行にあたって
本書は太平洋諸島センターの活動対

となっている太平洋諸

国13カ国・１地域のうち、バヌアツ共和国に関する観光情報
をできるだけ
け

く理

して

しくまとめたものです。また、同国をできるだ
くために、観光情報以外にも同国の

、経

済、社会等についても紹介しています。
バヌアツ共和国は、

年か前に「世界で一番

せな国」とし

て報じられましたが、島ごとに異なるその多種多様な文化が英
国とフランス文化と共存し、互いに影響しあって、「和」を大
切にする独特の文化を育んでいます。また、同国にあるペンテ
コスト島の「ランド・ダイビング」は「バンジー・ジャンプ」
の基になったことで良く知られています。
バヌアツを訪れる観光客のほとんどはオーストラリア、
ニュージーランドからで、日本からの観光客数は2013年３月
現在600人ほどですが、バカンスや新婚旅行の行き先として
少しずつ口コミで人気が高まってきています。
本書が日本におけるバヌアツについての関心と理 を め、こ

バヌアツ共和国

れから同国を訪問されようとする方々の参考となれば いです。
2013年８月１日
国際機関 太平洋諸島センター
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バヌアツ
バヌアツ共和国（Republic of Vanuatu）
12,190平方キロメートル（新潟県とほぼ同じ大きさ）
243,304 人（2009年国 調査）
ポートビラ（Port Villa）
メラネシア系94%、英仏系（４%）、中国系、ベトナム系など
ビスラマ語（ピジン英語）、英語、仏語
人口の約98％がキリスト教
共和制
2,870米ドル（2011年、世界銀行）
バツ（Vatu=VT）
（678）＋（相手先の番号）
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バヌアツ共和国の概要
バヌアツ共 和国はオース

トレス諸島
（Torres Islands）

トラリアのケアンズ の 東 約
1,800kmに位置し、80あま
りの島々が南北約1,200km

バンクス諸島
（Banks Islands）

にわたって 広がる群 島国。
1980年７月、74年間の英国
とフランスの共同統治から脱

エスピリットサント島
（Espiritu Santo）

し独立した。国名のバヌアツ

マエオ島
（Maewo）

は
「我々の土地」
を意味するが、
それまではニューヘブリデス

ルーガンビル
（Luganville）

諸島として知られていた。こ
の島々の雰囲気がスコットラ
サンゴ海

ンドのヘブリデス（Hebrides）
と似ていることから、1774
年にキャプテン・クックによっ

ペンテコスト島
（Pentecost）
アンブリム島
（Ambrym）

マレクラ島
（Malakula）

エピ島
（Epi）

て命名されたと言う。
バヌアツ共和国の土地面
積は12,189平方kmで新潟

エファテ島
（Efate）

県とほぼ同じである。総人

ポートビラ

口は約25万人（2012年）
。
中心となるニューヘブリデ

エロマンゴ島
（Erromango）

ス諸島のほかにバンクス諸
島とトレス諸島があるが、

N

80余の島々の大半はニュー

W

ヘブリデス諸島に属してい

E

レナケル
（Lenakel）

S

る。トレス諸島の直ぐ北に
はソロモン諸島がある。

タンナ島
（Tanna）

アナトム島
（Anatom）
0

50

100

150km

首 都ポートビラがあるエ
ファテ島の面積は佐渡よりや
2
や大きい900km 。ポートビラはバヌアツの空の玄関口で、人々は親しみを込めて短く「ビラ」

と呼び、また、バヌアツ最大の島エスピリットサント島（以下サント島と表記）は「サント」と
呼ばれている。
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バヌアツの歴史
４万年ほど前、西太平洋の人々の祖先で
あるオーストラロイドが東南アジアからイ
ンドネシアやニューギニア島を経由して
オーストラリアやソロモン諸島に移動して
きた。その後東南アジアからの新しい移動
の波がソロモン諸島を越えてバヌアツに辿
り着いたのは紀元前3000年頃で、さらに
ニューカレドニアやフィジーに向かって進

●ヨーロッパとの接触

んでいった。現在のところバヌアツで発見

1606年５月、ポルトガル人航海家ペド

された最古の定住跡は紀元前1400年頃

ロ・フェルディナンド・キロスが率いる一

のもので、人々はポリネシア人の祖先と見

隊がスペインの命を受けサント島に上陸し

られ、ラピタ文化に属し、パプアニューギ

て領有を宣言したが、
乗組員の反乱もあり、

ニアからサモアまでの広い範囲で特有の陶

約50日後にこの地を去った。その162年

器類が発掘されている。

後の1768年、フランスの貴族ルイス・

11世紀から15世紀にかけて今度は逆

ブーゲンビルがマエオ島とペンテコスト島

に東からポリネシア人の大移動があり、異

を発見している。次いで1774年７月には

なった生活習慣や技術がもたらされた。従

当時はまだ中佐であったキャプテン・クッ

来から居住していた人々は森の中に集落を

クが、タンナ島をはじめ全ての大きな島々

作り、新しく移住してきた人々は浜辺近く

を発見している。1789年にはバウンティ

に集落を作った。部族間の土地や農作物に

号の反乱で知られるキャプテン・ブライが

関して争いが頻繁に起こり、首狩りの習慣

バンクス諸島を発見したことが記録されて

も20世紀まで残っていたと言う。

いる。
●貿易商と宣教師
1825年にアイルランドの探検家ピー
ター・ディロンがエロマンゴ島で多量の白
檀の木を発見したことがきっかけとなっ
て、ヨーロッパ人貿易商の入植者が中国へ
の輸出を狙って増加、並行してキリスト教
の布教活動が活発化した。白檀の中国への
輸出は1860年代後半まで続いた。
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●疫病と二国統治の時代
1800年代に入ってからヨーロッパ人
との接触によって、この島々の人々をハシ
しょうこうねつ

カやインフルエンザ、肺炎、猩紅熱、おた
ふくかぜ、水疱瘡、百日咳、赤痢などが襲い、
人口が急激に減少、20世紀始めまでには
10万人までになったと伝えられている。
また、1870年代になるとフランスの進
出が目立つようになり、農園経営に関して

エファテ島に残る米軍の戦車

英国との関係が緊張、1886年にはフラン

を植え付けることにもなったが、二国によ

ス軍がエファテ島の北西ハバンナ港に上陸

る支配は住民間に複雑な感情を植え付けて

した。英仏の利権争いはますます激しさを

いた。イギリスが独立を支援する動きを見

増し、1906年の最終協議によって英仏二

せると、フランスが性急な動きを牽制、一

国によるニューヘブリデス諸島の共同統治

部の住民はバヌアツ人よりフランス人でい

が開始された。法律の異なる二国統治は当

ることを欲した。第二次大戦の終結後に多

然のように混乱を招いた。二つの法律と二

くの国が早い時期に独立を達成する中で、

つの警察、二つの刑務所、二つの通貨、二

バヌアツがこの二国による特殊な支配から

つの教育システム、二つの医療システムを

独立できたのは1980年になってからで

持つ奇妙な社会は1980年の独立まで続

あった。

いた。
●太平洋戦争から独立へ

地理

旧日本軍が隣国のガタルカナル島まで南

バヌアツは、南北約1,200kmにわたっ

下したことから、アメリカ軍はエファテ島

て比較的大きな13の島と70あまりの小

とサント島に前線基地を置いた。主力基地

さな島がY字の形に連なっている。北端

となった人口１万人ほどのサント島には

のトレス諸島からソロモン諸島までは約

10万人の兵員が送り込まれたという。

170km、南端のアナトム島とニューカレ

1945年の終戦によってアメリカ軍は
引き上げたが、1942年５月にアメリカ軍
が基地を置いてから約３年間、現地の人々
は米軍の白人も黒人も差別無く兵役に就い
ていたのを見てきた。これは英国とフラン
スの支配に慣れていた人々に独立への希望
4
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ることもある。

