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パプアニューギニア
正式国名

パプアニューギニア（Papua New Guinea）

面積

46.2万平方キロメートル（日本の約1.25倍）

人口

618.7万人（2006年太平洋共同体事務局）

首都

ポートモレスビー（Port Moresby）

民族

メラネシア人

主要言語

英語（公用語）、ピジン語、モツ語等

宗教

キリスト教、その他、祖先崇拝などの伝統信仰も強く残っている。

政体

立憲君主制

1人当りGNI
通貨

660米ドル（2005年世銀アトラス）
キナおよびトヤ

電話の国番号 （675）＋（相手先の番号）

日本と太平洋島嶼国
Tokyo
JAPAN
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（パラオ）

Chunk Is.

MARSHALL
ISLANDS
（マーシャル諸島）

Pohnpei Is.

MICRONESIA
（ミクロネシア連邦）
Bismarck Is.

PAPUA
NEW GUINEA
（パプア・ニューギニア）

Kosrae Is.

Kiritimati Is.
Gilbert Is.

SOLOMON
ISLANDS
（ソロモン諸島）

赤道
Phoenix Is.

NAURU
（ナウル）

Line Is.
KIRIBATI
（キリバス）

TUVALU
（ツバル）
SAMOA
（サモア）

VANUATU
（ヴァヌアツ）

NEW CALEDONIA
AUSTRALIA

FIJI
ISLANDS
（フィジー諸島）

TONGA
（トンガ）

COOK ISLANDS
（クック諸島）
Tahiti

NIUE
（ニウエ）

パプアニューギニアの概要
赤道の直ぐ南、オーストラリアの北には巨大なニューギニア島とその周辺に1,000を超
える島々がある。ニューギニア島の東半分が最後の秘境といわれるパプアニューギニアであ
り、西半分はインドネシアに属するイリアンジャヤ。大小700もの島からなるパプアニュー
ギニアは、総面積46.2万㎢で日本の約1.25倍、人口は約619万人でパプア人やニューギ
ニア人、高地族を中心に多くの部族で構成されている。言語の数も多く、実に800にも及
ぶ異なった言語が話されているという。
国名のパプアニューギニアは、1526年に上陸したポルトガル人が「パプア」と名付け、
その後に上陸したスペイン人が「ニュー・ギニア」と名付けたことに始まる。パプアはマレー
語の「縮れ毛」を意味し、ニュー・ギニアはアフリカの「ギニア」に似ているからと伝えら
れている。首都はポートモレスビーでニューギニア島の東に突き出た半島の南にあり、人口
約30万人の近代的な都市である。また、日本人によく知られているラバウルは、ニューギ
ニア島の東に位置するニューブリテン島の最北端にある。
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●先史時代

見た。1882年、ドイツが積極的な植民地
政策を進めたことに英国が反発し、オラン
ダを含めた3国間での調整が図られた。そ

ニューギニア島に人々が移動してきたの

の結果、1884年9月、ニューギニア島の

は5万年前の氷河期時代に遡る。スマトラ

3分割が決定した。西地区はオランダ、南

からインドネシアの島伝いに、あるいはカ

東部は英国、そして北東部は最初に領有を

リマンタン島を経由して移住してきた人々

主張したドイツの権利が認められた。東西

が、ニューギニア全土に定住するようになっ

の分割は、この時点でヨーロッパ人が進出

たのは紀元前8000年ごろからと云われて

していない山間部で線引きがなされた。

いる。当時はオーストラリアと陸で繋がっ

北東部の占有を主張したドイツは、その

ており、さらに南下して行った人々がアボ

後15年間この地で植民地経営を行ったが、

リジニと呼ばれるようになった。

経営は失敗に終わり、1899年にニュー

紀元前9000年頃、ニューギニア島の高

ギニア島の東に浮かぶビスマーク諸島へと

地に住む人々は既にサゴヤシの実、パンの

拠点を移した。一方、英国は、1888年

木、バナナ、ヤムイモ、サトウキビなどを

総督となったマグレガー卿が警察組織を創

植えていたらしい。

設するなど安定した植民地経営を行った。

●ヨーロッパとの接触

1906年、英国の植民地はオーストラリア

記録では、最初にニューギニア島に上陸

政府に引き継がれ、オーストラリア領パプ

したヨーロッパ人はポルトガル人のメネセ

アとなった。

スで、1526年となっている。上陸したの

●第1次世界大戦

はニューギニア島の北西部の龍の頭の形を

1914年、第1次世界大戦の勃発により、

した半島である。ヨーロッパからの本格的

英国はオーストラリアに対しニューギニア

な進出は大航海時代を迎える16世紀から

のドイツ領への占領を要請し、同年9月、

で、1545年にスペイン政府が統治宣言を

オーストラリア軍はニューブリテン島のドイ

行った。しかし、この宣言は形式的なもの

ツ軍司令部を占拠したが、ドイツ領を完全

で実際には統合されず、1660年にはオラ

に掌握するまでにはなお、6ヶ月を要した。

ンダ東インド会社が島の一部を占有した。

1920年、国際連盟はドイツ領ニューギ

●植民地の時代

ニアの統治をオーストラリアに委任した。

19世紀に入るとヨーロッパによる植民

これによりニューギニア島の東半分は正式

地化競争が激しくなり、1824年には英

にオーストラリア領パプアニューギニアと

国とオランダが西側の覇権を巡って衝突、

なり、積極的な開拓が行われることになっ

1828年に英国の撤退で一時的な解決を

た。1927年から30年に掛けて、オラン
3

ダ領との境を源流としてニューギニア島の

に立ち向かったパプアニューギニアの歩兵

北へ流れるセピック川と南のパプア湾に下

大隊の戦闘を記念したものである。

るフライ川を結ぶ全流域の調査や、過去の

●終戦から独立まで

入植者が手を付けなかったハイランド地方

この大戦を契機に、ニューギニアの人々

への探検隊の派遣などが行われた。金鉱脈

はオーストラリアの植民地政策に疑問を持

の発見もこの年代だった。しかし一方では、

つようになり、不満は次第に大きくなって

新しい入植者とニューギニア人との間で労

いった。また、世界的にも植民地支配への

働条件を巡る緊張が高まり、1929年には

反発が強まったことから、1962年に国際

大規模なストライキが発生している。

連合はオーストラリアとオランダに対して

●第2次世界大戦

ニューギニアの独立を支援するよう要請し

1941年12月、日本軍が真珠湾を攻撃

た。そのポイントは、国語力の強化を中心

した時点では、オーストラリアは英国と共

とした国民全体のレベルアップと徹底的な

に北アフリカやヨーロッパで2年にわたっ

エリート教育を同時に行うことによって自

てドイツ軍と戦っていた。日本軍はその虚

治政府の発足を早めることだった。結果と

を突いてニューギニアからソロモン諸島へ

して、1963年にはオランダ領の西半分が

と戦線を拡大し、1942年1月23日には

インドネシア領イリアンジャヤとして独立、

ラバウルを占領、ここを拠点にニューギニ

1964年には東半分のオーストラリア領で

ア島のレイ（ラエ）、サラモアに上陸した。

は64人の議員による初の議会が開かれた。

日本軍は、ココダトレイルの難所を突破し

1973年に自治政府が発足、1975年3

てポートモレスビーの僅か50㎞まで侵攻

月には外交と国防をオーストラリアから譲

したが、オーストラリアとアメリカの連合

り受け、同年9月16日にパプアニューギ

軍の激しい反撃を受け撃退され、この敗戦

ニアとして完全な独立を達成した。

を機に苦難の撤退が始まった。

政治と経済

1943年9月、連合軍は激戦の末にラエ
を奪回、日本軍はウェワクまで追い詰めら

●政治動向

れた。ニューギニア島での戦闘は1945年

パプアニューギニアでは1975年に独立

までにほとんど終結していたが、ニューブ

して以来ソマレ政権が5年ほど続いた後、

リテン島やニューアイルランド島での戦闘

小党が乱立して連立政権が続いている。

は無条件降伏による武装解除まで日本軍の

ブーゲンビル島では、1988年にブーゲン

散発的な抵抗が続いた。

ビル銅山に関する地主の土地賠償要求に端

パプアニューギニアの7月24日の戦没

を発した紛争が、その後ブーゲンビルの分

者追悼記念日は、1942年の日本軍の侵略

離独立運動にまで発展し、89年には非常

4

事態宣言が出された。紛争は長期化したが、

資が活発化している。

1999年7月に人民民主運動党のサー・メ

一方、85％の国民は自給自足の農業お

ケレ・モラウタ党首を首相とする政権交代

よび漁業に依存しているが、都市部の貨幣

があり、最大の懸案であるブーゲンビル問

経済と村落部の自給自足経済が混在する二

題についてニュージーランドの仲介で和平

重構造となっており、最貧国の一つに留

協議が開始された。

まっている。現在の人口は619万人である

2001年8月に中央政府と分離独立派と

が、その失業率は地域により4％～ 80％

の間で、
（a）ブーゲンビル自治政府の創設、

にもなり、特に都市部での高失業率は社会

（b）ブーゲンビルの将来の政治的立場につ

問題化している。

いての国民投票権の創設、（c）武器撤収計

同国は、基本的な不安定要因として、予

画の3つを柱とする「ブーゲンビル和平合

測できない天候の変化、原油、農産品など

意」が署名された。

の国際商品価格の不安定さ、ガス・パイプ

パプアニューギニア政府は、南太平洋諸

ライン・プロジェクトを含む大規模開発案

国との協力関係の重視と、オーストラリア

件の推進などを抱え、また、地理的条件に

との関係重視、インドネシアとの善隣関係

より莫大なコストを要するインフラ整備、

重視、さらには、ASEANとの関係強化及

極端に低い人口密度、加えて、複雑な土地

び日・米等との貿易・投資関係を重視して

所有制度、深刻な治安問題、遅々として進

いる。

まない人材開発、年3％以上の人口増加率

●経済動向

などはさらに開発の阻害要因となっている。

パプアニューギニアは豊富な天然資源

2007年7月に行われた総選挙はどうに

（天然ガス、原油、金、銅、ニッケル、コ

か平穏に行われたが、新政権は今後も公共

バルト、木材、水産物など）に恵まれ、輸

部門の改革をはじめとする各種政策の着実

出所得の70％を鉱物資源の輸出が占めて

な実施により、海外投資家の信頼を醸成し

いる。2003年以降は金、原油、銅などの

経済の安定と成長を図らなければならない

鉱物資源、コーヒーやココアなどの農水産

という難しい政策運営を迫られている。

物の好調な輸出、国際商品価格の高騰、順
調な気候条件、安定した政権、財政金融政

地理と地勢

策の引き締め、貿易政策の改善により経済

オーストラリアの北160㎞、赤道の直

はプラス成長を続けており、今後も暫くこ

ぐ南に位置し、ニューギニア島の東半分と

の傾向が続くものと見られている。最近は

ニューブリテン島、ニューアイルランド

観光資源の開発に力を入れており、輸送や

島、ブーゲンビル島など大小700を超え

旅行者用諸施設などのインフラ整備への投

る島々からなる。ニューギニア島の西には
5

インドネシア群島、東にはメラネシアの

トモレスビーの北には4038mのビクト

島々があり、地理的にも文化的にも両方の

リア山がある。火山の活動も活発であり、

影響を強く受けている。

1994年9月19日にニューブリテン島の

ニューギニア島の高地は谷が深く険し

ラバウルにあるタヴルヴル山とヴァルカン

い。イリアンジャヤとの国境近くの鉱山か

山、21日にラバラナカイア山が噴火し、

ら東に蛇行して流れる全長1126㎞のセ

ラバウル旧市街は火山灰に埋まり壊滅状態

ピック川は、中流域では広大な湿地帯とな

になった。現在、ラバウル旧市街に代わる

る。雨量が多いと氾濫し、河川流域は常に

新しい市街がココポに作られ、空港もココ

水害の危険にさらされている。本島の中央

ポ郊外のトクアに移っている。

部を北西からマン島にかけて山脈が続き、
最高峰はウィルヘルム山の4508m、ポー

州名および州都名等

州名

首都名

連邦首都地域

National Capital District

ポートモレスビー Port Moresby

セントラル州

Central Province

ポートモレスビー Port Moresby

モロベ州

Morobe Province

レイ（ラエ）

Lae

ミルン・ベイ州

Milne Bay Province

アロタウ

Alotau

オロ（ノーザン）州

Oro（Northern）Province

ポポンデッタ

Popondetta

ガルフ州

Gulf Province

ケレマ

Kerema

ウェスタン（フライ）州

Western（Fly）Province

ダル

Daru

イースト・ハイランズ州

East Highlands Province

ゴロカ

Goroka

シンブ（チンブ）州

Simbu（Chimbu）Province

クンディアワ

Kundiawa

ウェスタン・ハイランズ州 Western Highlands Province

マウントハーゲン Mt. Hagen

エンガ州

ワバグ

Enga Province

Wabag

サザン・ハイランズ州

Southern Highlands Province メンディ

Mendi

マダン州

Madang Province

マダン

Madang

イースト・セピック州

East Sepik Province

ウェワク

Wewak

サンダウン（ウェスト・セ Sandaun（West Sepik）
ピック）州
Province

ヴァニモ

Vanimo

マナス州

Manus Province

ロレンガウ

Lorengau

ニュー・アイルランド州

New Ireland Province

ケビエン

Kavieng

イースト・ニュー・ブリテ
East New Britain Province
ン州

ラバウル

Rabaul

ウェスト・ニュー・ブリテ
West New Britain Province
ン州

キンベ

Kimbe

ノース・ソロモンズ（ブー North Solomons
ゲンビル）州
（Bougainville）Province

ブカ

Buka
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候

ニュー・ブリテン州では6000㎜を超え
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るところもある。気温は年間を通して大き
な変化は少なく、平均気温はポートモレス
ビーやラエで27℃、中央高地（ハイラン
ド地方）では18℃、夜は10℃くらいまで
下がることもある。

社会と人々
パプアニューギニアは19州で構成され
ている。2005年統計で総人口約590万
人の居住地域を大きく区分すると、首都
ポートモレスビーに約30万人、海沿い地
方に約220万人、中央高地（ハイランド）

12月から3月が雨季となる。ただ、パプ

に約230万人、ニューブリテン等の島々

ア湾に面したガルフ州は世界的にも知られ

に約110万人となり、総人口の約39％が

る多雨地域で、年間の降雨量は8000㎜に

ハイランドに居住している。

も達し、特に雨の多いのは5月から10月。

パプアニューギニア人は歴史的に見ても

また、ソロモン海に面したレイ（ラエ）か

多くの混血を繰り返し、数多くの部族に分

らアロタウにかけては4月から9月が雨季

かれたと考えられている。これは植民地時

となる。

代の住居の強制的な移動などにも影響され

首都のポートモレスビーは、年間降雨量

ている。文化や歴史的な関連性からは、南

が1000㎜ほどと少なく、4月から11月

に多いパプア人、
北に多いニューギニア人、

は乾燥して埃っぽい毎日が続く。一方、レ

そして高地人と島に住む島人に分かれる。
また、体型あるいは肌の色によっても分け
ることが出来る。
●メラネシア社会
多数の部族に分かれていても、いずれも
メラネシア人であり共通点を有している。
パプアニューギニアの発展の速度は速く
なっているが、それでも大半の人々は農業
による自足自給の生活である。従って、伝
7

