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オｰストラリア大陸を尋ねて

(その3)

オｰストラリアの経済地理

さて今回はオｰストラリア大陸の交通機関通貨お

よび貿易等についておしらせすることにした.まず

オｰストラリアはどんなものを輸出しどん枚ものを輸

入しているかというと第1表第2表に示されるよう

に輸出晶としては原羊毛･原皮が全輸出額の約38%

(1961)小麦が約13%(1961)を占めこの両者を合わせる

と約51%となる.これからがオｰストラリアの重要輸

出品であることは戦前戦後を通じて大きく変化はし

ていたいしかし2次製品の輸出も少しづつではある

が増大しつつある.輸入品については金属加工品諾

機械製晶電気製品航空機等の輸入額が全輸入額の約

40%で次いで石油が約10%を占めこの両者で約50%

となり2次製品の輸入カミいかに大き恋位置を占めてい

るかがわかると思う.この表でとくに興味をひくの

はオｰストラリアは日本に多量の一次資源を輸出

(1億8,700万才一ストラリア･ポンド)してV'ること

でその額は英本国につV'で第2番目で全輸出額の約17

%も占めているカミオｰストラリアが日本から輸入し

ている額はわずかに4,900万オｰストラリア･ポンド

でオｰストラリア全輸入額の約5.5形にすぎないという

ことである.したがってオｰストラリアは輸出額にお

いて日本と英本国はほぼ同額に近いが輸入額につい

ては英本国が全体の約50%も占めているのにたV'して

第1表オｰストラリアの輸出入品とその価格(1961～1962)

{単位:100万オｰストラ叩ア･ポンド〕

輸出品票�金額�輸入品蝋�金額

�亙､0,B)��F.O,B)

1.原羊毛･羊皮�397�1.食料品�39

2.小麦1小麦粉�160�2.タバコ�10

3､雑穀物�31�3.原綿花�6

41牛肉�90�4.繊細およびスフ織物�23

5.バタｰ�24�5､織物�72

6.チｰズ抑ミルククリｰム�15�6.衣服�9

7.砂糖�34�7.石油�102

8.石油製品�22�8.鉄鋼�19

9.匝鉛(精鉱棒)�12�9.自舳uヨよび部分別航空榊ふくむ〕�69

10.鉛(精鉱地金種鉛)�24�10.電気機械製品類�48

11｡テタンジル=1ン(精鉱)�5�11.トラクタｰおよび部品�15

12.鉄鋼�43�12.その他機械製品�164

13､自動疎および部品㈱空熾を.1.ぐむ〕�10�13､天然ゴムおよび人造ゴム�12

]4.その他�202�14､木材�15

��15.パルプ紙板�38

��16.薬品肥料化学薬品�58

��17.その他�184

(合計)�1,069�(合計〕�883

大町北一郎

日本はわずか5.5形にすぎない状況からみても英本国

を始めとして英連邦諸国に優先権を与えていることが

わかる.それはオｰストラリア国内を旅行していると

よくわかることでたとえぱ石油精製を例にとるとそ

の大部分(飛行場ガソリンスタンド等で使用されているも

の)はいわゆるB.P.(BritishPetro1eumAustra1ia

Limited)によって経営されている.その他電気貨車

機械等の公共機関で使用されるものは英本国を規準にし

ているのでこれらの部品類はすべて英本国から輸入さ

れているのであるが第2次大戦以後は英本国の会社

を始めとして著名な諸外国の会社との合弁会社カミできて

いる.たとえばラジオテレビ会社はオランダ系の

PhilipsAustraliaLimitedCo.,とか西ドィッ系自動

車台杜のVolksWag㎝AustraliaLimitedCo.,ア

メリカのGenera1Motors系資本カミ約45%入っている

盟｡1d㎝(ホｰルデン)自動車台杜(一般のオｰストラリ

ア人にい身)せると唯一のオｰストラリア資本による国産車と自

慢しているたしかにじょうぶな単でオｰストラリア人の約90

弛近くはこの車を使用している)等がありその他化学工

業から軽工業と2次製品を製造する会社が多くなりこ

れら講会社の工場がメルボルン郊外とかシドニｰ郊外に

建設されているのが車の中からみられた.

さて日本とオｰストラリアの貿易関係についてさら

に詳しくみると日本の輸入額について各国別(第3表)

にみるとオｰストラリアはアメリカについで2番目

に位置しているが輸出額については9番目である.

では現在どんなものをオｰストラリアから輸入している

かとV･うと第4表に示したとおりで金額比率からみる

と約70%は原毛(羊毛)と石炭である.今後鉄鉱石

を輸入するとなればオｰストラリアからの輸入額は大

幅に増大するものと思われる.なお前回でも説明した

が日本の通関統計からみた鉱産物の輸入状況(通産省

発表)は第5表で示されるように鉄鉱石として扱われ

ているのは脱銅硫酸焼鉱(Fe60-61形CuO.02■O.04

gち)のことで1960年ころから日本に輸出されている.

匁おこの他に日本はチタン鉄鉱金紅石オバｰノレ等も

輸入している.この他の一次産業の状況を参考まで

に説明するとまず主要穀物類の生産量は第6表に

示したとおりである.

