
 

「大地」「自然」「動物」の 

美しさ・凄さ・迫力に 

感銘を受ける旅 
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●● コモドツアー1日目 ●● 

オオコウモリの天の川! 

 

モドツアーは、フローレス島の港町のラブアンバジョを拠

点にコモド島やリンチャ島等の島を巡る。ジャカルタからラブ

アンバジョまでの直行便はないため、バリ島を経由して行く。 

ジャカルタを朝出発、バリ島に昼前に到着し、ラブアンバジ

ョ行きの飛行機に乗り換えたが、いつもと違う雰囲気に違和感

を覚えた。国内線にも関わらず、インドネシア人の乗客率は半

分満たすか満たさないか程度で、欧米人の乗客率が高かったか

らだ。どこの観光地に行っても欧米人は多いが、ここまで多い

とはびっくりだ。遠い国からわざわざ経由までして行きたい場

所とはどんな所だろうと心がくすぐられた。 

 
ャカルタを出発して約 4時間半、2015年 12月 27日に拡張工事が終了したコモ

ド空港に到着。飛行機からタラップを利用して地上に降りた第一声は「なんもなっ。」

だ。私が利用した飛行機と田舎にはちょっと不釣り合いの現代的な小さな建物があ

るのみ。それもそのはず、コモド空港と繋いでいる都市は両手で数えるほどの都市

しかなく、1日数便しか飛んでいない。 

到着出口で名前プレートを持ちながら待っていたガイドと合流後、車に乗って港

へ。10 分後、たくさんのクルーズ船や漁船が船舶している港に到着。全長数十メー

トルのローカル船に乗って、コウモリの群れが見られるカロン島を目指す。船には、

船長と船員、料理人 2 名の計 4 名が乗船しており、台所やお手洗い、シャワー室が

ある。気持ち良い潮風と美しい景色を堪能しながら、カンクンゴレンやイカンゴレ

ン等の少し遅めのお昼ごはんを頂いた。 

50 分いったところで、少し時間があるからと

小島のケロール島に立ち寄った。コモド国立公園の区

域に含まれていない島だが、丘から見る景色は最高だ

というガイドの勧めで小さな丘をプチトレッキング。

「大丈夫？トレッキングしたことある？」とガイドに

聞かれ、「えっ、大丈夫。余裕！余裕！」と答えながら

グングンと登っていた私だったが、ふと下を見た瞬

間、、、見た目以上の急斜面と高さに足がすくみ動けな

くなってしまった。「待って！スリッパのせいで滑って

怖い！高い！」と騒ぎ立てる私にガイドは、「裸足のほ

うが滑らないよ。リュックとスリッパは僕が持つか

ら。」と冷静に対応してくれたおかげで何とか頂上付近

までたどり着いた。恐る恐る後ろを振り向くと、アッ

と息を呑むそびえ立つ山々、龍でも現れそうなモクモ

クとした雲、そして濃い紺色と淡いコバルトブルーの

コントラストが最高な海の景色が広がった。これが自

然だと言わんばかりのド迫力だ。インドネシアにこん

な自然が残されていたなんて、、、ジャカルタ住まいの

私は想像もしていなかった景色だ。 

コ 

約 

カロン島からのサンセット 

船上での昼食 

ジ

ャ

カ

ル

タ 

ケロール島の小さな丘をプチトレッキング 

ケロール島から眺望 

実は急斜面 
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動の余韻に浸りながら、また船に揺られること約 1時間、目的地のカロン 