統的社会がそのまま残っており、社会の最

宗

も重要な基盤は部族である。若者は年配者
のために働き、家族は一族のため、一族は
部族のために結束する。
貨幣経済が次第に広がっている一方で、

教

パプアニューギニアは憲法でクリスチャ
ンの国であると宣言している。カトリック
教徒が約28％、ルター派が約23％、ユナ

中央高地やセピック川の中、上流域では従

イテッド教会が約13％で、その他は英国

来からのシェルマネー（真珠貝などの貨幣）

国教会など広い宗派に属している。一方で

や豚のほうが依然として価値があったりす

は依然として伝統的な宗教や精霊が信仰さ

る。現在でも一部地域ではシェル・マネー

れ、特に高地族にその傾向が強い。

が使われており、他には冠婚葬祭での贈り

言

物として重要な意味を持っている。
●ワントク（Wantok）

語

パプアニューギニアで使われる言語は大

パプアニューギニアには、人々の間に「ワ

きく分けて500、細かく分けると800語

ントク」と呼ばれる仲間意識（義理のよう

を数える。共通語は公用語が英語で、日常

なもの）がある。「ワントク」（Wantok）

的に話されるのはピジン英語とモツ語。ピ

は、文字通りには「ワン・トーク」（0ne

ジン語とは英語と現地語が混じったものの

talk）または「同じ言葉」を意味するが、

総称であり、従って隣国のソロモンやバヌ

さらに「同じ家族」、「同じ部族」と言う意

アツで使われるピジン語と共通点は多いが

味が加味される。誰かに助けてもらった場

同じではない。

合は、自分が損をすることになっても相手

同じ発音を繰返す単語が多いことがピジ

を助ける義務を負う。この意識が、資本主

ン語の特徴だ。例えば、
「話す」は「トク

義的もしくは西洋的な生活様式、ビジネス

トク」、
「食べる」は「カイカイ」
「花」は「ナ
、

様式に組み合わされた場合、問題が生ずる

タナタ」、
「ワニ」は「プクプク」
、
「小さい」

原因になることがある。

あるいは「少し」は「リクリク」で、
「もっ

教

育

州によって若干の違いがあるが、約70％
の子供たちが正規の小学校教育を受けて
いる。公立の小学校も授業料が必要であ
る。上級学校に進学するのは、その内の約
30％、さらに専門学校や大学に進学する
のは約1％である。
8

と小さい」は「リクリクモア」など、素朴
でどこか楽しい。しかし、英語と似ていて

て食べる。
肉類はニワトリやブタが中心であるが、

も意味が全く違う単語もあるので注意した

地方に住む人々は祝いごとや来客があった

い。

時などに食べる程度。特に、貴重なブタを

ピジン語を覚えよう

料理する時、一族が集まってにぎやかな食

おはよう。

モーニン（Monin）

事となるのは昔も今も変わらない。海の近

こんにちは。

アピヌン（Apinun）

くや川沿いに住む人々は魚を食べるが、奥

こんばんは。

グッナイト（Gutnait）

地や高地に住む人々は鳥類やワニなどの爬

ありがとう。

テンキュー（Tenkyu）

虫類、小さな有袋動物などを食べる。

ごめんなさい。 ソーリートゥルー（Sori tru）
お元気ですか。 ユーオーライ？（Yu orait?）
私は元気です。 ミオーライ（Mi orait）
じゃまたね。

ルッキム

さよなら。

グッバイ（Gutbai）

写真を撮っても
いいですか？

イナップミキッシムサンペ
ラピクサ？（Inap mi kisim
sampela piksa?）

何？

ワネム？（Wanem?）

いつ？

ユー（Lukim yu）

ワネムタイム？
（Wanem taim?）

●ローカル料理
よく知られているのは南太平洋地域で
多い蒸し焼き料理で、パプアニューギニア
では「ムームー」と呼ばれている。地面を
掘って熱した石を置き、その上にイモや
魚、野菜などを香りの良い大きな葉で包ん
でのせ、さらに熱した石を被せて蒸し焼き
にする。
セピック地方を中心に食されている「サ

どこ？

ウェー？（We?）

クサク」と呼ばれる食べ物は、湿地帯に生

だれ？

フサット？（Husat?）

えるサゴヤシの幹を砕いて水にさらし、沈

なぜ？
いくら？

ビロング ワネム？
（Bilong wanem?）
ハマス？（Hamas?）

殿したでんぷん質を練って乾かしたもの
だ。味はなく、食べ方は焼くのが一般的。
イモ類と同じで主食となる。

パプアニューギニアの食べ物
旅行者が経験できる機会は少ないが、一
般の家庭料理の特徴はイモ類を多く食べる
ことである。タロイモやヤムイモ、サツマ
イモなどは、ほとんどの家庭で自給してい
る。調理法は皮を剥いて、丸ごと茹でたり、
煮たり、焼いたりする。バナナやパパイヤ
も、種類によってはイモ類と一緒に調理し

サクサク
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ビーのジャクソン国際空港でも簡単に入手

●カイ・バー
都会ならどこにでもあるファーストフー

できるが、現地の窓口は大変混雑してお

ドの店。チキンやソーセージ、イモ類、野

り、日本で事前に取得したほうが良い。ビ

菜類など、あらかじめ料理されたものの中

ザは在日パプアニューギニア大使館で取得

から、好きなものを選んで買う。但し、中

できる（パプアニューギニア大使館：東京

には衛生上問題のある店もあるので注意し

都港区三田1－4－28三田国際ビル、電話

よう。
カイ・バーでは冷やした飲料水も売っ

03－3454－7801）
。観光ビザの場合、

ているので、市街を歩き回る時には持ち歩

6 ヶ月以上の残存有効日数のあるパスポー

くようにしたい。

ト、予約済み往復航空券、申請書2通、カ
ラー写真（5㎝×5㎝）1枚、手数料2000
円 が 必 要。 原 則 と し て 申 請 日 の 翌 日 に、
60日間有効のビザが下りる。
（現在、日本
人旅行者のビザ免除が検討されている。
）
●入国審査と出国手続き
入国には入国カードと税関申告書が必要
である。入国審査は質問もほとんどなく簡
単だが、税関、特に食品の持ち込みは厳し
カイ・バー

パプアニューギニアのトラベル・ガイド
●日本からのアクセス

い。また、高価な電化製品などは1年以上
使用している場合は問題ないが、新しいも
のは課税される場合がある。タバコは紙巻
で250本、アルコールは2リットル、少量

2002年4月20日から毎週土曜日に成

の香水の持ち込みは無税である。なお、税

田国際空港からポートモレスビーへ直行便

関の検査後、到着待合ロビーに出る際、パ

が運航されており、料金や利便性の関係で

スポートなどの貴重品はすぐ安全な所に収

一般的にはこの直行便が便利である。他に

納し、大勢の人に囲まれても十分動けるよ

オーストラリアのケアンズやブリスベン、

うにすることが肝要だ。

シンガポール、マニラ、香港を経由するルー

出国時には出国カードを提出するが、根

トがある。

付きの蘭や1970年以前に作られた精霊

●パスポートとビザ

像などの持ち出しには厳しい罰則が設けら

パプアニューギニアへの入国に当って

れている。また、蝶の標本にはワシントン

は、渡航前にビザの取得が必要である。60

条約で輸出入が禁止されているものがある

日以内の観光目的であれば、ポートモレス

ので注意したい。
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●時差

で、20キナ紙幣以上はあまり使われない。

日本より1時間進んでおり、日本が正午

ホテルや高級レストラン以外ではつり銭も

の時、午後1時となる。近隣諸国ではオー

用意されていなかったりするので、小銭を

ストラリアのケアンズやブリスベンとは時

持ち歩きたい。クレジットカードは、ビザ

差が無く、ニューギニア島の西半分（イリ

（Visa）
、マスターカード（Master Card）
、

アンジャヤ）より1時間、フィリピンより

ア メ リ カ ン・ エ キ ス プ レ ス（American

2時間早くなっている。

Express）
、ダイナース・クラブ（Diners

●通貨と両替

Club）が高級ホテル、高級レストラン、旅

パプアニューギニアの通貨はキナ
（Kina：真珠貝を意味する）とトヤ（Toea：

行代理店、大手店舗で利用できる。
●チップ事情

小さな貝を意味する）があり、1キナ＝

チップの習慣はない。感謝の意味で「テ

100ト ヤ。 紙 幣 は50、20、10、5、2

ンキュー（Tenkyu）
」
（ピジン語）と応え

キ ナ が あ り、 硬 貨 は1キ ナ、50、20、

よう。なお、
何か特別に用事を頼んだ場合、

10、5、1トヤがある。20キナ紙幣には

1 ～ 3キナ程度渡すこともある。

伝統的社会の宝である豚がデザインされて

●郵便と電話

いる。日本円は空港や市中の銀行、両替所、

郵便のシステムは日本と異なり配達の制

ホテルで両替できるが、到着時にジャクソ

度が無いため、郵便物は全て郵便局に設け

ン空港内の両替所で必要額を両替し、ホテ

られた私書箱（P.O.Box）に取りに行く。

ルなどの支払いはクレジットカードで行

旅行者は滞在しているホテルか最寄りの郵

い、さらに換金が必要な場合は、米ドルま

便局気付で手紙を受け取れる。日本まで

たは豪ドルの現金を用意しておくと良い。

の航空郵便は通常郵便（葉書サイズ）で、

なお、帰国時に使い残したキナを、ジャク

50gま で が5.35キ ナ で、 ポ ー ト モ レ ス

ソン空港の国際線ターミナルビル1階の銀

ビーから約1週間かかる。

行で円に両替するのを忘れずに。為替レー

電話は、都市ではホテルや郵便局、空港

トは1キナ＝約41.70円（2007年9月5

周辺などに公衆電話があり、コイン、テレ

日現在）。

ホンカード、テリカード（プリペイドカー

●付加価値税（V.A.T.）

ド）が使える。通話料金は市内は時間に関

パプアニューギニア国内での買い物には

係なく一律30トヤであり、また、全国ど

10％の付加価値税（消費税）がかかる。

こからでもダイヤル直通で国際電話がかけ

なお、国際線航空運賃は非課税。

られる。日本へのかけ方は05−81（日本

●現金とクレジットカード

の国番号）−3（東京）−○○○○−○○○

日常生活で一番使われるのは少額貨幣

○、料金は1分4キナ40トヤ。交換手を通
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す場合は（016）で呼び出し、相手先の

PMVバスの利用を極力避け、また、出来

番号を伝え、一度切って交換手の折り返し

るだけ現地人（ガイドなど）と行動を共に

を待つ。なお、パプアニューギニアの国際

する。常に周囲を確認し、怪しい場所や人

電話の国番号は675。

には近づかないこと。危険地帯に近づくと、

●飲料水と食事

地元の人が教えてくれることもある。貴重

ポートモレスビーの水道は安全とされて

品（現金、カメラなど）を他人に見られな

いるが、ホテルの水も沸騰して飲むかミネ

いようにし、多額の現金を持ち歩かず、ウ

ラルウォーターを購入した方が安全。氷は

エストバッグの使用を避ける。バック類は

水道水で作られるので、避けるほうが良い。

必ずカギのかかるものを選び、常に手元に

食事は高級レストランなどを除いて火を
通したもの以外は口にせず、野菜は浄化し
た水で洗ってから食べること。
●電圧と電源

おいておくことが必要だ。
●予防接種とマラリアについて
日本から直接入国する場合、原則として
予防接種は必要ない。但し、地域によりハ

240ボルト、50ヘルツで、プラグは一

マダラ蚊が媒介する伝染病のマラリアが存

般に「Oタイプ」と呼ばれる「ハの字」二

在する。ポートモレスビーやマダンなど乾

股形、3つ穴式でオーストラリアやニュー

燥した都市部ではほとんど見られないが、

ジーランドと同じ。主要都市を除いて電気

ジャングル地帯やセピック川流域では特に

の普及が遅れており、朝夕の数時間だけ送

注意が必要である。現在は予防薬や特効薬

電される離島もある。日本の電気製品には

があり、早期に適切な処置をすれば問題

変圧器アダプターが必要である。

ないが、一度感染すると再発の可能性があ

●治安

るので油断は出来ない。英国製「ダラプリ

パプアニューギニアの国民の大半は、人

ム」、エスエス製薬のメファキン錠などマ

懐っこく、優しいが、一般的に治安状況は

ラリアの予防薬は、事前に購入できるので

悪いと考えたほうが良い。窃盗、強盗をは

持参すると良い。パプアニューギニアの薬

じめスリ、置き引きが多く注意が必要だ。

局でも簡単に入手できる。予防薬は、
通常、

「ラスカル（Rascal）」と呼ばれる凶悪な

危険地帯に入る1週間前から服用し、安全

強盗団が、武器を持って徒党を組んで暴れ

地帯に戻ってからも、さらに1週間飲み続

たり、観光客を襲うことがある。外出する

けることになる。但し、予防薬はマラリア

時は、目立たぬ服装（特に女性は露出の多

の感染を完全に防ぐものではなく重症化を

い服装は控える）で夜間や日中の単独行

防ぐものなので、少しでも体の異常を感じ

動、バス停、百貨店など人の多いところ、

たら、必ず医師の診察を受ける必要がある。

人影の少ないところ、午後のマーケットや
12

マラリア予防薬購入先：

中を真っ赤にしている。ハイランド地方で

各都道府県の検疫所

はマリファナの自家栽培が行われている。

赤玉薬局：03−3491−1256

栽培そのものは違法ではないが、これを旅

マラリアは、「ハマダラ蚊」が媒介する

行者が入手すると犯罪になるので注意した

発熱性伝染病だが、最大の予防はこの蚊に

い。タバコの栽培も行っている。これも重

刺されないこと。この蚊は夜間、特に17

要な換金作物であり、地元で加工された

時から21時にかけて活動し下肢をよく刺

葉巻状のものや新聞紙で巻いたものがマー

すので、この時間帯には長ズボン、靴下で

ケットで売られている。

皮膚を露出しないようにし、露出している

●現地人との交流

部分は防虫スプレーを使う。また、この蚊

パプアニューギニアの人はアルコールに

は黒色系統の服を好むため白色系統の服を

弱い。お酒を飲むと性格が変わってしまう

着ると良い。高地では少ないが油断は禁物

こともあり、彼らとお酒を共にするときは

である。

十分に注意したい。なお、ホテル、レスト

●服装・装備

ランなど指定された場所以外での飲酒は法

一般的に低地、海岸部では夏服でもよい。
ハイランド地方へ旅行する場合、かなり気
温が下がるので軽い防寒服を用意するとよ

律で禁止されている。
●メディア
新聞は、
「Post Courier（英語）
」
、
「The

い。昼間は気温が高く日差しが強いため、

National（英語）
」
、
「Independent（英

熱射病予防のため帽子、サングラス、日焼

語）」、「Wantok（ピジン語）
」がある。ま

け止めクリーム、ミネラルウォーターを用

た、ラジオは、民間で「NAUFM（英語）
」
、

意する。セピック川流域やブッシュ（草む

「YUMIFM（ピジン語）
」また、民間FMラ

ら）では、マラリア予防のため長袖、長ズ

ジオ局がセントラル、ミルンベイ、モロ

ボンが必要だ。雨季（11～ 4月）にはスコー

ベなどの各州で開局、その他NBCから分

ルがあり、薄いレインコートや折畳の傘も

離したFM100局（英語、ピジン語）があ

便利。その他、常備薬、ティッシュ、ウェッ

り、FMは24時間放送されている。AM局、

トティッシュも必要。

SW（短波）局はNBCが運営している。

●薬物のこと

TVは、ローカル局の「エムティービー（EM

パプアニューギニアでは、胡椒科の木で

TV）」（英語、ピジン語）一局だけ、その他、

あるビンロウ樹の実を口に入れてチューイ

ケーブルテレビで40局ほどの外国放送が

ンガムのように噛む習慣がある。「ブアイ

見られる。

（buai）
」と呼ばれる一種の嗜好品で、子
供のうちから口をクチャクチャさせ、口の

●祝祭日
2007年の祝祭日は次の通り。
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・1月1日：ニュー・イヤーズ・デー（新年）

レイ（ラエ）を結ぶ道路はない。道路の整

（New Years Day）

備が最も進んでいるのはマダンの北の海

・4月6日：グッド・フライデー（聖金曜日）

岸線に沿って走るノース・コースト・ハイ

（Good Friday）

ウェイで、セピック川河口のヌビア村まで

・4月7日：イースター・サタデー

続く。また、レイ（ラエ）からゴロカを経

（Easter Saturday）

てマウントハーゲンに至るハイランド・ハ

・4月9日：イースター・マンデー
（Easter Monday）
・6月11日：クイーンズ・バースデー（女

イウェイも比較的整備が進んでいる。
旅行者が国内を移動する場合は、長距離
は飛行機、都市の周辺は運転手付のレンタ

王 陛 下 誕 生 日 ）（Queen’
s

カー、奥地には小型飛行機を利用する。

Birthday）

●航空便

・7月23日：ナショナル・リメンバラン
ス・デー（国家追悼記念日）
（National Remembrance
Day）

海外の主要都市を結んでいるのはニュー
ギニア航空（Air Niugini）とエアライン
PNG（Airlines of PNG）
の2社。国内線は、
ニューギニア航空、エアラインPNGの他、

