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白い石に覆われた澄んだ海に囲まれ、地中海の太陽に照らさ
れたモンテネグロは、ヨーロッパ最後のオアシスといえるでし
ょう。賑やかな街中から離れ、優しい波の音、コオロギの奏で
る歌や、無数の植物の放つ自然そのものの香りに包まれなが
ら、ゆっくりとした時間が過ごせます。モンテネグロのどこを訪
れても行きつくところは、手つかずの大自然と人々の手厚い
おもてなしです。

飛行機でモンテネグロを訪れる場合、機内からは雪に覆われ
た山脈、黒湖を含めた18の湖があるドゥルミトル山、何世紀も
守られてきた森林や牧草地と、ヨーロッパで一番深いタラ川
の渓谷が視界に広がります。ユネスコ世界遺産の一つのドゥ
ルミトル自然遺産の風景の他、アドリア海の美しい藍色の海
も機内から眺めることができます。

船でモンテネグロを訪れる場合、絵に描いたような美しい海
岸と穏やかな砂浜が広がり、何百年も前からこの地にあるオ
リーブ畑と、その先には海岸と街を守るかのように高くそびえ
立つ山脈が視界に飛び込みます。海岸沿いの街並みにある中
世に建てられた城塞や教会のドームが目に入れば、長い船旅
から穏やかな港町への到着を意味します。船旅をコトルやペ
ラストで終える場合、その船はモンテネグロの美しさに魅せら
れた数々のヨーロッパの国王や王子の船やヨットと並ぶこと
になります。

73キロに及ぶモンテネグロの海岸は、太陽、海、海岸のどれを
とっても素晴らしく、117のビーチは、海好きをも唸らせるほど
の良い特徴があります。モンテネグロの夏は5月から10月まで
で、180日間も海水浴が楽しめ、240日間太陽に恵まれていま
す。砂浜、小石、または岩に覆われた数々のビーチから1つを
選ぶのは実に難しいでしょう。

モンテネグロの旧王室が好んで泳いだミロサーにある「女王
の海」や、美しい砂浜が世界的に有名なブドヴァ、船でのみ辿
り着ける小さな離島に位置するプライベートビーチ…。また、
ホテルのリゾートビーチ、または街中のカフェに近いシティー
ビーチでは、快適に過ごすことができるでしょう。街の喧騒か
ら離れたいのであれば、ストモレのオリーブ畑の近くに位置
するビーチ、ペトロバッツの松林を抜けた人目につかないビ
ーチがお勧めです。または、太陽と海の自然に身を任せるの
であれば、アヤ・ボヤナのヌーディストビーチも楽しめます。ア
ドリア海で一番長い砂浜を誇るウルチンのロング・ビーチも
捨てがたい選択です。

さぁ、どのビーチが良いでしょうか。

電車や車でモンテネグロを訪れる場合、手つかずの壮大な自
然が迎えてくれます。モンテネグロ王のニコラ1世により1878
年に指定されたビオグラドスカ・ゴラ国立公園は、アメリカの
イエロー・ストーン国立公園に次ぐ世界で2番目に古い国立
公園です。何世紀にも渡り、自然の川の流れにより削られてで
きた数々の峡谷のうち、アメリカのグランド・キャニオンに次
ぐヨーロッパで最も深い（1,300メートル）タラ川の峡谷も印
象的です。車での旅に疲れたら、高原の澄んだ空気や静けさ
に包まれた牧草地での一休みはいかがでしょう。

ドゥミトル山にある黒湖を含む18の澄んだ湖、またはリム川
がはじまるプロクレティイェ山脈にあるプラヴスコ湖では、本
でしか見たことのない珍しい動物を大自然中で見つけられる
かもしれません。

モンテネグロへようこそ
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また、バルカン半島で最も大きいスカダル湖では、ヨーロ
ッパ最後のでペリカンの生息地で知られる鳥類保護区域
でバードウォッチングが体験できます。スカダル湖を船で
周遊すれば、数々の美しい小島、入江や半島を通り過ぎ、沼
地と湿地に分かれた海岸沿いに浮かぶ無数の植物をゆっ
たりと観察できます。

モンテネグロの道を歩けば、数々の修道院や教会に辿りつ
き、数世紀も変わらず建っているこれらの建築物から豊か
な歴史と文化を学ぶことができます。またこれらの建築物
は、数十年に渡り乱世の中繁栄をし続けた地中海文化の
象徴ともいえます。また、ロマネスク・ルネサンス・バロック、
それぞれの建築様式が用いられた教会や貴族の宮殿から
は、モンテネグロのドラマチックで輝かしい歴史を感じる
ことができます。

モンテネグロの豊かな歴史は、建物や記念碑、場所、森林
の名前として残っています。数々の征服者がこの地を通り、
その度に文化の一部を残していきました。それゆえにモン
テネグロは、ビザンチン、イスラム、ベネチア、オーストリア・
ハンガリー帝国全ての影響を受け、まさに東西の文化の境
の地となり、これらの異なる文化が融合した珍しい成り立
ちとなっています。

