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空想の旅から旅情をかきたてる趣味
のオブジェまでを網羅

ACCESS to http://www.aus.xanadu.com/GlassWings/travel.html

クション、ノンフィクションあるいはセミフィ
クションの世界へ旅立つことのできる「Travel the Galaxy」
。オーストラリアのみならず、
フィンランドを含む欧州各国、北アメリカ、
そして日本（鉄道総合研究所へリンクが張ら
れている）など各国の鉄道事情や写真、技術
資料、運行スケジュールまでを見ることがで
きる「Rail Page Australia」は鉄道ファンな
ら見逃せないだろう。
このほか、鉄道以上にロマンティックな旅
情をかきたてられる美しい「Lighthouse（灯
まう環境はないだろう。しかもこのページで

台）
」巡りや、
「The Human Language」と

と当ててしまうのは「Armchair Detective」

は、いわゆる観光地のみならず、空想の世界

いう実用的な多言語サービス、別項で紹介し

だが、
「Armchair Traveler」にとって、まさ

からSL や灯台といった趣味をベースにした世

た「The Money Abroad FAQ」など、ちょ

にインターネットほど簡単に、椅子に座った

界巡りまでができてしまう。

っと変わった視点からの旅行情報が収められ

現場に出向かずに情報だけで犯人をピタリ

まま、世界各地の風景や文化を体験できてし

キーワードでUsenet 内で作成されたフィ

ている。
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Canadian Airlines International
ACCESS to http://www.CdnAir.CA/

✈

ビジネス利用率の高さ
で知られる航空業界初
のウェブ・サービス

ブリティッシュコロンピアを中心とした地域、
あるいはバンクーバー・ローカルの天候情報、
海洋気象までをカバーしている。

INTERNET

また、自社の営業案内（フライト・ルート
やラウンジの紹介、マイレージ制度の説明か
ら大阪空港でのバス利用の案内レベルにいた

YELLOW

るまで）はもちろん、トラベルサービスやホテ
ル案内、スキーリゾートの情報も収められて
いるから、
「ちょっとカナダでスキーでも」と

PAGES

考える人は要チェックだ。
当然あってしかるべきだと思われるフライ
旅行といえばヒコーキ……とくれば航空会

ト発着情報だが、残念ながら11 月 5 日から

イン・インターナショナルだ。
本拠地の場所がら、カナダのブリティッシ

AMR SABRE システムとの接続が完了するま

スを行っている航空会社はあまり多くない。

ュコロンビア州を中心とした情報が多い。も

で中止というアナウンスメントが出されてい

その中で、最も本格的な情報提供サービスを

ちろん航空会社らしく天気概況や予報には強

る。再開予定は明らかにされていないが、こ

自社で行っているのがカナディアン・エアラ

く、北アメリカ大陸上空からの衛星画像から

の号が出るころには使えるかもしれない。

社だが、意外なことにウェブを使ったサービ

City Net

世界中の都市のナマの情報を一覧できる
インターネット流「世界の歩き方」？

ACCESS to http://www.city.net/countries/

と言っても基本になっているのは、ホームペ
ージのリンクにつながれた世界各地のサーバ
ーであり、内容や構成も国や地域、都市の特
性によってまちまちで、統一性には乏しい。
なかにはイランのように留学先（亡命先？）
の学校でメンテナンスされているものもある。
自然や環境を主に取り上げたものや都市の
歴史的側面を掘り下げたものなど、各ページ
ごとにフォーマットが異なっているが、収め
られている情報のほとんどが現地の大学や企
業、政府機関などの手によってきちんとメン
「世界に広がるインターネット」という話題
が出るとき、必ず引き合いに出されるのが

地の国や地域、都市の情報をまとめたこのペ

テナンスされており、信頼性は高いと言って

ージだ。

いいだろう。また、場所によっては当地を旅

「バーチャル・ツーリスト」だが、そのページ

アフガニスタン（A）からユーゴスラビア

行したユーザーからの投稿などが整備されて

の下のほうに「City Net」というアイコンが

（Y）まで、アルファベット順に世界 70 か国

いる地域もあり、各地の生の姿を知ることが

ある。そこでリンクされているのが、世界各

170

INTERNET MAGAZINE No.3

の地域や諸都市の情報がカバーされている。

できる。
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Paris

「パリのアメリカ人」的な視点で再構成された
ウェブの中のパリ

ACCESS to http://meteora.ucsd.edu/~norman/paris/

っている。まるでパリ市の観光局が作ったの

✈

ではないかと思われるほど、いかにも観光地
案内的な演出だ。
しかし、街角の風景を収めたスナップ写真

INTERNET

集やパリに出かけたアメリカ人の手によるカ
フェのランキング、コメントを読んでいると、
お仕着せではないパリの魅力がだんだん分か

YELLOW

ってくる気がする。
このほかにも、催し物カレンダーやパリお
よびフランスについての情報を提供するサー
バーへのリンクも設けられ、フランス語が駄
いまだに観光地として高い人気をもつ世界