島に到着した。ビーチがないマングローブの島なため、船上で、羽を広げると 1メ 

ートルを超える大きさのオオコウモリが飛び立つのを待つ。太陽がゆっくりと沈み 

始めた頃、カロン島から「クルクル」と獣の鳴き声が聞こえてきた。「もうそろそ 

ろリーダーがでてくるよ。そうしたら、たくさんのオオコウモリが餌を探しにフロ 

ーレス島に向けて飛びだっていく。」とガイド。その言葉の通り、一頭の大オオコウ 

モリが飛び立つと後から続くようにどんどんとカロン島から飛び立った。その数は、 

数千頭に及ぶ。カロン島からフローレス島に続く黒い列は、まるでオオコウモリの天 

の川だ。お腹いっぱい食べたオオコウモリたちは、2時から 4時頃にカロン島へ戻っ 

てきて就寝。これを毎日繰り返す。方位磁石や時計があるわけでもなく、毎日陽が沈むころに飛び立ち、陽が昇る前に戻

ってくる。動物が持つ本能に驚かされた。 

第に辺りが暗くなりはじめたので、私たちもオオ

コウモリたちの後に続き、帰路へと足をすすめた。ぐった

りと疲れてしまった私は、外にあるベンチで心地よい潮風

を感じながら爆睡。「もうそろそろ着くよ」という声で目

が覚め、起きてみると船の光や港町の明かりが見えた。そ

れから 30 分後、ラブアンバジョに着き、車に乗ってホテ

ルへ。ホテルで夕食後、明日は朝が早いため早めの就寝。 

8:20  スカルノハッタ空港出発 

14:15 ラブアンバジョ空港到着 

14:40 港到着 

15:40 ケロール島   

*時間によって立ち寄れない場合もございます。 

16:30 カロン島に向けて出発 

17:20 カロン島到着 

18:00 ラブアンバジョに向けて出発 

20:00 港到着 

20:15 ホテル到着 

感 

１
日
目
の 

 
 
 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

カロン島からフローレス島に向けて飛び立つオオコウモリ群 

大きな翼を広げて力強く飛ぶ 
オオコウモリ 

船上から見るラブアンバジョの夜景 

次 
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●● コモドツアー2日目 ●● 
 

朝のまだ星が見えているうちから、ホテルを出発して港に向かった。港到着

後、船に乗り換えて野生のコモドドラゴンが生息するコモド島を目指す。ホテルで

用意してくれた朝食ボックスで腹ごしらえした後は、ボーっと朝がゆっくり明けて

いく景色を眺めていた。すると、ガイドから「コモド島までは 4時間の道のりだか

ら寝た方がいい」とアドバイスを受け、ベンチで仮眠をとることに。朝が早かった

からか、目を閉じるとそのまま眠りに落ちてしまった。「おー、今日は早いな。」と

いう声で目が覚めた。「あそこに見える左の島がコモド島だ。後 1 時間ぐらいで着

くよ。」とガイドが指をさしている方向を見ると、遠くに山々が連なる大きな島が

見えた。あそこに、恐竜の生き残りと言われるコモドドラゴンが生息しているのか

と思うとワクワクしてきた。 

て、ここで少しコモドドラゴンについて勉

強しよう。コモドドラゴンは、世界最大種のオオ

トカゲである。頭の幅が広くてしっぽが長いオス

は全長 3メートル、頭が小さくしっぽが短いメス

は全長 2.5メートルまで成長し、体重は 150KGま

で及ぶことがある。60 種のバクテリアを持つコ

モドドラゴンに噛まれると、毒に侵され死に至っ

てしまう。この毒を利用し、自分より大きな水牛

や猪を食べる。また、嗅覚が周囲 5KMと鋭く、噛

まれて逃げ切った動物の死体（腐敗）の匂いを嗅

ぎづけて食べる。”狙った獲物は逃さない”とは、

まさにコモドドラゴンのことである。さらに、血

の匂いに敏感で生理の血さえも匂いを嗅ぎつけ

て寄ってくることがあるので要注意だ。（ガイド

に生理中の有無を確認されます） 

早 

さ 

早朝の港 

船上から見えるコモド島 

日光浴をしているコモドドラゴン 

世界自然遺産の 

「迫力」「美しさ」に 

酔いしれる 1日… 
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んな巨大で最強なコモドドラゴンがいるコモド島に到

