニ
ア、ファストジェット、コスタル・ア
ビエーション、フライトリンク、オー
リック・エア、プレシジョン・エア、
ザン・エアは本土とザンジバルを結ぶ
フライトがあります。

空港
国際線はダルエスサラームの中心地か
ら15kmの距離にあるジュリウス・ニ
エレレ国際空港(DAR)やアルーシャか
ら42kmの距離にあるキリマンジャロ
国際空港を利用します。ストーンタウ
ンから8kmの距離にあるザンジバル国
際空港、ムベヤ市から20kmの距離に
あるソングウェ国際空港も利用可能で
す。

ビザ
タンザニアに入国するためには基本的
にビザを取得する必要があります。詳
細はタンザニア入国管理局オンライン
査証申請サイトをご覧ください。

医療
ダルエスサラームやその他の主要都市
では近代的な医療サービスを受けるこ
とができます。常備薬を持参すること
を勧めていますが、主要都市には大き
な薬局もあります。基本的な医療サー
ビスは国営病院や宗教系病院によって
提供されています。地方では地元の診
療所によって行われます。出発の2週
間前からマラリア予防薬を服用するこ
とが渡航者にとって重要になりま
す。A型肝炎、ポリオ、腸チフスの予
防接種が推奨される場合もあります。
保険に加入することも勧めています。

黄熱病リスク国から、もしくは黄熱病
リスク国を経由してタンザニアに入国
する場合、予防接種の証明書が必要に
なります。都市や町にある病院は良い
医療サービスを提供しています。フラ
イング・ドクター用の施設もありま
す。

言語
スワヒリ語が公用語ですが英語も広
く使われています。いくつかの言葉
をスワヒリ語で話せると感謝される
でしょう。

電気
220V/50Hzでプラグの形は丸や四角
の3ピンタイプです。変圧器があると
便利です。

時差 
GMT+3時間です。

荷物量
いくつかのチャーター機では10kg～
15kgの重量制限があります。

銀行・通貨 
認可を受けた両替所や銀行で自由に
両替することができますが、念のた
め領収書をもらうようにしましょ
う。主要都市では外資系銀行もあり
ますが、地元の銀行であれば町から
離れた場所でも営業しています。基
本的に銀行は月曜日～金曜日の8時30
分から15時30分まで営業していま
す。土曜日は8時30分から12時まで
の営業です。日曜日に営業している
場所もあります。

基本情報
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ほとんどの銀行にはATMが備わって
いるのでクレジットカードやデビッ
トカードの所有者はいつでも現地通
貨を手に入れることができます。大
きなホテルや事業所ではカードの使
用が可能です。両替所は営業時間が
長く日曜日も開いています。タンザ
ニアの通貨はシリングです。紙幣は
500/1000/2000/5000/10000シリング、
硬貨は50/100/200/500シリングです。

送金 
ウエスタン・ユニオンやマネー・グ
ラムなどで送金することが可能で
す。全ての主要都市にある銀行で
サービスを提供しています。

電話・インターネット
固定電話・携帯電話どちらも使用可
能です。国内・国際電話をかけるこ
とができる施設が国中にあります。
ホテルやインターネットカフェで電
話サービスを提供している場所もあ
ります。WIFIはほぼ全てのホテルや
レストランで使用できます。タンザ
ニアに電話をかける場合、国番号は
＋255です。市外局番は、ダルエス
サラーム022、アルーシャ・モシ
027、ムワンザ028、ドドマ026、
キゴマ028、ムベヤ025、タンガ
027、ザンジバル024です。都市部に
はインターネットカフェもありま
す。平均的な金額は1時間1500シリ
ング(約1ドル)です。

宅配便
全ての主要都市に
Aramex、DHL、Fedex、UPS、TNT 
、EMSのオフィスがあります。

国内移動
空路: いくつかの航空会社と
チャーター機がダルエスサラーム、
アルーシャ、ムワンザ、ドドマ、イ
リンガ、ソンゲア、ムベア、ザンジ
バル、ムトワラ、キリマンジャロな
ど全ての主要都市、そしてほぼ全て
の国立公園を結んでいます。ヨハネ
スブルグ、ナイロビ、エンテベ、キ
ガリなど東部および南部アフリカの
都市への定期便もあります。

鉄道: ダルエスサラームからタンガ
ニーカ湖のキゴマとヴィクトリア湖
のムワンザまでを結ぶセントラルラ
イン、ダルエスサラームからザンビ
アの中心地を結ぶタンザニア・ザン
ビア鉄道(タザラ)という2つ鉄道があ
ります。鉄道での旅は快適ですがバ
スでの移動ほど速くはありません。

バス: 数多くの長距離バスがあるので
大きな町でも小さな町でもバスで行
くことができます。ダラダラと呼ば
れるローカルバスが町中で運行して
いるのをダルエスサラームやザンジ
バルなどの都市でも見ることができ
ます。ローカルバスは安価ですが初
めてタンザニアを訪問する方にはあ
まりお勧めできません。

船: ムトワラ、ダルエスサラーム、ザ
ンジバル、ペンバ、タンガを結ぶ
フェリーがあります。ダルエスサ
ラーム － ザンジバル間は毎日複数
のフェリーが出ています。タンガ
ニーカ湖のMVリエンバなど湖にも
フェリーがあります。

レンタカー: ダルエスサラームやアルー
シャなどの主要都市には多くのレンタ
カー会社があり、運転手あり・なしのど
ちらでも借りることができます。国際免
許証が必要で、道の左側を通行すること
になります。タクシーも多くありますが
値段を交渉しなければなりません。渡航
前に適正な金額を調べるようにしてくだ
さい。

チップ 
必須ではありませんが素晴らしいサービ
スに対して最大10%のチップを払うこと
は感謝されるでしょう。

治安
タンザニアは基本的に安全な国です。し
かし、夜間は徒歩での移動をやめて代わ
りにタクシーを利用してください。高価
な宝石類を身に付ける、カメラやたくさ
んの現金を持ち歩く、などはやめてくだ
さい。貴重品はホテルの金庫などに預け
てください。