・9月16日：インディペンデンス・デー（独

エアリンク（Airlink）
、MAF航空などがあ

立記念日）（Independence

り、いずれも小型飛行機を中心に運行して

Day）

いる。

・9月17日：インディペンデンス・デー

主要都市には必ず空港があり、奥地や僻

（振替休日）
（Independence

地にも滑走路を備えた村があるなど、パプ

Day in Lieu）
・12月25日：クリスマス
（Christmas Day）
・12月26日：ボクシング・デー
（Boxing Day）

パプアニューギニアの交通事情

アニューギニアの空の便は充実している
が、難点は便数や路線の変更が結構多いこ
とである。また、飛行機が小さいため、確
実に予約やリコンファームを行い、早めに
チェックインすることが重要。
●PMVs（Public Motor Vehicles）
PMVsは、国内をくまなく走っている

主要都市を中心に周辺へ延びる道路整

身近な公共バス。市内循環、中距離、長距

備が行われているが、広大なジャングル

離の3種類があり、バスには日本製のミニ

や4000mを越える山脈がニューギニア島

バスと、トラックを改造して木の長椅子を

を横断しているため、南側に位置する首都

付けたものの2種類がある。市内を走るバ

ポートモレスビーと北側にある第2の都市

スは、客が降りたいところが停留所で、乗
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上での立ち往生の際の強盗など治安の悪さ
もあり旅行者だけで利用するのはお勧めで
きない。

アクティビティ
大自然に包まれた神秘の国パプアニュー
ギニアへの個人旅行は、まだまだ一般化し
PMVs

ていないが、目的を持ったグループ旅行は

る場合には手を振ると停まってくれる。バ

増えている。最近はダイビングや自然観

スには立ち席は無く、満席の場合は乗るこ

察、シンシン・ショーなどの文化探訪、ブッ

とが出来ない。料金は乗車後にドアの近く

シュ・ウォーキングなどを目的としたツ

に座っている車掌に払う。中・長距離バス

アーが企画されている。
特に、
マウントハー

はマーケットから出発する。長距離バスは

ゲン（8月）とゴロカ（9月）で行われる

ほとんどが早朝に出発するが、満席になる

ハイランド・ショーは、多数の部族が一堂

まで発車しないので、場合によっては2時

に会して「シンシン（ダンス）
」を披露す

間も車内で待たされることもある。

るもので、世界各地からの観光客で宿泊施

なお、路線が複雑で、路線図などの案内

設等も込み合い、ツアーに参加しない限り

もなく、治安も悪いので旅行者は知り合い

見るのは難しい。
「シンシン」とは部族の

の現地人と乗車する以外、利用を避けたほ

ダンスの総称で、ハイランド・ショー以外

うが良い。

にニューギニア各地で見られる。また、慰

●タクシーとレンタカー

霊のための戦跡ツアーも年配者を中心に続

タクシーは、ポートモレスビーなどの大
都会でもほとんど走っておらず、地方都市
にはない。また、事前に料金を交渉する必

いている。
●ダイビング
パプアニューギニアで最も進んでいるの

要があり、旅行者にはあまり勧められない。

がダイビングで、世界有数のダイビング・

レンタカーはエイビス（Avis）
、バジェッ

スポットがある。ここの魅力はなんといっ

ト（Budget）、スリフティー（Thrifty）、

てもスポットが荒らされていないこと、そ

ハーツ（Hertz）が主要都市で営業してい

して海洋生物の多彩さ、魚影の濃さに加

る。車の多くがマニュアル車である。地元

え、台風がなく1年中ダイビングが可能で

の人と一緒の場合は問題ないが、道路の舗

あり、太平洋戦争当時の沈船や戦闘機のス

装状況が劣悪であり、雨が降ると道路が冠

ポットも多く、バラエティに富んでいるこ

水し、また、車両の盗難、車上荒らし、路

とである。スポットはシーズンにより大き
15

エンなど。この内ポートモレスビーだけが
ニューギニア島の南にあり、水温が平均
して3度ほど低く、ボロカサゴやピグミー
シーホースなどが比較的浅い場所で見られ
る。北側のビスマルク湾に面したスポット
では、ギンガメアジやバラクーダ、イソマ
グロなどの大型回遊魚が多く、また、どの
エリアもスケールの大きなサンゴ礁がダイ
バーを楽しませてくれる。ダイビングは現
地で手配しなくても日本からのツアーがあ
く分けて2つあり、一つはコーラルシーと

り、情報も入手できる。

ソロモン湾に面した「南東エリア」（ポー

●サーフィン

トモレスビー、アロタウ、トゥフィ、イー

パプアニューギニアの特徴はコンスタン

スタンフィールズ、フォン湾、ダントルカ

トなファンウェーブとサーファーの少な

ストー諸島、トロブリアンド諸島、エグン

さである。サーフスポットとして世界か

環礁、ウンボイ島周辺）で、もう一つは、

らサーファーを受け入れているのは、モン

ビスマルク海、太平洋に面した「北西エリ

スーンのうねりがあるケビエンとヴァニモ

ア」
（マダン、キンベ湾、ラバウル、ケビ

の2箇所だけで、11月から3月に限られて

エン、マヌス島、バガバグ島、カーカー島、

いる。但し、先祖伝来の地主制度があり、

ロング島、クラウン島、ニニゴ島、ハー

海にもリーフ・オーナーが存在するので、

ミット諸島）である。ダイビング施設の

海に入る場合は
「パプアニューギニア・サー

あるサイトは9箇所しかなく、また各サイ

フィン協会」
（Surfing Assn. of Papua

トのサービスは小規模で、１～ 2軒が10

New Guinea）の許可を受けることが不

～ 20名規模の収容能力を持つだけであ

可欠。

る。
クルーズでしかいけないサイトがあり、

●フィッシング

約10隻のダイブクルーズ船が運航してい

パプアニューギニアのフィッシング（ル

る。しかし、それだからこそ格別なダイビ

アーおよびゲーム・フィッシング）はオー

ングが楽しめる。

ストラリア・スタイルで豪快、疾走するク

日本人が多く訪れるスポットは、ニュー

ルーザーで大物とのファイトが楽しめる。

ギニア島のマダンとポートモレスビー、ア

全体的にフィールド、設備、サービスは限

ロタウ、ニューブリテン島のキンベ（ワ

られているが、盛んなのはビスマルク海や

リンディ）、ニューアイルランド島のケビ

群島エリアで、マダン、ラバウル、ケビエ
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峰、ハイランド地方のウィルヘルム山（標

ンが中心である。
外洋ではブルーマリーンやブラックマ

高4509m）は、日本人の登山愛好者にも

リーン（カジキ）、マヒマヒ（シイラ）、キ

良く知られている。標準的な登山ツアーは

ハダマグロが狙える。海岸近くではイソマ

4泊5日で、前後にマウントハーゲンやマ

グロやバラクなどが中心。川ではバラマン

ダン観光が組み合わされている。

ディー、ブラックバス釣りが楽しめる。た

●自然観察ツアー

だ、パプアニューギニアの土地はそのほと

熱帯雨林が生い茂るジャングルは動植物

んどが個人の所有であるため、許可がな

の宝庫であり、ポートモレスビーでさえ郊

ければ立ち入ることが出来ない。従って、

外に少し車を走らせると大自然への入り口

フィッシングのツアーもあまりなく、希望

となる。

する人は旅行会社に手配を依頼するのが安

（バードウォッチング）
鳥類は約700種類が生息し、内390種

全・確実である。

が固有種であると言われる。日本では正式

●トレッキングと登山
トレッキングで一番の人気は、パプア

名がフウチョウ（風鳥）である極楽鳥だけ

ニューギニア東部中央を東西に走るオー

でも、全42種類のうち38種類がパプア

エンスタンレー山脈の北側の日本軍が開い

ニューギニアで確認されている。国鳥も極

たココダから山脈を越え南側のソゲリ村ま

楽鳥の一種のオオフウチョウで全長30 ～

でのココダ・トレイルを6泊7日で踏破す

40㎝あり、オスの羽は目を見張るほど美

るコース。総距離は約90㎞、途中の村々

しい。アカカザリフウチョウは国旗に使

を訪問しながらの旅は欧米人には大変な人

われている。繁殖期にはオスが1箇所に集

気だ。

まって踊り、メスがそれを見て選ぶ習性が

パプアニューギニアの本島中央部を東西
に走る3000m級のビスマルク山脈の最高

面白い。カソワリやオオギバトも固有種と
して有名。大き
なくちばしのサ
イチョウ（ココ
モ）、ペリカン、
独立したオウム
の 種 類 も 多 い。
ホテルや旅行会
社が現地ガイド
付のツアーを主

ウイルヘルム山

催 し、 そ の 他、

極楽鳥
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ポートモレスビーのバリラタ国立公園のツ

で様々な種類を見られ、ワウの生態学研究

アーも楽しい。

所では貴重な蝶を観察することができる。

（動物観察）
250種類の哺乳類が生息しているが、

昆虫については、3つの角を持つパプア
キンイロクワガタなどカブトムシ、黄金に

ニューギニア島の生物区分は有袋動物が特

輝くクワガタムシや、巨大なゴライアス・

徴のオーストラリア区に属し、アジア大陸

ナナフシなど多く生息している。

の影響はほとんど受けていない。木登りカ

（蘭・植物観察）

ンガルーやクスクス、ワラビーなど60種

主に熱帯雨林を中心に9000種に近い

類の有袋動物が生息している。他には果物

植物があるが、蘭についても3000種類も

を食べるフルーツ・コウモリ、ダチョウに

あり、世界の観賞用の蘭の多くがここから

次ぐ大きさで飛べない鳥、ヒクイドリ、恐

広がったと言われている。ファレノプシス

竜時代から進化せず卵を産む哺乳類、ハリ

（胡蝶蘭）
、デンドロビューム、バンダ、パ

モグラなどがおり、豹や虎などの猛獣はい

フィオペディラムを初めとし、現在知られ

ない。爬虫類は約110種類の蛇と2種類の

ている蘭のうち3分の2はパプアニューギ

ワニ、1mにもなるウミガメ（レザーバッ

ニアが原産地である。ポートモレスビーの

クタートル）を始め13種類の亀などが確

国立植物園、レイ（ラエ）の植物園では1

認されている。ポートモレスビー、レイ

年を通じて数千種の蘭が観賞できる。海抜

（ラエ）の動物園、植物園は是非訪れたい。

2000mを越えるハイランド地方ではシン

（蝶・昆虫観察）

ビジュウム、セロジネ、アーティコーリナ

蝶の昆虫観察が有名で、世界中のマニア

ム、オーランティロゼウム、カリキュメン

が集まって来る。オロ州のポポンデッタ周

タム、フロックス、2005年の世界ラン展

辺には世界最大で羽を広げると30㎝ほど

日本大賞を受賞したデンドロビュームカス

のアレキサンドラ・トリバネアゲハがおり、

バートソニーなど高地性の蘭が見られる。

その他、メガネトリバネアゲハ、ゴクラク

●シンシン・ショー

トリバネアゲハ、キマエラトリバネアゲハ

生活に密着した「シンシン」は各地で

もいる。レイ（ラエ）にあるレイ（ラエ）工

行われている。毎年8月にマウントハーゲ

科大学の「インセクトファーム」では蝶を

ン、9月にゴロカで行われる「ハイランド・

養殖し販売しており、違法（ワシントン条

ショー」は、各地部族が一堂に会しそれぞ

約違反）にならない形で購入することもで

れのシンシンが披露される。各部族が伝統

きる。またマダンやラバウルには観光用の

を今に伝えるために身体を飾り立て、偉容

「インセクトファーム」もある。マダンや

と華やかさを競うことで会場は異常な熱気

ワウ、ハイランドでは、早朝のジャングル

に包まれる。特に、男たちのシンシンは、
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は、ポートモレスビーからラバウル、ウェ
ワク、マダン、レイ（ラエ）を回るもので
約1週間の旅程となる。日本軍の墓地が置
かれたラバウルとニューギニア最後の拠点
となったウェワクは、特に訪問者が多い。
1944年5月、ウェワクの西に位置するア
イタペの激戦地では、日本兵約1万人が戦
死した。その他、ポポンデッタ、マヌス島、
ピルピル村のシンシン

華やかな中に戦士の踊りがあり、リズミカ
ルな打楽器の音をバックにその迫力が素晴
らしい。
●セピック川流域クルーズ
パプアニューギニアは世界でも有数の長
さのセピック川があり、変化に富んだ流
域には200を超える部族が生活し、川は
主要な交通手段として有効に機能してい
る。このセピック川中流域をクルーズする
ツアーがある。一般的に人気のある行程は
3泊4日で、広大な湿地帯を旅しながら各
村を訪問する。流域には精霊信仰に関連し
た仮面や彫像など民芸品が多くあり、その

カビエン、アロタウ（サンゴ海）
、ブーゲ
ンビル島などがある。

ショッピング
パプアニューギニアの代表的なお土産に
は、次の様なものがある。
・コーヒー：ハイランド地方で作られるブ
ルーマウンテン種の高級コーヒー。
・ビルム：ハイランド地方のカラフルで素
朴な手編みのバッグ。
・ドゥクドゥク：ラバウル地方のシンシン
に登場するドゥクドゥクの人形。
・ストーリーボード：セピック川流域の生
活や出来事を木に彫刻した置物、飾り物。

芸術性は高く評価されている。精霊の儀式
に使われた古い木像を国外に持ち出すこと
は、犯罪となるので注意したい。
●日本軍の慰霊巡拝ツアー
パプアニューギニアには13 ～15万人の
日本人戦没者が眠っている。戦跡は一般的
に観光ルートから離れており、陸路では訪
れることができない場所も多く、その場合
は小型機をチャーターして空から慰霊する
ことになる。戦跡ツアーのモデル・コース

ビルム
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・手彫り製品：黒檀のボールなど種類が多

壺など。
（セピック川流域のチャンブリ

いが、真珠を飾ったものが素晴らしい。

湖近くのアイボム（Aibom）村のアイボ

・クンドゥー：砂時計の形をした手鼓。

ム陶器、マダン近くのヤボブ、ビルビル

・ガラムート：木をくり抜いて作った太鼓。

村のもの、ミルン湾アンフレット島民の

優しい音色が心地よい。
・額縁のアート：蝶の羽でデザインされた
壁掛け。
・蝶の標本：世界でも珍しい蝶の標本（輸
出許可の付いたもの）。
・石鹸：天然素材で作られたマヌス産ナ
チュラルソープ。
・陶器：ロクロを使わない素朴な素焼きの
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ものがある。
）
・金製品：パプアニューギニアでは、金が
取れるので金製品もお勧め。
・マスク（主にセピック川流域の種族の
もの）、武器（デコレーションとしての）
弓矢、盾楽、槍等、楽器（ドラム、竹製
の笛、陶器製の笛、ハープなど）

ポートモレスビー（首都・セントラル州州都）
（Port Moresby）
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パプアニューギニアの首都ポートモレスビーは、港町として開けたタウン地区と行政の中
心ワイガニ地区、急速な発展を見せるボロコ地区、そしてこの3地域に挟まれたコキ地区と
ゴードン地区を含む5地区が中心となっている。また、ポートモレスビーはNCD（National
Capital District）とよばれるが、これは首都圏を意味し、人口は約30万人で、5地区の
周辺一体を含めた面積約240平方キロメートルで構成される。タウン地区からボロコ地区
まで約4㎞、さらにワイガニ地区まで5㎞ほど離れている。
ポートモレスビーが急激な発展を見せるのは1950年代に入ってからで、その頃から国内
全土から大勢の人が職を求めてここに集まって来るようになった。その多くは職に就けない
まま居住、大きな社会問題となっている。また、外国人が首都の住民の約7％を占めている
こともポートモレスビーの特徴の一つだ。
タウン地区の北東14㎞にあるポートモレスビーのジャクソン空港は、パプアニューギニ
アの空の玄関口となる国際空港である。国内線も併設されており、外国からの旅行者はパプ
アニューギニアのどこへ行くにも、この空港を経由することになる。
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ポートモレスビーの歴史
この地の先住民は内陸部で生活していた