着した。コモド国立公園の 1つであり 1998年 6月 3日に世界

自然遺産に登録されたコモド島は、野生のコモドドラゴンが

2300匹以上もいる。早速レンジャーと合流して、約 2.5kmの

ミディアムトレッキングへ。事前にレンジャーから「ここは、

コモドドラゴンを飼っているわけではない。えさも与えない

し、病気になっても治療もしない。さらに今は繁殖期（5～7

月）で山の中にいるから、会えない可能性もある。」と言われ

ていたので会えるといいな程度の気持ちでいると、出発して

すぐに大きなトカゲがいた。こんなすぐに会えるはずがない

と半信半疑で「あれってコモドドラゴン？」と尋ねると「う

ん、そうだよ。でもまだ子供、2歳ぐらいかな。」とレンジャ

ー。えーこんなに早くに会えるの？！写真！写真！と慌てて

いるうちに、コモドドラゴンは山の中へ逃げてしまった。。。 

もまだトレッキングは始まったばかり、気を取り直して再出発

だ。コモドドラゴンの赤ちゃんや子供が、大人のコモドドラゴンに食

べられないために避難する木”ポホンパロン”の間を抜け、動物たち

の水飲み場に到着。水を飲みにコモドドラゴンも来るそうだが、残念

ながらこの時は出会えず。しかし、コモドドラゴンが来た証拠の白い

糞があった。肉食なのに臭くなく、白い小石のような糞。コモドドラ

ゴンの図体からは想像もできない可愛らしい糞だが、これは骨まで消

化しカルシウムしか残らなかったためというから恐ろしい。時間をか

けて全て消化するため、ヤギや猪を丸一匹食すと、約 1 ヵ月間は何も

食べなくても生きていけるそうだ。一気に恐怖感を覚え、噛まれた時

の対処法を尋ねると「まずは、このダウンセンサスという葉で出血を

止め病院に搬送する。でも観光客が被害に遭ったのは、1987年にレン

ジャーのいうことを聞かなかった 1 名が食べられたのみだ。大声を出

さず僕についていれば大丈夫。」と撃退時用の木の棒をたくましく持っ

たレンジャーが言った。 

 

そ 

で 

動物たちの水飲み場 

コモド島の入り口 

森の中へ逃げていくコモドドラゴンの子供 

出血止めのダウンセンサス コモドドラゴンの糞 

コモドドラゴンの子供の避難所「ポホンパロン」 
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で木々が揺れる音、野生動物が動く音

にビクビクしながら、動物たちが日向ぼっこ

をする丘に到着。残念ながら、この場所にも

コモドドラゴンにはいなかったが、野生のシ

カやトビトカゲ、ワシ（コモド島には 100 種

類以上の鳥類が生息）、毒キノコ、シルサック

など主役以外のたくさんの動物、植物に出会

えた。 

 

だ、リンチャ島でもトレッキングがあるし仕方がない

と諦めかけていた時、ビーチ沿いの木々の下で日向ぼっこし

ている 2匹のコモドドラゴンを発見。推定 20歳のメスと推定

30 歳のオスで 1.5 メートル程の大きさだ。私たちに気付いて

も、俺らの方が力が強いんだぞと言わんばかりの余裕な顔で

日向ぼっこをし続ける 2 匹。あのメスは、お腹を空かしてい

るぞと青いビニール袋を肉に見たせて振りおびき寄せると、

ゆっくりと近づいてきた。その歩いている姿は、小さい頃恐

竜博物館で見た恐竜の映像を思い出させた。鋭い爪、太い足、

そして堅そうな皮膚、、、流石恐竜の生き残りと言われるほど

の風格だ。 

 

風 

ま 

奥：メス、手前：オス 

マッシュルームに似た毒キノコ 

ジュースで美味しいシルサック 

動物たちの憩いの丘からの眺望 

気持ちよく日光浴をしている鹿 

食欲旺盛のコモドドラゴン 

2～3メートルは飛ぶトビトカゲ 
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上でシャワーを浴びながら、コモド