リサンの街では、ローマ時代の3世紀に作られた、ギリシャ
の眠りの神ヒュプノスのモザイクアートが保存されていま
す。また、リサンはローマ時代以前に、イリュリアの女王テ
ウタが帝国の拠点としていたことでも知られています。

ゼタ川とモラチャ川が合流する所まで足を運ぶと、古いド
ュクリャの街の面影が残っている風景が見られます。ドュク
リャの歴史は古く、1世紀には、古代ローマの属州、南ダル
マチアの一部でした。数々の会堂、テルマエ、別荘の遺跡
から、当時はとても重要な場所であったことが確認できま
す。1040年にドュクリャはバルカン半島初めての独立国と
なり、1077年にはゼタ王国として生まれ変わります。

1494年にゼタ王の継承者、ドユラード・ツルノイェビッチ
は印刷所を開き、バルカン半島で初めてキリル文字を使用
した本「オクトヒ・プルボグラスニク」の印刷に成功しまし
た。この年は、グーテンベルグの印刷機が発明された40年
後、英国のウェストミンスターで初めて英文の本が印刷さ
れた時期から20年と、いかにこの地が印刷技術に長けて
いたかを知ることができます。

コトル湾から見上げると視界に入るロブチェン山の麓には、
モンテネグロの旧王都ツェティニェがあります。461段の階
段を上り、海抜1,660メートルの高さの場所には、詩人、司
教、政治家として活躍をしたペタル・ペトロビッチ・ニェゴ
シュの霊廟があります。

ツェティニェの国立博物館には、100の弾を浴びた国旗が
保存されています。この国旗は、1876年にニコラ1世がヴ
チイ・ドの戦いでオスマン・トルコ帝国のムフタール将軍
に勝利をした際の戦場にあったものです。

モンテネグロは愛国心に溢れ、歴史や伝統を重んじる人々
の「おもてなし」の心をもって、日本の皆さまをお迎えします。



イギリスの第6代バイロン男爵やバーナード・ショー、英国の
王室からはスノードン伯爵夫人、イタリア王国最後の国王ウ
ンベルト2世、数々のスペインの王女、ハリウッド女優のエリザ
ベス・テイラー、ソフィア・ローレン、男優のカーク・ダグラス、
世界的に認められた美女のドリス・デイ、クラウディア・シファ
ー、キャサリン・ゼタ・ジョーンズ等世界中の数々の著名人が
今までモンテネグロの海岸に魅せられ、訪れています。

モンテネグロの海岸沿いの街は、それぞれに特徴がありま
す。ヘルツェグ・ノヴィは、地中海随一の植物園、カーニバルや
芸術が豊かな街、コトルは、船乗り、建築家、科学者と博物館
の街、ブドヴァは劇場やお祭り、美しい海や楽しいナイトライ
フの街、ウルツィニは東西の文化が交差をする特徴溢れた街
です。モンテネグロは、アドリア海の小さな国と言えますが、ヨ
ーロッパへの重要な入口の国とも言えます。今でもコトル（ユ
ネスコ世界遺産）を含む海岸沿いの街には、中世に建てられ
た城壁や塔に守られるように、歴史や文化に溢れた修道院、
教会や大聖堂の数々が建っています。

また海岸沿いの街は、年間を通しカーニバル、お祭り等のイ
ベントで活気に溢れています。コトルのカーニバル、ヘルツェ
グ・ノヴィのミモザ祭り、スンチャネ・スカレ音楽祭と映画祭、
ブドヴァの地中海音楽祭等の数々のお祭りは、モンテネグロ
全体におけるイベントのほんの一握りです。また、大晦日の夜
をどの海岸沿いの街で過ごしても、きっと一生の思い出として
残すことができるでしょう。

モンテネグロの海岸を飾る117に及ぶビーチは、砂、小石、岩
で覆われており、それぞれ違った表情を見せます。国内で最も
有名なビーチの一つのベチチビーチは、1936年に「ヨーロッ
パで最も美しいビーチ」として認定されました。

モンテネグロの海岸



女王の海



コトル湾からの眺め

コトル湾は地中海で最も美しい湾であり、内陸に28キロメー
トルほど入り込んでいます。イギリスの第6代バイロン男爵や
バーナード・ショー、マルグリット・ユルスナールにイヴォ・ア
ンドリッチ等の作家や文化人は、コトルの街に魅了されてき
ました。今でもコトル湾の入江の美しさ、特別な雰囲気を感
じられる歴史的街並み、さらには二つの小島、スベティ・ジョ
ージ島と岩礁の聖母島には、多くの観光客が訪れます。

船旅をコトルやペラストで終える場合、その船は、9世紀に結
成して世界を旅した「コトル湾の船乗り友愛会」や、モンテネ
グロの美しさに魅せられた数々のヨーロッパの国王や王子
の船やヨットと並ぶことになります。また、コトル湾で最も古
い街リサンに着けば、ローマ時代に築かれた別荘の数々や、
イリュリアの女王テウタが帝国の拠点とした時代のモザイク
アートを楽しめます。