目でもいちおう楽しめる。

ンターなどのミュージアム情報やイベント案

の文化都市パリ。その魅力をウェブの中に押

内。そしてお決まりのカルティエやシャネル、

それにしても、ウェブの都市案内というと

し込んだのがこのページだ。

ピアジェといった有名専門店からプランタン、

かならず地下鉄地図が出てくる（ここではご

まずは凱旋門を代表とするパリのモニュメ

ラファイエット、ボンマルシェといった百貨

丁寧に地下鉄の歴史やチケットの解説もある）

ントや、ルーブル、オルセー、ポンピドーセ

店まで、ショッピング・スポットの案内も揃

のはどういうわけなのだろう。

SPACEHAB

宇宙にお出かけの前には忘れずに……

ACCESS to http://hvsun4.mdc.com:1025/SPACEHAB/SPACEHAB.html

理店になっている。
このページではそのサービスの概要やスペ
ースハブ搭載予定のスペースシャトルのフラ
イトスケジュール、スペースハブのユーザーガ
イド（簡略版）などの情報を手にいれること
ができる。
スペーシーなビジュアルを期待する人はが
っかりするかもしれないが、宇宙空間での実
験の手順やミニマムな空間での実験をサポー
トするマネジメントシステム、有人宇宙飛行
のための生活空間デザインなどに興味のある
世界で唯一の商用有人宇宙空間システム

ャトルのカーゴスペースを利用して宇宙空間

を開発・運営しているスペースハブ社が提供

という特殊な場に「宇宙実験室」とでも呼ぶ

また、より詳しいスペースハブの情報が欲

するウェブ・サーバーだ。

べきスペースを打ち上げ、世界の各企業にそ

しい人は、
「How To Get Abroad ...」という

同社はマクダネルダグラス社を中心に設立

れを使ったさまざまな技術開発や実験のため

ページで簡単に追加情報をリクエストできる

された企業で、NASA と提携し、スペースシ

の場を提供している。日本では三菱商事が代

ようになっている。

人には一見の価値がある。
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The Money Abroad FAQ

海外旅行するなら知っておきたいお
金のすべて

ACCESS to http://www.cs.cmu.edu:8001/afs/cs.cmu.edu/user/slaveau
/www/money-faq/money-abroad.html
✈
ターバンク・レート、トラベラーズチェック・
レート、外貨買いまで、5 つの両替レートが
INTERNET

あることや、各国の主要クレジットカードの
種類、それぞれのブランドの特徴、あるいは
諸外国での提携関係、クレジットカードでの

YELLOW

ATM などを使った現金引き出し、店頭での
支払い、トラベラーズチェックの種類とメリ
ット、現金両替えにおける注意、ブラックマ

PAGES

ーケットでの両替えの実際……それぞれの利
用における注意事項などが初心者にも分かる
ように事細かに解説されている。
海外旅行に出かけるときにまず考えておか
なければならないのが、現地でのお金のこと。
ここには知っておけばかならずトクをする両替
レートの話や現金、トラベラーズチェック、

あるいはクレジットカードなど、世界各国の
お金事情が解説されている。
ひとことで「両替」とはいうものの、実際
にはブラックマーケットから外貨売り、イン

Travel with Samantha

もちろん、各国ごとにお金事情がまとめら
れており、両替えレートのページもあるので、
どこかに旅行したいと思い立ったときには、
まずのぞいてみるべきだろう。

インターネットで
ic を見る思い

National Geograph-

ACCESS to http://www-swiss.ai.mit.edu/samantha/travels-with-samantha.html

かされるのは、その写真の美しさだ。
もちろん被写体そのものの良さもあるだろ
うが、これまで見てきた数多くのウェブの中
も、最も写真の扱いに優れたページだと言え
る。最近、日本でもいろんなウェブ・サーバ
ーが公開されるようになったが、ビジュアル
の扱いについてはまだまだ未熟なものが多い。
特に写真を美しく表現するためは微妙なチュ
ーニングが必要だ。これからウェブをデザイ
ンしようと考えている人には、ぜひお手本に
してほしいものである。
旅行の体験をなんらかの形でまとめておき
たいと思うことは誰しも同じだろう。
ひと夏をかけて北米を巡った筆者（MIT の
コンピュータ学科の学生）が、アメリカ（ア
ラスカも含む）
、カナダに住む人々と出会い、
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彼らの生活、文化を250 もの写真と文章で綴

また、紀行写真の撮り方やカメラについて

った紀行。それが94 年度のベスト・オブ・

のアドバイスもある。ちょっと

ザ・ウェブに輝いたこのページである。

風でオーバーな記述もあるが、旅行写真を趣

訪れた土地の豊富さやエピソードの多様さ、
彼の観察眼の鋭さもさることながら、最も驚

味とする人には楽しめるティップスになって
いる。
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偏見御免