チャンピオン・パレード沿いにもあり、ま
た観光客向けの一般情報はクラウン・プラ
ザ・ホテル、ゲートウェイ・ホテル、エア

コイタプ族であり、そこにモツ族が移入し

ウェイズ・ホテルなどでも入手できる。

てきて海岸沿いに住み着いたのが2000

●空港から市内へ

年ほど前のことと考えられている。モツ族

ポートモレスビー国際空港から市内へ

は遠洋航海を得意としオーストロネシア語

は、できるだけリムジン・サービス、ホテ

を話す民族であり、先住のコイタプ族は非

ルの送迎バス、運転手付レンタカーを利用

オーストロネシア語民族で、海に生きる民

する。タクシーはあまり勧められない。午

族と内陸に生きる民族は長い年月をかけて

後6時過ぎに到着する場合は、事前にホテ

自然に融合していった。

ルに送迎を依頼しておくこと。

この地を訪れた最初のヨーロッパ人は、

●市内交通

1873年に上陸した英国人船長、キャプテ

PMVsバスが市内をくまなく走ってい

ン・ジョン・モレスビーで、これを記念し

る。バスは20人ほどが乗れるミニバスで、

て同地はポートモレスビーと命名された。

立ち席は認められていない。首都圏の行き

彼は日記で、この地に住む人々が持ってい

先はルート1から23までの番号で表示さ

る文明に驚きを示している。その翌年には

れているので、それを確認してから乗る。

ロンドン伝道会が布教を開始したが、イギ

各ルートは10 ～ 20分間隔で運行してい

リスの保護領となるにはなお10年が必要

るが、ラッシュ時には本数が増える。但し、

だった。

安全の面から外国人だけでの利用は勧めら

1884年、英国はドイツがニューギニ

れない。利用者は必ず地元の人の同行が必

ア島の北西部を保護領にしたことを受け、

要である。

南東部を英国領ニューギニアとし総督府を

●両替とクレジットカード

ポートモレスビーに置いた。1975年の

中 央（PNG） 銀 行、 ウ ェ ス ト パ ッ ク

独立で、ポートモレスビーは正式にパプア

（Westpac） 銀 行、 エ ー・ エ ヌ・ ゼ ッ ト

ニューギニアの首都となった。

（ANZ）銀行、
サウス・パシフィック（South

ポートモレスビーの一般情報
●観光情報の入手
パプアニューギニア政府観光局（Tel.

Pacific）銀行がタウン地区の中心地にあ
る。銀行内にATMがあり、またトラベラー
ズ・チェックや外貨の両替はインターナ
ショナル・デスクで取り扱っているので、

320 0211）はポートモレスビー国際空

さほど待たずに処理してくれる。銀行の営

港のターミナルビルのほかタウン地区の

業時間は月曜～木曜日の9：00～16：00、
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金曜日が17：00まで。両替は空港両替所、

ポートモレスビーとその周辺

大手ホテルでも可能。クレジットカードは、
アメックス、ビザ、ダイナース・クラブ、

●タウン地区

マスターカードが高級ホテルやレストラン

タウン地区はポートモレスビーの西に突

で利用できる。銀行の外貨の換算率は悪く、

き出したパガ岬の根元にあり、北に天然の

ホテルはさらに悪い。防犯上現金よりT/C

良好であるモレスビー港、
南にワルター湾、

を準備する。地方へ出かけるときは、予め

そして東約1.5㎞には標高167mのトアグ

両替をしておくこと。

バ・ヒルがある。タウン地区と呼ばれるの

●緊急時の連絡

は、岬のほぼ先端にある標高99mのパガ・

ポートモレスビーでは、警察の電話番号

ヒルから東に約1㎞、南北に600mほどの

は000、消防は110、救急車は111、ま

狭い一角で、ここに高級ホテルや銀行、有

た、タウン地区の日本大使館は321−1800

力企業のオフィスなどが集まっている。パ

である。その他の地域では番号が異なるの

ガ・ヒルには展望台があって市内や港が一

で確認が必要。ちなみに第2の都市レイ（ラ

望できるが、人通りが少なく一人では危険

エ）では警察が479−1068、救急が111

なので複数人で行くほうが良い。
パガ・ヒルを街に向かって下りた右手に

（全国統一番号）
もしくは473−2100となっ

はエラ・ビーチがある。この一体はレク

ている。

リエーション保護地区となっており、

ポートモレスビー中心街
モレスビー港
主要埠頭
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ばれている。休日には海水浴を楽し
む人が多いが、泳ぐには適していな
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パガ・ヒル

海辺には白い砂浜が1㎞ほど続き、パ

B

H

エ
ラ
・
ビ
ー
チ
・
ホ
テ
ル

アリーズ大聖堂がある。ジャクソン国
際空港からタウン地区の中心まで車で
約20分。
ハヌアバダ
Hanuabada

タウン地区の北5㎞ほどにある水上
村落で、海の民であるモツ族の伝統的

0

200

400m

な生活が現在も営まれている。本来の
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住居は木と草葺の家だが、第2次世界大戦

記念切手のカタログも数種類発行されて

中に取り壊され、現在は鉄とセメント、化

いる。

学繊維で造られている。同じ水上村落が

●ゴードン地区

ボロコ地区に行く途中のコキ地区にもある

ボロコ地区とワイガニ地区のほぼ中間に

が、これらの村を訪れる場合は、現地の案

位置するゴードン地区には、この国最大の

内人と一緒に訪れるようにしたい。

ゴードン・マーケットと、民芸品市場を独

聖メアリーズ大聖堂

占しているPNGアートがある。マーケッ
トは日曜日も開かれており、早朝から日

St. Mary’
s Cathedral

タウン地区のシンボル的な存在で、正面

没まで活気に溢れている。地元の人々の生

はセピック地方の「精霊の館」を模した独

活と密着しているので見ていて飽きるこ

特の雰囲気があり、キリスト教と土着信仰

とはないが、盗難も多いので注意が必要。

をミックスさせたパプアニューギニアの宗

PNGアートはボロコ地区からゴードン地

教観が現れて

区への入り口にある。ここには全国から集

いる。教会は

められた土産用の民芸品や非売品の伝統的

1922年に建

な造形品も展示・販売されており、多くの

てられたもの

旅行者が訪れる。

を、1969年

●ワイガニ地区

に現在のデザ

ポートモレスビー市外の北に位置する行

インに建て直

政の中心地。ゴードン地区からワイガニ・

した。

ドライブを北に進んでいくと、地区の入り

聖メアリーズ大聖堂

●ボロコ地区

口には1991年の南太平洋スポーツ大会
のために建設されたジョン・ガイズ競技場

タウン地区とワイガニ地区の中間にあ

があり、その先に市議会がある。市議会か

り、近年、商業地区として急速に発展して

ら右方向へ逸れると、中央政府庁舎や国会

きた。街の西側を走るヒューバート・ムレ

議事堂、最高裁判所、国立博物館などがあ

イ・ハイウェイのバス停の近くには、銀行

り、その東にはゴルフ・コースが広がって

やショッピングセンター、オフィスビル、

いる。ワイガニ地区の北にはパプアニュー

郵便局などが集中している。特に、ボロコ

ギニア大学と植物園がある。

の郵便局は切手コーナーが充実しているこ

国会議事堂

とで知られている。パプアニューギニアの
記念切手は珍しい蝶や鳥類がテーマになっ
ているものが多く、欧米人に人気がある。
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Parliament House（Tel：327

7377）

1984年に完成した国の象徴「精霊の家」
をイメージしており、正面には「生活」を

表す「女性」、「富」を表す豚、「情報伝達」
を表す「ヘリコプター」などが彫刻されて
いる。議会の特徴は使用する言語にあり、

パプアニューギニア大学
University of Papua New Guinea

1965年に開校した総合大学でゴロカ大

必要に応じて英語とピジン語、モツ語で通

学と並び最高学府である。広大な緑の芝生

訳が行われる。議会の内部は通常9：00～

に覆われたキャンパスには全国から集まる

12：00、13：00～15：00に見学ができ

学生のための学生寮もある。

るが、写真撮影は禁止されている。

モイタカ野生生物園
Moitaka Wildlife Sanctuary

国立博物館
National Museum & Art Gallery
（Tel：325 2458）

展示品は原始美術を中心に、セピック地

野生動物の生態
を研究し、絶滅の
恐れのある生物の

方の彫刻が多く見られる。伝統文化や民族

保護も行っており、

の歴史、動物相などが理解しやすいように

ワニが養殖されて

工夫して展示され

いる。

ている。開館時間
は月曜～金曜日の
8：30 ～15：30、
日曜日は13：00 ～

国立博物館

モイタカでのワニの養殖

コキ・マーケット
Koki Market

17：00。入館料

エラビーチ沿いのコキ海岸にある水上生

の代わりに、入り

活を営むモツ族のマーケット。南国の果物

口に置かれた箱に

や熱帯の魚で一杯。民芸品も売られている。

寄付金を入れる。

ロウナ滝

国立植物園

Rouna Fall（郊外）

市内から北に車で約45分、小高い丘陵

National Botanic Gardens（Tel：326 0252）

規模は小さいが世界的に有名な蘭など
の植物以外にも、ゴクラクチョウやカソワ
リ、カンムリバト、ワラビーや木登りカン
ガルーなどを見ることができる。園内は1
周約20分、入園料はＫ2.00、年中無休で
8：00 ～ 17：00で開園している。
ロウナ滝

25

地にある。階段を下りると巨大な滝が現れ

欧米人に人気があるココダ・トレイルがあ

る。
近くには日本の援助による上水道施設、

る。ニューギニア島の東側のココダ村から

水力発電所が建てられている。

2000m級の山岳地帯を抜けて南側のソゲ

アクティビティ情報

リ村へのルートで、直線距離では60㎞だ
が、実際に歩く距離は90㎞を超える。こ
のツアーにはいくつかのルートが用意され

●ダイビング
ポートモレスビーは他のエリアに比べて

ている。一般的にはポートモレスビーから

少ない日程でダイビングが楽しめる。ポー

出発してソゲリ村（Sogeri）の手前にあ

トモレスビーの近郊には多くのダイビン

るココダ記念碑からトレイルに入り、約7

グ・スポットがあるが、市内の東約20㎞

日間をかけて北側のココダ村まで踏破する

にあるブーツレス湾に浮かぶロロアタ・ア

コースだが、途中には滑走路を持つカギ村

イランド周辺が最も充実している。
ロロアタ・アイランド・リゾート
Loloata Island Resort（Tel：325

8590）

（Kagi）があり、ここを利用するコースも
ある。その他にも、少しだけ体験するコー
スなど体力に合わせて選ぶことができる。

ポートモレスビー市内から送迎バスで約

ココダ・トレイルを最初に切り開いたの

20分、連絡船に乗り換えて約10分でロロ

は日本軍であった。1942年7月、ニュー

アタ島に着く。南北に細長く、船が着く北

ギニア島に侵攻した日本軍は、ポートモレ

の端から南の端まで歩いて30分ほどの小

スビーのオーストラリア軍の背後を襲うた

島で、リゾート施設がある。ダイビングは

めココダ村からの山越えを強行した。しか

リゾート施設が持つ2隻のボートでスポッ

し、ココダ・トレイルは車の通れないほど

トまで行くことになる。ダイビングをしな

の山道であり、雨が降ると泥沼となるため

い人は、島の周りでシュノーケリングやカ

1 ヶ月を要して、ようやくポートモレス

ヤックが楽しめる。宿泊しているホテルか

ビーが窺える地点にたどり着いた。その頃

ら前日に予約すると朝の8：00ごろに送迎

には既に食料も残り少なく兵は疲れきって

バスを配車してくれる。リゾートには直接

おり、オーストラリア軍を主力とする連合

予約して宿泊もできる。

軍の凄まじい反撃により日本軍は悲惨な撤

●トレッキング

退を重ね多くの犠牲者を出した。

ココダ・トレイル

バリラタ国立公園

Kokoda Trail

Varirata National Park

ポートモレスビーの北東には、パプア

パプアニューギニアで最初に制定された

ニューギニアで最も知名度の高く、この

国立公園。ゴードン・マーケットからソゲ

国の文化の源流を訪ね歩くルートとして

リ行きのPMVsバスで約40分だが、治安
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が良くないので地元の人と一緒に行くよう

多く、リゾート・

にしたい。

ホテルとは異なっ

公園は整備されたジャングルで、トレッ

た格式の高さがあ

キング・コースが4ルート用意されている。

る。プール、
スポー

どのルートも40 ～ 60分ほどで、ワラビー

ツジム、ビジネス

やクスクス等の有袋類からゴクラクチョウ

センターも完備し

のフウチョウなどが見られる。数箇所に展

ている。部屋数は

望台があり、ポートモレスビーや海も見え

163で各部屋の設

る。入園料はK1.00。

備も完璧、上層階

ポートモレスビーのホテル
●ホテル
ポートモレスビー市内あるいは近郊には

からの眺めが素晴

クラウン・プラザ・ホテル

らしい。
エアウェイズ・ホテル
Airways Hotel（Tel：324

5200）

各クラスのホテルが点在しており、予算や

空港から歩いて10分ほどにあるホテル

好みに応じて選択が可能である。日本人旅

で、送迎バスもある。敷地は広く、本館の

行者が多く利用する中・高級ホテルは、空

ほかにコテージが丘の中腹に点在している。

港の周辺やタウン地区、ワイガニ地区が中

レストランやスパ、ダイビング・ショップ

心。PMVsバスを利用しての移動に一番便

があり、宿泊客以外の利用も多い。宿泊客

利なのはボロコ地区で、リゾート地として

はビジネスマンが中心でスタッフの対応も

はポートモレスビー市外にあるロロアタ・

親切。部屋数は181。

リゾート。高級ホテルについてはセキュ

ホリデイ・イン・ホテル

リティーも万全で安心して利用できる。中

Holiday Inn Hotel（Tel：325

5955）

級以下のホテルはシャワーやトイレが共用

ワイガニ地区にある高級ホテルで、ビジ

だったりするので、予約時に必ず確認する

ネスマンの利用が多い。部屋は広く、き

こと。なお、宿泊料金の変動も比較的頻繁

め細かいサービスが格式の高さを示してい

にある。

る。付帯設備としてプール、テニスコート、

クラウン・プラザ・ホテル

フィットネスクラブ、ビジネスセンターが

Crown Plaza Hotel（Tel：309

3000）

旧名のポートモレスビー・トラベロッ
ジあるいはパークロイヤル・ポートモレ

ある。部屋数は165。
ゲートウェイ・ホテル
Gateway Hotel（Tel：327

8100）

スビーで知られる最高級ホテル。観光客の

旧空港ターミナルの近くで、空港から歩

他、トップクラスのビジネスマンの利用が

いて数分の距離にある高級ホテル。ビジネ
27

客室数47の小規模なホテル。ビーチに面
しているが、
全体的には狭い印象を受ける。
ダイブ・ショップがあり、ツアーも企画し
てくれる。
ロロアタ・アイランド・リゾート
Loloata Island Resort（Tel：325

8590）

都会の喧騒を逃れ、静寂に包まれる自然
ゲートウェイ・ホテル

を楽しむ。自然と交わりリラックスでき、

ス客の利用が多く、対応は親切。2つのレ

本当のメラネシアン・ホスピタリティーを

ストランのほか複数のバーがある。プール

味わえる保養地でもある。

やスポーツジム、スカッシュコートがある。
客室数96、シャワーだけの部屋もあるの
で予約時に確認すること。
ラマナ・モーテル
Lamana Motel（Tel：323

2333）

ジャクソン空港から5分、ダウンタウン
より7分のワイガニ地区の中心、ゴルフ
コースの近くにある中級ホテル。部屋数は
103で設備も整っており、規模は大きく
ないがアットホームな雰囲気が嬉しい。空
港からの送迎バスもあるが、PMVsバス