メディア 
日刊・週刊英字新聞がいくつかありま
す。またスワヒリ語の新聞も日刊・週刊
など多くの種類があります。電子メディ
アにはITV、Channel 10、TBC1、Clouds
TV and Radio 、Azam TV、Star
TV、Television Zanzibarの他にRadio
TBC2、Radio One、Radio
Tumaini、Radio Free Africaなどの多くの
地元ラジオ局、BBC World Service、Voice
of Americaなどの国際ラジオ局、DWなど
様々な海外衛星放送が含まれます。



タンザニア以外にこれほど豊
かで多様性に富んだ国立公園
や保護区を持つ国はほとんど
ありません。国の保護地域に
は16の国立公園、34の動物
保護区、２つの海洋公園、い
くつかの海洋保護区、そして
巨大なンゴロンゴロ保全地域
などが含まれます。

タンザニアの大自然では季節や自然の法則に従って
命の誕生、大移動、闘争、狩りなどが日々続いています
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訪問の計画を立てましょう
それぞれ違った特徴のある様々な目的
地がありますが、どこに行くべきか決
めるために各エリアの概要を以下のと
おりご紹介します。

大まかに言うと、北部とザンジバル諸
島を含む沿岸部は南部や西部に比べて
発展しています。セレンゲティ国立公
園、ンゴロンゴロ（クレーターを含
む）保全地域、マニャラ湖国立公園、
タランギーレ国立公園、アルーシャ国
立公園、キリマンジャロ国立公園は交
通アクセスが良く施設も整っていま
す。そして、これらの場所は野生動物
や自然の密集度も高くなっています。

南部に位置するルアハ国立公園、セ
ルー動物保護区、ミクミ国立公園、ウ
ズングワ国立公園では、主にインフラ
の整備によって近年観光客が増加傾向
にあります。北部に比べて観光客は少
ないですが、心地良い自然を感じるこ
とができるエリアになっています。旅
程を考える時には余分な時間を残して
おいてください。なぜならゆったりと
したペースで回ることがこのエリアが
誇る素晴らしい野生動物や感動的な光
景を最大限楽しむ一番良い方法だから
です。

西部に位置するタンガニーカ湖、マハ
レ国立公園、ゴンベ国立公園などの名
所を説明するときには、「チンパン
ジー」と「人里離れた土地」という2
つの言葉が脳裏に浮かんできます。こ
こはチンパンジーを見るのに最適な場
所ですが、幹線道路を離れてすぐに別
世界のような手つかずの自然が待ち受
けているので心の準備をしておいてく
ださい。

この人里離れた場所は近代的なインフラ
がほぼ存在せず交通の便が良くないエリ
アですが、特に山岳地帯が魅力的です。

国立公園・動物保護区
国立公園とは名前が示すとおり野生動物
と生態系の両方を保護する目的で作ら
れ、観光開発へのアクセスを制限してい
る場所です。これらの国立公園は
Tanzania National Parks(TANAPA)によっ
て管理されています。一般的にはガイド
を雇って入園料を公園の入り口で支払い
ますが、いくつかの公園ではガイドを雇
うことが必須になります。

もしあなたが自分で車を運転しているの
であれば道やキャンプサイトから離れな
いようにしてください（サイトで様々な
助言をもらえます）。一般的にキャンプ
サイトにはスタンダードサイトとスペ
シャルサイトの2種類があります。スタ
ンダードサイトには基本的な設備が整っ
ていて、スペシャルサイトはたいてい離
れた場所にあり可能な限り周囲の自然と
調和するように作られています。スペ
シャルサイトの利用には事前予約が必要
になりますが、そのキャンプサイトはあ
なたとあなたのグループのためだけに予
約されていることが多いのでその価値は
十分あります。

一方、動物保護区はTanzania Wildlife 
Authority(TAWA)によって管理されてい
ますが、通常観光開発は行われていない
ため、タンザニアの観光スポットの中で
は究極の冒険カテゴリーに位置づけられ
ます。動物保護区は広大で、狩猟のため
の区画が確保されているところもありま
す。セルー、モヨウォシ・キゴシ、ムコ
マジ、ウサング、ルクウィラ・ルメス
レ、ムサンゲシ、ウガラ、などタンザニ
アには30以上の動物保護区があります。

タンザニアの国立公園と保護区



アル―シャ、良いことがはじまる場
所（終着まで）
国内で最も早く発展した町、アル― シャ
はサファリの中心地です。北部のサファ
リや探検旅行はすべてここから到着/出発
し、ダルエスサラーム、モシ、ザンジバ
ル、ムワンザから日中の空路と陸路で接
続しています。現にアル―シャはンゴロ
ンゴロ クレーターはもちろんセレンゲ
ティ、マニャラ、タランギーレ、アル―
シャ、キリマンジャロ国立公園とタンザ
ニアの中で最も重要な観光名所が集中す
る玄関口になっています。

終わりのない平野が続くセレンゲ
ティ
セレンゲティはタンザニアの最も大きく
そして有名な国立公園です。15,000平方
km近くもの広さをしめる樹木のない広
大な平野は、常に新鮮な草原と水を探し
求めている数万と大移動する草食動物の
永久的な生息地です。そして彼らより生
態的上位にいるのはヌー。年に一回の大
移動では数百万以上ものヌーがセレンゲ
ティを駆け抜けます。そこでの滞在はア
フリカにおいて最も野生の姿を見ること
ができる機会になることでしょう。キリ
ン、シマウマ、ガゼル、イランド、イン
パラ、イボイノシシは主な捕食者である
ライオン、ヒョウ、チーター、獲物肉を
横取りするハイエナと同じ平野で共存し
ています。野鳥観察者にとっても天国の
ような場所です。