ペラストからの眺めは、17世紀に建てられた聖ニコラ教会が
一帯に広がります。教会の真上には同じく17世紀に建てられ
たベニチアの城塞とロザリオの聖母の鐘楼が見られます。ペ
ラストは、アドリア海で最もバロック建築が良い状態で保存
されている街で知られ、歴代の船長富豪たちが建てた壮大
な庭園に囲まれた美しい宮殿を眺めることもできます。

コトル湾ブヨビッチ宮殿



ペラスト



ヘルツェグ・ノヴィの街は、6世紀に渡りコトル湾の入口として
重要な役割を果たしています。その街に建つマーレ城塞、カン
リ・クラ城塞、スペイン塔等の建築物は、昔の船長富豪たちが世
界各地から持ちこんだユーカリ、ヒノキ、モクレン、ミモザ、アガ
ベ等の外来の木々に覆われています。このような雰囲気ある古
代の城壁を、今ではモンテネグロの文化を伝える映画祭・音楽
祭等のイベントのステージとしてうまく利用しています。

ヘルツェグ・ノヴィの街から東へ足を伸ばすと、15世紀に建てら
れた「正教の魂」と呼ばれるサヴィナ修道院が森林に囲まれて建
っています。修道院の宝庫には、聖サヴァが所有していたといわ
れる銀に覆われたクリスタルの十字架、1831年にロシアからも
たらされたピョートル1世の肖像画が大切に保管されています。

7キロメートルのペット・ダニカ遊歩道を散歩すると、その先は地
中海一のヘルスツーリズムの場所として知られるイガロの街に辿
りつきます。そこは、セラピーと療養泥パックを扱う場所として有
名なリゾートとなっています。このように、イガロの海は美しいだ
けでなく、神経障害やリウマチに悩む人々にとっても快適な治癒
スポットとしても知られています。

ヘルツェグ・ノヴィ

聖アルハンゲル教会



ヘルツェグ・ノヴィから少し足を
伸ばすとマムラ島があり、オー
ストリア・ハンガリー帝国の時
代に建てられた立派な城塞が
あります。



ドレーゼン庭園
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ティヴァット

ヘルツェグ・ノヴィの街は、6世紀に渡りコトル湾の入口とし
て重要な役割を果たしています。その街に建つマーレ城塞、
カンリ・クラ城塞、スペイン塔等の建築物は、昔の船長富豪
たちが世界各地から持ちこんだユーカリ、ヒノキ、モクレン、
ミモザ、アガベ等の外来の木々に覆われています。このよう
な雰囲気ある古代の城壁を、今ではモンテネグロの文化を
伝える映画祭・音楽祭等のイベントのステージとしてうまく
利用しています。

ヘルツェグ・ノヴィの街から東へ足を伸ばすと、15世紀に建て
られた「正教の魂」と呼ばれるサヴィナ修道院が森林に囲ま
れて建っています。修道院の宝庫には、聖サヴァが所有してい
たといわれる銀に覆われたクリスタルの十字架、1831年にロ
シアからもたらされたピョートル1世の肖像画が大切に保管
されています。

7キロメートルのペット・ダニカ遊歩道を散歩すると、その先は
地中海一のヘルスツーリズムの場所として知られるイガロの
街に辿りつきます。そこは、セラピーと療養泥パックを扱う場所
として有名なリゾートとなっています。このように、イガロの海
は美しいだけでなく、神経障害やリウマチに悩む人々にとって
も快適な治癒スポットとしても知られています。

ヘルツェグ・ノヴィから少し足を伸ばすとマムラ島があり、オースト
リア・ハンガリー帝国の時代に建てられた立派な城塞があります。

ヘルツェグ・ノヴィ



コトル旧市街

コトルの街を海から眺め、静かに時を過ごすと、そこに古代コ
トルの様子を感じることができるしょう。コトルは中世時代に
貿易港として栄え、ここに集められた各地の貴重な貨物は、遠
い国々へと出荷されました。コトル歴史地区にそびえ立つ数々
の美しい教会や大聖堂は、当時の船員の航海を守るために建
てられました。

石壁で囲まれたコトルへの入口は、3か所あります。街の中心
となる広場では、ロマネスク様式で建てられた時計塔が出迎
えてくれます。1166年に建てられた「中世建築の真珠」と呼ば
れる聖トリプン大聖堂のそばには、同じく12世紀に建てられた
聖ルカと聖マリアの教会が建っています。コトルでの観光は、
教会や大聖堂だけではありません。細い道を通り抜けると、美
しい装飾外壁のナポレオン劇場や王子の宮殿等を見ることも
できます。コトルにおけるこれら全ての建物は、ユネスコ世界
遺産として守られています。