80余りの島々のうち人が生活している

0

0
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夏場はサイクロンの季節でもあり、1987年

のは12島で、最大の島は4,010km のサ

にはサイクロン・ウマがポートビラを直撃し、

ント島、次いで2,069km のマレクラ島、

多くの家屋が崩壊して市街は平らになるほ

３番目が980km のエファテ島、４番目

どの大打撃を受けた。

2

2

2

が900km のエロマンゴ島と続く。
2

政治体制と内政

バヌアツは日本と同じく環太平洋火山帯
に属し、現在も９つの火山が活動中で、そ

バヌアツは大統領を元首とする共和制

のうちの２つは海底火山である。バヌアツ

で、行政の実権は首相にある。議会は１院

の最高峰タブエマサナ（1878m）はサン

制で議席数は52、任期４年。内閣は議員

ト島にある。ほとんどの島が起伏の激しい

の中から首相の指名によって選ばれる。こ

山並みを持ち、豊かな森林で覆われている。

のほかに部族の長で構成される評議会があ

気候

り、伝統的な習慣と憲法上の問題について
議会にアドバイスする。

バヌアツは南部が亜熱帯、北部が熱帯気

外交的には、パプアニューギニアやソロ

候に属し、11月から４月までの夏季（雨

モン諸島等のメラネシア諸国との連携強

季）は高温多湿で、６月から９月の冬季

化、非同盟主義、反核運動の推進を掲げて

（乾季）は乾燥した比較的涼しい晴天が続

いる。

く。熱帯気候に属する島では年間降雨量が
4,000mmを超える。
首都ポートビラは１月から４月に雨が

内政面では、過去、英国とフランスによ
る共同統治が行われてきたが、1980年に
独立し、初代首相には独立運動のリーダー
5

であったウォルター・リニが就任した。そ

の81.7 ％ を 占 め、 こ れ に つ い でGDPの

の後、英語系の国民連合党（NUP）と仏

15.6％を占める農業と共に重要な産業と

語系の穏健政党連合（UMP）が政権を争

なっている。

い、さらには小党が乱立するようになり、

社会と人々

政権基盤は安定せず、頻繁に政権交代が起
きている。しかしながらそれによって国内
が「荒れる」ことは滅多にない。

経済

バヌアツは長い間英国とフランスの統治
下にあったが、他方伝統的な首長による統
治が現在でも続いており生活の重要な規範
となっている。少ない人口にもかかわら

1990年代まで、バヌアツ経済はタロイ

ず、言葉は村ごとに異なり、その数は実に

モやヤムイモが中心の自給自足農業とコプ

100を超える。また、冠婚葬祭の習慣か

ラの輸出が中心で、恒常的な輸入超過によ

ら社会のシステムまで多種多様で、島に

る赤字を外国からの援助で補填してきた。

よって異なるのは勿論、大きな島では地域

このような状況で1997年半ばよりア

によっても異なる。

ジア開発銀行（ADB）とオーストラリア

このような状況で村人相互の意思疎通を

を中心とする援助国の協力の下、大規模な

図るため、国語をビスラマ語（ピジン英語）

行政・経済改革「包括的改革計画」を実施

と定め、英語とフランス語も公用語として

し、2003年には中期計画「優先課題・行

いる。部族に伝わる古くからの習慣に英国

動計画」を策定した。

とフランス文化（キリスト教）が共存し、

この結果2000年代前半の低成長を脱
し目覚しい経済成長を遂げ、他の発展途上

互いに影響しあって穏やかで「和」を大切
にする独特の文化を育ててきた。

国の経済開発のモデルとも見なされた。
人口の70％が全土で自給自足農業を営
む状況は基本的に変わらないが、近年、農
業の多様化によりココアや牛肉の輸出が増
加し、特に牛肉はコプラに次ぐ輸出実績を
挙げている。また、観光産業を中核とする
サービス産業の発展と土地開発・建設への
投資の増加は好調な経済の牽引役となって
いる。現在、経済・サービス活動は２つ

明るいバヌアツの女性

●教育

の都市部（ポートビラ、ルーガンビル）

教育は二国統治の影響を今日も引き継い

に集中しているが、サービス産業はGDP

でおり、小学校の授業では英語かフランス
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語が使用され、授業以外の会話はビスラマ
語となる。

バヌアツ空港
バヌアツの空の玄関口はエファテ島

●宗教

ポートビラのバウアーフィールド空港

宗教は90％以上がキリスト教徒で、そ

（Bauerfield Airport） で あ る が、 空 港

の半分が長老派に属し、次いでカトリック

ターミナルは
「ポートビラ国際空港」
（Port

と英国国教会が多い。一般的には村全体が

Villa International Airport=VLI） と 表

一つの教会に属しているが、中には異なっ

記されている。その他、サント島ルーガン

た宗教を信じる人々がそれぞれ固まって一

ビルには「ペコア」（Pekoa）空港があり

つの村に共存している場合もある。また、

ブリスベンから国際便が運行されている。

離島に住む人々は現在でも伝統的な宗教を

どちらの空港も市内までは10分程度。

信じる人も少なくない。

ポートビラ国際空港では、タラップを降
りて旅客到着口に入ると、すぐに入国審査
のカウンターが見える。機内で配布された
入国カードに記入漏れがなければ簡単に審
査が終わり、荷物を受け取って簡単な税
関審査を受ける。小さな空港ターミナル
だが、バヌアツ銀行（National Bank of
Vanuatu）の支店と観光局の出張所、免
クリスマスを祝う子供たち

税品店、コーヒーショップがある。

バヌアツへの行き方
2013年８月現在、日本からバヌアツ
への直行便はない。ニューカレドニアのヌ
メア（エアカラン、エアバヌアツ）、オー
ストラリアのシドニー、ブリスベン（カン
タス航空、エアバヌアツ）
、フィジーのナ
ンディ（フィジーエアウェイズ、エアバヌ
アツ）、ニュージーランドのオークランド
（ニュージランド航空、エアバヌアツ）を
経由して首都ポートビラに入る。

エアバヌアツ

査証（ビザ）
日本人は30日以内の滞在なら商用、観
光を問わずビザは不要。ポートビラまたは
ルーガンビルの出入国管理事務所に申請す
7

れば、最大４ヶ月まで延長が認められる。

きる。一部の商店ではオーストラリアドル

ただし、パスポートはバヌアツ到着時に最

でも買い物ができる。ポートビラのほか

低６ヶ月の有効期間が必要であり、帰りの

ルーガンビルにある銀行やホテルでも両替

航空券を所持していないと入国は認められ

が可能である。レートはVT1がおおよそ

ない。

１円。

The Immigration Department

ポートビラ以外のホテルでは、トラベ

Tel:
（678）22 354

ラーズチェックや主要国通貨よりオースト

E-mail:earukelana@vanuatu.gov.vu

ラリアドルまたは米ドルでの支払いの方が

または、etasavi@vanuatu.gov.vu

有利なこともあるので、予約時に確認して

（Web: www.vanuatu.travel）

おきたい。

税関

クレジットカード

15歳 以 上 の 旅 行 者 は、 紙 巻 タ バ コ

VISA、MASTERな ど 主 要 ク レ ジ ッ ト

250本または葉巻50本または葉タバコ

カードは、ポートビラやルーガンビルのホ

250g、 酒 類 は1.5リ ッ ト ル ま で の ア ル

テル、レストラン、みやげ物店、スーパー

コール飲料および2.250リットルのワイ

マーケット、タンナ島の有名リゾートなど

ンおよびビール１カートン、250mlまで

で通用する。ポートビラ、ルーガンビルで

の化粧水と100mlまでの香水、そのほか

はクレジットカードによるキャッシングも

商品価値VT50,000までのギフトを含む

できる。

新製品、未使用製品の持込が認められる。

トラベラーズチェック

なお、ダンボールに入れた荷物は開けら
れる場合が多く、また、公序良俗に反する

米ドル、オーストラリアドル、ユーロ、

図書を所持していると逮捕される場合があ

日本円など主要通貨建てトラベラーズ

るので注意すること。

チェックは換金が可能である。ただし、商

通貨と両替
通貨単位はバツ（Vatu=VTで表記）で、
現地語で「石」を意味する。

店での外貨の計算は正確でないことが多い
ので、面倒でも事前に銀行で換金して使お
う。

紙幣：VT200、500、1,000、5,000

付加価値税（VAT）

硬貨：VT１、２、５、10、20、50、100

バヌアツではほとんどの商品、サービス

両替は空港や市内の銀行、主要ホテル、
両替所で可能であり、日本円からも換金で
8

に12.5%の付加価値税がかかる。

チップ

（20ユニット）
、VT900（40ユニット）
、

チップの習慣は無い。それでも感謝の気

VT1,800（80ユ ニ ッ ト）
、VT2,700

持ちを伝えたければ、例えば日本のTシャ

（120ユニット）の４種類がある。電

ツや小さなおみやげは喜ばれる。

話料金は、国内だと２分でVT20、日本

時差
日本より２時間早い。日本の正午がバヌ
アツでは午後２時となる。バヌアツの人々
は時間をゆっくり過ごすので、せっかちな
日本人はイライラすることが多いが、現地

にかける場合は、基本料金VT40に１分
毎にVT120（ただし、時間帯により変
動）が加算される。
・テレカードの使い方：
①受話器を取り903（英語）を押し、
案内に従う。

のペースに合わせて焦らないことである。

②カード裏の番号（黒い帯の部分を擦り

特に熱帯地方の旅行では、ゆったりとする

取ると現れる）を押し、最後に＃を押

ことが健康を保つ一番の秘訣である。

すと残りのユニット数が知らされる。

電話
・携帯電話：地域により通じない所もあ
るが、広く普及してきている。料金は
国内だと最初の２分でVT40、その後２
分ごとにVT20、日本へは最初の２分で

③案内に従い電話番号を押し、最後に
＃を押すと、通話可能時間が知らされ
る。
④呼び出し音の後、会話。

郵便

VT40、その後２分毎にVT120（但し、

国 内 で は、 料 金 は 葉 書VT40、 封 筒

時間帯により変動）となっている。なお、

VT40（重量による）で、首都内なら１週間、

2008年６月15日より固定電話と携帯

離島までは１ヶ月以上かかることもある。

を区別するため、携帯番号の前に「77」

国際郵便は日本までは、葉書VT100、封

を付けなければいけないことになった。

筒VT130（重量による）で、約２週間程

・電話の掛け方：国内では番号をそのまま

度かかる。出す時はホテルの受付か郵便局

ダイヤルし、日本への場合、0081＋０
をはずした市外局番＋相手先電話番号。
・公衆電話：数が少ない。利用するには
事 前 に「Tele Card」 の 表 示 の あ る 郵
便局、両替所、スーパーマーケット、
中国人の店などで「テレカード」（Tele
Card）を購入する。カードはVT450