GNN Travelers' Center

インターネット最大のトラベルセンター
はこちら

ACCESS to http://nearnet.gnn.com/gnn/meta/travel/index.html

ージから、世界160 か国の最新の情報を入手

✈

することができる。目的地ごとにかなり充実
したイベント案内などを読むことができるの
で、もし海外に出かけるのであればその前に

INTERNET

まず同地のページを開いてみることをお勧め
する。
このほかにもアウトドア志向の人向けには

YELLOW

世界最古の冒険旅行会社を自称するMOUNTAIN TRAVEL*SOBEK 社の冒険旅行のペ
ージがあり、冒険パッケージ旅行のカタログ
オーダーも可能だ。
ただ漠然と、旅行に出てみたい、どこか面
白いところはないだろうか……と考えるなら、

view Systems」
。

また、最新の旅行関連情報を収録した

話題の観光地の最新情報が月がわりで無

「What's Up」は旅行好き必見のページ。こ

とりあえずこのページにアクセスしてみるとよ

料提供されているほか、ヨーロッパ、アメリ

れから注目を集めそうな旅行スポットを紹介

いだろう。

カおよびカナダ、カリブ地域、ラテンアメリ

している（バックナンバーは「Editor's Notes」

カ、パシフィック・リムといった地域別のペ

に収録）
。

まずのぞいてみるべきは「Fodor's World-

Singapore Online Guide

ハイテクと観光の組み合わせでユニーク
な試み

ACCESS to http://king.ncb.gov.sg/sog/sog.html

ことができる。
まずはシンガポールを訪問する月と滞在日
数を指定し、
「子供向きの場所に行きたいか」
「買い物は？」
「料理は？」など、11 の項目
について5 段階で自分の関心の高さを入力す
ると、いくつかの訪れるべき候補地が表示さ
れる。しかも100 をフルスコアとするお勧め
度付きである。
候補地は地域別に記されており、それぞれ
の項目をクリックすれば、写真付きの解説ペ
ージにジャンプすることができる。
おそらくアジアの中で最も情報化に熱心な

事、イベント案内などの項目が揃い、それぞ

政府の運営するオフィシャル・ページでも

ハイテク小国といえば、シンガポールだろう。

れのリンクをたどってページを眺めることがで

こんな遊びゴコロのある企みができる。そん

そんな国のウェブのオフィシャル・オンライン

きるのはもちろんだが、これとは別に「The

な若々しいエネルギーの感じられる国だった

ガイドはひと味違う。

Interactive Tour Agent」というページを使

ら、誰しも一度は訪れてみたくなるにちがい

って、お勧めの場所をアドバイスしてもらう

ない。

マップや歴史、気候、名所、買い物、食
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The London Guide

いかにも英国らしいタウンガイドのお手本

ACCESS to http://www.cs.ucl.ac.uk/misc/uk/london.html

✈

りと並んでいる。
さらに

お約束

の地下鉄マップ、鉄道

マップもあれば、パリのカフェガイドに対抗
INTERNET

するかのようにパブガイドもある。また、ロン
ドンをベースにした主要大学やBBC ネットワ
ーキングクラブ、あるいは自然史博物館など

YELLOW

のウェブ・サーバーとリンクしたリストも掲載
されており、それぞれのページに簡単にアク
セスすることもできる。かなり徹底した構成

PAGES

なので、これ全部を眺めるだけでも、ちょっ
としたロンドン通（気分）になれること確実
おそらく単独の都市ガイドとしては最も充

スナップ写真集、レストランやホテルのガイ

実したウェブ・サーバーの一つと言ってよい

ド、BBC の番組スケジュールから新しいバン

だろう。

ドの紹介、レコードショップ、クラブや劇場、

光 サーバーの双 璧 をなす「 The London

ロンドン市街中心部のアクティブ・マップ

ミュージアムの案内といったエンターテイメン

Guide」だが、比較してみると国民性の違い

に始まって、ロンドン近郊の名所案内、街の

ト分野、市内の大学紹介といった項目がずら

のようななものが分かってなかなか面白い。

The Nepal Home Page

だ。
別項で紹介した「Paris」とヨーロッパ観

冒険好きなら一度はのぞきたい
ネパール情報

ACCESS to http://coos.dartmouth.edu/~rajendra/Nepal.html

2 週間から1 か月程度の日程が組めればエ
ベレストやアンナプルナといった有名な山々
を旅行者の技量に合わせて堪能することがで
きるコースが用意されている。
国土が国土だけに、トレッキングと呼ぶには
あまりに本格的なヤマ登りになってしまうが、
そ こ は ち ゃ ん と 「 Good Rhythm」 か ら
「Pumping Nicely」
「Pounding」
「Racing」
まで、難易度が分けられている。ただ、自分
の体力とグレードのマッチングをどう取るかは
コース概要を読んで想像するしかない。
ヒマラヤの麓の国ネパール。壮大な自然の