コトル 石壁からの眺め



聖トリプン大聖堂



イギリスの第6代バイロン男爵はこう書きました。

「世界が造られたとき、地と海が初めて出会った場所は、
モンテネグロの海岸に違いない。この地に自然の真珠
が播かれたのだ。」

この言葉の意味するところは、ブドヴァを訪れれば分か
っていただけるでしょう。

ブドヴァ

ブドヴァ



ブドヴァは、アドリア海で最も美しい街の一つとして知られてい
ます。木 と々海の間には、美しい砂浜ビーチと高級ホテルが並ん
でいます。7月のブドヴァは、日照時間が332時間となっており、
アドリア海だけでなくヨーロッパで1番長いと言われています。
スロヴェンスカ、モグレン、ベチチ、ラファエロビッチなど、どの
ビーチも捨てがたいです。

ブドヴァは地中海で最も古い街の1つであり、考古学的にも最
近2,500周年を迎えました。15世紀に建てられた城壁に囲まれ
た旧市街では、細い道や路地に立ち並ぶ地中海文化の影響を
受けた様々な建物が楽しめます。モンテネグロの伝説によると、
この街はテーベの国から追放されたフェニキア王アゲノール
の息子カドモスにより建てられたと言われています。ブドヴァ
の中心からは、古代ローマやギリシャの墓地が発見され、中か
らは金や銀の宝石、陶器の花瓶なども発掘されました。このこ
とから、ブドヴァは地中海地域で最も重要な遺跡としても知ら
れています。7世紀に建てられた聖イヴァン教会、840年に建て
られたサンタ・マリア・イン・プンタ教会の一角のベネディクト
修道院や、モンテネグロ人作家として一番有名なステファン・
ミトロブ・ルビシャの墓がある聖トリニティ修道院など、ここは
歴史的、芸術的価値が溢れた建築物の宝庫です。

ブドヴァを囲む塔や城塞は、観光スポットとしてだけではなく、
毎年開催される文化・芸術イベントとしてこの地域最大級の「
劇場祭」の際には、様々なアーティストが作品を展示する舞台
として使われます。

ブドヴァ旧市街

聖イヴァン教会

ペトロバッツ

ヨットハーバー



スベティ・ステファン島は、
アドリア海で一番有名なリ
ゾート地として知られてい
ます。1960年代から現在に
至るまで、イギリスのエリザ
ベス女王、イタリアのウンベ
ルト2世、女優のソフィア・ロ
ーレン、ドリス・デイ、ジェラ
ルディン・チャップリン、カ
ーク・ダグラス、シドニー・ポ
ワチエ、リチャード・ウィド
マーク、作家のアンドレ・マ
ルロー、アルベルト・モラヴ
ィアやクラウディア・シファ
ー等、世界各国の著名人が
この島を訪れています。

スべティ・ステファン島は、中
世時代のはじめに漁師たち
が海賊から身を守るため、
岩に囲まれた島と本土を狭
い砂の地峡で繋ぎ、小さな
町として作りました。今では、
地中海様式の家屋、教会や
広場、フルサービスの高級
ホテルなどが世界中から注
目されています。

スべティ・ステファン島の近
くにある離島ミロサーは、
かつて王室の別荘として使
用され、「女王のビーチ」と
しても有名です。

スベティ
ステファン島



ミロサー

スべティ・ステファン島女王の海
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バール旧市街

モンテネグロ最大の港バールを訪れ最初に目に入るのは、
2,000年もの間実をつけ続けているヨーロッパ最古のオリー
ブの木です。

バールの歴史は、海から遠く離れ、ルミヤ山の坂道からはじま
りました。バール旧市街は、11世紀に建てられた城塞に守ら
れ、城壁の内側には聖ジョージ大聖堂、聖ニコラス教会を含
む13、14世紀の建築物が建っています。また、ここには宮殿も
建っており、そこからトルコ風呂やフレスコ画も発見されてお
り、ルミヤ山の頂上付近では、トルコの水道橋等の貴重な遺跡
も数多く発見されています。

現在のバールは、世界各国を繋ぐ賑やかな港町となっており、
またべオグラードをはじめ、ヨーロッパ各地とを繋ぐ列車の終
着駅ともなっています。

バール近辺には、ビーチ、レストラン、ホテルで有名なストモ
レビーチがあります。

バール



ニコラ王の城 レッドビーチ



ウルツィニ

ウルツィニは3,000年の歴史
を誇る、アドリア海で最も古
い街の一つとして知られてい
ます。また、教会の数の多さで
も有名です。この街は、ギリシ
ャ、ローマ、イリュリア、ビザン
チン、スラヴ、ベニチア、オス
マン・トルコ等様々な文明や
文化の支配下にありました。