ドラゴンが2500匹以上も生息するリンチャ

島へ。雨季（12 月～5 月）の終わり頃だっ

たため、途中雨が降り始めたが寝室部屋も

あるので安心だ。2時間の船旅後、リンチャ

島に到着。夕方の活動的な時間だったため

か、レンジャーが休憩しているロッジの周

りに 7～8匹のコモドドラゴンを発見。集団

でいるとさらに迫力倍増だ。レンジャーと

合流し、コモドドラゴンの産卵場所へ（見

られない場合もある）。 

モドドラゴンの迫力に興奮が収まらない中、再び船

に乗り昼食をとりながら、ピンク色のビーチで有名なパン

タイメラーを目指す。世界自然遺産の区域に含まれるパン

タイメラーは、沖合にある赤サンゴが長い月日をかけて細

かく砕け、ビーチの砂と混じり合ってほのかなピンク色に

染まる。そして、この美しい砂浜をさらに引き出させてい

るのが、”海面から海底が見れるほど透明度の高い海””思

わず船上からダイブをしたくなるほど透き通ったきれい

な海”だ。早速、シュノーケリングの道具を身に着け海に

入ると、可愛らしい小魚の群れ、悠々と泳いでいる大きな

魚、様々な魚たちがいた。まるで”ファインディングニモ

の世界”に入り込んだようだ。最後には、ウミガメも現れ

自然の豊かさを思い知った。 

 

て、ここで少しコモドドラゴンの産卵について勉強してみよう。

繁殖期（5～7月）に、オス 8歳、メス 7歳頃から交尾をする。メス

は、鳥が掘った産卵床を利用し、さらにカモフラージュとしていく

つもの穴を掘る。そして、産卵期（8～9 月）に 15～30 個の卵を穴

に産み、メスは雨季が始まるまでの約 3ヵ月間、卵を外敵から守る。

4 月頃に孵化した赤ちゃんは母親と感動のご対面ではなく、母親や

大人のコモドドラゴンに食べられないように木の上へと逃げる。 

最終的に我が子を食べてしまう少し残酷なコモドドラゴンの産卵

場所へ到着。幾つもの大きな穴からは、近寄るなというオーラが流

れているような気がして、安易に近づけなかった。約 1時間のトレ

ッキング後はラブアンバジョに向けて出発し、この日のツアーは終

了した。自然の迫力そして美しさに感激したこの日は、なかなか興

奮が収まらず寝つきが悪かった。 

 

２
日
目
の 

 
 
 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

5:00  ホテル出発  

5:20  コモド島へ向けて出発 

9:20 コモド島にてトレッキング 

11:40 パンタイメラーに向けて出発  

12:20 パンタイメラーにてシュノーケリング 

13:40 リンチャ島に向けて出発 

15:30 リンチャ島にてトレッキング 

16:50 ラブアンバジョに向けて出発 

19:40 港到着 

19:50 ホテル到着 

さ 

コ 

船 
ほのかにピンク色のパンタイメラー 

新婚旅行で来ていたメキシコの夫婦も感激するほど美しいビーチ

4 

リンチャ島の入り口 

コモドドラゴンの産卵場所 

船内のシャワー室 
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アー最終日は、ゆっくりとホテルで朝食をとって遅めのスタート。車で