パールに関する数多く情報が収められている

カトマンズを基点に行われるこれらのトレ

景観と多様な部族の生活が、ヤマ好きのみな

のは言 うまでもないが、ユニークなのは

ックは年に数回組まれているだけなので、我

らず、冒険好きな旅行者を世界中からひきつ

Canadian Himalayan Expeditions という冒

こそはと思う人は早めにチェックしよう。

けている。

険旅行会社が提供しているトレッキングのペ

他のガイドページがカバーしているようなネ
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ージ。

なお、ネパールにあるインターネットのノ
ードも紹介されている。
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Other WWW & Gopher Servers
Asia

Tour in China
http://www.ihep.ac.cn/tour/china_tour.html

Turkey
http://www.metu.edu.tr/~melih/turkeyhome.html

●中国の各地が写真とともに紹介される。

●トルコの交通機関やスキー情報、トルコユーモアの例まである。

KORNET W3 Server
http://147.6.9.103/

★★★

The Jerusalem Mosaic
http://shum.cc.huji.ac.il/jeru/jerusalem.html

●神秘的な雰囲気のイスラエルのページ。エルサレムの歌を聞
くことができたりする。

Iranian Cultural Information Center
http://tehran.stanford.edu/

★★★

INTERNET

●韓国のサーバー。ソウルの旅行情報や、韓国のサイト一覧な
ど。
YELLOW

★★★

Tour in Korea
http://141.223.70.21/tour/tour_map.html

●韓国の大きな地図から色々なところへ行ける。Kangnung に
行くとここの地域のたくさんのお寺の情報を見ることができる。
PAGES

●イランの写真やアーチストの絵画などなど。

Information about Sapporo City
★★★
http://www.huie.hokudai.ac.jp/hokkaido/eng/sapporo/index.html

AFGHANISTAN
http://cville-srv.wam.umd.edu/~endevour/
●銃を持った若いアフガニスタン戦士の写真があり、世界は広
いんだなと思った。

Kuwait Info Page
http://www.cs.cmu.edu:8001/Web/People/anwar/kuwait.html

●札幌の地下鉄、雪祭り情報等々。写真も豊富にあり、充実
した内容。

弘前情報
http://www.hirosaki-u.ac.jp/apple/html/HirosakiCity/hirosaki.html
●弘前公園やねぷたまつりなどのことがわかる。

●クウェートの地図や憲法などを見ることができる。

Sendai City Guide
http://www.tohoku.ac.jp/sendai/scb-home-j.html

Saudi Arabia
http://www.wpi.edu/~zakharia/saudi-arabia.html
●アラビア語の「こんちには」や「こんばんは」を聴くことがで
きたりする。

Homepage Pakistan
http://cuda3.me.mtu.edu:8023/home/maxwell-a.ee/kmushtaq/
.mosaic/pakistan/

●仙台市観光ガイド。大きなgif ファイルで仙台市の見所などを
紹介している。

Toyo Engineering Home Page(in Japanese)
http://www.toyo-eng.co.jp/Vol1-No3-j.html

★★★

●幕張メッセ、マリンスタジアム、ディズニーランドなどが写真
つきで詳しく紹介されている。

●パキスタンの国歌や料理の作り方など。

Subway page
http://www.eccosys.com/CHIKA/index.html

Information on India
http://spiderman.bu.edu/misc/india/

●東京の地下鉄はここで確認できる。

●インドの食べ物や音楽や野性動物など。

Japanese Information
http://www.ntt.jp/japan/index-j.html

Bangladesh : A Visual and Textual Tour
http://www.asel.udel.edu/~kazi/bdtour.html
●バングラデッシュのお祭りや食べ物などの情報を見ることがで
きる。

●おなじみNTT の京都、奈良観光案内、旅行者のための日本
語など。

歴史文化関係情報広域統合データベース
http://www.kiis.or.jp/rekisi/text/home.html

Shakil’s Images of Bangladesh
http://www.cs.yale.edu/HTML/YALE/CS/HyPlans/ahmed/
bangladesh.html

★★★

●近畿地域8 府県の歴史文化情報を国内外に発信している。金
閣寺の写真とその説明などがある。

●異国情緒あふれるバングラデッシュの写真、絵画集。

ATTRACTIONS OF SRI LANKA
http://www.cm.cf.ac.uk/Sri_Lanka/tourist_info.html

✈

★★★

●スリランカの地図から、各地に行くことができる。スリランカ
への旅行記などもある。

Kyoto Information
http://www.notredame.ac.jp/Other/Kyoto/kyoto-j.html

●ノートルダム女子大学のなかの「京都に関する情報」
。京都
の美味しいお店や京の年中行事など。

SightSeeing and Event Information
http://www.hankyu.co.jp/tour/tour-home.html

Sri Lanka
http://suif.stanford.edu/~lanka/sri_lanka.html
●いかにも「スリランカ」といった感じのイラストが多用されて
いる。きれいな写真がたくさんある。