崇金鉱を除く

崇オｰストラリア1ポントは釣画08円

一資料:^冊1mli8Tod町､0ot.10,196里

Mo帖｡■1･110よ叩〕�
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策2表オｰストラリアの輸出国名と輸入国名別にみた輸出入価雌(予定)と比率(1961～1962)

第5表日本がオｰストラリプから輸入している主要

金属および鉱物資源

����(岨位:100胴'一具ラリア･ボンド��鉱産物1胃I名�数量(附�金額

輸出国名�輸出額�(比率〕�輸入国名�輸入額�(比率)���(1,000ドル〕

�(F.0.B〕�(%〕��(F.0.B〕�(%)���

1.英本国�206�19.1�1.葵本国�226�30.1�1.燐鉱石�工,422�32

2.カナダ�18�1.7�2.カナク�34�3.8�2.塩�27,762�266

3.ニュｰシｰラ}ド�59�5.4�3.インド�16�1,8���

4.その他の炎池111;1重1�131�12.2�4.マラヤ連jll;�11�1.2�3.石綿�1,698�426

���5.ニュｰジｰランド�14�1.6���

(奨連邦諦1司の小計〕�(414〕�����4･鉄鉱:百1硫酸焼鉱)�172,298�

���������㌀

���6.その他の災述11111縦r111�63�7.1�5.鉄.屑･�218,827�11,989

1.ベルギｰ･ルクセンブルグ�23�2.1�(英連郷識固の小計〕�(364〕�(45,6〕���

2.7ラン又�52�4.a����6.銅鉱宿�101,697�14,089

3.西ドイツ�40�3,7�1.アラブ述含匝1�29�3.3���

���2.i項ドイツ�52�5.9�7.ボｰキサイト�41,463�471

4.イタリア�52�{､8������

5.日本�187�17.4�3.インドネシア�26�2.9�8.鉛鉱�29.058�3,785

6.ボｰランド�lO�1.0�4.イラン�21�2,4���

���5.日本�49�5.5�9.亜鉛鉱�84,758�

7.アメリカ��������4,024

����伉���

8.その他誌固�191�17,8�6.アメリカ�174�19.7�10.マンガン鉱�53,647�2,150

���7､その他I'高口11�130�14.7���

(非英戯1聯岡の小計)�{664〕�(61.6〕����11､鍋くず�581�361

���(｣1…英遮榊胴の小蕎1'〕�{481〕�(54.4〕���

(総計〕�(1,078)�(100,0〕����12.アルミニウムくず�443�161

���(総話1･)�(845〕�(100,0〕���

����{筑科1^岨t冊1i副Tod榊.0ot.10.1962,Molb皿肚1爬よ1〕��13.銅合金くず�10,097�5,259

������14.眉炭�2,560.998�36,649

��第3表日本の主要諸国間との輸出入額(1961)�(単位:百万剛���15.無煙炭�2,134�37

n11汽��物人徽(三k喫一1脇�輸舳徽�(ニヒ嘆1肝1私〕��16.強粘結炭�1,637,196�23,450

������17.弱粘繕炭�692,265�9,970

1.アノリカ��748,574(蛾暑{甚)�378,347�(麟舳)���1961土1{1j!一12i1人I艶肯飾1111'1｣【市1別i山閥火絨統11･姥輔i人聞#1王(H)よリ�

2.オｰストラ1｣ア��162,641(穫誰)�36,090���(縫物点綴〕第6表オｰストラリアσ)穀物類生産量(1960～1961)��

3.カナク��95,678(蛮寺†岨郷)�41,989���(蟻樽揺発州轟)靴1蝋:1,000プ･ルユ,榊1.0001ン)��

4.マラヤ･シンガポｰル��80,674(搬行†芋)�471772�㈹腱楓舳��※小麦��273,716

5.l1司ドイツ��69,540(鮒肥奪鹿鮒)�30,042�(鰍疑雌此徽均)��※からす麦��76,107

6.フィリピン��56,165�46,145���※大麦��67.970

7.イギリス��49,356�41,278���※とうもろこし��6,245

8.メキシコ��48,596�7,604���※※さとうきび��9,166

9.インド��39,924.�39,989���※※まぐさ��5,079

10.インドネシア������※※じゃがいも��

�㌰����������

������※※ホップ��

11.クイ��28,193�48,193�����1,655

12､台湾������※オレンヂIマンダリン･レモン等��

�㈴�����������

������※※ぶどう��526

13.ペルｰ��24,185�6,298�����

14.アルゼンチン��23,421�14,872�����

15.ブラジ1レ��22,057�301971����{食用乾燥用酒用�1:lll/

総徽��1,504,056�859,778���{資料:A皿11･oli吊Tod町.0ot.1962よ一〕〕��

第3表日.本の主要1諸国間との輸出入額(1961)

(.1到立:100万オｰ其}ラリア･ボンド)