ヴィクトリア湖に浮かぶ聖域
これまでのことは始まりに過ぎず、
まだ続きがあります。70,000平方km
近くあるヴィクトリア湖はアフリカ
大陸の中で一番大きい湖であり、世
界で2番目に大きい淡水湖です。南
西側にはルボンド島国立公園が位置
し、およそ400の固有の生物、サン
ショクウミワシ、鷺、コウノトリ、
トキ、カワセミ、鵜などの鳥類の聖
域となっています。中でも最大の魅
力なのは水陸両方の生活環境をおく
るレイヨウ類シタツンガ。彼らに
とって草とアシが生える島の沿岸は
良好な場所なのです。

ンゴロンゴロ クレーター：
自然界の壮大な野外劇場
ンゴロンゴロ保全地域といえば、面
積8,000平方kmの中心に位置する直径
20kmの窪地のンゴロンゴロ・クレー
ターと豊かで異色の野生生物との混
在です。ここでは“Big Five　（バッ
ファロー、ゾウ、ヒョウ、ライオ
ン、サイ）”が一緒に見られるアフリ
カの中でも数少ない場所です。これ
は見逃してはいけない！古代火山や
オルドヴァイ渓谷（175万年前のジン
ジャントロプスの頭骨化石や350万年
前のラエトリ遺跡の足跡化石が残っ
ている）、ンドゥトゥ湖、メセリ湖
へ訪れるのもよいでしょう。

北部：畏敬の念を起させる
手つかずの自然の美しさ

タンザニア北部の壮大
な山々や谷々、平原の
ような豊かな風景を思
い起こさせるところは
世界で数は少ない。最
も高い山、最も幅の広
い湖、そして最も豊か
で多様な野生生物はこ
こにあります。夕暮れ
の対岸で雄たけびを競
い合うライオンや茂み
の中からアンテロープ
の子どもが臆病な顔を
見せる姿、また何千の
フラミンゴが飛び立つ
真の美しさと、魔法に
かかったような手つか
ずの地上の楽園は忘れ
がたい思い出となるで
しょう。
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  [5] 

[1]セレンゲティ - 平原地帯の草食動物は数
では安心

[2]メルー山 - 霧を帯びたキリマンジャロ山
の前景にメルー山の尖っている山頂

[3]山並みの上に建つ典型的なタンザニアの
サファリロッジ

[4]動物観察 - シエスタ時でもヒョウはから
くりに引っかからない

[5]新しい牧草地へ移動マサイ族の羊飼いは
牛をオルドイニョ・レンガイ山のふもとを
歩かせている

マニャラ湖：見落とされた原石
タンザニアの中で最も小さい国立公園
(330平方km)、かつ多様。マニャラ湖国
立公園はアフリカのアウトドアを密接
に体感できます。西には大地溝帯と東
にはマニャラ湖が隣接。保護区は木登
りライオン、カバ、ゾウ、そして毎年
アルカリ性のマニャラ湖の岸へ大移動
する数万のフラミンゴの生息地です。

キリマンジャロ：アフリカの屋根
キリマンジャロ、一番適切な言葉で表
すなら“魔法”です。赤道からわずか３
度南に位置するキリマンジャロ山
（5,895m）はアフリカの最高峰であ
り、独立峰として世界で最も高い。

周辺には、耕作された低地のモシ、
霧にかかった森林、ジャイアントロ
ベリアの花が点在する湿原地、岩が
多く月面風の見晴らしをもつ不毛な
上部斜面、万年雪で覆われたキボ峰
があります。それらへ旅の範囲を広
げれば、きっとキリマンジャロへの
訪問は人生において最も良い経験の
一つになるでしょう。他にもメルー
山、オルドイニョ・レンガイ山、そ
して遠方に別世界のナトロン湖とエ
ヤシ湖などの魅力的な場所がありま
す。

*



ウサンバラ：
山地の中にある自然の宝
涼しく青々しいウサンバラは、
２つの山からなる山脈であり、
地理的に古い東アークの連山の
一部です。人口密度がやや高い
中、離隔地にあり気候が安定し
ているため、大陸の他にどこに
もない生物多様性をもたらして
います。有名なセントポーリ
ア、野生のナツメヤシ、また、
動物固有種では珍しいウサン
バラワシミミズク、クロテリ
ムク、ウサンバラムシクイヒタ
キは見逃してはいけない魅力で
す。７月から１０月は乾季とな
り、この地方は一年中訪れるこ
とができます。平穏を求める場
合、亜熱帯の安穏の聖域、アマ
ニ自然保護区をきっと好むで
しょう。

ウサンバラの山々の中心に位置し、
古くはアマニの樹木園として名が知
られ、現在はタンザニア自然界の比
較的未知な宝石とされています。ま
ずはシギ(Sigi)から旅をはじめ、運
が良ければアマニに到達し、秘宝を
自分のものにできるでしょう。

パレ山脈：北部辺境の伝統文化
さらに北にいくとパレ山脈が位置
し、パレ族とアス族の地です。この
地域は東アーク山脈で一段と離隔地
になるが、現代世界が深く感動を覚
えた豊かな伝統文化は非常に関心が
高い。村から村へのハイキングをす
ることによって、このような山岳地
形で人間と自然の特有の共存方法を
体験できる一番の手段となるでしょ
う。

東アーク山脈：
先史時代からの豊富な地

  [1] 

ケニアから延び南の
高地まで広がる東
アーク山脈は１億年
の自然の歴史によっ
て浸食し削られたも
の。つまりよく肥え
た土地で植物と動物
が多様に存在し、訪
れるものはタンザニ
アの他のどこにもな
い特性を直接体験す
ることができます。
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[1]  自然に溶け込む
アマニの紅茶栽培

[2]  不思議な自然
そのうち全てがジャングルの一部となる

[3]  落ち葉で
雨と太陽から守るため特注

[4]  レンガの積み重ね
水しっくいと壁は夏の建物を涼しくする

原始的な体験ができるムコマジ動物保護区
時間に余裕がある人は、多くの人が通る道から
離れムコマジ動物保護区に行く価値は十分にあり
ます。ここでは大部分が乾いたサバンナの地であ
り、保護区の見どころであるクロサイの最適な
生息地を形造っています。その他動物はキリン、
アンテロープ、オリックス、シマウマ、ゾウが保
護区で生息しており、たくさんの種類のヘビや多
種多様な野鳥も存在しています。なお、観光施設
は限られているため不便さに注意をしてくださ
い。