この文化の宝庫ウルツィニ
の街へは、陸からでも海から
でも訪れることができます。

ウルツィニと
アダ・ボヤナ



ロング・ビーチ

アダ・ボヤナ

その昔暗闇の牢獄バルシチ
ャ塔では、有名なスペイン人
作家セルバンテスやシャブ
タイ・ツヴィ等が孤独な時間
を過ごしました。

ウルツィニは、ビーチリゾー
トとしても有名であり、街の
中央にもビーチがあるほど
です。13キロメートルにも及
ぶ「ロング・ビーチ」と、その
先のボヤナ川付近の島はモ
ンテネグロ随一の観光スポ
ットです。

もしアダムとイヴのように自
然に身をゆだねる準備ができ
ていれば、アヤ・ボヤナのヌー
ディストビーチはいかがでし
ょうか。都会での生活を忘れ、
どこまでも続く砂浜でのウィン
ドサーフィング、海水浴、乗馬
等の様々なアクティビティー
をお楽しみください。



アクティブ体験
もしダイビングをこれからチ
ャレンジする予定でしたら、
モンテネグロでどうぞ。モン
テネグロの海底は、沈没船や
洞窟など驚きでいっぱいで
す。隠された海賊のお宝を見
つけることもできるかもしれ
ません。

リサン湾では、今でも考古学
の調査が行われており、カバ
ラ岬から32メートルの深さ
には、15世紀の沈没船の中
からイズミルの陶器類が発
見されました。スベティ・ジョ
―ジ島、や岩礁の聖母島や
ヴェルゲ運河は、魅力的な観
光スポットです。また、コトル
のグルディッチ、ソポトという
リサンとリュータ周辺などの
場所では、海底洞窟でのダイ
ビングもできます。ブドヴァ
の小さな海底洞窟は、様々な
魚介類にとっての桃源郷とし
て知られています。

世界中から集まる沈没船好き
の人気ダイビングスポットは、
コトル湾の入り口に位置する
ティハニー、プラタムニ岬付近
に沈んでいる貨物船、オースト
リア・ハンガリー王国が誇って
いた海軍の駆逐艦ゼンタ、ニ
コラ王のヨット、第一次世界
大戦でフランスの海軍戦艦グ
グと、ウルツィネのロング・ビ
ーチの海底に眠るオーストリ
アの戦艦などです。



もし魚釣りがお好きであれば、
日中は岸釣り、夜中には船を
使って特殊なバスケット「ブラ
シャ」での海釣り、三 槍（トラ
イデント）での海釣り等、色々
楽しめます。魚の種類は豊富
で、マトウダイ、スズキ、カンパ
チ、ボラ、アジ、鯛、ロブスター、
ベラ、イワシ、エビ、タコ、イカ、
メジナ等が捕れます。

モンテネグロで初めてヨット
レースのレガッタが開催され
たのは1924年であり、その後
毎年15回程開催されていま
す。その中で一番有名なのは
モンテネグロ杯です。モンテ
ネグロの海風は、ウィンドサ
ーフィングに最適であり、ア
ヤ・ボヤナ、ロング・ビーチ、ブ
ドヴァ、コトル湾等で体験す
ることができます。

アクティビティー体験に疲れ
たら、アドリア海風マッサー
ジやサウナで体を癒してみ
てはいかがでしょうか。贅沢
なスパできめ細かなサービ
スと最高のトリートメントを
ご堪能できます。



ロブチェン山の麓に位置するツェティニェは、モンテネグロの旧都として知られています。ツェティニェ修道院
はモンテネグロ人の精神的な象徴であり、中には洗礼者ヨハネの手、聖十字架の一部、1494年に初めてキリ
ル文字で印刷された書籍「オクトヒ・プルボグラスニク」等、貴重な遺物が保管されています。旧都であるツェ
ティニェには、ニェゴシュが1838年にニコラ王のために建てたビリヤルダ宮殿や、ブルーパレスやゼツキ・ド
ーム等の当時各国の領事館として使われた建物が多くみられます。また、ネオ・バロック様式で建てられた政
府庁舎は、現在アートギャラリーとして再利用されており、建物内にあるブルーチャペルでは、キリスト教で最も
有名なシンボル「ボゴロディツァ・フィラレモサ」を見ることができます。また、ギャラリーには、ピカソ、ルノワー
ル、シャガール、ダリの作品も展示されています。

ツェティニェ
モンテネグロの中心

ツェティニェ修道院



 

バーナード・ショーがロブチ
ェン山の頂上に立った時、「
私は今天国にいるのか、月に
いるのか。」と叫んだと言い
ます。ロブチェン山道は曲が
りくねった場所が多く、その
途中ではコトル湾を見下ろ
すことができます。その山道
の32個目のカーブを曲がっ
たところで、ロブチェン国立
公園の中心部へ到着します。

モンテネグロ人はロブチェン
山を、ギリシャのオリンパス
山と同じように思っています。
ロブチェン山からの景色は、
一方は藍色に染まったコト
ル湾で、もう一方は険しい岸
壁になっています。山の頂上
には有名な彫刻家イワン・メ
シュトロビッチが、政治家、哲
学者、詩人のペタル・ペトロ
ビッチ・ニェゴシュに捧げた
霊廟が建っています。