★★★

★★★

●「阪急沿線ご案内 〜観光・イベント情報〜」
。阪急沿線・
季節のおでかけ、阪急沿線のスポットなどがある。行ってみて後
悔しないところ。
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The City of Kobe Home Page
http://www.kobe-cufs.ac.jp:80/kobe-city/
●神戸市の見所や自然などが写真付きで紹介されている。

A Tour of Canada
★★★
http://www.cs.cmu.edu:8001/afs/cs.cmu.edu/user/clamen/misc/
Canadiana/Travelogue.html
●内容が豊富で「デスクを離れずにカナダ旅行」ができる。

Hyogo Prefecture Home Page
http://133.30.8.1:8080/hyogo/hyogo_index.html

✈

●兵庫県の紹介。

Super Natural BC Information
http://www.cdnair.ca/documents/weather.html

Contents
★★★
http://www.rerf.or.jp/Outside/ENG/Hiroshima/Contents.html

●「Canadian Airlines International」のサーバーの中の 天
気、レジャー情報 。スキー場のコンディションなどを知ること
ができる。

●平和記念公園や広島城や広島のBar などの情報。

Prince Edward Island Visitors Guide
http://www.crafts-council.pe.ca/vg/

INTERNET

Introduction to Ehime Prefecture
http://ccs42.dpc.ehime-u.ac.jp:8000/Ehime-Prefecture.html

●プリンスエドワード島のビーチやゴルフについてなど。

●愛媛県の四季のイベントや松山城の情報など。
YELLOW

//www.csi.nb.ca/tourism/
http://www.csi.nb.ca/tourism/

Yamaguchi Information
http://www.ube-c.ac.jp/ube-c/information.html
●山口県の地図の中の地名をクリックするとその地の名所の写
真が現れる。

PAGES

KYUSYU home page, 九州ホームページ
http://www.karrn.ad.jp/

★★★

●ここから九州の各地に行けて、長崎の路面電車や宮崎の萩の
茶屋、熊本の天草（動画）などなどを見ることができる。

★★★

●ニューブランズウィック州のサーバー。たくさんの鯨やスキュ
ーバについての情報など。

Nova Scotia Tourism
http://ttg.sba.dal.ca/nstour/
●ノバスコチアの灯台巡りや食事情報など。G7 のことも取り上
げられている。

Information About Alaska
http://info.alaska.edu:70/1s/Alaska

福岡工業短期大学ホームページ
http://www.fjct.fit.ac.jp/Jindex.html
●福岡食べ歩きや博多弁入門などユニークな内容のサイト。

●アラスカが1867 年にロシアから720 万$ で購入されたという
ことがわかったりする。

Okinawa Travel Information
http://www.ie.u-ryukyu.ac.jp/Travel/Welcome.html

Hawaii Visitor Bureau
http://www.visit.hawaii.org/

●沖縄県庁観光振興課による沖縄レジャーガイドや泡盛のリス
トなど。

●非常にカラフルなハワイのサーバー。島の紹介やイベント情報
などが鮮やかなイラストとともにある。

Tourist Guide to Hong Kong
http://www.infolink.net/hongkong/hongkong.html

City of Cambridge, Massachusetts
http://www.ai.mit.edu/projects/iiip/Cambridge/homepage.html

●香港の文化や観光などについてのことがテキストで簡単に紹
介されている。

●MBTA Subway Map などCambridge Area の情報が得られ
る。

Country Information - Thailand
http://emailhost.ait.ac.th/Asia/infoth.html

WWW Servers in New York
http://wings.buffalo.edu/world/nywww.html

●タイの見所やショッピング情報などをgopher によって提供し
ている。

●地図からソニーミュージックなどニューヨークの多数のサーバ
ーに行くことができる。

Oceania

★★★

THE NEW YORK WEB Main Menu
http://nyweb.com/mainmenu.html

Guide to Australia
http://www.csu.edu.au/education/australia.html

●2 階建てバスでマンハッタンを巡るApple Tours の紹介や、
NY のクラブやレストラン情報など。

●オーストラリア文化FAQ や飛行機、鉄道の時刻表などがある。

New Zealand/Aotearoa Travel and Tourist Information
http://www.cs.cmu.edu:8001/afs/cs.cmu.edu/misc/mosaic/common
/omega/Web/People/mjw/NZ/TourTravel/
●ニュージーランドの各地に行くことができる。

District of Columbia
http://white.nosc.mil/washington.html#w02

★★★

●ホワイトハウスや最高裁などに行くことができる。

CICA Virtual Tourist Map Indiana
http://www.cica.indiana.edu/news/servers/tourist/index.html