パンガニの過去の栄光
海岸沿い位置するパンガニは海に近い小さなスワ
ヒリの村。同じ名前をもつ川がここから流れ出て
います。

もともとはダウ船の港であったが、奴隷と象
牙の最大の輸出拠点、また海岸沿いの最大の
港の一つであったため、パンガニは商業の中
心地として19世紀後半に全盛期を向かえまし
た。現在は静かな場所となり、過ぎ去った時
代の遺跡の見学、ビーチやパンガニ川、マジ
ウェ島を訪れることができます。

北東地域のその他の魅力として、歴史的に名
が知られている奴隷と象牙の貿易拠点と現在
はダウ船の製造工場を置くバガモヨ、タンザ
ニアで2番目に大きい海港でアンボニ洞窟の
本拠地であるタンガ、そしてインド洋に面す
る壮観なビーチを臨み、タンザニアの次世代
観光地の一つとされているサダニ動物自然保
護区があります。

*

  [3] 

  [4] 

[2]



ダルエスサラーム：アクティビティに
活気があるハブ
経済の中心地ダルエスサラームは人口約
600万人の忙しい大都市。市の大きさかか
わらず主要な海港ではそれぞれの賑わい
と特色を保ち、建築や貿易地区では植民
地時代と異国の雰囲気がそのまま残って
います。　　

もともと小さな漁村であったダルエスサ
ラーム、都市が発展したきっかけはザン
ジバルを支配し、幸運にもダルエスサ
ラームの港内陸部に拠点を置いたオマー
ン帝国のスルタンに恩があります。事
実、ダルエスサラームは“平和の家”を意味
し、ドイツ植民地時代から現在まで運送
や商業の振興をもたらしました。

街の中心部は活気に満ちており、興味深
い建築物や幾つもの美術館が存在し、訪
問する価値はあります‐国立博物館、村
落博物館、マゴマニ地区にあるジュリア
ス・ニエレレの家、植物園やムナジ モ
ジャ公園。見逃してはいけないのは、マ
ゴゴニ地区の賑やかな魚市場と街で最も
古い建築物の一つであるホワイトファ
ザーズ修道院です。

ダルエスサラームには、大統領府、市庁
舎、ドイツ植民地時代の刑務所、鉄道の
駅、オーシャンロード病院など、興味深
い公共の建物があります。

ダルエスサラームから全国各地に陸路、
鉄道、空路が伸びており、ザンジバルと
マフィア諸島まで飛行機やフェリーが就
航しています。タンザニア国内を回る旅
の出発点になっているのです。市内で数
日滞在した後、ダルエスサラームの北や
南に位置する海岸の手付かずな白浜でリ
ラックスするのもよいでしょう。

バガモヨ：過去の記憶
市の北部を出ると最初の中継地点は、か
つて賑やかだった港に眠った空気が昔の
活気をかき消すような雰囲気があるバガ
モヨです。（詳しくはP.24文化および歴
史的な観光名所をご覧ください）

サダニ国立公園：未知だが、繁栄し
ている
さらに海岸を北へ70km行くとサダニ国立
公園があります。ここはダルエスサラー
ムから離れ数日の小旅行として最適で
す。国立公園は新しいが、動物の頭数は
十分とされ、日々増えています。延々と
続くサダニの白い砂浜のビーチが一番の
魅力と感じる人もいるが、国立公園では
カバ、ワニ、ルーズベルト セーブル アン
テロープ、キリン、ゾウ、ライオンが見
られます。さらに1泊すれば一生の思い出
となるインド洋からの日の出を満喫でき
るでしょう。国立公園の南岸の海上では
ハンドウイルカが度々見られ、マダテ北
部では10月中旬から11月後半にかけてミ
ドリガメが浜に上がり産卵をします。

スワヒリ海岸：繁華のある海港と
昔の植民地の拠点

人口 600万近くのダル
エスサラームから今
はない植民地基地で
あったパンガニまで
のスワヒリ海岸は、
タンザニアの貿易と
商業の世界の顔で
す。さらに沖の隣人
にザンジバル諸島が
あり、この地域は長
く続いた帝国とその
レガシーの昇降を目
の当たりしました。
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[1]埠頭に変化
木製小屋マーケットの売り
場はダルエスサラームの忙
しい波止場の後ろに

[2]アーチを通ると
復元工事前の昔のミキンダ
ニ奴隷市場

[3]穏やかな海
バガモヨのダウ船、時の流
れが過ぎる

[4] ビートに合わせて
伝統的なスワヒリの祝いで
色と音が入りまじる

パンガニとタンガ：海港の過去
と現在
海岸に近いパンガニは同じ名称の
川が流れる小さなスワヒリ村で
す。もともとはダウ船の港だが、
重要な中心商業地としての全盛期
を向かえたのは19世紀後半。奴隷
と象牙の主要輸出拠点として存在
し、沿岸では最も大きい港の一つ
でした。

タンザニアの2番目に大きい海
港、北東へのルートをとる場合タ
ンガはよい中継地点になります。
行く甲斐がある場所として、ラス
カゾーネ半島、港を見下ろせる
ジャムフリ公園、そしてトウテン
島、安値で喜んで乗せてくれるど
のようなボートでも到達できま
す。

ムトワラ州のミキンダニはタン
ザニア南部への玄関口
デビッド・リビングストーンの最
後の探検旅の出発地、ミキンダニ
は以前主要な港で貿易拠点であっ
た東南部沿岸の小さなスワヒリ村
です。

魅力的で絵のような風景は、訪問者を
見事な景色で魅了し、さらに活気があ
り色鮮やかなマーケット、スポーツと
レジャーにおいては豊富にあります。
昔の航行に使われたものと変わらない
ダウ船で一日船旅に出ると、港からの
壮大な景色を最高の方法で見られま
す。さらに奥に青い海に出るとスポー
ツフィッシングを楽しむことができ、
愛好家は深海魚、ヒラマサ、オニカマ
ス、マグロと戦う機会があります。