ロブチェン
国立公園

ロブチェン



リエカ・ツルノイェビッチャ



www.montenegro.travel

スカダル湖は、東はアルバニア、三方はモンテネグロの山々
に囲まれています。国立公園として指定されており、ヨーロッ
パ最大の鳥類保護区としても知られています。雨季に湖は
大きく広がり、一方乾季には静けさが広がり穏やかで神秘
的です。この美しいスカダル湖は、長さ43キロメートル、幅は
14キロメートルで、深さは平均7メートルであり、1年を通し
て新鮮な淡水が保たれています。周囲の山々の雪が溶けだ
すと、モラチャ川、ツルムニツァ川、プラヴ二ツァ川とリエカ・
ツルノイェビッチャの川の清水がスカダル湖に流入してき
ます。スカダル湖の水が美しく澄んでいる理由は、国立公園
として水質管理がされているだけではなく、50箇所にも及ぶ
湧水が湖へ清水を与え続けているからです。湧水の中で一
番有名なのはスカダル湖の最深部にあるラドゥシャ泉です。

スカダル湖には270の鳥類が存在し、中には青サギ、ダルメ
シア・ペリカン、黒トキ、カモ、シギ、カモメ等、希少な鳥類も
います。これらの鳥類がスカダル湖に生息する理由の一つと
して、魚が豊富であることが挙げられます。ハクレンやブリー
ク等の希少な魚や、ボヤナ川から流れてくるウナギもスカダ
ル湖に生息しています。

スカダル湖の湖畔には幾つかの小島があり、べスカ島、モラ
チニック島、スタレボ島等には、それぞれ古い修道院が建っ
ています。また、スカダル湖脇には、リエカ・ツルノイェビッ
チャ等の漁村もあります。

スカダル湖国立公園

ビルパザル

ジャブリヤク・ツルノイェビッチァ



オストログ修道院
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聖バシリエ

いつもは雲の影に隠れている山塊に、モンテネグロで最
も神聖な場所として知られるオストログ修道院が建って
います。この修道院は、17世紀にヘルツェゴビナから渡
ってきたバシリエという人によって建てられました。現在
彼は、奇跡を起こした聖人として、修道院の中の洞窟に
埋葬されています。この正教会の修道院は、バルカン地
域および世界各国の信者が年間を通して巡礼にきます。

この聖地へは、正教、カトリック、イスラム教の信者が共
に聖バシリエの遺骨が奇跡を起こすことを信じ、訪れま
す。ある巡礼者の話によると、ここで祈った結果人生でも
トラブルや不幸が消え去り救われた、とのことです。

オストログ



国立公園のひとつロブチェン山での早朝は、モンテネグ
ロ全体が見渡せます。自然溢れるハイキングツアーでは、
ロブチェン山からルミヤ山へ、さらにオーストリア・ハンガ
リー帝国時代の城塞を眺めながらオリエン山を下ります。

モンテネグロの大自然でのサイクリングは、本格的なス
ポーツとしてでも、またはレクリエーションとしてでも楽
しめます。

モンテネグロでエコツーリズムを楽しむためには、サイ
クリングは外せない体験ではないでしょうか。

スカダル湖をサイクリングで一周した後、暖かい湖で泳
ぐこともできれば、地元の葡萄でできたワインを楽しむ
こともできます。

また、スカダル湖はバードウォッチングの楽園としても有
名です。海岸、海、湖、沼、森、山等には様々な鳥類で溢れ
ています。スカダル湖は、種類豊富な鳥類に魅せられる
専門家や観光客で賑わいます。スカダル湖での鳥類保
護区は5か所あり、シャスコ湖, シュトイ, ロング・ビーチ、
アダ・ボヤナ、ウルツィニとなっています。

また、魚釣りの専門家によると、岸またはボートからフッ
クを降ろすと、ウナギやブリークが必ず釣れるそうです。

アクティブ体験
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ビイェラシツァ

モンテネグロ人は自然を最も大切にしています。これは、
1,300メートルの深さを誇るヨーロッパで最も深いタラ
川の峡谷や、1878年に指定されたモンテネグロ最古の
ビオグラドスカ・ゴラ国立公園を訪れれば理解いただけ
るのではないでしょうか。

有名な研究家ヨハン・ツビイッチは、モンテネグロ人を「
山男」と呼び、その呼び名の通り、山に囲まれた自然の要
塞によって敵から身を守り、森林や草原、険しい岩、澄ん
だ川や湖と共に生きてきました。

モンテネグロ人は、歴史とともに自然に支え続けられ、今
でもその思いを忘れず自分たちで自然を守り、世界に対し
ても恵まれた自然の美しさを発信することが使命であると
考えています。山道を歩くと、草原や牧草地の香りに酔い、
手付かずの神秘的な森林に辿りつきます（モンテネグロ
は、その面積の約半分となる5,500平方キロメートルが森
林に覆われています）。この自然の王国では、明け方に湧
き水を飲みに鹿が訪れます。誰でもこの湧き水を一度口
にしたら、必ずもう一度訪れたくなると言われています。