North America

●インディアナ州のの詳細な地図から各地のサーバーに飛べる。

TravelWeb Index Page
http://WWW.cybermart.com/thisco/common/tweb.html

State of South Dakota
http://www.state.sd.us/maps/sdmap.map?326,173

●本誌2 号の「LIFE WITH INTERNET」で紹介された、ハイア
ットなどのホテルの情報をみることができる。

●サウスダコタ州の野性動物やウィンタースポーツが紹介されて
いたりする。
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Oregon Home Page
http://www.state.or.us/

CRNet: Servidores WWW de Costa Rica
http://ns.cr/

●オレゴン州の釣情報がgopher ベースで提供されていたりす
る。

●コスタリカのサーバー一覧（3 つ）
、幻想的なgif ファイルも見
ることができる。

★★★

Virtual Tourist - California
http://www.research.digital.com/SRC/virtual-tourist/
California.html

Trinidad and Tobaqo
http://www.ugcs.caltech.edu/~benedett/trinidad/trinidad.html

✈

●T&T という国の数種類の地図や写真など。

●カリフォルニアのイエローページ（日本のタウンページみたい
なもの）を見ることができる。

★★★

San Francisco Reservations
http://WWW.hotelres.com/

●本誌の2 号でも紹介された、サンフランシスコのホテルの予約
ができるサーバー。見事な対話形式で予約などができる。

Panama Page - Felipe Tribaldos
http://tam2000.tamu.edu/~cft6859/panama.html
●パナマ。ニュースや写真や地図など。

INTERNET

Venezuela’s Page
http://www.mit.edu:8001/people/serebris/venezuela.html
●ベネズエラの時間や写真や旅行情報、貨幣交換レートなど。

Vegas.Com home page
http://www.vegas.com/
●ラスベガスのカジノやホテルの情報など。ブラックジャックや
ルーレットの遊び方も書いている。

Network Services in Utah
http://wings.buffalo.edu/world/utahwww.html
●ユタ州の立体的な地図から各地のサーバーに行くことができ
る。

WorldWideWeb servers: Colorado
http://www.rmsd.com/CO_servers.html#VCINF

Home page for Suriname
http://tyr.let.rug.nl/~erikt/.Suriname/
●スリナム共和国のページ。ホテルの紹介、パラマリボでの散歩
などがある。変わったイラストを見ることもできる。

Colombia - Home Page
http://www.uniandes.edu.co/Colombia/IndiceColombia.html
●コロンビアの音楽や食事についてのことが提供される予定みた
いです。
（12/2 時点でまだ準備中でした）

Utilitarios
http://gopher.usfq.edu.ec/0c:\ecuador\guia.htm|

●コロラド州の写真や天候などなど。

●ペルーの野性動物や風景を見ることができる。他にも色々あ
るが、異国の言葉で読めませんでした。

Things to do and see in New Mexico
http://www.viva.com/nm/regions.html

★★★

●ニューメキシコのフライフィッシングの情報など。

WWW of PERU - Red Cientifica Peruana
http://www.rcp.net.pe/peru/peru_ingles.html

otrd.html
http://www.oklaosf.state.ok.us/osfdocs/otrd.html

●ペルーの曲を聴いたりインパクトのある仮面を見たりできる。

●オクラホマのイベントカレンダーやリゾート地の情報など。

Pictures from Brazil
http://guarani.cos.ufrj.br:8000/Rio/Todas.html

20 Tezcatlipoca, Inc., DBA Tezcat Communications
http://tezcat.com/

●たくさんのブラジルの写真を見ることができる。

●シカゴの映画館やイベント情報などを見ることができる。

Information about Uruguay
http://www.egr.uh.edu/~rjr14846/uruinfo.html

15 The Light House Collection
★★★
http://gopher.lib.utk.edu:70/0/Other-Internet-Resources/pictures/
lights/

●ウルグアイのサーバー。ウルグアイについての一般的な情報が
ある。Mafalda というかわいいキャラクターの漫画も見ることが
できる。

●たくさんの灯台の写真が集められている。

Bienvenido a Chile
http://www.dcc.uchile.cl/chile/list.html

Latin America

●チリ。スキーやビーチについての記述などがある。

WWW Servers in Mexico
http://info.pue.udlap.mx/www-mex-eng.html

Europe

●ここの地図からメキシコの30 位のサーバーに行くことができる。

Iceland
http://www.rfisk.is/english/iceland/rest_of_iceland.html

Puerto Rico
http://hpprdk01.prd.hp.com/

YELLOW

●プエルトリコの天気や写真などを見ることができる。

●9 等分されているアイスランドの地図があって、それぞれの地
域に行くとそこの都市などが紹介される。

Virtual British Virgin Islands
http://pond.cso.uiuc.edu/ducky/docs/bvi/bvi.html

Adventure crusing in the North-Atlantic
http://www.centrum.is/com/vinland.html

●British Virgin Islands のスキューバやクルージング情報など。

●Scoresby-Fiord を出発し4 日間Greenland Sea を回るクル
ーズの紹介。1,320 USD。釣りをする人は30$ プラス。

ARUBA Information
http://www.shore.net/~rvbooth/auahome.html
●ARUBA という国のリゾートやホテル情報など。
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PAGES