ポートビラ市内の郵便局
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で直接投函するほうが良い。
DHLとEMSを発送する場合、日本まで
はおよそ１週間かかる。

インターネット

なり多く、日本人は一過性の下痢をおこす
ことがあるので、旅行者は市販のミネラル
ウォーターを飲むようにした方がよい。水道
水は念のため煮沸して飲むことをお勧めする。

電気

無線WiFiが各ホテル、空港、カフェな
どで利用できる（有料）。インターネット
カフェもポートビラに数件ある。

治安
バヌアツは太平洋諸国の中で最も治安が

電気は240V、50Hz。プラグはオース
トラリアと同じ３ピン・タイプかフラット
な２ピン・タイプ。日本からドライヤーな
どを持参する場合は変圧器とアダプターが
必要となる。

良い国のひとつである。

衛生状況・健康管理
マラリアは、神経質になる必要はないも
ののまだ根絶はされていない。デング熱も

祝日
・１月１日：元日
・２月21日：ウォルターリニ（初代首相）
記念日

数年に一度流行が報告される。マラリアは

・３月５日：カスタムチーフの日

夕方から明け方にかけ活動（吸血）するハ

・３月～４月の間（毎年異なる）：グッドフライデー

マダラ蚊により、デング熱は日中に活動す

・３月～４月の間（毎年異なる）：イースターマンデー

るネッタイシマ蚊やヒトスジシマ蚊により

・５月１日：メーデー

媒介される。マラリアの流行が多い場所で

・５月21日：キリスト昇天祭

は、肌を露出しない服装に心がけ、防虫ス

・７月24日：子供の日

プレーを使用する。離島など、流行が多く

・７月30日：独立記念日

確認されている場所に２週間以上滞在する

・８月15日：聖母被昇天祭

場合は予防薬の服用が勧められる。ただし、

・10月５日：憲法記念日

副作用の問題もあり事前に医師に相談する

・11月29日：ユニティー（統一）デー

と良い。デング熱は予防薬やワクチンがな

・12月25日：クリスマス

く、蚊に刺されないようにする以外予防す

・12月26日：ファミリーデー

る方法はない。

（官公庁は、上記祝日および土曜日、日曜

飲料水
水道水は良質であるがカルシウム分がか
10

日が休日となる。
）

ビジネスアワー

ラジオ・テレビ

官庁は７：30～16：30、銀行はエー・

ラジオは、AMの「ラジオ・バヌアツ」

エヌ・ゼット銀行（ANZ Bank）が９：

（MWバ ン ド1125kHz）
、FMは98MHz

00～15：30（金曜日は８：30～）、ウェ

で、ビスラマ語、英語、仏語で放送してい

ストパック銀行（Westpac Bank）が８：

る。その他、オーストラリア放送（周波

30～16：00、ナショナル銀行（National

数17.995MHz）
、BBC
（15.160MHz、

Bank） が ８：30 ～ 15：30（金 曜 日 は

FM国際放送は99MHz、24時間）
、VOA

～16：00）であり、土日祝日は休み。（な

が聞ける。

お、 最 近 仏 系 の 新 し い 銀 行Bred Bank

テ レ ビ は １ チ ャ ン ネ ル で、 ６：00 ～

がオープンしている。）商店は８：00～

23：00に仏、英、NZ製のドラマ、映画、

18：00であり、中国人の店とスーパー

ニュースを放映している。

マーケットを除き、土曜日の午後と日曜日
はほとんどが休みとなる。

新聞・雑誌
新聞は「ジ・インディペンデント」
（土曜
日発行、
英語、
仏語、
ビスラマ語）
と
「デイリー・
ポスト」
（火曜～土曜日発行、英語）があり、
１部VT100で、街角の新聞売りかスーパー
マーケット、中国系の店で購入できる。

注意すべき行動と言動
・市中では防犯対策として夜間の一人歩きはしない、夜間女性一人でバスやタクシーに
乗らない、バーなど飲酒を主にした店や酔っ払いに近づかない。
・バヌアツでは土地と農作物の所有権については非常に意識が高い。地方の小さな村を
訪れる時は、すぐに村に入らず入り口で誰かが来るのを待って許可を得よう。
（たいて
い子供たちがいるので、すぐに誰かが来る。）
・道を離れて森に入る場合も、最初に出会った人に許可を求めよう。
すぐに許可されるか、
責任者を紹介される。
・道端や森になっている果物などを決してもぎ取ったりしてはならない。
・海岸に出てサンゴ礁に入る時も必ず所有者がいるので注意しよう。
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・村を訪れた人は、通常、ココナッツやバナナでもてなされる。短い滞在ならお礼を言
うだけでよいが、長期に滞在する場合は、お返しとして、肉や魚の缶詰、マッチ、ろ
うそく、お茶、砂糖などを用意して行った方が賢明。
・服装は、たとえ周囲の村人が裸に近い状況でも、男性はきちっと正装しよう。女性の
場合も長めのドレスを着る必要がある。ただし、ポートビラやその他のいわゆる観光
地ではその限りではない。
・常にローカルなタブーに注意しよう。例えば、地方の伝統的風習が残る村にある「ナ
カマル」
（Nakamal）は、現地男性住民のクラブハウス的な場所で一族の集まる小屋
であるが、神聖な場所で女性禁制でもあり、ここに入るには必ずメンバーの許可を得
なければならない。なお、近年、ポートビラなどでは、ナカマルは単にカバを飲むバー
となっているところもあり、ここには女性も入ることができる。

ビスラマ語（ピジンイングリッシュ）を話そう
村ごとに異なる言葉を持つパプアニューギニア、ソロモン諸島、バヌアツでは、簡素化し
た英語をベースとしたピジンイングリッシュという共通語がある。バヌアツでは「ビスラマ
語」と称されており、地元の人たちと話をするときに使うとぐっと距離が縮まるだろう。
日 本 語
こんにちは
さようなら
どうぞ
おはよう
おやすみ
すみません
どうもありがとう
お元気ですか？
調子はどう？
元気だよ
そして
いくら
～をもっていますか？
わたしわかりません
じゃ、また
すみません
名前はなんですか？
この食べ物は美味しい

英 語
Hello
Goodbye
Please
Good morning
Good night
Excuse me
Thank you very much

ビスラマ語
Alo
Tata
Plis
Gudmoning
Gudnaet
Skiusmi
Tangkyutumas

How are you?

Olsem wanem?

オルセムワネム

I’m fine.
And
How much?
Do you have＿?
I don't understand.
See you.
I am very sorry.
What is your name?
This food is delicious.

お腹がすいている

I am hungry.

喉が渇いている

I am thirsty.

すばらしい

Excellent

I straet nomo.
Mo
Hamas
Yu gat＿?
Mi no savee
Lukim yu
Sori tumas
Wanem nem blong yu?
Kakae emi gud
Mi wantem samting
long kakae
Mi wantem samting
long dring
Nambawan

イーストレト ノモ
モ
ハマス
ユ ガット～？
ミ ノ サビー
ルキム ユ
ソリ タマス
ワネム ネム ブロング ユ
カカエ エミ グッド
ミ ウォンテム サムティング
ロング カカエ
ミ ウォンテム サムティング
ロング ドゥリング
ナンバワン
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発 音
アロ
タタ
プリス
グッドモニン
グッドナエット
スキウスミ
タンキュートゥマス

日
魚
大きい
食べ物
飲み水
海水
かもめ

本

語

英 語
Fish
Big
Food
Drinking water
Seawater
Seagull

ビスラマ語
Fis
Bigfala
Kakae
Kolwater
Solwater
Pigeon blong solwater

出国
●チェックイン

発 音
フィス
ビグファラ
カカエ
コルウォター
ソルウォター
ピジョン ブロング ソルウォター

い、どこまでも透き通るコバルトブルーの
海では美しいサンゴ、彩り豊かな熱帯魚と

チェックインは通常、出発予定時刻の２

のダイビング、小型飛行機で行く無人の小

時間ほど前であるが、交通機関によっては

島への訪問、タンナ島のヤスール火山を目

時間がかかる場合があるので注意しよう。

の当たりにする体験、目の前で見るオリジ

●空港利用税

ナルバンジージャンプなど、特別な体力や

国際空港では12歳以上一人VT2,500

知識はいらない。

および国内線利用には一人VT400の空港
利用税がかかるが、これらは航空券料金に
含まれている。最近になってこれとは別に、
国内線を利用する場合はVT200が各空港
で徴収されている（航空券代には含まれて
いない）。