{筑科1^岨t冊1i副Tod榊.0ot.10.1962,Molb皿肚1爬よ1〕〕

(単位:百万剛

一概軒:大厳省外国貿易"貨に｣:る1

���{単位11,000ドルj

商品名�輸入額�商品名�輸出額

1)食料品1牛肉械椴砂櫛�38,224�11険料品魚介1さけますのかん�6,241

2)原材料1原皮原羊毛ウｰルト��繕〕グルタミ殻ソｰダ�

�㌳���

ソフ鉄くず非鉄金属く��ω原燃料�468

す銅鉱鉛鉱亜鉛鉱)���

3〕鉱物性燃料(石炭〕��舳ヒ学品殻化チタン合成プラス�5.842

�39,438�チック材化学肥料尿諜�

4〕動植物性油脂(牛脂)�962�(4魑維吊�47,427

5〕化学品(ミルクカゼイン)�2.186�15〕陶器ガラスタイル�4.889

6〕鉄鋼および合金煩�37.954�16〕金属製品�11.331

��(7〕機.械機晶…シンラ肘トラン�11-789

(合計)�(451,779)�シスタｰラジオ自動11王�

��膚鋤自転雌カメラ時計�

��18〕その池帥ちヤ合板奥族は�12,262

��き物紙ライタｰ�

��(合計〕�100.249

��f慌乖ヰ:11齪伽37{I三揃商i白無P､民,7一､血.10用州�

第4表日本のオｰストラリアからの輸出入額(1961)

(損料榊137牢遡簡自餌P.527-5ヨO,1962〕

(196111j!一12i1人I艶省西吊1冊},1｣【市1房1』汕閥実絨統111表帝師人聞I手1』(H)よリ〕

第6表オｰストラリアの穀物類生産量(1960～1961)

j附1蝋:1,000プ･ルユ,榊1,000レ)

※小麦

※からす麦

※大麦

※とうもろこし

※※さとうきび

※※まぐさ

※※じゃカ{いも

※※ホップ

※オレンヂIマンダリン･レモン等

※※ぶどう

�

食用

乾燥用

酒用

1)西オｰストラリア大学㈱内の時計台と付属図奮鰯

(西オ"ストラリア州バｰス市郊外)

㈷㌮��

���

���

�㈴�

���

���
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���

���
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この穀物類(農栽地の総面積22,017,000工一カ1といわれ

ている)の中には米がなv･カ童最近は少量であるカ生米も

つくられている.私たちもキャンプ生活で何回かライ

ス･ボｰル(にぎりめし)をつくって食べたが日本の米よ

りおいしかった.イタリア移民が多くたってきたので

米を食べる量が多く在ってきたといわれている.野菜

はキャベツトマト赤か､…ミたまねぎグリｰンピｰ

ス等日本と同じものがある.またくだもの類は大部

分が地中海型気候を示す地域にみられオレンジマン

ダリンバイナップルレモンあんずりんごさく

らんぼバナナすいかもも等が都会のくだもの屋の

店頭にたくさんならんでいた.とくにりんごはタスマ

ニア島の特産といわれるもので別名アップル島(りんご

の島)ともいわれている位である.レモンはとてもや

すく日本で1コ70～80円もするサンキストのレモンが

2～5円位で売られている.魚屋の店先ではレモンを

真中から切ってその上に魚を祖らべてうっているのが

みられた.Lかしオｰストラリアでも北部地域にゆく

とカン詰のくだものしか食べられない.次にオｰスト

ラリアのトレｰド･マｰクともいうべき酪農製品羊毛

家畜肉類についてみるとその生産状況は第7表に

示すとおりである.そしてその大部分は輸出されて

いるがとくに肉を食べる国民としてオｰストラリア人

は年間消費量カミ世界一とv'われている.

この肉であるカミ牛肉憤の肉仔羊の肉カンガｰ

ノレの肉と色々の種類を食べたがレストランホテルな

どで出てくる肉はだいたいおいしかったカミ量と大きさ

が日本では想像もつかないほどで私のように胃袋の小

さいものには食べきれない.初めから小さいのにすれ

ばよかったかおv･しいビフテキを食べたいといったら

厚い大きな肉を出され残すのは失礼をおもってビｰ

ルをのみながら30分以上もかかって食べたがこれは

むしろのみこんだといった方がよv'かもしれない.

それでもウェイトレスのおばあさんが汀おいしいか｣と

ききにきたのでこちらは味どころではなかったが

｢たいへんおいしい｣とこたえておいた.しかしこれ

とは別にシドニｰの動物扇で食べた藁一ト･パイ

(MeatPie)の味とかシドニｰ郊外にピクニックにいっ

たときご馳走になったランプ･チョップ(L,n]b

αlop)とソｰセｰジ(オｰストラリアには色々な種類

のおいしいソｰセｰジを売っている)のバｰベキュｰ(Bar.

be㎝e)のうまさはいまでもときどき思いだされる.

しかしキャンプで食べたガンガｰルの肉はあまりおいし

いものでは柾かったし毎日の肉ぜめは私にとって楽

在食生活ではなかった.