✈

INTERNET

Geographical information for Norway
http://www.service.uit.no/norge/geographical.shtml

Grand Duchy of Luxembourg
http://www.restena.lu/luxembourg/gdlux.html

●ノルウェーの地図から各地、各サーバーに行くことができる。
94 年冬季オリンピックの結果も見ることができる。

●ルクセンブルクのきれいな写真とサーバー一覧。

Information about Switzerland
http://www.ethz.ch/swiss/Switzerland_Info.html

Map showing swedish information resources
http://www.sunet.se/map/sweden.html
●ここのスウェーデンの地図からこの国の数十のサーバーに飛ぶ
ことができる。

Virtual Italy
http://pond.cso.uiuc.edu/ducky/docs/italy/italy.html

Information resource map of Finland
http://www.funet.fi/resources/map.html
●非常にリアルなフィンランドの地図から各地、各サーバーに行
くことができる。

YELLOW

●スイスの23 の州のことや65%がドイツ語、18%がフランス語
を話すことなどがわかる。

★★★

●イタリアの一般的情報や都市の紹介など。イタリアのプロサ
ッカーの詳しい情報もある。

Germany
http://www.chemie.fu-berlin.de/adressen/brd.html

Virtual Tourist Guide to Ireland
http://www.bess.tcd.ie/ireland.html

●ドイツの人や国土や経済などについての情報がある。

●アイルランドの言語やアーチストについての情報など。

PAGES

★★★

UK Guide
http://www.cs.ucl.ac.uk/misc/uk/intro.html

Salzburq Information Center!
http://hirsch.cosy.sbg.ac.at/index.html
●ザルツブルクのオペラや劇場情報など。

●イギリス各地の旅行情報からダイビングやダンスの情報まで非
常に豊富な内容。

Tube Main Index Page
http://www.cs.ucl.ac.uk/misc/uk/london/tube/index.html

★★★

●ロンドンの地下鉄の出発駅と到着駅を入力すると値段や着く
までの時間などを表示してくれる。

Berlin/Prague Cover Page
http://www-swiss.ai.mit.edu/philg/berlin-prague/book-cover.html
●Philip さんによるベルリン、プラハの写真入り旅行記。

Clickable Map of Denmark
http://info.denet.dk/dkmap.html
●デンマークの地図から各地のサーバーにいける。

PORTUGAL
http://s700.uminho.pt/Portugal/portugal.html
●ポルトガルのユースホステル一覧や都市の紹介などがある。
BBS の情報もある。

Spain
http://www.uji.es/spain_www.html
●ここの真っ赤なスペインの地図から各地に飛ぶことができる。

Slovenija
http://www.ijs.si/slo.html
●スロベニアの緑の国土やワインの紹介。独立するまでの過程
なども書かれている。

Republic of Croatia
http://tjev.tel.etf.hr/hrvatska/HR.html
●クロアチアの音楽や写真や天気など。

The University Of The Basque Country Home Page
http://www.sc.ehu.es/campus/upvehu.html
●Basque Country の地図など。

Virtual France
http://pond.cso.uiuc.edu/ducky/docs/france/france.html

★★★

●都市・鉄道情報、旅行記など内容が豊富で質の高いページ。
ツールドフランスの情報まである。

Informationsystems in Austria
http://www.ifs.univie.ac.at/austria.html
●オーストリアの不気味な地図から国内のwww,ftp,gopher サ
ーバーに行ける。

cesnet-map.html
http://www.cesnet.cz:81/cesnet/cesnet-map.html
●チェコの地図から各地のサーバーに行くことができる。

WebLouvre:Paris: Tours
http://mistral.enst.fr/~pioch/louvre/paris/
●パリの写真がたくさんあり、それによってパリを歩いてるよう
な気分にさせる。またルーブル美術館を訪れることもできる。

Belgium: Overview
http://pespmc1.vub.ac.be/Belgcul.html
★★★

●オランダのイベントやレストランなどが見事に紹介されてい
る。また自分の住所とかを書き込むとオランダ観光局から無料
でパンフレットが送られてくるサービスもある。
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●ポルトガル。地図や飛行機の時刻表など。ポルトガル語バー
ジョンも見ることができる。

uvt.html
http://www.tuzvo.sk/uvt.html

●ベルギー各都市のホテル情報やカフェの一覧など。

Holland Tourist Information by subject
http://www.xxlink.nl/nbt/

Polish Home Page
http://info.fuw.edu.pl/pl/PolandHome.html

●スロバキア。29 ページにわたるスロバキア観光ガイドなどがあ
る。

HUNGARY - Introduction
http://www.fsz.bme.hu/hungary/intro.html
●ブダペストの写真やハンガリー料理についてなど。
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Yugoslavia
★★★
http://www.umiacs.umd.edu/research/lpv/YU/HTML/yu.html