約 20 分の場所にあるバトゥチェルミンへ。大通りの"ジャランスカルノハッ

タ"を外れると、インドネシアの田舎町が広がる。レンジャーと合流し、竹林

の中を歩くこと約 5分、「ヘビがいるよ」とガイドの指差す方向を見ると綺麗

な緑色の毒ヘビ、さらに、上には大きな蜂の巣、左にヤスデ。。。流石自然豊

かなラブアンバジョと思いながらも、普段見慣れない動物や虫にゾクッと寒

気がした。。。 

●● コモドツアー3日目 ●● 

し足場の悪い道を進んでいくと、バトゥチェルミンに到着。ここは、1951 年にオランダの研究者"Theodore 

Verhoven"によって発見された。何千年も前に火山の爆発によって押し上げられた海底の岩でできた洞窟だ。ヘルメット

を被り、懐中電灯を持って洞窟の中へと足をすすめた。岩に懐中電灯の光を当てるとキラキラとクリスタルがひかり、ま

るで私たちを奥へ奥へと導いているようだった。10分程歩くと、昔人が住んでいた大きな広間に出た。上を見上げると、

火山の爆発でできた大きな穴やサンゴ礁の化石、ウミガメの化石があり、大昔は海底にあった岩なんだと実感させられた。

化石以外にも、大きなコオロギや毒クモ、コウモリも見ることができたが、いきなり自分に落ちてきたらと考えると鳥肌

が立った。。。周りに虫がいないかとビクビクしながら、さらに奥へと進むと、バトゥチェルミンの由来となった場所に到

着。穴が開いた天井から差しこんでくる光を利用して女性が髪をとかしていたことからバトゥ（岩）チェルミン（鏡）と

名づけられたそうだ。約 1時間の洞窟探検後、空港へ。 

 

然に圧倒され続けた 2泊 3日。少し

移動時間が長いと感じる方もいらっしゃ

ると思うが、私は自信を持って「それだけ

の価値がある」と言い切れる。ぜひ、乾季

のベストシーズンに、自然の豊かさ、動物

の生命力の凄さに驚愕し感動を味わって

みてください。 

 

11:00 ホテル出発 

11:20 バトゥチェルミン到着 

14:00 空港 

3 日目のスケジュール 

ツ 

少

次 

自 

深海のようなバトゥチェルミン 

人の顔の形をした岩 バトゥチェルミンの由来の場所 

子豚ちゃんのような鼻をしたコウモリ 毒クモ 

竹林道 足が 100本以上もあるヤスデ 

鮮やかな緑色のヘビ 

自然が造りだした 

芸術品“バトゥチェルミン“! 
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●ホテル”Bintang Flores” 

 港から約 10 分、港から約 5

分の場所に位置する 4つ星ホテルの

「ビンタンフローレンス」。 

全ての部屋がビーチ側に面してお

り、デラックスツイン、デラックス

ダブル、デラックススイートの 3種

類の部屋がある。部屋の大きな窓か

ら心地よい潮風が入り込む。 ホテル館外 デラックスツイン 

●大通り”Jalan Soekarno Hatta” 

 Hotel ブアンバジョの大通り「ジャランスカルノハッタ」。パッと

見た感じ何もないこの通り、実は、魅力が隠れている。なんと、こ

の田舎通りに、お洒落なカフェやレストランがあるのだ。さらに、

ここのカフェやレストランはお洒落だけじゃなく、イタリア人オー

ナーのピザ、フランス人オーナーのホームメイドアイス、イギリス

人オーナーのパンなど美味しい料理やデザートが楽しめるから凄

い。1日フリーにして、お洒落なカフェやレストランでリゾート気

分を味わうのもいいだろう。 

そして、もう 1つ魅了が…それは、ビールやワイン、ウォッカな

ど種類豊富なアルコールの購入が可能なことだ。ラブアンバジョの

住民の約 80％がカトリックなため、アルコールの販売が禁止され

ていない。イタリア人オーナーのワイン店では、オーナが選んで輸

入したワインが揃っている。ワインを片手に、美しいラブアンバジ

ョの景色を堪能したい。 

 

ラ 

空 

●イタリア人オーナー店（ピザ･パスタ等） 

ジャランスカルノハッタ 

●イタリア人オーナー店（お寿司･うどん等） ●イギリス人オーナー店（パン･ラップ等） 

●フランス人オーナー店（アイスクリーム） ●インドネシア人オーナー店（シーフード） 

●イタリア人オーナー店（ワイン） 

●スパ店 

●スーパーのお酒コーナー 
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