沿岸沿いではダイバーやスノーケラー
はムナジワン海洋保護区の自然そのま
まの美しい珊瑚を楽しむことができま
す。また、休日を楽しむものは何マイ
ルも続く壮観な白浜のビーチを満喫で
きます。

ミキンダニを超えるといくつもの面白
いスポットが並んでいます。中には南
にルブマ川（カバ、ワニ、多様な鳥類
の生息地）、南西にアフリカで最も訪
問客が少ない、そしてライオン、ヒョ
ウ、カバ、ワニ、アンテロープなどの
生息地であるルクウィラルメスレ動物
保護区があります。

  [1] 

  [2]   [3] 

  [4] 

*



ミクミ国立公園：野生と共存
北にはウルグル山と南東にルマンゴ山が
位置し、ダルエスサラームからの短距離
飛行で移動できるミクミは3,000平方km
以上の地帯に野生動物とユーラシアから
飛来する300種類の鳥類が共存していま
す。ここではバッファロー、キリン、シ
マウマ、ライオン、ヒョウ、セーブル ア
ンテロープ、カバ、ワニが生息。さらに
利点は、キイロヒヒのような霊長類の研
究の重要な拠点となっています。国立公
園はサンビアまで伸びる高速道路を使う
とダルエスサラームまで330kmです。

セルー動物保護区：国一つ入る大きさ
アフリカで最も大きい動物保護区セ
ルー、55,000平方kmもの面積（スイ
スの面積を超えるほど）を持ち、豊か
な野生動物以外に、多様な鳥類と唯一
残っているクロサイの生息地です。セ
ルーの有形資産には、アフリカで有数
の真の魅力をもつ水路と言われている
ルフィジ川。ここでは砂州に並んで過
ごす規格外のワニ、ヤシの木が生える
川岸にのどが渇いたゾウやバッファ
ローの群れ、水中でうなり声をあげる
カバ、アフリカの豊かな水生鳥類の本
物のショーケース、が見られます。乾
いた場所には、ヒョウやチータ、また
運が良ければ走っているリカオンがみ
られます。ここではアフリカ大陸全体
の頭数の25%が生息しています。

セルーの主な特性は観光客に種類豊富な
アクティビティーを用意していることで
す。大きな川ではモーターボートに乗車
し、カバの目線から鋭い目を確認ができ
ます。また、武装したレンジャーと足で
サファリでかけ、日常的に厚皮動物に遭
遇できます。

地形の特徴から高地ならではの風速250km
のルフィジ風が吹き、保護区からデルタ
地帯をとおり、インド洋へ流れ出ていま
す。デルタ地帯は多数の鳥類の生息地で
もあり、新鮮な環境と海洋生態を形成し
ています。

ウズングワ山塊国立公園 ：アフリカの
ガラパゴスの中心部
タンザニアで新しい国立公園の一つとされ
るウズングワは、特別関心が高いのは珍し
いイリンガレッドコロブスやサンジェマン
ガベイの10種ほどの霊長動物、異様に巨大
なゾウトガリネズミ、多様な固有な鳥類な
どです。北に位置するウサンバラよりウズ
ングワは比較的隔離され、数百万年も変化
をしてない気候が地域特有の動植物の生息
域を広げ、時にアフリカのガラパゴスと呼
ばれています。1990年代に行われた研究活
動の低さも指摘されます。標高200mから
2,500mと大きな差はあるが、森林に覆われ
た国立公園は広大に続き、世界の主要な生
物多様性のホットスポットとなっていま
す。冒険好きな訪問者にとり一つ楽しみが
増えました。

南部 - 首都の玄関口に素晴らしい
自然

サイとカバは日暮れ
の中水を浴び、キイ
ロヒヒは木々から毛
色をちらつかせる、
そしてゾウは万雷の
ように進行、タンザ
ニア南部は壮大な世
界観と稀にみる美し
さは貴重です
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ルアハ国立公園：多数のゾウ
もしゾウが目的ならルアハへ向かうこ
とです。タンザニアで2番目に大きい国
立公園であり、12,950平方kmのルア
ハは生態系の中心に位置し、国内で一
番多くゾウが生息（約10,000頭）して
います。ルアハは独特な空気を持つ－
険しく、人里から離れているため、ス
ピリチュアルな雰囲気がある、なぜな
ら球根型のシルウェットをもつ古いバ
オバブの木は具現化され半乾燥の平野
や岩肌の斜面が取りつかれているかの
ようになるからです。この広大で見事
な高原は標高900mから1,100mの高さに
あり、クーズー、ガゼル、ダチョウ、
チータ、ロアン アンテロープ、セーブ
ルアンテロープの生息地であります。
またグレートルアハ川西方面の川岸に
はワニ、カバ、鳥類の群れの最適な自
生地となっています。

イリンガ：パラダイスへの入り口
標高1,600mの高さに位置し、リトルル
アハ川を見下せるイリンガ。この人を
惹きつける高台の街は、州都として機
能する他、地域の農業の流通中心地で
もあります。さらに、ルアハ国立公
園、イシミラ遺跡、ムクワワ博物館が
あるカレンガ村へ足を伸ばすことがで
きる、風景が絵になるような玄関口で
す。

  [2] 

[1]大自然の中のパノラマ
フィジ川デルタ一帯の絶景

[2]泥好きな生物
カバは川沿いの沖積土に
寝っころがるのを好む

[3]あくびとの戦い 
見かけによらず、ライオン
は満足な食事の前ではな
く、後に吠える

[4]高身長の利点
キリンの抜きん出る長身は
給餌に優れ、肉食動物を避
けられる

[1] [3]

  [4] 

*

[1] [3]



ザンビアやマラウィへ向かう観光
客の多くは、残念なことにタンザ
ニア南部を素通りしてしまいま
す。ですが、この地域は見所が多
く、人々はフレンドリーです。ま
た道路環境も良く、高水準な施設
が整っています。