Worldwide WWW Information
http://wings.buffalo.edu/world/

●旧ユーゴスラビアの非常に幻想的な音楽を聞くことができる。
またきれいな風景の写真をたくさん見ることができたりする。

●大きな世界地図があり、そこから世界中の隅々まで行ける。
この原稿のサイトのほとんどはここを出発点として見つけまし
た。

Republic of Macedonia
http://asudesign.eas.asu.edu/places/Macedonia/republic/

★★★

★★★

●マケドニア共和国。伝統的衣装や舞踊などなど。写真も豊富
にある。

HELLAS MAP
http://www.forthnet.gr/hellas/hellas.html
●人口、歴史など一般的な情報の他にもギリシャのサッカーや
バスケットボール情報もあったりする。

Information about Bulgaria
http://pisa.rockefeller.edu:8080/Bulgaria/

FTP Directory of -rec-travel
ftp://ftp.cc.umanitoba.ca/rec-travel
RailPage Australia - railfan information
★★★
http://brother.cc.monash.edu.au/ccstaff2/che/bromage/WWW/
RailPage/index.html

Romania’s Home Page
http://www.info.polymtl.ca:8001/zuse/tavi/www/rom_eng.html

★★★

PAGES

★★★

Xerox PARC Map Viewer
http://pubweb.parc.xerox.com/map/features=alltypes

UKRAINE
http://physics.mcgill.ca/WWW/oleh/ukr-info.html

●一枚の世界地図があり、それを拡大、縮小させることができ
る。また河川や国境線を表示させることもできる。

●ウクライナの地図やサッカー情報など。

GNN TC Internet Resources
★★★
http://www.ora.com/gnn/meta/travel/res/inetresources.html

●リトアニアの経済や国防の情報や地図など。

●GNN が選んだ旅行に関するたくさんのサイトへリンクが張ら
れている。

Latvia
http://www.vernet.lv/LOL/Latvia/

GNN TC Internet Resources—News
http://www.ntt.jp/gnn/meta/travel/res/newsgath.html

●ラトビアのニュースや憲法など。

●Travel Holiday やToday's Travel といったオンライン雑誌な
どを読むことができる。

Estonia Country Guide
http://www.nlib.ee/ESTCG/
●エストニア。国土や経済や貿易など一般的な情報がある。

★★★

PCTravel
http://www.nando.net/pctravel.html

●ここからPCTravel にtelnet して飛行機のチケットを予約でき
る。

Africa

★★★

South Africa
http://osprey.unisa.ac.za/0/docs/south-africa.html

IMAGES, ICONS AND FLAGS
http://white.nosc.mil/images.html

●南アフリカ共和国の地図や30 分毎に更新される衛星からの写
真など。

●「Photo Tour of Hawaii」,「California Images」など風景
の写真が豊富にある。また、世界中の国旗を見ることができる。

Russia

The Universe
★★★

Window-to-Russia Home Page
http://www.kiae.su/www/wtr/

★★★

Space Exploration Collection
http://www.traveller.com/space/

●クレムリンの写真を集めた「Kremlin On-line Excursion」
。
また、ロシアの証券市場の情報などもある。

●NASA やHubble など宇宙旅行に関係したサイトが集められて
いる。

Friends and Partners
http://solar.rtd.utk.edu/friends/home.html

Tourof Gallery
http://www.secapl.com/bonestell/tour.html

●ペテルスブルクのカフェ、レストラン情報やロシアへの旅行記
など。ロシア語を表示させる方法も書かれている。

●Chesley Bonestell さんの描いたきれいな絵によって月や水星
や木星などにいくことができる。

The World

Space Movie Archive
http://147.6.9.103/video/video.html

U.S. State Department Travel Warnings
http://www.stolaf.edu/network/travel-advisories.html

★★★

YELLOW

●旅先の言語はここで確認。アラビア文字、スロベニアの言語
など様々な言語を学ぶことができる。

●ルーマニアの大量の写真やサッカー情報など。

Lithuanian WWW home page
http://www.luc.edu/~tbaltru/lt/

INTERNET

●鉄道マニアには涙もの。世界中の鉄道が見事に網羅されてい
る。

The Human-Languages Page
http://www.willamette.edu/~tjones/Language-Page.html

●ブルガリアの様々な音楽や道路地図や写真など。

✈

●世界中の国の観光情報をFTP ベースで提供している。

★★★

●転送に時間がかかるがこれもVideo On Demand なのだろう。

●日本からモロッコまで世界各国について米国務省の旅行情報
（入国の条件や医療機関など）を見ることができる。
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