アクティビティ

タンナ島カスタム村の人々

バヌアツ観光の中心は、コバルトブルー
の海を舞台に各種レジャーやマリーンス
ポーツを満喫することとフランス風にアレ
ンジされた南国のカラフルな料理を楽しむ
ことである。また、伝統的な文化や生活様
式、ダンスなどを体験し、現地の人々と交
流することも楽しみのひとつだ。数多くの
バラエティーに富んだツアーが企画され、
老若男女を問わず誰もが無理なく楽しめ
る。町の裏通りのお店ではとびきり美味し
いホームメードのジャムやピクルスを味わ

有名なバヌアツビーフ

13

マリンスポーツ
●ダイビングとシュノーケリング

熱帯魚など多様な生命体。さらには、戦
艦、飛行機、客船、古い艤装船など底に沈
む多くの沈没物などである。ルーガンビル
のサント港に沈む豪華客船プレジデント・
クーリッジ号は有名だ。山地のような地形
エファテ島周辺では、北西に位置するモソ
島やレレパ島周辺とメレ湾に浮かぶハイダ
ウェイ島が人気スポット。また、サント島
の周辺は世界最高級のダイビングが楽しめ
るスポットとして有名である。
●クルーズ、ヨットのチャーター
バヌアツでのセイリングは格別だ。
半日、
１日、複数日のクルーズでは、観光、スイ

バヌアツの海の魅力は、抜群の透明度、
温かい海水、ダイブサイトへの近さと同時

ミング、シュノーケリング、ダイビング、
ピクニックと洞窟探検などが楽しめる。

にその考えられないほどの多様性にある。
たとえば、急な断崖、洞窟と突き出した岩
肌、冷えた溶岩で作られた巨大な洞窟と海
面下で繋がる入り組んだトンネル、そして、
そこに息づくサンゴ、海草、海綿、珍しい

●フィッシング
ポートビラには大物をターゲットとする
トローリングボートを持つサービスがいく
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つかあり、カジキマグロやサメ、ドルフィ

（新郎側、新婦側各々１人づつ）が必要で、

ンフィッシュなどを求めて釣り好きが集

また、結婚式の日から28日以前に申請書

まってくる。また、各種のゲームフィッシ

を提出し、新郎側、新婦側とも結婚日より

ングの大会が行われている。

３日前にバヌアツに入国すること。希望者

●その他のマリンスポーツ

は旅行業者に相談する。

水上スキーやウィンドサーフィン、カタ
マラン、パラセイリング、カヌーなどが楽

ゴルフ

しめる。リゾートによってはエンジンの音

ポートビラには３箇所（うち１箇所にフ

がする水上スキーやパラセイリングなどを

ルコースがある）、サント島には１箇所、

禁止しているところもあるので予約時に確

ゴルフコースがある。南国ののんびりした

認すること。

雰囲気の中でゴルフが楽しめる。

ショッピング（ポートビラ）
ポートビラはバヌアツで唯一の免税港で
あり、
色彩鮮やかに混ざり合ったフランス、
英国、メラネシアの文化に溢れたおみやげ
を入手することができる。おすすめは、ス
キンケアによいとして最近注目を集めてい
るタマヌオイル。

ゴルフ場

ウェディング

他島へのツアー

美しい国バヌアツで結婚式を挙げるの

オーストラリアやニュージーランドから

は、素晴らしい一生の思い出になるに違い

のツアー客が多いバヌアツは、マリンス

ない。結婚するには、パスポート、立会人

ポーツ以外のアクティビティもいろいろ

カヌーに乗る花嫁

ジュゴン

15

用意されている。代表的なものがバンジー
ジャンプ発祥の地ペンテコスト島やヤスー
ル火山で知られるタンナ島へのツアーであ
る。
●タンナ島ツアー
ポートビラからの日帰りツアーや宿泊ツ
アーが用意されている。世界で最も火口に
近づくことができるヤスール山や昔と変わ
らぬ習慣に従って生活するカストムビレッ
ジを訪ねる。飛行機が小さく人気のあるツ
アーなので早めの予約が必要である。

フェルズ洞窟

のが同じ人々をそれぞれ「ココナツ族」
、
「石族」、「蟹族」というように部族や村の
違いを超えて同じグループとし、互いに助
け合うよう命じた。こうしてロイマタは、
争いの絶えなかった島に平和をもたらし
た。文字のなかったバヌアツでこの話は口
頭で伝承されていたため、ロイマタは伝説
の酋長と言われていた。しかし、1967年
にフランスの考古学者が発掘調査したとこ
ろ、エレトカ島でロイマタの墓と、ロイマ
家族で楽しめるバヌアツ

●伝説の酋長、ロイマタの領地

タと共に生き埋めにされた50人もの側近
の遺骨が発見された。ロイマタが住んでい

およそ400年前、バヌアツにはロイマ

たエファテ島と、亡くなったとされるフェ

タという大酋長がいた。部族間の争いが絶

ルズ洞窟があるレレパ島、墓があるエレト

えなかった当時のバヌアツで、ロイマタは

カ島（帽子のような形をしていることから

人々に、どんなものでもいいから大切だと

ハットアイランドとも呼ばれる）のあるロ

思うものを持ってくるよう命じた。ロイマ

イマタの旧領地一帯が、2008年、バヌ

タは、ココナツ、石、蟹など持ってきたも

アツ初の世界遺産に登録された。ロイマタ
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については首都ポートビラにあるバヌアツ

れに観衆が歓声で応える。ペンテコスト島

カルチュラルセンター（P.23）（http://

へは日帰りのツアーやヨットでのツアーな

www.vanuatuculture.org/）でも知るこ

どが用意されている。

とができる。メラネシアンホテル（P.26）
内のSPA VILAではロイマタツアーの手配
が可能。
●ペンテコスト島ツアー
エファテ島の北約230kmに浮かぶペン
テコスト島は、バンジージャンプの基に
なったランドダイブで知られる。毎年４～
６月にかけて行われる収穫祭のメインイベ
ントで、約20mの高さに組まれたやぐら
から若者が地面をめがけて飛び降りる。や
ぐらの横では、飛び降りる若者を勇気づけ
る勇壮な踊りが繰り広げられている。成功
した若者は大声を上げて勇気を誇示し、そ

ランドダイブ

ハットアイランド
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❖コラム

ようこそ！癒しの国バヌアツへ
バヌアツといえば「バンジージャンプ」
「裸
族」など、野性味あふれた秘境の地というイ
メージを持っている方が多いと思います。
しかし、オーストラリアやニュージーラン
ドでは「リゾート」として人気があるのです。
意外でしょ⁉
毎年、たくさんの旅行客が訪れます。
彼らは、ヤスール火山やバンジージャンプ

こまでも透き通る海。

のお祭りなど観光ももちろんしますが、大方

この島には、ラブラブ新婚さんや仕事に

は長い休みをとって何をするわけでもなくの

疲れて癒されたい方におすすめの隠れ家的

んびりホテルで過ごします。ここへ来た当初、

なホテルがいくつもあります。客室が少なく

貧乏性の私は、せっかく来たのにもったいな

（４つというところも！）
、内装もスタイリッ

いなあと思っていました。今では、それこそ

シュ。女性なら誰しもテンションがあがる。

が極上の贅沢なのだと実感しています。

目の前のビーチは目を見張るようなブルー。
時にはジュゴンが挨拶にきてくれる。こんな
素晴らしいビーチなのに、自分たち以外、誰
もいない。なんて贅沢！ぷかぷか浮いている
だけで、悩みなんてどうでも良いや〜と思え
てきます。他の国ではちょっと考えられない
でしょ。どこに行ってもすいているというの
もバヌアツの魅力のひとつです。

バヌアツには83の島があります。
それぞれに色がある気がするのです。
一番大きい島「エスプリット サント島」
。
私の中でサント島はブルー。日本の絶景番組
でも取り上げられるほど美しいブルーがここ
にはあります。

火山の島「タンナ島」
。この島のイメージ
はオレンジ。
噴火の色もそうだけど、私はバンガロー
で初めて過ごした夜が忘れられません。
タンナは電気の普及率が低く、夜の９時に
は電気が消えてしまいます。

ブルーホールにシャンパンビーチ。名も無

ロウソクを灯し、ベッドには蚊帳を装着。

いビーチさえ、美しい。白い砂浜、遠浅のど

ロウソクのオレンジの明かりが幻想的で蚊帳
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せんか。そして、どの島にも共通しているの
はバヌアツ人の人のよさと治安の良さ。女性
同士の旅だって全く大丈夫。この国にいると
バヌアツ人の笑顔に癒され、警戒していた心
が解きほぐれ、自然と笑顔になっている自分
に気づきます。大人になって身につけたガー
ドがいつの間にかなくなっているのです。こ
のベッドがお姫様ベッドに変身。電気の無い
ところに泊まるのは初めてでしたが怖さはな

れこそがバヌアツの一番の魅力。
心の洗濯をしにバヌアツへ来ませんか？

く、とてもロマンチックな時間でした。
そして首都のあるエファテ島は元気なイエ
ロー。
エファテにはすべてがそろっています。の
んびりしたけりゃ、静かなリゾートもある。
美味しいフレンチレストランもいくつもある。
マーケットで食材を買って自分たちで作って
食べるのだって面白い。特別な夜を演出した
いなら、是非、ハバナリゾートの桟橋の席を
予約してください。海に囲まれた桟橋の先に
テーブルは１つだけ。２人きりの空間におい
しいディナー
とワイン。想
像しただけで
素敵過ぎる
でしょ‼こん
なところでプ
ロポーズされ
たかったー、
と今更ながら
思ってしまう
のです。
こんな色々な顔をもつ国も珍しいと思いま