ロロアタ・アイランド・リゾート

レストラン
パプアニューギニアには首都のポートモ

の便利も良い。

レスビー以外には独立したレストランは非

アンバーズ・イン

常に少なく、地方では、ホテルに併設して

Ambers Inn（Tel：325

5091）

いる店で食事を取る。
但し小さな町でも
「カ

ボロコ地区の中心にある中級ホテル。部

イバー」と呼ばれる低料金のファースト

屋数が30と小規模なだけに手入れは行き

フードがある。ポートモレスビーのレスト

届いており、スタッフも親切で快適に過ご

ランは30軒ほどである。

せる。部屋にはテレビとエアコンはあるが、

レストランで供される魚は「バラマン

電話はフロントで利用することになる。

ディー」で、白身で日本人の口に合う。ワ

エラ・ビーチ・ホテル

ニの肉料理は鳥のササミに似ている。パパ

Era Beach Hotel（Tel：321

2100）

エラ・ビーチの通りを隔てた丘側にある
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イヤ、小型のバナナを始めとする果物も美
味しい。マダンやカビエンには、シーフー

ドのココナツカレー、「マダンギリギリ」、
「マラガンギリギリ」がある。ビールもサ

アジア・アロマス・レストラン
Asia Aromas Restaurnat（Tel：321

4780）

ウスパシフィック・エクスポートラガー、

タウン地区にある中華料理のお店。オー

アイスビール、サウスパシフィックがあり、

プン当時はサンドウィッチ専門店だった。

すっきりして美味しい。伝統的な郷土料理

営業時間は月曜～金曜日が8：30 ～ 22：

としては、焼いた石と一緒にバナナの葉な

00で、土、日は時間が変わるので要確認。

どで包んだチキン、野菜などを土に埋め蒸

リック・シャウズ・レストラン

し焼きにする「ムームー」がある。

Rick Shaw’
s Restaurant（Tel：320

大黒
Daikoku Restaurant（Tel：325

1666）

タウン地区にある中華料理店。営業時間
は10：30～14：00、17：30～22：00。

3857）

ボロコ地区と3マイル地区の中間にある
日本食の店で、ヒューバート・ムレイ・ハ

フー・グイ・ヴィレッジ
Fu Gui village（Tel：323

0188）

イウェイに面している。鉄板焼きがメイン

ゴードン地区にある中華料理店。営業

で、天ぷらや寿司、シーフードも人気。営

時間は11：30 ～ 14：30、18：00 ～

業 時 間 は11：00～14：30、17：00～

21：00。

22：30で年中無休だが、土曜日と日曜日
はディナーのみ。

大黒

一膳レストラン
Ichizen Restaurant（Tel：320

3000）

タウン地区にある比較的新しい日本食
レストラン。営業時間は月曜～金曜日の
10：30～14：00、17：30～22：00。
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アロタウ（ミルン・ベイ州）（Alotau）
ニューギニア島の東端にあるミルン・ベイ州の州
都。あまり知られていないが、ダイビング・エリア

空港方面
ナパタナロッジ

州庁舎

公園

として人気が出つつある。アロタウはミルン湾に面

郵便局

マーケット

し、空港はアロタウから西へ15㎞離れたガーニー

銀行

教会
放送局

にある。1873年モレスビー海軍提督が発見、海軍

アロタウ市街

病院

アロタウ
インターナショナル
ホテル

相アレキザンダー・ミルンに因んでミルン湾と名付
けた。山に囲まれたアロタウは景色が美しく、湾は
多くの船で賑わっている。東にはマスリナ貿易港が
り、国際航路用の大型船舶が停泊している。

アロタウのホテル

ミルン湾

0

250

500m

アロタウ・インターナショナル・ホテル
Alotau International Hotel（Tel：641 0300）

22の 部 屋 は そ れ ぞ れ バ ル コ ニ ー を 持
ち、海を見渡せる。サービスは完備してお
り、プール、レンタカーも利用できる。

タワリ・リゾート
Tawali Resort（Tel：641
http://www.tawali.com

0922）

ミルネ湾を見下ろす噴火で出来た崖の上
にあり、ボートでしか行けないホテルはパ
プアニューギニアでもダイビングの隠れた
穴場になっている。

アロタウ・インターナショナル・ホテル

マスリナ・ロッジ
Masurina Lodge（Tel：641

1212）

アロタウで最も古いホテル。歴史的に由
緒ある建物は、年を経て拡大されてきた。
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タワリ・リゾート Ⓒ多津丸

ダル（ウェスタン州）（Daru）
パプアニューギニア最長のフライ川流域を含むウェスタン州の州都で、フライ川の河口
周辺の小さな島にある。真珠貝の交易で栄え、現在はワニの養殖が行われている。観光は発
展していないが、フライ川の広大な湿地は野生動物の天国となっている。草原のワラビー、
2mもあるオオトカゲ、渡り鳥の大集団、無数のペリカン、珍しい水鳥、巨大な淡水魚など、
数えれば限りがない。フライ川の源流であるインドネシアのウェストパプア国境近くでは、
1980年から金、銅の採掘が始まった。
トンダ野生管理地域内にあることから野生

ダルのホテル

観察、フィッシングには最適。8つのツイ

ベンスバッハ・ワイルドライフ・ロッジ
Bensbach Wildlife Lodge（Tel：323

2467）

ン・ルームのホテルは、ウェスタン州でも
最高の行楽施設の一つになっている。

ベンスバッハ川の川沿いにあり、全体が

ポポンデッタ（オロ州）（Popondetta）
オロ州の州都で人口は8000人。「オロ」は「歓迎」の意味であり、世界的に有名なトリ
バネアゲハを初めとする蝶のメッカである。空港から車で20分ほどのラミントンロッジの
向かい側が街の中心である。裏手にはオーストラリア軍の戦争記念公園がある。近くには
標高1585mの活火山、ラミントン山があり、ベテラン旅行者はブッシュウォーキングでそ
の景観の良さを楽しむ。

ポポンデッタのホテル
ラミントン・ホテル
Ramington Hotel（Tel：329

7222）

町の中央のバス停の前にある中庭の美しい

ホテル。前に広がる商店街には銀行、ニュー
ギニア航空のオフィスがあり便利が良い。

トゥフィのホテル
トゥフィ・ダイブ・リゾート
Tufi Dive Resort（Tel：641

1438）

コロニアル風の建物は全て木製で、伝統
的な手編みマットとウォールナット・パネ
ルを組み合わせた壁は心休まる雰囲気をか
もし出す。
ラミントン・ホテル
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レイ（ラエ）（モロベ州）（Lae）とその周辺
レイ（ラエ）はニューギニア
マダン

島 の 北 側、 フ ォ ン（Huon）

ビスマーク海

湾に沿ってカーブするモロベ
（Morobe）州の州都で、人口
約9万人、パプアニューギニア
第2の都市である。中心街は

ハ
イラ
ンド
・
ハ
イウ
ェイ

3546m

ゴロカ

3231m

トップタウンと呼ばれる小高
い区域で、州政府機関や警察、

Umboi Island

Kaiapit

Kainautu
3647m

ホテルが集まっている。中心街

4160m

Kabwun
4121m

ナザウ空港

Sialum

2935m

Boana
フォン半島

3557m

フ
ィ
ン
シ
ュ
ハ
ー
フ
ェ
ン

レイ
（ラエ）

3686m

の南にはフォン湾、北には植物

サラモア

園がある。区画整理された道

ブロロ

路の左右には熱帯植物が植え

2877m

3278m
0

25

ワウ

フォン湾

50km

中心街から東に5 ～ 6分歩く
とルナマンの丘があり、日本

Wasu

3765m

Okapa

Wonenara

1548m

ヴィティアズ海峡

3779m

Wantoat

銀行、郵便局、航空会社、高級

られ自然との調和が美しい。

1372m

Long Island

2722m
ケレマ

軍の塹壕や洞窟が残っている。

3588m
Malalaua

レイ（ラエ）の南西約100㎞には、その昔にゴールドラッシュで栄えたワウ（Wau）と
ブロロ（Bulolo）がある。ワウは人口約5000人で、市街の西には蝶の研究で世界的に知
られるワウ生態学研究所がある。ブロロは人口約8000人でワウからレイ（ラエ）に向かっ
て5㎞ほどにあり、街の規模はワウより大きいが全体的には静かな村落である。町の中心に
は昆虫ファームがあり、西のはずれには高級ホテルのピン・ロッジがある。
なお、レイ（ラエ）はパプアニューギニアの中では比較的道路網が整備されており、内陸
部のハイランド地方への基点となっている。

レイ（ラエ）の歴史

フェン（Finschhafen）に本部を置いたこ
とに始まる。しかし、マラリアなど熱帯特

この地域にヨーロッパ人が入植したのは

有の病気の蔓延によって、間もなく本部は

1885年で、ドイツのニューギニア会社

ニューブリテン島に移った。その後約36

がフォン半島の先端にあるフィンシュハー

年間、部族間の衝突を除いては大きな変化
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もなかったが、1921年にレイ（ラエ）の

車で40分。エイビスやバジェット、ハー

南に位置するワウで金鉱が発見されゴール

ツなど4つのレンタカー会社が空港と市内

ドラッシュとなった。金の産出は第2次世

で営業している。タクシーはない。

界大戦を挟んで1965年まで続いた。

ナザブ空港は、首都ポートモレスビーの

第2次世界大戦ではレイ（ラエ）とその

他、マダン、マウントハーゲン、ラバウル

南に位置するサラモア（Salamaua）
、そ

など主要な国内空港と結ばれている。レイ

してニューブリテン島のラバウルが日本軍

（ラエ）の中心部には、現在は使われていな

の主要な基地となった。1943年、日本軍

い旧空港の滑走路がそのまま残っている。

はワウ村への侵攻を開始したが、オースト

●市内及び周辺への交通

ラリア軍の反撃によって弾薬が尽き果て、

レイ（ラエ）市内はPMVsバスが数本

最後は素手で戦ったと伝えられている。レ

のルートで循環しており、いずれも中央

イ（ラエ）での敗戦によって日本軍はフォ

ターミナルを起点にしている。市内循環は

ン半島へ撤退し、やがてウエワクまで追い

K0.50の均一料金。ブロロやワウ方面は

詰められた。

市内循環のバスターミナルの海側から出発

戦後、この地域は徹底的な破壊から容易

する。ハイランド地方へは市内の北にある

に立ち直ることはできなかったが、やがて

エリク（Erik）から出発する。中・長距離

イラン地方でコーヒーと紅茶の生産が活発

はミニバスとトラックバスがある。

化し、レイ（ラエ）は船積み港としての役

フォン湾沿いの村、ブサマ（Busama）

割を担った。コーヒーはパプアニューギニ

やサラモアなどには連絡船で行く。フォン

アの主要な輸出品であり、その輸送のため

湾の北の先端にあるフィンシュハーフェン

に道路整備が優先的に行われ、1960年代

には陸路もあるがバスはなく、連絡船か小

にはレイ（ラエ）は本格的に復興の道を歩

型飛行機を利用する。

み始めた。さらに1980年代にはハイラン

●気候

ド地方で鉱物資源の発見があり、輸出港と

フォン湾に面し海沿いの地域は11月か

してのレイ（ラエ）の存在が一層重要なも

ら2月が蒸し暑く30℃を超える。4月から

のとなった。

9月は雨季で気温は27℃程度。年間の平

レイ（ラエ）の一般事情
●レイへのアクセス
ポートモレスビーからニューギニア航空
でナザブ空港まで45分。空港はレイ（ラ
エ）市内の西方約40㎞にあり、市内へは

均降雨量はレイ（ラエ）やフィンシュハー
フェンで4500㎜ほど、内陸部のワウでは
1800㎜。ワウでは夜間の気温が18℃ほ
どに下がる。
●レイ（ラエ）の治安
レイ（ラエ）の治安は一時回復し静かで
33

レイ
（ラエ）
工科大学、
熱帯雨林動植物園 方面
●レイ
（ラエ）
工科大学本部

空港、
ハイランドハイウェイ 方面

レイ
（ラエ）市街

ゴルフコース

ブンブー川

●

植物園
消防署 ●

トップタウン
● YMCA

● 病院

警察署

レイ
（ラエ）
インターナショナルホテル
●
カイバー
●
● チャイナタウン
州庁舎 ● ●
● 郵便局
メインマーケット
●

●

ニューギニア航空

●

メラネシアンホテル

●

旧滑走路

●

ルナマンの丘

競技場

●

ヨットクラブ

0

フオン湾

250

500m

安全な町とされていたが、最近はラスカル

植物園で蘭が自生しており、非常に珍しい

と呼ばれる強盗団が出没している。日中で

ものも多い。その他、ヤシ科、バショウ科、

も人気の少ない場所、植物園やルナマンの

ソテツ科、タケ科、ショウガ科、タコノキ科

丘なども現地のガイド付のツアーで訪れる

など2500種類もの植物が栽培されている。

ほうが良い。

オーストラリア軍戦没者墓地に隣接する。

観光スポット
植物園
Botanical Gardens

ポートモレスビーの植物園よりも大きな
34

ルナマンの丘
Mt. Lunaman

戦争中、日本軍が「本部山」と呼んだ駐
屯地があった場所で、トップタウンから海
沿いの道を車で10分ほど登ったところにあ

る。頂上には通信用のタワーがある。洞窟
は地中深く海まで続いていると言われる。

レイ（ラエ）
・インターナショナル・ホテル
Lae International Hotel（Tel：472

2000）

広い敷地を有する歴史のあるホテルで最

熱帯雨林動植物公園

近全面的に改装された。設備も充実してお

The Rainforest Habitat

パプアニューギニア固有の生物を研究す

り、25mプールやテニスコート、フィッ

る機関だが、一般観光客用の散策コースが

トネスクラブの他、庭には小さな動物園が

ある。ワニ、色とりどりのオウム、サイチョ

ある。3つのレストランがあり、シーフー

ウなどの動物が楽しめる。

ドを中心としたパシフィック料理で、味の
良さには定評がある。客室は100、宿泊
料はシングルでK310.00 ～。

熱帯雨林動植物公園

レイ（ラエ）工科大学
University of Technology

レイ（ラエ）
・インターナショナル・ホテル

1973年に設立され、工学、精錬学、経
営学、林業、測量、天然資源の研究、指導
者の育成の目的を持つ大学。2000人の学
生が丘に広がるキャンパスで勉強している。

レイ（ラエ）のホテルとレストラン
レイ（ラエ）には約20軒の各種ホテル

メラネシアン・ホテル
Melanesian Hotel（Tel：472

街の中心部に近い最高級ホテルで設備も
整っており、
熱帯植物庭園直ぐ近くにある。
中庭にプールがある。きめ細かいサービス
が評判である。部屋数68、宿泊料はシン

があるが、安心して宿泊できるのは中心部

グルでK214.50 ～。

にある2軒の高級ホテル。レストランは、

フオン・ガルフ・モーテル

ホテルに併設されているものを除くと数軒

3744）

Huon Gulf Motel（Tel：472

4844）

しかない。朝食や昼食はともかく、日没以

熱帯植物庭園の隣にあり、通常モーテ

降の外出は控えるほうが無難であり、夕食

ル・スタイルでは味わえない温かみがあ

は宿泊しているホテルのレストランで済ま

る。芝生のあるプールとカーパークを囲ん

せるほうが良い。

でいる。
35

ブロロ（Bulolo）とワウ（Wau）
ブロロはレイ（ラエ）から車で約3時間（100㎞）にあ
り、途中からは未舗装の悪路となる。トラックを改造して
幌を被せたバスは相当揺れる。ブロロからさらに1時間走
ると1921年に金鉱が発見されたワウがある。ゴールド
ラッシュ時にはワウもブロロも繁栄したが、第2次世界大
戦中に主な金脈は涸れてしまい、現在は静かな山ろくの町
となっている。
ブロロには昆虫ファームがあり、トリバネアゲハを合法
的に買うことができる。ワシントン条約で輸出が禁止され
ているメガネトリバネアゲハやゴライアウトリバネアゲハ
なども卵から飼育しているので、申請書を提出すれば証
明書付で入手できる。開館時間は月曜～金曜日の7：30 ～