ニャサ湖
マテマ - 三国の接点
全長550km、最大幅75kmのニャサ
湖は、アフリカ大陸3番目の大きさ
を誇る湖です。タンザニア、マラ
ウィ、モザンビークの国境に接し
ています。タンザニア側の沿岸に
あるマテマやその周辺のビーチか
らは、リビングストン山地を背景
にした美しい景色が楽しめます。

マテマは、気取らないローカルな
文化を体験したい観光客にぴった
りな、小さいながらも魅力的な町
です。観光インフラは充分とは言
えませんが、ここから近くの湖、
滝や洞窟に足を延ばすことがで
き、一年を通して日光浴を楽しめ
ます。

ムボジ隕石－宇宙からの贈り物
少し探検する時間のある方には、ム
ボジ隕石を見に行くことをお勧めし
ます。旅行者はめったに見ることの
ないこの隕石は、地元では古くから
知られていたにも関わら
ず、1930年に外部からの人に発見さ
れ注目されました。現地では、この
石の起源や目的を調べることはタ
ブーとされ避けられていたようで
す。隕石落下に関する話は伝承され
ていないため、現在の文化がそこに
誕生する何千年も前から存在するも
のだと考えられています。長さ
3m、高さ1mの大きさで、現在は国
家遺産として展示されています。

ムベヤと周辺の山々
ムベヤは、ザンビアとの国境近く
にある町です。昔は金鉱が有名で
したが、今日はこの地域の商業お
よび行政の中心地となっていま
す。ムベヤ空港へは、ダルエスサ
ラーム、キリマンジャロ、ムワン
ザ、ドドマからアクセスできま
す。

中心部から離れた南部高地 
― 穴場の観光地と宇宙から
の贈り物

夜明けに漂う、淹れ
たてのコーヒーの香
り…ここでは美味し
い地元産の豆を使っ
たコーヒーを楽しめ
ます。タンザニア南
部の国境付近では美
しい山、広大な農
地、色鮮やかなマー
ケット・タウンが見
所です。
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  [1] 
[1] 谷間の景色

リビングストン山脈のもと、
ニャサ湖で魚を釣る人たち

[2] 古くから続く漁業
一本の木をくりぬいた丸木舟
と手編みの網で漁をする

[3] 獲物を狙う目
獲物を捕まえようと集中する
シロビタイハチクイ

[4] 生活の糧
人々は湖で捕れた魚を食べ、
売ることで生活をしている

緑豊かなムベヤ山脈ではハイキン
グが楽しめます。バスで、登山口
となるムバリジ・ジャンクション
へ向かうと、そこから標高2,818m
のムベヤ・ピークに登ることがで
きます。また、人里離れた自然に
興味がある人は、四輪駆動車でし
かアクセスできないルクワ湖に
行ってみるのもいいでしょう。

キトゥロ高原 ―
植物好きにおすすめ
リビングストンとポロト山脈の間に
位置するキトゥロ高原は、自然と植
物が好きな人にお勧めです。現地で
は、キトゥロ高原とその背後に広が
るリビングストン山脈の絶景は
「Bustani ya Mungu (神の庭)」と
呼ばれています。様々な種類の美し
い花が見られるこの国立公園は、南
部高地を訪れる際には外せない場所
です。

  [3] 

  [2] 

  [4] 

*



ゴンベ渓流国立公園 ― チンパン
ジー・センター
国立公園としての規模は国内最小です
が、ゴンベは世界的なチンパンジー研
究の中心地です。ここでは、世界で最
も長期間にわたる野生動物観察プログ
ラムが行われています。1960年にイギ
リス人学者ジェーン・グドールが始め
たチンパンジー研究は、今では6世代
目となっています。チンパンジーを見
られるだけでなく、小規模な公園なの
で、歩き回り易いのが利点です。

カタヴィ国立公園 ― 偉大なる未
知の世界
カタヴィ国立公園は、まさに穴場の観
光地です。国内3番目、4,500平方km
の広さを誇るカタヴィは、アフリカ大
陸でも数少ないサヴァンナの保護区で
す。他の観光客に会うことなく、ビッ
グ5を探すことができます。ライオ
ン、ゾウの遭遇率は他と引けを取ら
ず、平野にはバッファローの群れ、森
ではヒョウが頻繁に目撃されます。膝
丈ほどの深さの池で、200頭ものカバ
が身を寄せ合う光景も、予期せず見る
ことができるかも知れません。

ウジジ ―  キャラバンの出発点
ウジジは、州都キゴマの南に位置す
る小さな町です。昔の面影は薄れて
きていますが、この町はタンガニー
カ湖、バガモヨ、インド洋をつな
ぐ、東アフリカで最も重要な奴隷お
よび象牙貿易のキャラバンルートで
した。また、かつては造船の中心地
としても知られていました。探検家
ヘンリー・モートン・スタンリーが
デイビッド・リヴィングストンを発
見したという有名なエピソードもあ
る、多くのヨーロッパの探検家たち
が通った場所です。

タボラ ― かつての交易中心地
昔はキャラバンの交易の中心地だっ
たタボラには、伝道所もあり、ヨー
ロッパからの探検家も数多く訪れま
した。この町は悪名高い奴隷商人
ティップー・ティプが築いた帝国の
中心地としても有名です。近年では
州内の教育の中心地として発展し、
初代大統領ジュリウス・ニエレレが
通っていた学校があることで知られ
ています。

西の奥地 ―　
人里離れた山と歴史ある都市

かつてはキャラバン
の音が響き、ヨー
ロッパからのミッ
ションが旅した西部
タンザニアに広がる
平野と湖は、現在は
動植物の王国となっ
ています。タンザニ
ア西部への旅行は、
まるで別世界への旅
のようです。
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[1] 湖の岸辺
キゴマ付近の岸で点検を待つ船