山の魅力





ドゥルミトル山からの眺め

ドゥルミトル国立公園の390平方キロメートルに及ぶ大自然は、ユネスコ世界遺産であるととも
に、ユネスコエコパークとしても登録されています。高い山頂、美しい眺望、モミやジュニパーの
森、スキー等を求め、たくさんの観光客が訪れます。ドゥルミトル山脈は、2,000メートルを超える
山々が48もあり、一番高い山は標高2,522メートルのボボトブ・クク山です。峡谷は5か所あり、黒
湖を始めとする湖は18か所、山の澄んだ清水を誇る湧水は748か所あります。そして何よりも500
年を超える古樹からなる数々の森が印象的です。

2,000キロメートルに及ぶコ
ースでハイキングや登山に
チャレンジすることもできま
すが、標高2,100メートルの
オブラ・クラバ山の頂上付近
にある氷の洞窟レデナ・ペチ
ナで石筍や鍾乳石を楽しむ
場合は、夏でも大変冷えるた
め、暖かい服装でどうぞ。

ドゥルミトルの観光の中心地
は、標高1,465メートルにある
ジャブリャクの街です。ホテ
ルや施設は、スキー、スノー
ボード、乗馬、スレッジング、
スノースクーター等の冬のレ
ジャーを楽しむための設備が
揃っています。夏には、静かな
自然の中で牛の放牧を眺め
ながらゆったりとした時間を
過ごすこともできますし、ドゥ
ルミトル山脈の登山にチャレ
ンジをすることもできます。ドゥルミトル 国立公園

ジャブリャク

ジャブリャク



シュカルカ、ドゥルミトル国立公園
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モンテネグロはヨーロッパ最大数の峡谷を誇ります。

ドゥルミトルの5か所の峡谷の一つのコマルニッツァ川の峡谷
であるネビディオは、数千年前ドゥルミトル山とボイニク山の
が衝突してできたと言われています。ネビディオ峡谷では、垂
直の岩、滝、海峡、急流、狭い運河や無数の石で自然にできた
芸術品等を見ることができます。またこの峡谷は、ヨーロッパで
最後に発見された峡谷であり、その名の通り（Nevidio=見るこ
とのできない）何年もの間人の目に触れることなくありました。

海岸沿いにモンテネグロを北にドライブすると、モラチャ川の
プラティエ峡谷を通ることになります。一番頂上付近から下を
見ると、行き交う車はまるで灰色の岩山に付着した点のように
しか見えないほどです。道路の反対側には深淵があり、その底
には銀の糸のようにモラチャ川が通っています。狭くて浅いこ
の川がこのような巨大な峡谷を作ったことは、にわかに信じ難
いものです。

スシツァ川やムルトビッツァ川の峡谷もお勧めです。

峡谷

ムルトビッツァ峡谷

スシツァ峡谷



タラ峡谷

タラ川の急流は、自然が残した最後
のオアシスと言えるのではないでし
ょうか。この急流をカヤックやゴム
ボートで下るにしろ、伝統的な垂木
のラフトで下るにしろ、経験者にと
ってもいずれもチャレンジングと言
われています。モンテネグロでラフ
ティング体験ができる川は多くあり
ますが、川の水を飲むことができる
のはタラ川のみです。タラ川は、ヨ
ーロッパ最大の貯水池となってお
り、そこには魚も多く生息しており、
漁師や地元民の糧となっています。
ラフティングをしなくとも、峡谷の
高い崖から流れ落ちる美しいタラ
川のシゲ・バイロビッチャ滝をお楽
しみいただけます。

平原や峡谷を通る際、タラ川の澄
んだ水、別称「ヨーロッパの涙」に
感動を覚えることでしょう。このモン
テネグロで一番長い川は、まさに
自然そのもであり、モンテネグロの
エコ文化の原点ともいえます。

タラ川の峡谷は、最深部の崖が標高
1,300メートルとなっており、ヨーロッ
パでもっとも長く深い峡谷です。52の
植物と314の動物種を誇るタラ峡谷
の生物圏資源は、ユネスコの「人間と
生物圏（Man and Biosphere (MAB)）
」プログラムに指定されています。

タラ



の色に疑問を抱くことでしょう。森の緑を反射して緑色にも
見え、その深 から真っ黒にも見えます。時には玉虫色の真
珠色 らにははがね色にも見えます。実は、この湖の色は、時
間と光、風や雲の流れにより変化します。

ビオグラドスコ湖は、ビ ェラシツァ山脈の最も標高の高
いツルナ・グラワ山（標高2,139メートル）、ゼコバ・グラワ山
（2,117メートル）、トロ・グラワ山（2,072メートル）の3つの
山の麓に位置しています。ビオグラドスコ湖は、この3つの
山に守られており、その神秘的な姿は、訪れる人々を魅了し
て止みません。