バヌアツ共和国親善大使

相川 梨絵

ブログ▶http://ameblo.jp/aikawa-rie/
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首都ポートビラがあるエファテ島は、サント島、マレクラ島に次ぐ面積約980km2の島で、
南北に長い群島の中
ぼ中

には

南よりに位置している。エファテ島は南北37km、東西46kmで、ほ

高647mのマクドナルド山、その直ぐ西に

高484mのポポナカス山がある。

全体的にはフラットな優しい感じの島であるが海岸線は入り組んでおり、山の影響で東海岸
は雨が多い。人口は約50,000人、これはバヌアツの総人口の27％に当たる。
ポートビラはエファテ島の南西に位置しており、バヌア
ツで最初に開けた美しい港町で、唯一の国際空港も市街の
北約6kmにある。ポートビラの人口は2009年現在の推
定で約46,000人となっている

ポートビラとイリリキ島
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フ

テ島の歴史

ポートビラとその

この島を最初に訪れたヨーロッパ人は

ポートビラの市街は、

形をしたビラ

キャプテン・クックで、1774年と記録さ

湾に突き出した半島の付け根に位置する南

れている。1800年代に入ると捕

北３km、東西200mほどで、繁華街と呼

船

や

白檀を求めてヨーロッパから多くの人々が

ばれるのはクマルハイウェイ

訪れるようになり、キリスト教の布教も始

ほどである。繁華街を一歩外れると、そこ

まった。

はのどかな

1870年代はフランスの進出が目立つ

いの1km

の表情を持つ南の島で、

シャイで優しい表情の人々に会える。

ようになり、英国との関係が緊張、1886

●空港から市街へ

年にはフランス軍がエファテ島の北西のハ

空港からポートビラの中心地までは約６

バンナ港に上陸している。1906年の和

km、ツアー会社の送

がない場合にはタ

によって、英仏二国による共同統治が開始

クシーかミニバスを利用することになる。

され、ポートビラが正式な首都となった。

バス、タクシー共に安全であるが、夜間女

第２次世界大戦ではアメリカ軍が基地を置

性一人で利用することは

いたが戦場にはなっていない。

の料金はタクシーがVT1,800、ミニバス

ける。市街まで

がVT150。
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タクシー（ナンバープレートに赤字で
「T」と表示）は空港や市場、イリリキ
頭などに常

している。メーターは付いて

いるが、使っていないケースが多いので、
乗る場合には料金を確認すること。首都内
ならVT500以下。ホテルやレストランで
呼ぶ場合には、

えに来るための料金が加

算され1,500VT～2,000VTとなっている。
レンタカーは、会社によって多少

バウアーフィールド国際空港

れる

●市内の交通
中心街を移動するのは徒歩で

分である

が、リゾートホテルはいずれも中心街から
少し離れているので、その

件が違うが、基本的には25歳以上

の国際免許保持者となっている。
●ポートビラの見どころ
ポートビラの中心街はリニーハイウェイ

にはミニバ

スやタクシーを利用することになる。

りら

に

った約１kmで、
政

機関や銀行、
市場、

ミニバス（ナンバープレートに赤字で

レストランが並んでいる。まず最初に、観

「B」の表示）は市民の足である。タクシー

光やアクティビティの情報を集めるために

と同じで行き先は決まっておらず、先に
乗った人が優先される。市内および空港ま
での利用は
合は

道VT150で、

外へ行く場

加料金を支払う。町中でも

いていれば手をあげると
で、行き先を告げて運

席が空

まってくれるの
手がO を出せば

その場所まで行ってくれる。

ポートビラ市内

市内を
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るミニバス

マーケット

観光局を訪れたい。
街を

神様（タムタム）などは必見。開

策して気さくなポートビラの人々

とふれあうのも楽しみのひとつだ。

時間は

月曜日から金曜日の８：00～16：00、
土曜日は８：00～12：00で、入
VT500、指一本で
見学は、200VT

バヌアツ観光局

学模様を

料は
く砂

加。

Vanuatu Tourism O ce
TEL：22 515
URL http://www.vanuatu.travel

ポートビラの中心部にあり、リニーハイ
ウェイに面するウェストパック銀行とANZ
銀行の中間にある

い道を東に30mほど

入ったところにあるピリオコハウスの１ に
ある。街の各種資料が用意されており、ホ
テルで入手

なエファテ島以外の観光情

無形文化

に指定されている砂

報もここで入手可能である。また、ビジネ
スに役立つ情報も入手できる。営業時間は

独立公園

月曜日から金曜日の７：30～16：30、土

Independence Park

曜日の８：00～12：00。祝日は８：00～
12：00。

中

郵便局を

に向かったウィンストン

チャーチル通りにある公園で、二国統治時
代は英国総

があった。現在では内務

カルチュラルセンター

が使用している。1906年からの英国とフ

Cultural Centre

ランスによる二国統治は、この公園に両国

ポートビラの中心部の南、広大な
持つバヌアツ議会の正
ツの

地を

前にある。バヌア

や伝統文化に関する資料が所

と展示されている。各種の祭

や木

の国

が掲げられて始まったと伝えられて

いる。

し
りの

マーケット
Market

政

官庁の前の海辺に建つマーケットは

月曜日の午後から土曜日の夕方まで開いて
いる。マーケットでは新鮮な
花

類、装

ている。特に
カルチュラルセンター

や果物、

などあらゆるものが売られ
市は、エファテ島はもちろ

ん周囲の小さな島々から一週間分の収穫物
23

を売りに来て、１週間分の買い物をして帰

最高

る人々もいる。雰囲気を味わいたいなら、

Supreme Court

市場が最も活気づく土曜日の

早く出かけ

所

市役所から200mほど

ることである。なお、バヌアツの市場では

ろにある古い木

定価販売が常識であり値引き交

には英仏の共同

は一般的

ではない。

建

を登ったとこ

物で、二国統治時代
所であった。共同

所は英国とフランスの法律上の

争を

決

するために設置されたものであるが、実際
には、支配者と被支配者間の
支配者側に有利な
が

争で、常に

決を行ったことで評

かった。

ミシュトシュキン・アンド・ピリオコ・アート・ギャラリー
Michoutouchkine
マーケット

Pilioko Foundation Art Galler

ロシア人

術家ニコラス・ミシュトシュ

キンとその

子アロイ・ピリオコの作品を

フレンチの

中心に展示している。ほかに周辺の島々か

Hill of French

ら集められた民

独立公園の北、約500mほどに市役所

や作品もあり、購入も可

能である。ポートビラ市街から約２km、

があり、その北側にフランス人居住区が

エラコール湾への分

あった。ポートビラ

かって約１kmにある。開

とされており、
の戦没者

指の

めがよい場所

の上には第１次世界大戦

をパンゴ

へ向

時間は10：

00～17：00で年中無休。
入場料は1,000VT。

が建っている。

ミシュトシュキン・アンド・ピリオコ・ギャラリー

フレンチの
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●テニス
テニスを楽しみたい人には夜間
を

明設

えたハードコート４面を持つサーク

ル・ ス ポ ー テ ィ フ・ テ ニ ス・ ク ラ ブ
（Cerclesportif Tennis Club）（22
437）がある。そのほか、ル・ラゴン・
リゾート・バヌアツ、およびメラネシアン
ホテルでもテニスを楽しめる。
●乗

ボートクルーズ

以下の二社が熱帯雨林とココナッツ農場
をまわる乗

のサービスを提供している。

●ダイビングとシュノーケリング
ポートビラ周辺には、様々なサンゴや大
洞窟、ドロップオフから沈船ダイブまで楽

クラブ・ヒッピック・アドベンチャー・パーク
Club Hippi ue Adventure Park

しめるスポットが数多くある。
2013年７月現在、ポートビラには３件

TEL：23 347
E-Mail：clubhippi ues@adventure.com.vu

のダイブショップがあるが日本人インスト
ラクターはいない。

シー・ホース・ランチ
L Hippocampus The Sea Horse Ranch
TEL：25 152
E-Mail：lhippocampus@vanuatu.com.vu