トリバネアゲハ

16：00、土・日曜は休館。また、アセキの奇習、風葬によるミイラも見学できる。
ブロロと大渓谷を挟んだ南東のワウは、ブロロに比べて町の規模が大きく病院などもある
が、静かな山間の町に変わりはない。この町で世界的に知られているのがワウ生態学研究所
だ。ジャングルの一区画が研究所によって管理されており、トリバネアゲハなど貴重な蝶を
見ることができる。ワウの南西4㎞には熱帯雨林のマックアダム国立公園がある。200種類
以上の野鳥が生息しており、極楽鳥も10種類が確認されている。
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マダン（マダン州）（Madang）とその周辺
マダン州の州都マダンはビスマーク

沿岸警備記念台

海に突き出した岬にあり、人口約2万

マダン・リゾート・ホテル

ウ
エ
ス
ト
パ
ッ
ク
銀
行

ル
タ
ー
派
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

手工芸品店
マダン・クラブ
郵便局
市場
ドイツ人墓地

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

9000人、多くの入江や蓮の花が浮か

コ
ー
ス
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・
ホ
テ
ル

ぶ淡水池、ガジュマルの巨木と芝生
の公園が市街に美しさを添える。周辺
には無数の小島が浮かんでおり、サン

ゴルフ・
コース

ゴ礁の海は澄み渡って、パプアニュー
ギニアを代表するダイビング・エリアと

公園

して世界的に知られている。岬の先端
ビネン港

コ
ロ
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ド
ラ
イ
ブ

大聖堂
モ
デ
ィ
ロ
ン
・
ロ
ー
ド

製紙工場

は東から回り込むように走るコロネー
ション・ドライブと西側のビネン港に面
して走るモディロン・ロードが市街を
囲み、付け根の合流地点にマダン観光
文化局がある。岬の西側先端がビジネ
ス地区で、コロネーション・ドライブ
沿いがリゾート地となっている。マダ
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マダン市街

Salemben
Josephstaal

Balbe

マウントハーゲン

クンディアワ

50km

Alonis

マダン

ゴロカ

3231m

あり、さらに北に行くと、ゴルフ・コースの先
には高さ30mにもなる沿岸警備記念灯台があ

ヤボム
1865m
3780m
3546m Dumpu

に北に入ると、サンゴと熱帯の美しい魚が目の
前に楽しめるライオンズ・リザーブ・ビーチが

1831m
アレクシスハーフェン

Alome
2830m
Mt.Herbert
4267m
Mt.Wilhelm
4267m

と高級ホテルのスマグラーズ・インと
観光文化局からコロネーション・ドライブ沿い

0

3791m

のモディロン・ロードを少し南へ行く

マダン・ロッジ

ビスマーク海

Awa
Bogia

2053m

ン観光文化局からメイン・ストリート

民芸品店

中級ホテルのマダン・ロッジがある。

Borol

アンゴラム

スマゲリス・ホテル

高
校

Saldor

3765m

る。灯台を中心に公園になっていて、巨大な
ガジュマルの木陰で憩う市民の姿が見られる。公
園に隣接して高級ホテルのコースト・ウォチャー

ズ・ホテルがあり、その先500mは最高級のマダン・リゾート・ホテルの広い敷地になる。
岬の先端から北を見るとクランケット島があり、その左に日本軍の貨物船が見られるビリ
アウ島がある。マダンとその周辺は、あちらこちらに第2次世界大戦の戦跡が今もそのまま
残されている。
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マダンの歴史
1871年、この地を初めて訪れたヨー
ロッパ人はロシアの生物学者であった。彼

ルに依頼すると空港まで配車してくれる
サービスもある。なお、マダンにタクシー
は走っていない。
●マダンの周辺道路とPMVsバス

は15 ヶ月の滞在の後、マラリアを発病し

マダン市街から北に走るノース・コース

て帰国した。1984年、ドイツのニュー

ト・ハイウェイは、海岸沿いの舗装道路が

ギニア会社が入植を開始したが、マラリア

約50㎞ほど先のマロロ村まで続いている。

などの熱帯特有の病気に苦しみ、主体は

そこからセピック川の河口付近までは未舗

ニューブリテン島に移った。

装の道路となる。ノース・コースト方面へ

第2次世界大戦が始まると直ぐに日本軍

のPMVsバスは、市街地の郵便局の向いか

がマダンに上陸したが、1943年にはオー

ら出発する。料金は市街地から空港付近の

ストラリア軍に追われ、さらに1944年1

循環バスがK0.50で、距離によって加算さ

月にはマダンの南に上陸したアメリカ軍に

れる。ちなみにレイ（ラエ）まではK20.00

よって壊滅的な打撃を受けてこの地を放棄

となる。レイ（ラエ）まで続く南への道路

した。マダンの北10㎞には日本軍の飛行

は未舗装で内陸部を通る。

場跡が残っている。

●マダンの社会

戦後のマダンはハイランド地方への入り

マダン州は多様な自然に恵まれており、

口として活気を見せたが、レイ（ラエ）と

人々の生活は住む地域によってそれぞれ特

ハイランドを結ぶハイウェイができたこと

徴がある。そのほとんどが伝統的な自給自

でその役割はレイ（ラエ）に移った。しか

足経済であり、島に住む人々は魚介類が中

し、観光地として復活し、現在ではパプア

心で、沿岸部の人々はバナナなどの熱帯の

ニューギニアで最もダイビングサービスが

果実や根菜、高地に住む人々はサツマイモ

充実した地域となっている。

を常食にしている。体型は高地に住む人々

マダンの一般事情
●マダンへのアクセス
ポートモレスビーからマダンへはニュー
ギニア航空で約1時間、毎日2 ～ 3便の運

が比較的小柄である。伝統工芸にも特徴が
あり、高地に住む人々が木の彫刻を得意
とするのに対し、沿岸部では貝のアクセサ
リーや素焼きの壺などが多い。
●マダンの治安

行がある。マダン空港は市街からノース・

マダンはこれまで比較的安全で、観光客

コースト・ハイウェイで約7㎞、空港から

がラスカル（強盗団）の被害にあったとい

市街へはホテルの送迎バスを利用する。レ

う話は聞かないが、タクシーがないので、

ンタカーを利用する場合は、宿泊するホテ

帰りが日没後になるような外出は控えたほ
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うがよい。

が見られる。村人は素朴で人懐っこく我々

観光スポット
ニューギニア島の東部から北西部にかけ

を歓迎してくれる。
ヤボブ村
Yabob Village

て日本軍の戦跡が多く残っているが、特に

マダンから車で南に約15分ほどにある

マダンから北西のウエワクにかけて集中し

美しい村で、海を見下ろす丘の上に日本軍

ている。これは東部での戦闘に破れた日本

の慰霊碑がある。1944年1月にアメリカ

軍が連合軍に追われて最後の補給基地であ

軍が上陸、日本軍は野戦病院のあったこの

るウエワクに向かって敗走したためであり、

地で壊滅的な打撃を受けた。

今も残る戦跡は悲惨な逃避行を訪れる人に

ビルビル村

伝えている。1944年5月、最後の日本軍
基地となったウエワクには5万5000の将

Billbill Village

ヤボブ村からさらに南に行くとガム川が

兵がいたが多くは戦闘能力を失っており、

あり、その先を海側に入った所にある村で

この島から日本に戻れたのは僅か1万人ほ

伝統的な手法で素焼きの壺を作っているこ

どだった。

とで知られる。但し、壺のデザインは観光

民族博物館

客向けとなっている。また、伝統的なシン

Museum & Cultural Centre

パプアニューギニアの民族文化、歴史、
暮らしを紹介している。狩猟や漁業に使わ
れた道具、原始的な壺、生活用具などが展

シン・ダンスも楽しめる。
日本軍の飛行場跡
WWⅡ Japanese Airstrip

マダンからノース・コースト・ハイウェ

示されている。

イで約20㎞、ジェイス・アーベン・リゾー

バタフライ・ファーム

トの北に日本軍の飛行場跡がある。陸軍軽

Butterfly Farm

1992年トリバネアゲハの飼育場として

爆撃機「呑龍」がほぼ完全な形で残されて
いる。

開設されたが、トリバネアゲハの他、青く
輝く羽のオオルリアゲハ、ゴライヤス等他
では見ることのできない珍しい蝶が飼育さ
れ愛好家にはたまらない場所である。
ハイヤップ村
Hayap Village

マダンから車で40分ほどの山中の小さ
な桃源郷のような村で、国鳥である極楽鳥

呑龍
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ト沿いに数多くあり、イソバナやウミトサ

ハンサ湾

カ、ヤギなどの素晴らしいソフトコーラル、

Hansa Bay

マダンから約200㎞の地点で、ウェワ

バラクーダやギンガメアジなどの回遊魚、

クとのほぼ中間点となる。ここには30隻

そして7 ～ 8月にはハンマーヘッドシャー

以上の日本軍の貨物船や伝馬船が沈んでお

クなどが集団で回遊してくるのが見られる。

り、数メートルの水面下に錆付いた対空砲

マダンの直ぐ北にあるビルアウ島の周囲に

が見える。

は日本軍の3隻の貨物船が沈んでいる。
ダイバーでなくてもマダン周辺には安全

アクティビティ

なシュノーケリング・ポイントが数多く、

ノース・コーストには世界有数のサンゴ

誰にでも簡単に楽しめる。美しいラグーン

礁が広がっており、アクティビティの中心

で知られるクランケット・ラグーンやシア

はなんと言ってもダイビング。しかし、ダ

島、ピッグ島などへのシュノーケリング・

イビングができない人でも、気軽にシュ

ツアーがある。また、スマグラーズ・ホテ

ノーケリングを楽しめる安全なポイントが

ルのすぐ北にあるライオンズ・リザーブ・

無数にある。日本軍が多数の犠牲者を出

ビーチもシュノーケリングに適している。

したこの地域には、第2次世界大戦の戦跡

ダイビングは、日本からのダイビングツ

もある。

アーのほかマダンには数社の経験豊かなダ

●ダイビングとシュノーケリング

イビングサービスが営業している。

マダンは国内でも最もダイビングサービ
スが充実しており、マダン・リゾート・ホ

ニューギニ・ダイビング・アドベンチャーズ
Niugini Diving Adventures（Tel：852 2766）

テルなどに日本人インストラクターが常駐

マダン・リゾート・ホテルに基地を置く

している。ダイビング・スポットはマダン

サービスで、日本人インストラクターもい

からボートで15～20分のノース・コース

る。料金は2タンク・ダイブでK145.00
ほど、ナイト・ダイブもできる。
マダン・アクアベンチャーズ
Madang Aquaventures（Tel：852

2023）

スマグラーズ・インに本部を置くサービス
で、2タンク・ダイブの料金はK140.00、
3タンク・ダイブがK200.00ほどである。
ガイドはベテランであり、安心できる。

Ⓒ多津丸
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マダンのホテル
マダン・リゾート・ホテル
Madang Resort Hotel（Tel：852

2766）

マダンで最高級のホテルであり、岬の先
端マダン港の向こうにはクランケット島が
見渡せる。部屋数は70。ダイビングは、
ニューギニ・ダイビング・アドベンチャー
コースト・ウォッチャーズ・ホテル

ズが営業している。

マダン・ロッジ・ホテル・アンド・アパー
トメント
Madang Lodge Hotel & Apartment
（Tel：852 3395）

シングル・ルーム16室、2つの小さな
コッテージと3つの家族サイズ・ルームか
らなる5つのモロタ・ルーム、14のガーデ
マダン・リゾート・ホテル

ンテラス・ルームがある。施設も完備し海
が見渡せる。

ジェイス・アーベン・リゾート

スマグラーズ・イン

Jais Aben Resort（Tel：852

Smugglers Inn（Tel：852

3311）

2744）

マダンからノース・コースト・ハイウェ

アストロラベル湾に面した岬の入り口に

イを約1㎞北上したナガタ湾に面した海岸

ある高級リゾート・ホテルで、レストラン

にある。ダイバーに人気があり、マリーン

は味に定評がある。シュノーケリングに適

スポーツの企画も豊富。部屋数は18で自

したライオンズ・リザーブ・ビーチまで

炊も可能。

50m、敷地にはプールもあり、部屋数は

コースト・ウォッチャーズ・ホテル

40。ダイビングは、マダン・アクアベン

Coastwatchers Hotel（Tel：852

2684）

チャーズが営業している。

施 設 が 完 備 し た32の 部 屋 と レ ス ト ラ
ン、バー、プール、150人収容の会議室
などがある。フリーパーキング、空港への
無料送迎もしてくれる。
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ニューブリテン島と
ニューアイルランド島
ラバウルのあるニューブリテン
島はパプアニューギニア最大の
0

ケビエン

ビスマーク海

150

300km

ニューアイルランド島

口は約40万人で、日本の九州と

ラバウル

沖縄を合計した広さに匹敵する。

ココボ

ロング島
キンピ

ニューブリテン島は東
（イースト）

ホスキンス

と西（ウェスト）の2州で構成さ

ニュー・ブリテン島

ブーゲンビル島

レイ（ラエ）

ソロモン海
トリブリアンド諸島
ポポンデッタ

島 で 面 積 は4万500平 方 ㎞、 人

ウッドラーク島

れ、イースト・ニューブリテン州
ソ
ロ
モ
ン
諸
島

の州都ラバウルは日本軍の基地が
あったことで知られる。1994年
の噴火でラバウル市街が埋もれ、
実質上の州都はラバウルの南西

20㎞にあるココポへ移っている。
ウェスト・ニューブリテン州の州都はキンベで、東へ60㎞はなれて空港のある町ホス
キンスがあり、北西に位置するウイリアメズ半島にはシェル・マネーの発祥の地タルシアが
ある。イースト・ニューブリテン州がラバウルを中心に発展してきたのに対し、ウェスト・
ニューブリテン州はほとんど手付かずの状態で今日に至っている。
ニューアイルランド島はニューブリテン島の北東に位置し、面積9600平方㎞、人口は約
10万人。細長い島の最北端にあるケビンはダイビングやサーフィンの町として人気がある。
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ラバウル（Rabual）とココポ（Kokopo）
（イースト・ニュー・ブリテン州）
ワトム島

ラバウルとココポ
潜水艦基地
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ラバウル

コンビウ山
（ラバウル地区）（母山）

コンビウ山

ラパナカイア山
爆撃機の残骸

ラマルマル

マチュビット島

ラクナイ
旧日本運大発洞窟

ヴァルカン山

トウングナン山
（南の娘山）

マチュビット湾
ブランチ湾

カラビア湾
ラルアナ

マルマルアン展望台

ナンガナンガ
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1944年9月、タブルヴル（Mt.Tavurvur）山とヴァルカン山（Mt. Vulcan）の噴火によっ
てラバウル市街は黒い灰に覆われた。この噴火による死者は5人であったが、5万人が住む
家を失った。人々はラバウルの南20㎞にある州都ココポに移動し、ここを拠点にラバウル
の復興に総力を挙げている。57年ぶりの噴火からラバウルは再び甦ろうとしている。
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宣言。ラバウルはオーストラリア領パプア

ラバウルの歴史

ニューギニアの新しい首都となった。

1767年にこの地を訪れた英国人のフィ

1937年、ラバウルとココポの中間に位

リップ・チャタレイは、それまで1つの島と

置するヴァルカン山とラバウルの南東に位

考えられていたニューブリテン島とニュー

置するタヴルヴル山が噴火し市街は灰に覆

アイルランド島の間に海峡があることを発

われ、首都がレイ（ラエ）に移転した。

見。その後の約100年間、海峡を通過す

1942年1月23日、日本軍はラバウルに

る捕鯨船などが水と食料の補給のために寄

侵攻し、南太平洋戦線のための補給基地の

航することはあったが、大きな変化はなく

建設を開始。その直後には、ラバウルの位

過ぎた。

置するガゼル半島に約9万人の日本人将兵

1874年ドイツ人貿易商がニューブリテ

がいた。しかし連合軍の反撃はすばやく、日

ン島とニューアイルランド島の間に浮かぶ

本軍はソロモン諸島のガタルカナル、ニュー

デューク・オブ・ヨーク島（Duke of York

ギニア島南東部のミネル湾、珊瑚海の戦い

Islands）に上陸、2年後には本拠をマチュ

で決定的な敗北を喫し、制空権を奪われた

ピット島に移した。1884年11月、ドイツ

基地の町ラバウルは連合軍によって徹底的

はこの地を保護領とすることを正式に宣言。

に破壊された。1945年の終戦時、ラバウ

1910年にはココポにおいていた本拠地を

ルの中心街は瓦礫の山だった。

新しく造られた町ラバウルに移したが、そ

ラバウルとココポの一般事情

の4年後には第1次世界大戦が勃発。1914
年9月にオーストラリア軍がココポに上陸

●ラバウルへの入り方

し、ニューブリテン島の北側を含む統治を

噴火によりラバウル空港が閉鎖され、現
在、 コ コ ポ の 東 に あ る ト
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行便が運行している。ポー
トモレスビーから新空港ま
で直行便で約1時間30分、
新空港からココポまで車で
約20分、ラバウルまでは
約1時間。
●ラバウルの現状
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クア（Tokua）新空港に直