ミルクもオｰストラリア人はよく飲む.たとえば飛

行場待合室で老婦人が大きなアルミニウムのコップにミ

ルク'セｰキをつくらせて飲んでいる風景がよくみられ

た･また一般に飲む粗茶には半分位ミルクを入れるの

であるからミルク･ティといった方がよい位だ.し

たがってオｰストラリアでは食堂とか飛行機でお茶に

ついてきかれる言葉に“ホワイト･ティ(whitete･)"ま

たは“ホワイト･コｰヒｰ(whiteco脆e)"のどちらをお

飲みになりますかというのカミあるがこれはミノレク入り

コｰヒｰかミルク入り紅茶のことでミルクをたくさ

ん入れたものである.この他に食後のデザｰトにもミ

ルクをたくさん入れる.またオｰストラリア人はチｰ

ズをよく食べる.チｰズは種類も多いがキャンプな

どでは1人で半ポンド位はお菓子がわりにペロリと食べ

てしまう.また食堂でも酒の好きた人はデザｰト

(オｰストラリアではスイrトといっている)にくだものを

食べないで野菜のついたチｰズのもりあわせみたいな

ものを食べる人が多い.

��･1｢`■■,､･■,■∪,■一一.一1『"■一`"'`一冊田』ノ､｣'｣'������

��が日本では想像もつかないほどで私のように胃袋の小����品目�単位�196①一1961

��さいものには食べきれない.初めから小さいのにすれ����ビｰル�100万ガロン�236

��ばよかったかおv･しいビフテキを食べたいといったら����炭靴靴サンダル�1,O00ペアｰ�24,307

������レンガ桃｣=�一〇〇フnン�1,061

��厚い大きな肉を出され残すのは失礼をおもってビｰ����セメント{ポｰトランド)�1,000トン�2,860

���ルをのみながら･･分以上もかかって食べたがこれはオ｡ストラ三,篶葦蓑���湖1王㈱革モ〕�100万･q.}･d･�26.5

������地力�lOOフJkW胎�24,814

��むしろのみこんだといった方がよV･かもしれない.2次製品生産鐘����犯気モｰタｰ�1,O00台�11862.1

���それでもウェイトレスのおばあさんが汀おいしいか｣と一･一･一���小麦粉�1,000シ目一ト･トン�L564

������果物�100万ポンド�307.9

��ききにきたのでこちらは味どころではなかったが↓第7表����ガスけスエ災のみ)�100万㎝b.“.�50.684

���･たい一んおいし～とこたえておいた.しかしこれ孟湛㌶騰���くつした珊γ川�1,OOOdo･一Pr.�1,359

������女子川�〃�2,834

��とは別にシドニｰの動物扇で食べた藁一ト･パイ����了･秋川�"�8ω

������アイスクリｰム�1,OOOガロン�17,770

������鉄鋼��

酪農製帰生慶鐙��妻饗諌諸の激��羊毛および肉の生産量��銑鉄�1,OOOトン�3,O02

������柵鋼�〃�3,7蝸

牛乳用途別��準�峨,書79醐�羊毛�1,625,10ポ〕�マｰガリン��
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4.飲料用�釧餐ヨ嚢亘㌢�臓�1,615�(肉の小計)�(1,3-4,533)�舳1川111■I(ll;ll'川〕�1,OOOポンド�219,5

������タバコはまきシガレ■･ト�100〃ボンド�58.2

��崇㈱=L.00れン)馴附L｡｡｡卿11機1+讐0舳.����蜥東(似f∫1川�ユ｡o〃ポンド�99.o

����伐榊A噌舳･丁沁1����

第8表今

オｰストラリアの主要

2次製品生産鐘

↓第7表

オｰストラリアの酪農

および家畜(肉)状況

{資料^岨.r回1hTo'軸.OoL1962よリ〕�
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次に2次産業についてみると2次産業の工場がオ

ｰストラリア全土に57,783工場(1960-1662)あってそ

こで働く人が1,144,732人(1961)いる.その総賃金

支払額が1,143,836,OOoオｰストラリア･ポンドに達

すると報告されている.また2次産業のおもた生産量

は第8表に示したとおりである.このように石けん

ハミガキ粉かみそりの刃たばこ等の日用品はすべ

てイギリスかアメリカ系の合弁会杜で生産されるものが

多いようである.これらの産業分布状況をまとめたも

のが第1箪でいわゆるオｰストラリアの産業図である.

次に通貨であるカミオｰストラリアはスタｰリング

｡ポンド地域であるが大都会のホテルではドルもつか

える.しかし一般にはオｰストラリア･ポンドしか使

用できない.すなわち才一ストラリァ･1ポンド

(Austra1iaPound,略して£A1)は日本円に換算(公

定レｰト)すると806円で米ドルでは約2.24ドル

になる.ところが貨幣の単位はイギリス本国と同じ

でダｰスと20進法と10進法との組合わせに放っているの

でなれないとたいそうまごつく.まず硬貨は銅貨の

ペニｰ賞(Pemy1ペニｰ)から始まる.大きさは直径

3cmもありとても重く電話をかけるとき以外はま

ず必要がない.そして一面にはカンガｰノレがあり他

面にはGEORGIVSVID:G:BR:OMN:REXFIDEL

DEF.(英国ジョｰジ6世の顔がある)と入っている.