[2]人間の親戚
 ゴンベ渓流国立公園の大人のチンパンジー

[3]親子の散歩
 マハレのゾウの親子

[4]日没の景色
 湖のほとりでキャンプファイヤーと夕食を楽しめる

マハレ山塊国立公園 －
タンガニーカ湖の楽園
マハレ国立公園は、南国ビーチ
の楽園のような場所です。白い
砂浜と透き通るタンガニーカ湖
の景色は、まるでインド洋に浮
かぶ無人島からそのまま持って
きたかのようです。タンガニー
カ湖は世界一長く、世界で二番
目に深く、水質汚染が最も少な
いと言われる湖です。山塊の高
さ2,000m、面積約1,600平方km
の公園内には多様な動植物が生
息しています。様々な種類の猿
が見られること、40年以上前か
ら日本の研究チームが観察する
約800匹のチンパンジーがいるこ
とでも知られています。タンガ
ニーカ湖では水遊びをしたり、
様々な種類のカラフルな魚を見
ることもできます。

*

  [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

ヨーロッパ人で初めてアフリカ大陸を横断したと
言われる探検家リヴィングストンと、彼を捜索し
にアフリカに来たスタンリーが出会ったのが、タ
ンザニアのウジジでした。

「リヴィングストン博士でいらっしゃいますか」

周りに他の白人男性は見当たらないこの町で、彼
らは出会い、帽子を脱いで挨拶しました。

スタンリー： リヴィングストン博士でいらっしゃ
いますか。
リヴィングストン： そうです。
スタンリー： 博士、お会いして握手できることを
大変光栄に思います。
リヴィングストン： お迎えすることができて嬉し
いです。

特別素晴らしい会話ではありませんが、スタン
リーが思わず言ったこの言葉は、イギリスではと
ても有名な台詞になりました。



象牙と奴隷 – ザンジバルの過ぎ
去りし日の帝国の首都
昔オマーンのスルタンの宮廷があった
ザンジバルには、豊かで複雑な歴史の
面影がいたるところに残っています。
それは、アラブ、インド、ヨーロッパ
やアフリカの影響を受けた、素晴らし
い建築の数々が混ざり合っていること
からも見て取れます。見所の一つは、
街中に500以上あるドア装飾です。緻
密な彫刻や真鍮のスパイク、コーラン
の引用文などで飾られているものもあ
ります。数時間ストーンタウンを歩き
回れば、2000年の歴史を感じることが
できるでしょう。

ザンジバルの観光地は、ストーンタ
ウンだけではありません。上述した
建築や歴史のほかに、音楽、砂浜、
クローブ農園、ダイビングなど数多
くの見所があります。ダイビングや
シュノーケルの人気のスポットはい
くつかあり、ムネンバが一番人気と
されていますが、ひと気の少ない場
所を狙うならば、あまり知られてい
ない東海岸がおすすめです。

ジョザニ・チュワカ湾国立公園の一部
であるジョザニ・フォレストは、ザン
ジバル・タウンから35kmほど南下し
たところにあります。

この森では、様々な種類の鳥や蝶をはじ
め、レッドコロブスモンキーという珍し
いサルを間近で見ることができます（公
園スタッフによると、3m程の距離を保つ
ことがすすめられています）。

ストーンタウンに戻ったら、夜はタアラ
ブ音楽を聴きに行くのがお勧めです。タ
アラブは島特有の音楽で、地元の人々に
とって大切な文化です。伝統的なもので
は、25人ほどのミュージシャンで構成さ
れるオーケストラをバックに、タアラブ
歌手が愛やロマンスなどをテーマにした
切なく繊細な詩を歌います。

ペンバ島 - 元祖スパイスアイランド
国際的でにぎやかなザンジバルに比べ、
見落とされてしまいがちですが、ペンバ
島もゆったりとして自然の多い島です。
丘が多く肥沃なペンバは、昔はアラブの
商人に「al khuthera (緑の島)」と呼ばれて
いました。その名の通り、農業が主力産
業で、ザンジバル諸島のクローブの約
80％はペンバで生産されています。

神秘的なものに惹かれる人（あるいは好
奇心の強い人）には、この島がブー
ドゥーや伝統的ヒーリングで有名なこと
も興味深いかも知れません。現在も、東
アフリカ中の信仰者たちが治療や勉強の
ためにこの島に訪れます。

ザンジバルのストーン
タウンの迷路のような
通り、ペンバ島やマ
フィア島ののんびりし
たビーチ。タンザニア
の島々では、エキゾ
チックな文化や驚くほ
ど美しい景色を楽しめ
ます。様々なスパイ
ス、海、自然と、豊か
な歴史や文化が混ざり
合う魅力溢れる沖合い
のパラダイスです。

神秘と魔法 ― 魅力的な
スパイスアイランド
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  [2] 

[1] 船で向かう途中の景色
海から見るストーンタウン

[2] 珍しい動物
ジョザニは珍しいレッドコロブスモンキーの生息地

[3] 驚嘆の家
 ハウスオブワンダーは、スルタン・バグラシュの宮廷住居と
して建てられた

[4] 東洋の魅力
ザンジバルの富の一部は、エキゾチックなスパイスの貿易に
よって築かれた

[5] マフィアの広い海岸
 真珠のような白さの浜とターコイズの海が美しい

ペンバ海峡と沿岸は、ウォータース
ポーツやダイビングに最適です。さん
ご礁や急勾配のある水中地形、手付か
ずの美しいビーチは、スイミングやダ
イビングにはぴったりの場所です。

マフィア島 - 釣り人のパラダイス
ダルエスサラームから南へ20分ほどの
フライトで、マフィア島に到着しま
す。サンゴ礁に囲まれたマフィア諸島
は、ダイビング、シュノーケリング、
釣りを楽しむ人の間で人気がありま
す。東アフリカのなかでも多様な生物
が生息する場所で、400種の魚や5種の
カメが、50種類ものサンゴの間を泳い
でいます。マフィア島南東の沿岸およ
び付近の環礁を合わせた、およそ820
平方kmの地域は、1995年にタンザニ
ア初めての海洋公園に制定されまし
た。アフリカで、陸上の動物しか見た
ことのない人は、マフィアで5分も水
中に潜ればまったく新しい世界を体験
できるでしょう。サンゴ礁のまわりで
は、クマノミ、チョウチョウウオやミ
ノカサゴなど、水族館でお馴染みの色
とりどりの魚が泳ぐ姿が見られます。
さらに深く潜るとハタ、サメ、マグロ
やエイなどの大物、また外洋に近い海
洋公園ではカジキ、カマス、バショウ
カジキも生息しています。