S
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ad

よって町の大半が火山灰

部の地下壕跡がある。1943年4月18日
にブーゲンビル島で撃墜された山本五十六
海軍大将が、その前日までの数日間を過ご
した場所とされている。
平和記念碑
Japanese Peace Memorial

カイヴナ・リゾート・ホテルから車で3
カラビア湾から見た火山

分ほど山側に登ると1980年に日本政府や

に埋もれたが、急ピッチで復興が進み、町

戦友会、地元の人々の協力で建立された平

は活気を取り戻しつつある。日本軍の戦跡

和記念碑がある。天井に太平洋を現したレ

を訪れる日本人旅行者も年々増えてきてい

リーフがあり、ラバウルの位置に穴があけ

る。ラバウルにはパプアニューギニア有数

られ、太陽の光が差し込んでいる。

のダイビング・スポットがある。
●ラバウルを歩く
ラバウルはドイツの占領当時に区画整理
され、整然とした町並みが造られた。いち
早く復興された主要な通りはシンプソン港
の北側のマラグナ通りの周辺で、ついでマ
ンゴー・アベニュー、ナマヌラ通り、カスア
リナ通りなど。マラグナ通りとマンゴー・ア
ベニューの交差する町の中心には格式を誇
るラバウル・ホテル（旧ハママス・ホテル）

平和記念碑

日本軍飛行場跡（ラバウル空港）
マンゴー・アベニューを南に町を抜けて

があり、マンゴー・アベニューに沿って南

2 ～ 3㎞ほど行くと、1994年の噴火まで

に600mほど行くとラバウル・トラベロッ

使用され、その後、閉鎖されているラバウ

ジとカイヴナ・リゾート・ホテルがある。

ル空港がある。日本軍の占領時には東飛行
場と呼ばれ、ここから多くの「零戦」が戦

ラバウルの観光スポット

場へ飛び立った。ヤシの林にはその残骸が
火山灰に半分ほど埋もれている。

ヤマモトバンカー（海軍司令部跡）
ラバウル・ホテル（旧ハママス・ホテル）
とラバウル・トラベロッジの中間あたりに、
通称ヤマモトバンカーと呼ばれる海軍司令

ラバウル郊外の戦跡（ココポ街道）
ラバウルからココポへ続くココポ街道に
は日本軍の大発洞窟（Japanese Barge
45

Tunnel）がある。大発は大型発動機艇の略
で食料や弾薬を運ぶためのもので、洞窟は
空襲時の避難場所。現在も5隻の大発が残っ

ラバウル・トラベロッジ
Rabaul Travelodge（Tel：982

1111）

マンゴー・アベニューに面したホテルで、

ている。このほかにもココポ街道沿いには

3軒の高級ホテルの中で改装に最も時間を

日本軍のクレーン船の残骸や防空隊指揮所

要した。眺望も良く、付帯設備もプール、

跡、野戦砲や高射砲などが残っている。

レストラン、バー、ディスコと揃っている。

ラバウルのホテル
マンゴー・アベニュー沿いに3つの高級

シンプソン湾を見渡せる海岸にあり、壮
大な火山、ヤシの砂浜、碧青色のサンゴ礁
のパラダイスにある24室はエアコン、TV

ホテルがある。ラバウルの町が従来のよう

など設備が完備している。

に復興するにはなお数年かかるといわれる

カイヴナ・リゾート・ホテル

が、ホテルはいすれもほぼ以前と同様に営
業している。

Kaivuna Resort Hotel（Tel：982

1766）

マンゴー・アベニューに面した3階建て

ラバウル・ホテル（旧ハママス・ホテル）
Hamamas Hotel（Tel：982

1999）

ホテルで、部屋からはシンプソン港タブル
ヴル山が見える。このホテルのバーは地元

町の中心地にある格式を誇る木造のホ

の人にも好評で、ベランダからの眺めが良

テルで、英国のアンドリュー王子が宿泊し

い。ボートを所有しており、フィッシング

たこともある。プールと中華レストラン、

やダイビングツアーの手配もしてくれる。

バーの他にディスコもある。部屋にはシャ

部屋数は32。

ワー、エアコン、冷蔵庫、電話、テレビが

クラウ・ロッジ

付いている。

Kulau Lodge（Tel：982

7222）

シンプソン湾に近く、トクア空港から45

ラバウルからPMVsバスで西に向かって

分の所にある。42室あり、ラバウルの文

約20分、大噴火の影響をほとんど受けて

化と中国、豪州の文化が交じり合う。

いないタリリ湾（Tlili Bay）に面したカバ
カダ村に建つホテル。ロッジの前には美し
いビーチが広がり、ダイビングツアーの企
画もある。部屋はバス付で、クーラー、電
話、冷蔵庫、テレビなどの設備も整ってい
る。ロッジの他にコテージがある。

ラバウル・ホテル Ⓒ多津丸
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ココポ・ヴィレッジ・リゾート・ホテル
Kokopo Village Resort Hotel
（Tel：982 9096
Web：www.kokoporesort.com.pg）

海岸に面しており、デューク・オブ・ヨー
ク島やココポ・ゴルフ・コースが見渡せ

タクラム・ゲストハウス
Taklam Guesthouse（Tel：982

8870）

ココポにあり、オーナーであるリー・ファ
ミリーが第2の故郷を味わせてくれる。

る。23室はエアコン、TV付で食事も美味

ココポとその周辺の観光スポット

しい。伝統的歌謡ショーも楽しめ、空港送

ラバウルからココポ街道を南へ約40分、

迎、戦跡ツアーなど各種のツアーもアレン

トクア新空港への途中にある街で1994年

ジできる。

の噴火以前は静かな村であった。ラバウル
より政府機関や銀行、航空会社などが移
転したことで今は活気に溢れている。この
移転で最も変化が大きいのはビジネス社会
で、ラバウルから移転した中国人ビジネス
マンが結束してココポのビジネス社会に対
抗しており、次第に中国系ビジネスがココ
ココポ・ヴィレッジ・リゾート・ホテル

ラポポ・プランテーション・リゾート
Rapopo Plantation Resort（Tel：982 9944）

ココポとトクア空港の間にあり、ココア

ポでも力を増している。
イースト・ニューブリテン観光局
East New Britain Tourist Bureau
（Tel：982 9038）

とココナツのプランテーションの一部と

ラバウルにあった観光局が噴火によって

なっている。バルコニーからは、ピジョン

ココポに移転してきた。ラバウルとトクア

島と轟きを上げるタヴルヴル山を見渡せる

新空港へ向かうメイン・ストリートに面し

海岸にある。

ているタクラム・ゲストハウスを海側に
300mほど入った地点にある。資料の種類
は多くないが、係りの人は地域の詳しい情
報を持っており、親切に対応してくれる。
ココポ博物館
Kokopo Museum（Tel：982

8453）

海に面したゴルフ・コースの近くにあり、
正式名称は「東ニューブリテン歴史文化博
ラポポ・プランテーション・リゾート

物館」
。芝生庭園には第2次世界大戦関連の
日本軍の戦車や魚雷、ジープなどが展示さ
47

教会

ココポ（Kokopo）市街
クイーンエアの階段

0

病院

0.5

1km

サービス
ステーション
観光オフィス
郵便局
ニューギニア航空

警察
PNG
BC銀行

エンターテイメント・センター

中央バス停
ウエストパック銀行

ドイツ墓地

れている。2階には零戦の一部、機関銃や

大戦で破壊され、今では階段が残るのみ。

ヘルメット、米軍機のノーズ・アートなど

火の踊り

の収集品が陳列されている。別棟には地域

Fire Dance

の伝統文化に関する展示物があり、カヌー

ラバウル郊外の山奥に住むバイニン族の

やラバウル郊外の山奥に住むバイニン族が

踊りで、自分たちだけに見える精霊を表し

火の踊りに使う仮面などが興味を引く。

たお面をかぶり、焚き火の中に飛び込んで

クイーン・エマの階段と屋敷跡

ゆくユニークな踊りである。

Queen Emma’
s Steps & House Site

9ホールのゴルフ・コース、ラルム・カ
ントリー・クラブのクラブハウスはエマ・
フォーサイスの屋敷跡に建てられた。ク
イーン・エマはアメリカ人の父とサモア人
の母を持ち、1870年代にニューギニア
で初めてヤシのプランテーションを切り
開き、一代で財を成したことで知られる。
1882年に建てられた大邸宅は第2次世界
48

火の踊り

キンベ（ウェスト・ニュー・ブリテン州）（Kimbe）とその周辺
州都キンベの東約60㎞には空港のある
街ホスキンス、北西には世界中のダイバー
ケビエン

に知られるワリンディ村とシェル・マネー

ビスマーク海

の発祥地タルシアがある。ホスキンスには
ポートモレスビーから毎日1便の直行便が
ある。

ニューアイルランド島
ラバウル
ココポ

ロング島
キンベ

ホスキンス

ニュー・ブリテン島

●ダイビング

レイ
（ラエ）

ソロモン海

ワリンディの近海は手付かずのサンゴ礁
が美しく、魚影の濃いダイビング・スポッ

0

100

200km

ポポンデッタ

トが数多い。ステェティン湾の北部のヴァ
ネサズ・リーフではバラクーダの大群やサ
メが見られる。ウィリアメズ半島の先端の

油のプランテーションの中にある。ホス

東には、さまざまなコーラルが美しいサウ

キンス空港から送迎バスで45分。メイン

ス・ベイ・リーフがある。変化に富んだポ

のバンガローにはラウンジとダイニング、

イントでは、イルカの大物が見られる。

バーがあり、敷地内にはプールとテニス

ワリンディ・プランテーション・リゾート
Walindi Plantation Resort（Tel：983
Web：www.walindi.com）

5441

コートがある。ボートを2隻所有している
ので、ダイビングやフィッシング、
シュノー
ケリングのツアーも可能。ダイビングでは

キンベとタルシアの中間でウィリアメズ

水中撮影のレッスンもある。各バンガロー

半島の東側、キンベ湾に面する広大なヤシ

は茅葺き屋根で趣がある。テレビや電話は
ない。

ワリンディ・プランテーション・リゾート
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ケビエン（ニュー・アイルランド州）（Kavieng）
ケビエン市街
● スーパーマーケット

ツリーハウス、
ナマタナイ方面

マラガン
ビーチリゾート●

郵便局

銀行

●

●

●

ケビエン空港

スポーツ公園

● ケビエンホテル

ケビエンクラブ

戦跡 ●

ゴルフコース
マーケット ●

● 警察署

ゴルフコース
州庁舎 ●

0

200

400m

病院はこの先600m

細長いニューアイルランド島（州）の北端に位置する州都ケビエンは、３方を海に囲まれ
た小さな村で人口は約7000人。村の中心にゴルフ・コースがあり、その中に警察署がある。
ゴルフ・コースは住民の憩いの場所でもあり、木陰で昼寝やランチを食べたりしている。ゴ
ルフ・コースの北側にケビエン・ホテルがあり、道を挟んで観光局や銀行、郵便局、スーパー
マーケットが並んでいる。ケビエンには日本軍の戦跡も数多く、村の中心地に大砲や高射砲
が残っている。
●ダイビングとサーフィン
ケビエンとその北に浮かぶニューハノー
バー島の間には多くの小島が浮かんでお
り、ダイビング・スポットやシュノーケリ
50

ング・スポットが豊富にある。また、この
付近はパプアニューギニアで最もサーフィ
ンに適した場所でもある。

ケビエンの観光スポット

ヌサ島
Nusa Island

船着場の前にある小島。ここで取れる大

ホタルの木

きなマッドクラブ（カニ）が名物。

Firefly Tree

市内から南に車で40分、ボガテレの森
にホタルが群がる木がある。新月の晩や雨
の後、数万ものホタルがクリスマスツリー
のように幻想的に明かりを点滅する。見ら
れる日が限られるので予めホテルなどで確
認すること。
プリプリマン
Pri Pri Man

ウル村にいる占い師。全身をカラフルな
植物の衣装で飾り、長いタケの棒を手にし
て現れる。いろいろな質問に木からつるし
たタケの棒を左右に振って答えを出す。大

ヌサ島の浜辺

リセナン島
Lissenung Island

ケビエンからボートで15分の小さな島。

きいフリは「イエス」、小さければ「ノー」

パラダイス島とも呼ばれ、美しい森とラ

らしい。

グーンは楽園と言っても良い。ダイビング、
シュノーケリングに適したスポットが多く
てある。

ケビエン（Kavieng）のホテル
マラガン・ビーチ・リゾート
Malagan Beach Resort（Tel：984

2452）

ケビエンのヌサ港に面した通り沿いにあ
るリゾート。ケビエン空港から送迎車で約
5分、中心地にも近い。白浜のビーチにあ
るバーは地元の人に人気の場所で、ケビエ
ン在住の外国人もここに集まってくる。部
プリプリマン

屋にはシャワー、エアコン、冷蔵庫、テレ
ビ、電話が付いている。室料はダブルで
K170.00 ～。ダイビングヤシュノーケ
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ツリーハウスと6つのビーチバンカーから
なる宿泊施設。ダイビング、シュノーケリ
ング、カヌーといったアクティビティーや
カビエン近郊の村への観光、ホタルの見学
など様々なツアーの手配が可能。室料はツ
リー・ハウス・ダブルベッドがK240 ～。
ケビエン・ホテル
マラガン・ビーチ・リゾート

Kevieng Hotel（Tel：984

2199）

ビジネスホテルといった感じで、予算に
リング・ツアーのほかカヌーのツアーも企

応じて扇風機付きの簡易ベッドの部屋から

画している。

クーラーやシャワー、冷蔵庫、テレビ、電

ツリーハウス・ビレッジ・リゾート
Tree House Village Resort
（Tel：984 2666）

ケビエンから車で約20分の浜辺に樹齢
200年の大木の上に建てられた3階建ての
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話付きの部屋まである。室料も簡易ベッド
はK35.00で、クーラーやシャワー付は
K110.00 ～となっている。レストラン
やバー、プールのほか会議室もある。

ハイランド地方

0

25

50km

その名の通り3000m級の山々が連なる山間に小さな村が点在する、パプアニューギニア
の中央部がハイランド地方である。面積は6万2500平方㎞、日本の東北地方とほぼ同じ広
さに156万人ほどが生活している。涼しく過ごしやすいこの地域には、多くの部族が集まっ
ており、ポートモレスビーに次いで人口密度が高い。
ハイランド地方は行政上5つの州に分かれている。最も賑やかな町マウントハーゲンを州
都とするウェスタン・ハイランズ州とヨーロッパの影響を強く感じるゴロカが州都のイース
ト・ハイランズ州、ウィッグマンが住むサザン・ハイランズ州、ほかにチンブー州とエンガ
州がある。この地方を一躍有名にしたのはマウントハーゲンとゴロカで催されるシンシン・
ショー。民族衣装を着飾った多くの部族が国中から集まり、年に一度の大きな祭りを催す。
バラエティに富んだ民族文化が見られるため世界各国から観光客が訪れる。
ハイランド地方の主要な町にはポートモレスビーから空路で入る他、レイ（ラエ）ある
いはマダンからハイランド地方を縦断するハイランド・ハイウェイを利用する。陸路は
4000m級の山裾をPMVsバスがうねって走るので時間がかかる。
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シンシン