ダイビングを楽しむ

コナンダ
乗

を楽しむ

●ボート、ヨット、クルーズ
ポートビラから出ている半日、１日ツ

onanda

ポートビラから約２kmにあるイフィラ
島の

に、1987年のサイクロンで

し

アーに参加すると、観光、スイミング、シュ

た商船が沈んでいる。島々を回る船で長さ

ノーケリング、ピクニックが楽しめる。日

は45m、 海 面 下26mに あ り、 ラ イ オ ン

にちを増やせば島の

フィッシュやボックスフィッシュ、クロコ

地の観光もできる。

ダイルフィッシュなどが住

としている。
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沈船ダイブが始めての人も安心してチャレ

を楽しめる。ボートを予約して、 海釣り、

ンジできる。

大物を狙うゲームフィッシング、サンゴの
リーフでのフィシングを楽しもう。マカジ

ポールズ・リーフ

キ、ワフー（サワラ）
、マイマイ（シイラ）

Paul s Reef

トレバリー（アジ

）などが釣れる。

ポートビラの西約35kmに浮かぶ小島。
エレトカ島（ハット島）の東400mの
いにあるポイント。海面から
がるサンゴの

合

か２mに広

には、さまざまな熱帯魚が

群がっており、
バヌアツ 指の美しさを誇る。
ロシアの
Star of Russia

ペレ島海岸

タイタニックを建
の

した北アイルランド

船所で1874年に

水した

船がメ

レ湾に沈んでいる。全長80m、

13mの

３本マストを持つスマートな船体にはさま
ざまな海洋生物が生息しており、訪れるダ
イバーの

味を

きさせない。

大聖

フィッシング

Cathedral

パンゴ半島の先端にあるポイントで、海
面下20mほどにまるで大聖
ような光

を思わせる

が見られる。洞窟の中には

テル（ポートビラ）
エファテ島には、日常を離れてゆっくり

突

ぐことのできる高級ホテルや、初めてバ

のようなトンネルがあり、上に抜けると

ヌアツを訪れる日本人でも安心して泊まれ

リーフに出る。メレ湾のダイビングポイン

るホテルがある。

トでは１、２を争う面白さがある。
メラネシアン・ホテル
●フィッシング
ポートビラの周辺海域は手付かずの海
で、上級者からビギナーまでフィッシング
26

The Meranesian Port Vila
TEL：22150
E-mail：Melanesian@vanuatu.com.vu

URL：www.melanesianportvila.com

正式名は「ザ・メラネシアン ポートビラ」

アレンジしたバヌアツの伝統料理を楽しむ
ことができる。

内にある旅行会社サウス

だが、
「メラネシアンホテル」の名で親しま

パシフィックツアーズ（SPT VILA）では、

れている日本人経営の ツ ホテル。

バヌアツを

知したベテラン日本人スタッ

空港から車で15分、ポートビラの街中

フが各種ツアーの申し込みや国内線の手配

まで歩いて10分の所にあり南国の雰囲気

などをサポートする。
また、
村でのウェディ

が

ングの手配も行っている。

うホテルだ。プール、テニスコートを
し、レストランではオーガニックバヌ

アツ牛のステーキをはじめ、洋風、和風に

ホリデー・イン・リゾート・バヌアツ
Holida inn Resort Vanuatu
TEL：22 040
URL https://www.facebook.com/holida innresortvanuatu

ポートビラ市内から車で10分程のとこ
ろにある南国の雰囲気を満喫できるリゾー
ト。ブラックジャックやバカラ、ルーレッ
ト、ポーカーマシーンが楽しめるパームス
カジノがある。カジノは

過ぎから明け方

まで営業している。
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イリリキ・アイランド・リゾート
Iririki Island Resorts

スパ

Spa

ル・ラゴン・リゾート
Le Lagon Resort

TEL：23 388

TEL：22 313

E-Mail：reservations@iririki.com

URL

URL

高

http://www.iririki.com

式の

http://www.lelagonvanuatu.vu

エラコールラグーンの

別バンガロー（ファレ）から

る75エーカーの熱帯

んだ海に隣接す

園に草

屋根のバ

なり、海中、海辺、ハーバービュー、ガー

ンガローを含めたゲストルームが

デンビューの４種類の部屋が楽しめる。

ラグーンや

園の

在し、

めは抜群。

海岸のファレ

エラタップ・ビーチ・リゾート
Eratap Beach Resort
TEL：45 007/23 993
URL

http://www.eratap.com

ポートビラより20分のところにある豪
華なブティークホテル。素晴らしい海辺の
ビラ、レストラン、プール、
熱帯
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、スパと

園、美しいビーチからなる。

レストラン（ポートビラ）

ハバナ・リゾート
The Havannah

ポートビラのレストランは、海産物を

TEL： 687 551 8060
URL

http://www.thehavannah.com/

白い砂浜のプライベートビーチでのマリ
ンスポーツやスパを楽しむことができる優
なリゾート。

ベースにフランス系、中国系、ローカル系
とそのミックスなどバラエティーに富んで
おり、いろいろな味が楽しめる。
レストラン名
Kan ai estaurant
L’Houstale
Bay Watch
Anchor Inn Beer
Garden Bar’
Nambawan af
Bar Wi Fi
inema

ーム

ージ

www.nambawan.
com

イトライフ
●その他のホテル
テル名
ity Lodge
Kaiviti

illage Motel

ila Hibiscus Motel
Hideaway Island
esort
Marine
Sanctuary

●カバ
ーム ージ
htt
www.citylodge.
com.vu
htt
www.kaivitimotel.
com
vilahibiscusmotel
vanuatu.com.vu
www.hideaway.com.vu

カバはコショウ
して

の木の根を石などで

を出し、少量の水と混ぜたもので、

水のような

った

土色をしており、飲

んでしばらくすると口の周りがしびれ、頭
がフワッーとして気を

める効果があると

言われている。カバはヤシの実を半分にし
た器で出されるが、バヌアツのカバは非常
に

く、飲むと倒れることもあるので少量

で止めておいたほうがよい。
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夜をカバの一

から始めようとする人

は、ホテルのレセプションに

ねると良い。

●メラネシアンナイト
主要なホテルでは、週に１～２回、メラ
ネシアテイストをテーマにしたイベントが
行われ、伝統的なダンス、カバの

飲、伝

統料理が楽しめる。ホテルのフロントで予
約するとよい。代表的なものとしては、ソ
ロズの

会、ザ・メラネシアン、クローズ・

ネスト、メレ湾のメレ・ボタニカルガーデ
ン・アンド・カルチュアセンター、エカサッ
プ・アンド・ラロファ文化村などがある。

カバの

30

式

と
エスピリットサント

ト

島、 通 称「サ ン ト 島」
は、エファテ島の北西約

ンバーラン
（ ape omberland）

0

250kmに位置し、面積
4,010km2を 有 す る バ

N

ン

オラ
ント
ora Point）
ロス
（ ape

ンド

心は南東にあるルーガン
ビルで、第２次世界大戦

15

中はアメリカ軍の前線基

サ オ島
（Sakao）
ートオーリー
（Port lry）

ビッ
（Big Bay）

えた。

S

uiros）

サ オ 島
（Sakao Pen）

m

ロ ックビー
（Lonnoc Beac ）

ゴール ンビー （ olden Beac ）
エレファント島（Elep ant Is ）

ン

（

ン ンビー
ampagne Beac ）

リカ軍の基地建設が始

ーク

まり、一度に10万人の
兵

を受け入れる巨大な

1

m

E

W

（

約30,000人、 島 の 中

1942年５月 に ア メ

0km

1 05m

ヌアツ最大の島。人口は

地として

10

ント

（S ark Bay）

ロ
（Palon）
m

町 と な っ た。 実 際 に、
1945年 ９ 月 ま で の 約

ルーガンビル

３年間に約50万人以上
の兵

がルーガンビルを

通 過 し た。 町 に は カ マ
ボコ型の兵

が 並 び、

５つの飛行場と４つの
病院、そして実に40件
の映画

タ リ
（Tasiriki）
リス ン
（ ape Lisbon）

アオレ島
（Aore）
タスマルム（Tasmalum）
アラ 島
（Araki）
マロ島
タリブ
（Malo）
（Pt Tsinoitariv）

バ島
（Tutuba Is ）

ブー ンビル
（Bougainville Strait）

があったという。戦争リポーター、ジェームズ・A・ミッチェナー（ ames A.

Michener）が

し、後にミュージカル「南太平洋」（The South Pacific）の基となる「南

太平洋物語」（Tales of the South Pacific）を発表した。
戦争が終わり、アメリカ軍が去った後に残ったものはごみの山であった。アメリカ軍は不
要になったブルドーザーやクレーン車、フォークリフト、発電機などをルーガンビルの東約
10kmの海岸に

てた。そのごみの価値を見て、地元の人々がミリオン・ダラー・ポイント

と名付けた。現在では、サント島のダイビングスポットの一つとして知られている。
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ント島の

で、ココナッツプランテーションや牛の放
地帯が広がり、住民の大部分が生活して

サント島の北側にはカンバーランド半島

いる。

とカサオ半島が２本の角のように突き出て

ルーガンビルの気温は夏が最高で

おり、その間には、1606年にこの島を
訪れたスペイン人の探検家、キロスが

30℃、冬が27℃とほとんど差がないが、

のガレオン船で入ってきたビッグ湾（Big

降雨量は２月が最も多く平均330mmで、

Ba ）がある。

乾季の８月は平均80mmほどである。

はこの島を「聖

の地」

を意味するエスピリットサントと名付けた。

ルー

サ ン ト 島 は 南 北 が116km、 東 西59

ンビルへの行き方

kmで、島の西側にはバヌアツの最高峰、

ルーガンビルの中心から東へ約5kmに

高1,878mのタブエマサナ山を中心に３

ペコア国際空港がある。ブリスベンとシド

つの1,700m級の山々が

え、さらに北西

ニーから週１回直行便が運航され、毎日２

のカンバーランド半島に向かって1,500m

～３便がポートビラとの間に運航されてお

級の山並みが続く未開のジャングル。対

り、所要時間は１時間。空港から町にはミ

的に南から東にかけては比較的平

ニバスかタクシーを利用する。ミニバスは

ルーガンビル

な地形

リクロ
（Palikulo）

k

ビー

フロント

リ
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ート
H

m

H

N

k

W

テルサント
レ
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クーリッ
リオン ラー
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ン