ビオグラドスカ・ゴラ国立公園

ビオグラドスコ湖

ビオグラドスコ湖



「王の森」があるビイェラシ
ツァ山を訪れると、幼い頃耳
にした森の妖精のおとぎ話
も、ただの伝説ではなかった
と思わせる場所です。

ビオグラドスカ・ゴラ国立公
園は、世界で初の国立公園
イエロー・ストーンがアメリ
カで設立された6年後の
1878年にニコラ1世により指
定されました。「王の森」はビ
イェラシツァ山の8割以上を
占める54平方キロメートル
に及び、ヨーロッパで最も森
林の多い国立公園として知
られています。また、ビオグラ
ドスカ・ゴラは、手付かずの
大自然がそのまま保存され
たヨーロッパ唯一の国立公
園とされています。

ビイェラシツァ山の頂上付近
には、50メートルを超える松
やモミの気に囲まれた「山の
目」として輝く氷河湖があり
ます。また、そこでしか生息し
ない25の植物種がひっそり
と生息しています。

ビイェラシツァ
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ビイェラシツァ
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タラ峡谷

モンテネグロには、2,000メートル以上の山々が150以上あり、そ
れぞれの山、川、湖は四季折々の観光を楽しめる場所となって
います。夏には、体と心をリフレッシュできる体験が楽しめます。
例えば、森林の中のウォーキング、山道のサイクリング、ラフティ
ング、チャレンジングな山々への登山や洞窟の探索等が楽しめ
ます。何世紀にも渡り手つかずの大自然においても迷わぬよう
コースがしっかりと整備されているので、安心して楽しめます。

冬には、ドゥルミトル山でスキー、スノーボードを楽しむことが
でき、また頂上から馬や犬のソリで下る体験もできます。体を
動かす体験だけではなく、ジャブリャクやコラシンの雪に覆わ
れた街の美しい風景も楽しめます。

山に流れる川は、のんびりと穏やかに流れる川もあったり、激
しく泡立って流れる川もあります。また、モラチャ川、タラ川、ピ
ワ川、ボヤナ川は、マス釣りで有名です。

山では、モンテネグロの伝統的な別荘でホットワインやブラン
デーで体を温め、それら食前酒の後は、チーズ、クリーム、山の
穀物で作られたシンプルで、伝統的な山料理の数々をお楽しみ
いただけます。

アクティブ体験





モンテネグロを真に理解す
るためには、数々の料理を口
にする必要があります。歴史
を通じて様々な文化の影響
を受けてきたため、料理にも
文化多様性が感じられます。

伝統的な食事を味わうのは、
山料理を召し上がるのがベス
トです。カイマックとチーズ、
自家製クリームやサワークリ
ーム、暖かい自家製パン、グ
リーンキャベツと乾燥羊肉で
できた「ラシュタン」や鐘の中
でじっくりと焼かれた羊肉は、
格別です。

彫刻師イワン・メシュトロビ
ッチは、ニユゴシュの霊廟を
作ったお礼として、二ェグシ
のチーズと生ハムだけで構
わない、というほどの生ハム
好きで知られていました。モ
ンテネグロの生ハムは、ハム
を燻製する時に使用される
木の種類と、澄んだ山の空気
で乾燥されることから、独特
な旨みを持ち、そのレシピは
世代から世代へと受け継が
れています。生ハムのおとも
に伝統的なスラヴ民族の飲

み物ミード（はちみつ酒）と、
地元の特性チーズのオリー
ブオイル漬けは、いかがでし
ょうか。

魚で豊富なスカダル湖では、
干したコイやブリークをお勧
めします。それらとともに、ブ
ラナツ（赤）やクルスタッチ（
白）ワインも一緒にどうぞ。

海岸沿いは、海鮮の宝庫で
す。スズキを含む大小様々の
魚類、貝類、カニやイカ、その
他の海鮮を調理法はシンプ
ルにオリーブで焼き上げ、新
鮮なオリーブと良く合うワイ
ンと共にお楽しみください。
その際のワインは、ブラナツ
やクルスタッチ等のワインを
どうぞ。

モンテネグロの料理の多く
は、オリジナリティー溢れて
いることで知られています。
グリーンキャベツと羊肉で作
る「ラシュタン」、鐘の中で調
理する羊肉、スカダル湖で捕
ったコイやブリークのオリー
ブオイル漬けなどは、代表的
な料理です。また、グルメな
方は、「カイマック（脂肪分の
高いチーズ）」、とうもろこし
とジャガイモで作るコクのあ
るお粥、鐘の中で作る自家製
パン、自家製ヨーグルトなど
をぜひお試しください。食事
のお共には、食前酒としての
ぶどうのブランデー、自家製
ワインの数々とニクシッチ・
ビールがお勧めです。

食文化
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連絡先
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持続開発・観光省
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www.rozaje.travel

シャブニック
+382 (0)40 266 066

ティヴァット
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www.ulcinj.travel
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