む｡

.1王ruu■1咄

次に銀貨で趾r㏄Peme(3ペンス直径1.5㎝ユ)Six

Pen㏄(6ペンス直径2cmエリザベス2世の横顔がほら

れニッケルと真鍛の合金といわれている)がある｡ここ

でRenWは貨幣そのものを指しPen㏄は貨幣緬億

をいうもので3ペンスとはペニｰ貨が3枚ということ

になるそうである.略語はd.でこれは古いロｰマ時

代の貨幣denarius(dena･iiの複数)の頭文字をとったも

のだそうだ.次が銀貨のShi口ing(1シリング)貨で

直径は2.5cmである.これは1シリング(Shi11ing)

2シリング(2Shming,普通則｡rin(フロｰリン)と書い

てある)と紙幣(赤茶色)のiOシリング(10Shi11ing又

はHalfPoundと書いてある)がある.この10シリング

紙幣にはタスマニア島探検者腕舳w酬M舳(1789～

1873)を記念して肖像画が印刷してある.また数種類

のポンド(Pomd)紙幣がある｡1ポンド紙幣(Om

P㎝MNote)(暗緑色)はうらにCharlesSturt大尉

(1795-1869)のシドニｰメノレボルン付近の探検と開拓

を記念しおもてにはHa㎜i1tOnHume(1797-1873)

の探検功績を記念しそれぞれ肖像画が印刷してある･

次に青色の5ポンド紙幣(Fi･eP･mdN･te)である

がこれにはSirJOhnFranklinの肖像画が印刷して

ある.さらに10ポンド(TenPomd初代総督Goマer一

口｡rPhi11ipの肖像が印刷されている)と20ポンド(Twen-

tyPo㎜d)紙幣がある.そしてすべての紙幣にはオｰス

トラリア大陸最初の探検者でありEndeavour号の船長

η

D血rw■■1

ド我

凡例

区工1棚j剛棚室場鰯献納蜜

匿彗舳榊棚㈱/繊｡か舳燃

製幻考鋤痩

㎜舳1糊口

区国脇場×鉱{

　

ADEと{H〕1三

ヨ〕300

爀

箏婁{,0400000

洲js胴災

械

1養舳舳黄11{

剥肌Bo岬眺禽榊ストラijア

丸

11膚阿�
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であったJ･㎜･･C･･kを記念して彼の肖像画がすか

しで入っている.

シリングの略字は･.で古代ロｰマ時代のSolidusの

略でポンドはL.で同様にLibraの略であるそうだ.

たとえば5ポンド12シリング6ペンス(Fivepound

twelveshimngsandsixpence)は£5,128.6d.(又は

5/12/6)と表現する.次に単位は12P㎝㏄(12ペ

ンス)で1ohi11in9(1シリング)どたり208hi11in9

(20シリング)で1poimd(1ポンド)になるあと

は10進法である.この他に1ギニｰ(1Guim與)

=21shilli㎎s=1po㎜d1shilling(1/1/0)という単位ポ

ある.これはチャｰルズ2世のとき(1633年)西アフリ

カのGuinea海岸から持ってきた金でつくったから呼ば

れるように狂ったといわれている.一般には商品の値

段をギニｰで表わすそうでウインドｰをのぞいている

とよくみられる.ここでよく失敗するのは1ポンドの

1割は1シリングでなく2シリング(フロｰリン)である

ことを忘れることだ.また店頭の値段表もよく44

shi11ingとかいてある.これは2Pounds4shming

のことで1ポンド紙幣2枚とフロｰリン(Flo･in)貨

2枚支払えぱよいのである.次に店で買物をするとき

に1シリング3ペンスであったら売子はrOne｡｡d

three｣とV･うかrOneandthreepence｣とV･うカ､

｢Fift…p･…｣まれにr･･hilii･g･･dth…p･….j

という人もいる.ただポンドにたると暗さたい.た

とえば2ポンド2シリング6ペンスの場合はrtwo

pound,twoandsix｣またはrForty･twoandsixpence｣

と答えてくるので買物するときはいつも換算がたいへ

んだから適当にお金を出して相手にとってもらった.

また買物をしておっりをもらうときは品物をお金と

2)パｰス市内にみられる6階建フラット(アパｰトのこと)地震がた

いのですぺて赤褐色のレンガづくりである

して(値段表)計算してこれに私が出した紙幣(たとえ

ば1ボンドとすれば)と同じに怒るまで小銭を加算してゆ

くのであるから絶対につり銭をまちカ書えることがない.

銀行はイギリス系とオｰストラリア系とあり中央銀行

にあたるのカミCommonwea1仙脱nkofAu8桁alia

(1911)で紙幣発行を行なっている(シドニｰ本店).こ

の他によくみられる一流銀行はAustra1iaandNew

��慮摂慮歌業楴�����慮�周故湧�獨�

�潴瑩獨�畳��楡湂慮�����慮��㈩�湫

潦����坡�猨�����湫潦��牡��愀

���周�慮歯晁���������瑩潮�

BankofAustralasiaLimited(1867)等カミあり各州に

支店がある.この他地方にゆくとSav,ngBank(貯

蓄銀行)カミよくある.そして地方の銀行によっては

土地の案内とか産業経済等について親切におしえてく

れる人もいる.一般にサラリｰの支払いは個人が貯

金または預金している銀行の口座に払い込まれいわゆ

る小切手で買物の支払いをする人が多いようである.

しかし労働者は毎週金曜目にサラリｰを現金でもらって

v･るのをみた.