ー
H
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ート ラ
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ンリー
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H
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km

ビン
H
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N
W

ントル ス
Saint Louis

アオレ リ ート
ラ ア フ リー

S

ゴン

0
H

E

1 5

150m

テル

VT200、 タ ク シ ー はVT1000か ら で、
タクシーの場合はメーターが付いていても
ほとんど利用していないので、乗る前に料
金を確認しておくこと。

島の
ペコア空港

なんと言っても海と山のアクティビティ
がサント島の一番の魅力であり、トレッキ
ングやバヌアツ

指のシュノーケリングや

ダイビングのポイントがルーガンビル周辺
だけでも20数箇所を数える。
ルーガンビルマーケット
Luganville Market

町のメインストリートにあり、新鮮な
ルーガンビル市内

、果物などを販売している。日曜日の夕
33

シャンパンビーチ
Champagne Beach

東海岸のホグハーバー地区にあり、

子

の木に囲まれた美しい白砂の海岸。地下か
ら溢れる

水が

と一

に出てくることか

らシャンパンビーチと呼ばれる。
方から土曜日の午後まで開いている。
ブルーホール
Blue Holes

サント島の東
ホールが
の

いには、数多くのブルー

在する。クリスタルに

では、水

んだ

、シュノーケリングが満

喫できる。
シャンパンビーチ

ロノックビーチ
Lonnoc Beach

ヤシの木がロノックの長く続く白砂の海
岸では、近くにあるエレファント島の

め

が美しい。

ブルーホール

ロル自然保

地域

Loru Conservation Area

島の東海岸に位置する220エーカーに
およぶ美しいロル公園では、自然の中の
策、コウモリの洞窟、最後の低地
楽しめる。
34

木群を

ロノックビーチ

オーリー湾

にある。

Port Orl

村は1887年にカソリックの宣教ミッ

ミレニアム洞窟

ションにより建てられた。美しい村は島の

Millennium Cave

広葉

で覆われている。

ルーガンビルから北西に15kmのジャ
ングルの中にある

ァース自然保

窟で、まばゆいばかりの

区

Vatthe Conservation Area

んだ水の

始動植物で有名な2,300ヘクタール
の自然保

区が、ビッグ湾からジョーダン

いに海抜449

20m、高さ50mの洞

のウィンボー山まで

があり、

石や石

、

と言う小さなコウ

モリとツバメが

息する。洞窟探検後は、

の中の

いで下るトレッキングが

楽しめる。見

を

せない場所である。

広がっている。積み重なった平地林が特徴
で、

の観

、森林

策が楽しめる。

外洋諸島
島の南部にあるマロ島、アオレ島、ツツ
バ島、ボキサ島は、ヤシと熱帯雨林に覆わ
れているが、ダイビング、シュノーケリン
グの格好の場所であり、ダイブセンターは
ボキサ・エコー・アイランド・リゾート内

ミレニアム洞窟

戦争の遺跡
マロ島のマロ

サント島には第２次世界大戦時に10万
人の

兵が集まる巨大な米軍基地があっ

た。
かまぼこ型兵 、
飛行場跡地、
ミリオン・
ダラー・ポイント（兵器などの
ボキサ島

場所）
、

B17 撃機の残 など遺跡めぐりができる。
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ビルビル（カストム）村
Vil Vil

伝統的風習と文化が残る村を訪ねるツ
アーが楽しめる。酋長とダンスによる出
えが行われる。

ビルビル村

アクティビティ

プレジデント・クーリッジ

サント島への日帰りツアーがポートビラ
から出ているほか、サント島のリゾートや
ホテル旅行代理店でも独自のツアーを企画
している。
●ダイビングとシュノーケリング
サント島にはレックダイブやコーラルダ
イブに

した場所が多い。ダイビングサ

プレジデント・クーリッジ

ビスはアクアマリーン（Tel: 36 196）、
アラン・パワー・ダイブツアーズ（Tel:

プレジデント・クーリッジ

36822）などがある。またルーガンビル

President Coolidge

の

合いのアオレ島とツツバ島、さらに南

豪華客船クーリッジがルーガンビルのサ

のマロ島の周りには、ダイビングやシュ

ント港に沈んでおり、世界で最も近づきや

ノーケリングに

すいレックダイブのポイントとして知られ

したスポットが数多い。

る。1942年10月26日、 全 長200m、
25m、総トン数22,000トンの客船が
アメリカ軍の２つの機
36

に接触して沈没し

た。プレジデント・クーリッジはアメリカ

ツツバポイント

軍に徴用されており、それまでに5,000人

Tutuba Point

以上の兵隊を運んでいた。

ツツバ島。地形が美しく透明度が良い。
バラクーダの群れや、ナポレオンなどが見
られる。

ミリオン・ダラー・ポイント
Million Dollar Point

クーリッジポイントの東約２km、アメ
リカ軍が数
る。水

トンの器

を

てた場所があ

０mから40mまでに、ブルドー

USS・タッカー
USS Tucker

クーリッジの沈む３ヶ月前、機

ザーや飛行機のエンジン、ジープ、トラッ

たって沈んだアメリカの

クなどがある。アメリカ軍はバヌアツを統

西、

治しているイギリスやフランス政
りを

したが満足な回

たことから、
とを

後に

って、この場所に
にも

に当

遂船。マロ島の

度約20メートルにある。

に買取

が得られなかっ
手に使用されるこ
てたものである。

乱しているので誰でも見ること

ができる。

ヘンリー・ボナード
Henr Bonneaud

1989年にレックダイブのために沈め
られた貨物船で、水

30～40mに横た

わっている。いまでは多様な魚の住

であ

り、ソフトコーラルが美しい。ナイトダイ
シンディーズリーフ

ブもできる。

Cind s reef

アオレ島。リーフ
ル

や大きなテーブ

などバラエティーにとんだ美しいリー

フとトロピカルフィッシュの群れを楽しめる。

●トレッキング
日帰りでできるミレニアム洞窟ツアー
や、２泊３日で村に宿泊して、一般の村の
生活を体験し、ミレニアム洞窟や他のト

チャールズリーフ

レッキングを３日間行うツアーや、４泊５

Chails Reef

日でサント島のカスタム村を訪ねるハード

ツツバ島。18メートルまでの
らゆる

はあ

に囲まれ、40メートルまでドロップオフ
できる。

なトレッキングツアーもある。

と美しいトロピカルフィッシュ
●乗
バヌアツ一の大きなベルモル

場内で３

時間かけて、美しいラグーンやビーチ、バ
ニアンの木の森を

で探

する。
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●日帰りツアーと島内

り

て大きく

見どころを１日で回る代表的なコース
は、ルーガンビルを出発して北24kmほ

へカーブするとミリオンダラー

ポイントがあり、ルーガンビル市街まで残
り８kmになる。

どにある伝統の村ファナフォを訪ね、さら
に北に向かってビッグベイに面したマタン

スランダ

タス村までの約30kmを

Surunda

る。この村は、

1606年にスペイン人キロスが上陸して
とした場所であり、1980年にはサン
ト島の反乱を
ニア軍が

圧するためパプアニューギ

撃を加えた村でもある。また、

バハイ教徒と安息日

派が分かれて住ん

でいることでも知られている。
ここから東に約20kmほど

スランダは

日月型をした小さな湾に面

した海岸で、この一帯には戦時中のアメリ
カ軍やニュージーランド軍のキャンプが
あった。村を少し北に向かった
に大きな木があり、これに

手の浜辺

れるように古

い建物が残っている。1956年に初

され

ると、南

たアメリカのミュージカル「南太平洋」に

太平洋で最も美しいといわれるシャンパン

出てくるブラディー・メアリーは実在の女

ビーチに出る。毎年５月から10月にかけ

性で、その舞台となった売

ては４週毎にクルーズが訪れて数時間

ている。戦時中は

し、多くの乗船客が水
を楽しむ光
に約30km

びをしたり日光

が見られる。ここから南

るとマテブルブルーホール

がある。小さな自然の
さ18m、

泊

い

の

は

が50m、

を溶かしたような色

をしている。ルーガンビルまでは残り約
20km、スランダ村からパリクロ湾を過ぎ
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回

した兵

の上に

たちが戦場に

宿が今も残っ
戦病院があり、
る前に歩いて

ここを訪れたと伝えられている。ここは
有地であり、見学するにはツアーに参加す
ることになる。スランダからルーガンビル
へは内陸を

る近道があり、この途中に戦

時中のアメリカ軍放送局跡がある。

テル
テル名
Aore Island esort
Beachfront esort
oral uays Fish Dive esort
Deco Sto Lodge
Hotel Santo
eef Motel
Turtle Bay esort
nity Motel
Lonnoc Beach Bungalows