  [1] 

  [3]

 
  [4] 

*
[5]



バガモヨ
ダルエスサラームから68km北に位置す
るバガモヨは、地理的な利便性から、象
牙および奴隷貿易の中継点とされていま
した。またここは、国内8番目の世界遺
産でもあります（他には、キリマンジャ
ロ、ンゴロンゴロ・クレーター、セレン
ゲティ国立公園、セルー動物保護区、ザ
ンジバルのストーンタウン、キルワ・キ
シワニおよびソンゴ・ムナラ遺跡群、オ
ルドヴァイ渓谷があります）。バガモヨ
という地名は、かつて遠い故郷からこの
地に連れて来られて、奴隷として送り出
された人たちの「bwaga moyo」(我が心
をここに残す)という叫びに由来すると言
われています。奴隷たちが繋がれていた
鎖や石囲いの部屋は、暗い歴史の痕跡と
して現在も残っています。元奴隷で、ア
フリカにルーツを持つ人たちの歴史を辿
るAfrican Diaspora Heritage Trailというプ
ロジェクトも行われています。バガモヨ
はドイツ植民地時代、タンガニーカの最
初の首都として栄えました。その後1892
年に首都はダルエスサラームに移ります
が、今でもカオレ遺跡やカトリック歴史
博物館、リヴィングストン博士の遺体が
保管されていたチャペルなどの見所があ
ります。ヤシの木とリゾートホテルが並
ぶ海辺も魅力的です。

ムソマ
ヴィクトリア湖東岸にあるムソマは、活
気溢れるマーケットと漁港の都市です。
周辺にはタトゥル、クリア、ジタをはじ
めとする民族が生活しています。

ここに来たら、テンボビーチから見える
マーラ湾の美しい日の出や夕焼けは必見
です。近くには、タンザニア初代大統領
ジュリアス・ニエレレの出生地であるブ
ティマもあります。

オルドヴァイ渓谷
タンザニア北部への旅行は、ンゴロンゴ
ロ内にある50kmに渡る渓谷を見ないこと
には完結しません。ここでは3種のヒト科
の化石が発見されており、最古のものは
300万年前の化石と推測されています。興
味がある方は、発掘された場所へのガイ
ドを利用したり、セレンゲティ・ロード
の博物館へ行ってみるといいでしょ
う。350万年前の足跡が発見されたラエト
リ遺跡も近くにあります。

タンガ
タンガは、北東の沿岸に位置する都市
で、北部の主要な港町です。近くには、
ペンバ島、パンガニ、アマニ自然保護
区、アンボニ洞窟、ムコマジ国立公園と
いった観光スポットが多くあります。ア
ンボニ洞窟は市の中心部から7kmほど離
れた場所にあり、地下234kmに広がると
推測されています。

キルワ遺跡群
南東の沿岸に建ち並ぶ遺跡群は、東海岸
地帯でもっとも歴史的価値のあるスワヒ
リ建築物とされています。キルワ遺跡群
は3つの遺跡の総称で、2つは海岸沿いの
キヴィンジェとマソコ、もう1つはキルワ
島にあります。

文化および歴史的な観光名所
タンザニアでは、あ

ちらこちらに豊かで

色鮮やかな歴史の面

影が残っています。

訪れてみれば、様々

な場所で予想もしな

かった発見があるで

しょう。
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[1]キルワの大モスクは、アラブ、インド、
ヨーッパに支配された約700年の歴史を持つ

[2]セレンゲティの岩絵
[3]エヤシ湖付近に住むダトーガ族の女性

儀式用の衣装を着て列を作るマサイ族。マサイの人々は古くからの文化や伝統を誇りを持ってい
ます。他のタンザニアの民族同様、遊牧生活を現在でも続けています。

  [1] 

  [2]   [3] 

これらの建物は、12世紀から19世
紀にかけてこの地域を支配してい
た様々な権力の記録のようです。
全盛期にはポルトガル人探検家
ヴァスコ・ダ・ガマに強い印象を
与えるほど繁栄していた地域です
が、今では多くの建物が廃墟と化
しています（そんな中で
も、800年前のスイミングプール
がほぼ完璧な状態で残っていると
いうサプライズもあります）。キ
ルワ遺跡群は現在UNESCO世界遺
産に登録されています。

コンドア岩絵遺跡群
ババティから100km南下したコンドア
地区コロに、数多くの岩絵遺跡群があ
ります。その起源については明確にさ
れていませんが、狩りや楽器を演奏す
る様子、川を渡る様子やゾウ・キリ
ン・アンテロープなどの動物が描かれ
ています。他にも抽象芸術とも見られ
るようなモチーフも見られます。岩絵
の画家は未詳ですが、丘陵地形のミオ
ンボ林あたりで見つかっており、その
地域は大地溝帯を動き回る野生動物の
生息地だったとされています。

*



For more information:  
TANZANIA TOURIST BOARD - DAR ES SALAAM
Utalii House - Laibon street/Ali Hassan Mwinyi Road - 
Near French Embassy, P.O.Box 2485, 
Dar es Salaam, Tanzania.
General  +255 22 2664878/9
Marketing  +255 22 2664875
Tourism Services +255 22 2664873
Email: info@tanzaniatourism.go.tz
Web: www.tanzaniatourism.go.tz

TANZANIA TOURIST BOARD - ARUSHA
47E Boma Road
P.O. Box 2348, Arusha, Tanzania.
Tel.: +255 27 250 3842 / 3
Fax: +255 27 254 8628
Email: bma@tanzaniatourism.go.tz

TANZANIA TOURIST BOARD - MWANZA 

Makongoro Rd, Opposite City Garden,
P.O.Box 2175, Mwanza
Tel no: +255 28 2500818
Email: ttbmwanza@tanzaniatourism.go.tz
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