次に交通機関である茄オｰストラリアは人口密度

カ茎低いので現在では鉄道より自動車航空機の万カ三よ

く発達していて鉄道は東部地域を除いてはあまり発達

していない.まず海外航空専門の会社(国営といわれて

いる)は⑭ANTASEmpireAirwaysLimited(カンタ

スオｰストラリア人はコンダスという)航空合杜でこれ

はシドニｰ空港を起点として世界各国に飛んでおり日

本には毎週2回飛んでくる.これはQueensland

andNorthemTerritoryAirServiesの賂だといわれ

3)パｰス市の住宅街で日曜目にBow1ing(ボｰリング)をたのしんで

いる老人たちこれは別名rボッチエ｣といわれるものでオｰヌ

トラリアの国技ともいわれている�
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第2図

オｰストラリア

の主要鉄道路線

と主要航空路線

図

ている.それ以外は民営で大きい会社としてはANS･

廻TTANA(ANSETT･AustraliaNationa1Airwayメルボ

ルン)TAA(TransportAustraliaAirlinesシドニｰ)で

いずれもジェットまたはタｰボ･ジェット機である､

その他には各州に航空合杜がありロｰカル線を飛ん

でいる.Q.A.氾.(QueenslandAir1inesPty.Ltd.ブリ

スベｰン)Airline80fN.S.W.(Air1inesofN.S.W.Pty.

Ltd.シドニｰ)Air1i皿餉｡fS.A.(AirlinesofSth.

Aust､アデレｰド)MMA(Mac.RobertsonMillerAir-

linesLtd.パｰス)An鵬tt-M1.A.L.(A鵬銚重M盈資畳ated

Airlinesラェｰパプア･ニュｰギニア地域)等があるので

オｰストラリア国内の旅行はもっぱら飛行機による方が

便利である.次にオｰストラリアの鉄道はすべて州

政府カミ経営しているので州別に鉄道の軌道の幅が異な

る.これはたいへん不便なことで州境で鉄道を乗換え

なけれぱならないことが多いそうである莚たと走はタ

スマニア州クインズランド州(Quee船1欄6没洲蝸ys)

西オｰストラリア州(westAust.Govem㎜航M1欄y§)

はだV･たいにおいて狭軌でゲｰジが3'6"(員木の鰯鉄

と同じ)ニュｰサウス･ウェルズ州(N.S-W虫触伽W竈)

�

は標準軌道の4'8万■(日本の東海道新幹線に畜たる)

でビクトリア州(VictorianRa11ways)は広軌のポ3"

である.ただしprotPirie(南オｰストラリア州)から

Ka19oorlie(西オｰストラリア州)までは標準軌道で3

年後にはKwinanaまで延長するそうである.とくに

南オｰストラリア州(Comm㎝we･1thR･ilw･ys)は狭

軌標準軌道広軌の3種類が走り複雑である(第2図).

各州の鉄道は連邦鉄道委員会によって許可制をとっ

ている.この委員会本部はメノレボルン市にある.主

要鉄道路線を示すと下記のとおりでジｰゼル車が大

部分である.

■一�一'''�■■止■'1｣■���

路線��軌道幅��距離�

���

�(Por宜P1n蛙畑一��!��

1)Trans-A㈹t一��f童.i鴬.�鰍,…�≡�
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閉1ian��1遺81/1��山出�
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高速度道路(ノヘィ1ウユイ)はよく発達しているので

トラック乗用車パスシｰプがあらゆる地域でみら�
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れる.すなわちオｰストラリアの統計によるとだい

たい3人に1台の割りで自動車をもっていることにな

りその内訳(1961-1962)をみると一般車2,185,088

台商業車868,807台モｰタｰ･サイクル85,369台

合計3,139,264台と抵る.さらに日本と比較してみる

と下記のようになる

(J姓位:台)1962.1.1.調査

国別..夕､乗用率上三ど二∵勺､螢ン叩

オｰストラリア帆1･舳11則111･ll111舳11,1･肌･l

r1王.亙､丙巾/･岬1r亙1面

目本は各種自動車の合計では27人に1台どたり乗用

車だけでみると204人に1台となる.オｰストラリ

アは4.7人1二1台の割りである.この国ではアメリ

カと同じようにくるまは必需品で乗用車は“Hold㎝"

についで“F｡阯肋1㏄n"が多く走っている.他は

小型であるが外国車としてはオｰスチンフォルクスワ

ｰゲンを始めとして日本製のブノレｰバｰド(日産)ト

ヨタのジｰプ等も少しであるが走っている.またちょ

っとした都会には貨車屋(R･･t…C･･)を始めとして

タクシｰ(T･xi)がある.タクシｰはすべて無線車

でタクシｰ会社専用の電話ボックスが街路のところど

ころにおいてあってその電話ボックス(F･eeTelephone

Box無料)から依頼すると3～5位分でタクシｰがやっ

てくる.これはホテノレでたのむときも同じである.

料金は州によって異なるかだいたい基本料金(Flag

Fa11)は2shi11ing(約80円)であとは1マイル(1.6

km)ごとに｡/1/6(1shilling6pence=約60円)である.

運転手にきいた話によるとタクシｰ会社は無線指令室

だけあってあとは個人の車にとりつけてある無線機の

使用料を歩合によってとるだけで自分が今日働きたく

なければ勝手にやすむといった具合にきわめてのノし

びリとしたもののようである.