Fax

ーム ージ
www.aoreresort.com
www.TheBeachfront esort.com
www.coral uays.com
www.decosto .com.vu
www.hotelsanto.net
www.turtlebayresort.vu
www.unity arkmotel.com
www.lonnocbeach bunglows.com

レストラン
レストラン名
Natangora cafe Natangora cafe
ictoria af
Ocean King afe
estaurant
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ン

タンナ島はバヌアツ南部
に あ る 人 口 約20,000人
の 火 山 島 で、 面 積 は
549m2 で あ る。

ースタンナ
ブルーケーブ
（ ort Tanna
Blue ave）

高

361mの ヤ ス ー ル 山 は、
世界的にも有名で、黒い火
山

高

を4WDで

着した地

な溶岩が目を

う。

（

ト
ite

ラス
rass Airport）

（

N
W

E
S

aisisi） サルファー
（Sulp ur Bay）

っ赤

H

1774年キャプテン・クッ
クが来訪し、火山への登
を求めたが、住民の聖地で
あったため

10km

0 m

着くことができる。特に夜
出す

5

ト ラス
オー
ンリ ート
（
ite rass
cean esort）
タンナエバー リーン
リ ート
アー
（Tanna Evergreen
esort Tours）

H

まで辿り

は、火口から

リーン ル
（ reen ill）

H

り到

から徒歩で10

分ほどで火口の

0

されている。

フレン リーバンガロー
（ riendly Bungalows）
ートリ リ ー
ン
（Port esolution）

55 m

レナケル
（Lenakel）
ケル
サン ル
（ akel）
（Isangel）
タンナロッ
（Tanna Lodge）

1m
k m
10 m

タンナ島の住民は伝統的

エタ
（Etapu）

10

な習慣と文化を今もなお

ーク
（S ark Bay）

m

持し続けており、１年に１回
エルアレン
（ eruareng）

行われるヤムフェスティバ
ル、 礼の

式と結婚式、

オ
ント
（ anuwao Point）

ユニークな のペインティングなど独特のメラネシア文化に接することができる。
島は雨が良く降るが、比較的過ごし易く、北西地域のサバンナ（草
地域の岩だらけの山々と

林に広がっており、

な中

ンナコーヒー」を始めとするバラエティーに富んだ

）と低木地から南西

部ではバヌアツの特産である「タ
・果物が取れる。

美しくペイントした女性
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島の

便局でも購入できる。

ヤスール山
Mt. Yasur

レムナップの海中洞窟
タンナ島の北部はホワイトグラスのブ
ルーホール洞窟からボートでしか行けない
所がある。ここにあるレムナップ洞窟は直
60m、中

に５mの

ら差し込む光で海水は

があり、ここか
色に変化し、と

ても美しい。洞窟の中へはダイビングで崖
ヤスール山全

高361mの活火山で島の南東に位置

の下から入るか、引き

の際に

いで入る

しかない。

し、世界でも最も近づきやすい活火山であ
る。 世紀もの間降り続いた火山
月面に似た巨大で荒涼とした砂
げた。火口の

の雨は、
を

り上

まで上れば、溶岩が

き上

げる素晴らしい光

を目にする。旅行者は

世界でも初めての火山郵便局から「ヤスー
ル火山の切手」を

って手紙を出すことも

ブルーホール洞窟
ホワイトグラス空港より２km北のホワイ
トグラスの海辺に 100m、

さ２～３m

に広がるサンゴ礁、ブルーホールがあり、
重にも重なるサンゴと色とりどりの熱帯
魚をシュノーケリングで楽しめる。

できる。（Volcano Post, Tel：22 000,
E-mail：philateli@vanuatupost.vu）

ネコウィヤー・セレモニー

なお、ほとんどのホテルから見学ツアーが

Nekowiar Ceremon

出ており、火山切手はポートビラ市内の郵

バヌアツの文化行事の中で最も素晴らし
いものの一つで、周辺の部族が集まり３日
間にわたって繰り広げられるもので、
物の

火するヤスール山

式、カストムダンス、祝

り

からな

ネコウィヤー・セレモニー
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る。このうち男性による「トカ」の
３年か４年に１回行われる最も強

式は、
なダン

スである。

技術を

露する。薬草の作り方、ライフス

タイル、トカ・ダンス、タンナ島の

と

果物が楽しめる。
ジョン・フラム村
ohn Frum Village

東海岸のサルファー湾および西海岸のイ
マナカの村で行われる

住民による宗教運

動で、「カーゴ・カルト」
の一つである
「ジョ
ン・フラム運動」として有名である。この
トカの

式

運動はかってアメリカ人が豊富な物資を持
ち込んだ時期に始まり、住民は「いつの日

カストム村

にかジョン・フラムと言う人がやって来て、

Custom Villages

キリスト教やヨーロッパの影響からメラネ

滞在中、タンナ島のカストム村の一つを
訪れてみよう。
信

等の

しい「カストム」

に基づき続いてきた自給自足の社会を

基本に、西洋文明に

されていない生活を

シア人を

トラック、冷

など）をもたらしてくれ

る」と信じたが、
今でもジョンの来訪を

っ

て金曜日に音楽や踊りでお祭りを行う。

くことが出来る。伝統的なダンスを楽し
み、手

い、大量の物資（缶詰、タバコ、

アクティビティ

品も購入できる。

ホワイトグラス平 （White Grass Plains）へのハイキング
有名なタンナ島の
平

生

の生息地である

でエロマンゴまでの海岸線は息を

む

ほど美しい。

カストム村

南タンナ文化エコ村
South Tanna Cultural Eco Village

南タンナの部族が集まり、祖先の伝統と
42

ワイルドホース

乗

ポート・レゾリューション
種類かの乗

窟では、森への乗

を楽しめる。レナケル洞

ンの木に

で南半

Port Resolution

最大のバンヤ

南東の海岸は水

。事前に予約すれば火山へも

が

いヨットハーバー

になっている。1774年に来航したキャプ

行ける。また、東海岸のロウニエル村では

テン・クックが命名し、白砂の

バヌアツで最長の黒砂の海岸で乗

のカフェがあり、新鮮な魚と地元の料理が

を楽し

める。

味わえる。

ポートレゾリューション

テル
テル名
White Grass Ocean esort
Tanna Lodge
Friendly Bungalows
Tala ua Guesthouse
Tanna Evergreen esort Tours

には地元

Fax

ーム ージ
www.whitegrassvanuatu.com.vu
www.friendly bungalows tanna vanuatu.com
www.tevergreenresort tours.vu

レストラン
ホワイト・グラス・オーシャン・リゾートやエバーグリーン・リゾートなどのホテルにあ
るレストランのほか、以下のようなレストランがある。
レストラン名
Evergreen estaurant Bar
White Grass estaurant Bar
Ianiuia Surf Beach estaurant
ulcain estaurant
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関係先リスト（バヌアツ共和国）
・

ンタクト

Business/Investment Licences
First secretar
Ministr of Finance
Private Mail Bag 058
Port Vila
Vanuatu
Tel：（678）23 032
Fax：（678）27 937

ンタクト
●Vanuatu Tourism O ce
P.O.Box209, Ground floor, Pilioko House
Lini Highway, Port Vila,
Vanuatu
Tel：（678）22 685 / 22 813 / 22 515
Fax：（678）23 889
E-mail：tourisum@vanuatu.com.vu
Website：http://www.vanuatu.travel/

・情報提供、記事校
一（2009年初

等にご協力

）

進（2009年初

）

Rocket Guides（2009年初
バヌアツ政
44

観光局

称

）

NPO法人日本バヌアツ親善協会

Wreck to Rainforest（2009年初
多

いた方々（

）

バヌアツ共和国親善大使
グリーン

）

相

由美

立
サウスパシフィックツアーズ ビラ（SPT VILA）

行にあたって
本書は太平洋諸島センターの活動対

となっている太平洋諸

国13カ国・１地域のうち、バヌアツ共和国に関する観光情報
をできるだけ
け

く理

して

しくまとめたものです。また、同国をできるだ
くために、観光情報以外にも同国の

、経

済、社会等についても紹介しています。
バヌアツ共和国は、

年か前に「世界で一番

せな国」とし

て報じられましたが、島ごとに異なるその多種多様な文化が英
国とフランス文化と共存し、互いに影響しあって、「和」を大
切にする独特の文化を育んでいます。また、同国にあるペンテ
コスト島の「ランド・ダイビング」は「バンジー・ジャンプ」
の基になったことで良く知られています。
バヌアツを訪れる観光客のほとんどはオーストラリア、
ニュージーランドからで、日本からの観光客数は2013年３月
現在600人ほどですが、バカンスや新婚旅行の行き先として
少しずつ口コミで人気が高まってきています。
本書が日本におけるバヌアツについての関心と理 を め、こ

バヌアツ共和国

れから同国を訪問されようとする方々の参考となれば いです。
2013年８月１日
国際機関 太平洋諸島センター
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