●シンシン（Sing Sings）

ハイランド・ショー

族がそれぞれの伝統衣装を身に付け、顔に

シンシンとは、「祭り」「歌」「踊り」な

はカラフルなメイクをほどこし、槍や斧な

どを示すピジン語で、戦いの前に士気を高

どの武器を手にした戦士が地面を揺るがし

めるために「雄叫びの声をあげて踊るダン

て踊る。リズミカルな打楽器が迫力を盛り

ス」のこと。現在では部族の祝い事や結婚

上げ、飾り立てた戦士たちが威容を見せ付

式などで行われることが多い。従って生活

けるように飛び跳ねる。毎年8月にマウン

に密着したシンシンは1年中、何処かの村

トハーゲン、9月にゴロカで行われる「ハ

で行われている。

イランド・ショー」には全国のシンシンが

比較的有名なシンシンが10 ヶ所ほどで
開催されているが、マウントハーゲンとゴ
ロカで行われる2つのシンシンは最も規模
が大きく華やかである。次いで、1987年
からポートモレスビーの公式行事となった
「ヒリ・モアレ・フェスティバル」が9月の
独立記念日に開催される。ハイランドに比
べて、ホテルの確保が比較的容易なことか
ら人気が上がっている。
●ハイランド・ショー
ハイランド地方がヨーロッパ人との本格
的な接触を始めた1950年代、一族ある
いは部族を集めるために始めたイベントが
ヨーロッパ人に大きな評判となり、発展し
て観光の目玉となった。
ショーの最大の見所は、500以上の部
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一堂に集まって披露される。

ゴロカ（イースト・ハイランズ州）（Goroka）とその周辺

Zokizol River

マウントハーゲン、
クンディアワ方面

コーヒー農園へ

ゴロカ市街

YWCA ●

ランランシアター ●

マーケット ●
郵便局 ●

警察署

ニューギニア航空

●

● バードオブパラダイスホテル

● 銀行

●

ゴロカ空港

● 病院

Goroka Creek

JKマッカーシー博物館
●

カイナンツー、
ラエ、
マダン方面

0

250

500m

ゴロカはイースト・ハイランズ州の州都で周辺を含めて約2万5000人が生活するハイ
ランド第2の町。北を3546mのオットー山、南を3647mのマイケル山に囲まれた標高
1600メートルにある。日中の陽射しは強いが乾燥しており、夜間は10℃にまで下がる。
ゴロカをヨーロッパ人が訪れたのは1930年代で、戦争を挟んで20年間はキリスト教の
布教活動を除いて大きな変化もなく過ぎた。1960年代に入るとハイランド地方がコーヒー
の産地として脚光を浴びるようになり、ゴロカはその中継地として活気を見せる。
●ゴロカへの行き方
ポートモレスビーからニューギニア航空

で約50分、毎日1便が運行されている他、
主要都市間を結ぶ定期便もある。PMVsバ
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スはゴロカからレイ（ラエ）まで4 ～ 5時
間、マウントハーゲン約4時間、クンディ
アワ約2時間、バス停はマーケットの近く

トゥンブナ・マーケット
Tounbna Market

州庁舎の前の青空市場。主に野菜や果物

にある。

など食品だが、ビルムと呼ばれる多種多様

●ゴロカの治安

な手編みの袋も売っている。伝統工芸品も

安全面では依然としてラスカル（強盗団）
の問題があり、旅行者は注意が必要。日中

多く、お土産を買うにはもってこいのマー
ケット。

に団体で行動するのは問題ない。

ゴロカの観光スポット
ランラン・シアター
100人以上を収容し、伝統的シンシン・
ダンスや演劇を行う木造りの劇場。地元の
入場者で賑わう。裏の通路にブタのムー
ムー（バナナの皮の石焼蒸し料理）も販売
される。

トゥンブナ・マーケット

ゴロカ・ショー
Goroka Show

毎年、9月中旬の独立記念日の週末に開
催されるハイランドショー。全国から多く
の部族が集まり、部族に伝わる衣装を身に
付けて踊り続ける。マウントハーゲンに比
べシンシンの集まりが多いと評判。
アサロのマッドマン
Mud Man
ランラン・シアター

JKマッカーシー博物館
JK McCarthy Museum

ゴロカの北西10㎞ほどにあるアサロ村
には泥で作った仮面を被るキミニビ族がい
る。通称マッドマンと呼ばれ、戦いで相手

空港の西南にある民族博物館。ハイラン

を畏縮させるために幽霊を模したもので、

ド地方の文化、生活を示す展示が行われて

今日では世界的に知られるようになった。

いる。第2次世界大戦での武器や米空軍の

ゴロカからツアーがある。

P39戦闘機も展示されている。入場無料。
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マッドマン

ゴロカのホテル
バード・オブ・パラダイス
Bird of Paradise Hotel（Tel：731

3100）

タウンセンターを見下ろすホテルは、
コーラル・シー・ホテル・チェーンに属し
ている。

バード・オブ・パラダイス
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マウントハーゲン
（ウェスタン・ハイランズ州）
（Mt.Hagen）
とその周辺
マウントハーゲン市街

キミニンガロッジ

●

バイヤリバー方面

空港、
ゴロカ方面
教会 ●

ハイランドハイウェイ

Kumniga Creek

Kala Creek

● マーケット
●

警察署 ●

PMVsバス
空港、
ゴロカ、
クンディアワ方面

● 郵便局

ニューギニア航空

●

●
● 銀行

病院

公園
公園
● ハイランダーホテル

0

250

500m

Kerima Creek

マウントハーゲンはウェスタン・ハイランズ州の州都でハイランド地方のほぼ中央、レ
イ（ラエ）から約445㎞、ゴロカから115㎞の所にある。市街は標高1500mの盆地にあ
り人口は1万8000人、周辺を含めると約4万人が生活する。銀行や郵便局、マーケット、
商店が集中する中心街は狭く人が溢れている。
●マウントハーゲンへの行き方
ニューギニア航空がポートモレスビー～
マウントハーゲン間を1日3便運行してい
る。所要時間は1時間で、空港はマウント
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ハーゲンから約10㎞のところにあり、ホ
テルの送迎バスがある。ゴロカからは車で
約4時間かかる。

の村から伝統的な服装をして参加する人も

●マウントハーゲンの治安
以前から治安の悪さが指摘されており、

いる。観光客に人気が高いのは、ここが本

現在も強盗やすりなどの被害が多発してい

場のビルムと呼ばれるカラフルに編んだ袋

る。日本人は人前で財布を開けることが多

や伝統的な作りの斧や槍などだ。

いので、スリや置き引きに狙われやすい。

バイヤリバー国立公園

その場では免れても、跡を付けて人通りの
少ない所で襲ってくることもあるので十分
注意が必要である。

Bayer River National Park

マウントハーゲンから北へ50㎞、バイ
ヤー川沿いにあり、野生動物、特に極楽鳥

マウントハーゲンの観光スポット

が多いので有名。

マウントハーゲンのホテル

マウントハーゲン・ショー
Hagen Show

毎年8月の第3週末に行われるが、その年

ロンドン・リッジ
Rondon Ridge（Tel：542

1438）

によって若干のズレがある。ゴロカ・ショー

最近オープンしたホテルで海抜2000

と比べるとやや規模が小さいようだが、い

メートルにあり、山々に囲まれている。品格

ずれにしてもこの時期はツアーに参加しな

のある12室とビジネス用の会議室がある。

い限り宿泊などの手配が難しい。

ハイランダー・ホテル
Highlander Hotel（Tel：542

マーケット

1355）

町の先端にあり、52のモダンな部屋は

Market

土曜日に開かれるマーケットはパプア

10チャンネルのCATVの他、設備が完備し

ニューギニア最大の規模を持つという。近

ている。プールサイドにはパルムリ・レス

隣の村々から果物や農作物、日用品、工芸

トラン（ピザ）
、バーがあり、24時間の両

品などあらゆるものが持ち込まれる。遠く

替サービス、150人収容の会議室もある。

メインマーケット

ハイランダー・ホテル
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メンディ（サザン・ハイランズ州）（Mendi）
マウントハーゲンの南西に位置し、サザン・ハイランズ州の州都である。街は空港を中
心に広がっているが規模は小さい。周りは険しい石灰岩の山と緑に包まれる峡谷からなって
いる。ハイランドで最も美しいと言われるタリ盆地のクッブ湖もある。

タリ村とウィッグマン
サザン・ハイランズ州にあるタリ村は、

●タリへの行き方
ニューギニア航空がポートモレスビーか
ら週に数便運航している。所要時間は1時

広大なタリ盆地に人口900人ほどが住む

間25分。直行便のほかにメンディを経由

美しい村である。この村が世界的に有名に

する便もある。

なったのは、独特の風習を持つフリ族と
手付かずの大自然の存在。フリ族の男性は
ウィッグマンと呼ばれ、顔に黄色と赤の塗
料を塗り、額に蛇のバンド、鼻にカワソリ

タリのホテル
アンブア・ロッジ
Ambua Lodge（Tel：542

1438）

の羽、人毛のカツラ、クスクスの毛皮など

トランス・ニューギニ・ツアーが運営す

伝統的な衣装に身を包んでいる。日常生活

るホテルで、タリ村から車で45分ほどにあ

は殆どが女性の仕事で、男性は戦いがなけ

る。標高2100mに建つホテルからは美し

ればお洒落に時間を掛けるといわれる。

いタリ盆地とフリ族の世界が一望できる。

ウィッグマン
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アンブア・ロッジ

セピック川流域
● ヴァニモ
ビスマルク海
0

25

50km

アイタペ
●
カイリル島
ムシュ島
マプリック
●

ウェワク
●

ムリク湖

セピック川
●パグウィ
セピック川

アンブンティ
●
●
ヤンボン チャンブリ湖

アンゴラム ●
●チンブンケ

カラワリ
（アンボイ）
●
● カラワリロッジ

●ワタム
セピック川

● カンバランバ
● カンボット

ケラム川
ラム川

パプアニューギニアのアマゾンの異名を持つセピック川は全長1126㎞、イリアンジャの
国境近くから発し、広大な湿地帯の中央を蛇行してビスマルク海に流れ込む。流域には小さ
な村落が転々と存在し、精霊の家（ハウスタンバラン）やワニを信仰する部族など、独特の
文化を伝えてきた。セピック川流域は、行政的にはイースト・セピック州とサンダウン（ウェ
スト・セピック）州の2つに分けられているが、一般には上流、中流、下流に分かれる。上
流域の中心はアンブンティ、中・下流域はアンゴラムで、いずれの町もイースト・セピック
州に含まれる。2つの町に入るには、一般的にはウエワクやマダン、アマウント・ハーゲン
などから空路を利用する。
セピック地域の人口は約42万5000人、そ
の62％がイースト・セピック州に住んでいる。
イースト・セピック州の州都はウエワクで人口
が約2万5000人、サンダウン（ウェスト・セ
ピック）州の州都はインドネシアとの国境の町
ヴァニモで、人口約8000人。

セピック川河口
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観光スポット
アンブンティ村

セピックのホテル
セピック・スピリット
Sepik Spirit（Tel：542

1438）

セピック川の上流域で最も大きい村で人

新しく水上ロッジをオープンした。9の

口は約1300人、村には滑走路がありウエ

デラックス・トゥイン・ルームがあり、セ

ワクとの間を毎日1便が往復している。村

ピック川4日間のクルーズが楽しめる。

には周辺に村々から農作物や川魚が運ばれ
てくる。
ヤンボン村
アンブンティ村の近くで、サゴヤシから
取れるでんぷんで作られるサクサク、川の
ナマズ漁を見学できる。
アンゴラム村
アンゴラムはセピック川の中流域と下流
域の境界地点にある村で人口1500人、ウ
エワクから車で約3時間、他には小型飛行
機によるチャーター便がある。かってはワ
ニ皮の取引、現在はハウスタンバランと民
芸品で知られる。
カンボット村
アンゴラムからケラム川を遡ったところ
にあり、カンボット族はその優れた彫刻技
術で知られる。ストリーボードで知られる
木彫品は大人気である。
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関係先リスト（PNG）
大使館
●在日パプアニューギニア大使館
〒102－0074

東京都港区三田1－4－28

TEL：03－3454－7801

三田国際ビルディング313号

FAX：03－3454－7275

Web：http://www.png.or.jp/

貿易・投資コンタクト先
●投資促進庁（Investment Promotion Authority）
P.O.Box 5053 Boroko, N.C.D., Papua New Guinea
TEL：
（675）321－7311 / 308－4444

FAX：
（675）320-2237

Web：http://www.ipa.gov.pg

観光コンタクト先
●ニューギニア航空
〒102－0074

日本支社
東京都千代田区九段南1－6－17

TEL：03－5216－3555

千代田会館6階

FAX：03－5216－3556

Web：http://www.air-niugini.co.jp/

（

日本支社には、パプアニューギニアに関する配布用、閲覧用資料があり、配
布用資料は郵送もしています。

●パプアニューギニア政府観光局
〒160－0008

日本事務所

東京都新宿区三栄町26－3

）

インターナショナル・プレイス

（アビアレップス・マーケッティング・ガーデン株式会社内）
Web：http://pngtourism.jp/
●パプアニューギニア政府観光局

本部（ポートモレスビー）

Papua New Guinea Tourism Promotion Authority
PO Box 1291, Port Moresby, NCD, PNG
TEL：
（675）320−0211

FAX：
（675）320−0223

Web：http://www.pngtourism.org.pg/
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（日本・パプアニューギニア旅行業協会会員）
●㈱NTB
〒160－0023

東京都新宿区西新宿1－7－1

TEL：03－5323－3591

松岡セントラルビル9F

FAX：03－5323－3580

●㈱グローブ
〒349－1117

埼玉県北葛飾郡栗橋町南栗橋5－14－11

TEL：0480－55－0017

グローブハウス

FAX：0480－55－0018

E－mail：globenet@tka.att.ne.jp
●パシフィック・インターナショナル
〒104－0042

東京都中央区入船1－2－9

TEL：03－3552－9001
●㈲PNG

八丁堀MFビル5F

FAX：03－3552－9004

ジャパン

〒102－0073

東京都千代田区九段北1－7－3

TEL：03－5226－7731

九段岡澤ビル1F

FAX：03－5226－7669

E－mail：info@png-japan.co.jp/
Web：http://www.png-japan.co.jp/
●UTIジャパン
〒160－0004

東京都新宿区四谷2－8

TEL：03－3359－2390

新一ビル2F

FAX：03－3359－2396

その他
●NPO法人

日本・パプアニューギニア協会

〒102－0074

東京都千代田区九段南1－6－17

千代田会館6階

（ニューギニア航空日本支社内）
TEL：03－5216－3555

FAX：03－5216－3556

写真ならびに記事等にご協力頂いた方々（順不同、敬称略）
・ニューギニア航空
・パプアニューギニア観光局
・デザイン事務所クレスト
・㈲PNGジャパン
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日本事務所

おわりに
本ガイドブックは、太平洋諸島センター（PIC）が管轄する太平
洋島嶼国12カ国・2地域のうち、パプアニューギニアに関する
観光情報をできるだけ詳しく取りまとめたものです。また、同国
についてより理解を深めて頂くために観光情報以外にも歴史、政
治、経済、社会、文化等についても簡潔に説明を加えています。
本資料で取り上げたパプアニューギニアは、経済的には太平洋
島嶼国の中で最も規模の大きい国ですが、観光開発についてはこ
れまで遅れていました。日本からの訪問者数も未だ限られていま
す。しかし、魅力的なダイビング・スポットや野生生物の宝庫で
ある熱帯雨林を求め、訪問する人が増えています。本書がパプア
ニューギニアを訪問される際の参考となり、また同国への理解を
深めて頂くための一助となれば幸甚に存じます。
本書の作成に当たり、資料や写真等のご協力を頂いた在京大使
館、ニューギニア航空および他の関係者の方々に深く感謝いたし
ます。
2007年9月
国際機関 太平洋諸島センター

＊国際機関 太平洋諸島センター（PIC）は、ホームページ（http://www.pic.or.jp）
でも情報を公開していますので、併せてご参照下さい。
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