一般のサラリｰマンが車をもっているのにどうして

タクシｰが必要かと思うのだが中都会以上になると

観光客とか買物のかえりに荷物カ茎多く柾りすぎたりして

オｰストラリア人でもよく利用するのでシドニｰあた

りでは空車をさカ玉すのに苦労することカミある.また貨

車屋であるがオｰストラリア全土に事務所と連絡所を

もつAYIS(Rent･a-car)は1時間10shulin9(純400円)

で1目だと35～405hming(1,500～1,620円)で1週

間だとユ｡/1o/一～12/10/一(8,500～10,oコ｡円)になり小

型車だとだいたい半分位で貸している.ただし保証金

がいるようだ.いずれにせよ車がないと旅行するのに

は全く不便な国である.

オｰストラリアの行政

4)パｰス市郊外のダムとか果樹圃などを案内していた

だいたキｰス･ベカｰ夫襲の奥さんとお漉さん

(16才)郊外にある古風なレストラ;ノの入り1コで

オｰストラリア各州植民地の自治権は1850年に英帝

国法によって確認され各州はそれぞれ憲法を制定し

英国議会の承認をうけエ855年にニュｰ･サウス･ウェ

ルズに責任内閣制度が成立した.ついで1856年には

ビクトリア南オｰストラリアおよびタスマニアに白治

制ができた､クインズランドは1859年にニュｰ･サ

ウス･ウエノレズから分立して独立植民地と怒った.な

お西オｰストラリアは人口が少ないのと財政が豊か

でないので1890年になってやっと独立したのである洪

その後1901年に各独立植民地は連合して連邦組織にな

っている.

連邦政府は連邦議会をもち行政的には各州共通の

軍事外交貿易および関税養老年金の支払等と直轄

地域と委託地域の管理にあたっている.各州にはそれ

5)メルボルン市一番の繁華街にある有名なMyerデパｰト前の人通リ�
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それ州政府と州議会があって鉄道替禁教育

社会施設各種産業の監督を行なっている.

そして英国はエリザベス2世女王の任命による総督

(GOTernOr･Genera115代目yisc01mt皿eL'1島1e)を

オｰストラリアの元首代表者としている.各州には

またエリザベス2世女王の任命による州総督(St･t･

G.vemo｡)が6人各州の首相とともに存在している.

これらの総督は伝統的にイギリス人しかなれないよう

である.現在の連邦政府の首相であるM･.R.G.

Me皿zie8(1949一現在この人は1934-1941にも首相をしてい

る)は17代目である.総督の仕事は連邦議会の開

廷閉廷休会解散等の批准と連邦政府の首相の任

命を行なうだけでこれは州総督の場合も全く同じであ

る.また総督には必ず2人のオｰストラリア人長老

格の人が顧問でついている.オｰストラリアでは7つ

の政府(連邦1州6)と14の議会〔連邦議会(上下院)

と州議会(上下院)〕からなりその総議員は約610名

だということだ.政党はAustra1ianLabourParty

(オｰストラリア労働党)がニュｰ･サウス･ウエノレズ州南

オｰストラリア州およびタスマニア州に強くLiberal

Party(自由党)とCountryparty(地方党)の連合グ

ルｰプ(Lib.一C.P.)はビクトリア州と西オｰストラリア

州に強いといわれている.この他Austra1ianDemo-

craticParty(オｰストラリア民主党)とLiberalParty

の連合グノレｰプ(A,D.L.P.)がある.連邦政府には

11〕貿易省(Trade)一J.McEw㎝副首相

(2)国防省(Defence)一A.G.Townley

(3〕内務省(Interior)一G･FreethここにNationa1map･

pingo箭｡eがある

(4〕海軍省(Navy)一J.G.Gort㎝

(5)外務省(ExtemalA丘airs)一Sir.GarieldBarwick

(6)一次産業省(Primary工ndustry)一Mr.C.F.Aderman

(7)地域省(Ter-itories)一Mr.P,M.C.Has1uck

(8)大蔵省(Finance)

(9)社会保険省(SocialServices)

㈹国土開発省(Nationa1Deve1opment)一H㎝.W.H.Spo･

oner(次官はDr.H.G.Raggattである)

にわかれ私たちの地質鉱床調査にかんする連邦政府の

調査機関はこの国土開発省の下にある連邦鉱物資源

･地質･物探局(CommonwealthBureauofMinera1

Resources,GeologyandGeophysics局長はP.B.Nye)

によって行なわれている.この局は鉱物資源部地質

部(Geo1ogicalSection,N.H.Fisher部長)物深部

(GeophysicsSection)に分かれ日本の地質調査所と同

じような使命を果たしている.(住所はDept.Nati㎝al

Develop㎜ent,Me1bomeBui1ding,City,Canberra)こ

の他連邦政府は一次産業開発研究のために連邦科学工

業研究機関(TheCommonwea1thScienti行｡andIndu.

strialResearchOrganization略してC.S.I.R.O.長官J.

G.Gorton)をメノレボノレンに建設して基礎研究を行な､

っている.この研究機関の中に鉱石研究課(Min｡｡｡一

g｡｡ph1.Se.tio｡)があって今はもう故人となった著名

匁鉱石研究家であった眈.A.B､酬w肌d5(メルボルン

大学講師)がおられた.現在は彼の恩師であるメルボ

ノレン大学名誉教授の眺.亙.L.Sti11w④11が長とたっ

て研究を続けられている｡また各州政府には鉱山局

(DepartmentofMines)と地質調査所(Geologica1

Survey)があって主として鉱物資源調査(地質鉱床試

錐物探)に従事している.図幅調査は1マイル図幅

(1マイルニ1インチのこと)(日本の5万分の1に当たる)

4マイル図幅(日本の25分万の1に当たる地形図だけだと5

shi11ingである)8マイル図幅(日本の50万分の1に当たる)

に分かれ連邦政府は4マィノレ図幅を主体にして機械

6)メノレホルン市郊外に雄設申の総合大学であるMonash大伴の入口

左にたっているのは大町技官

7)Monash大学のうらにある蜴外映西側場中火の白いボｰドがスク

リｰンで筆者の右はしにぶらさがっているのはマイクロホン自動車

はやや傾斜したところにのり入れマイクロホンを率内にもちこんで

くるまの中から映画をみる�
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的な割り当てで在く地質学的なテｰマ別(たとえば地質

構造的問魑の解決のためとか特殊な化石床の研究･変成岩の研

究)にみた地域を選んで図幅調査を進めているようで

ある.ただし国の面積が大きいので中にはかんが

い用水ダム建設のためとか地域的な工業開発の基礎調

査のためにとくに急を要する図幅調査もあるようである.

次に地質(Geo1ogy)教室をもっている大学は次の8

校である.

1)メルボルン大学(UniversityofMe1boume)地質･

鉱物教室(GeologyandMineralogy,Prof.E,Sherbon

��猩

㈩

㌩

�

�

�

�

�

アデレｰド大学(UniversityofAdelaide)応用地質

教室(EconomicGeo1ogy,Prof.E.A.Rudd)

タスマニア大学(UniversityofTasmania,Hobart

市)地質教室(Geology,Prof.S.WarrenCarey)

シドニｰ大学(UniversityofSydney)地質教室

��汯������潮�

クインズランド大学(UniversityofQueens1and,

Brisbane市)地質教室(Geology)

西本一ストラリア大学(UniversityofWestem

Australia,Perth市)地質教室(Geology)

ニュｰ･サウス･ウエルズ工科大学(NewSouth

WalesUniversityofTec㎞ology,N.S.W.州Kensi㎎一

ton市)地質教室(Geology,LecturerJ･L･Lawrence)

ニュｰ･イングランド単科大学(NewEngland

UniversityCollege,N.S.W.州Armidale町)地質

教室(Geology,SeniorLecturer,A.H.Voisey)

オｰストラリアの教育

オｰストラリアの一般教育は各州によって独立的に行

なわれているのであ一るがその組織は英本国に柾らって

いるようである.まず連邦政府に連邦教育事務局

(COmmOnwea-thO術｡eofEducation19名5年成立される)

といわゆるへき地教育のために才一ストラリア放送

教育委員会(Educationa1BroadcastsoftheAustra1ian

BrOadcasti㎎COmmissi㎝)があり各州には教育省

(MinisterforEducation)と州放送教育局(StateBroa

d…ti㎎St･tions)かある.義務教育は州によって多

少こと祖るがだいたいにおいて6才(7才)一14才

(15才)までである.まず公立小学校(Pub1icEle･

mentaryS曲｡o1修業年数6力年)に入るがこの小学校

卒業のときに試験がある.もしご扱に失敗してもこの

小学校には14才(護たは1δ才)までしかおいてくれか'そ

うである.次に高等学校(HighSch0Q1修業年数5カ

年が普通教育を行なう)に入るのであるがこれがジュニ

ア(拙ni慨)っ一ス(3ヵ埠)とシニア(Seぷ般)コｰス

(2ヵ締)に分かれる｡そして一般の家庭ではだいたい

J狐n1orHi飾S砥窃Ql(3力隼)を卒業して16才から実

社会に出て働く人力主多い.オｰストラリアは労働者の

天国だといわれるだけあって早く実務につく傾向が一

般に強い.これは男子の平均結婚年令カミ20才位で

女子は18才位といわれている実情をみてもわかると思

う.

次にSeniorHighSchoo1の州内一斉卒業試験に合

格すると大学の入学資格がえられる.大学は一般に3

カ年で医学は5カ年である.そして各州の首都には

必ず州立大学がある.この他に普通教育の高等学校

にゆかな〉'で各種の実務学校(工業学校Tec㎞i･･l

Schoo1農業学校Agri㎝ltura1Schoo1商業学校Business

Schoo13ヵ年)に行く人も多い.またこの公立学校

以外に各宗派別の教会関係によって経営されている私立

学校(P･i∀ateSchool)カミ多くとくに資産階級の子弟

は英本国と同様にこの種の学校に行く人が多いそうで

ある.そこで州別にみた公･私立学校の比率をみると

次のとおりである.

州名

西才一ストラリア州

クインズランド州

ニュｰ･サウス･ウェルズ州

ビクトリア州

タスマニア州

1公立学校1(生徒数)1

500校(70,000人)

1,600〃(200,000人)

2,500〃(450,OOO人)

2,O00〃(300,OOO人)

323〃(53,500人)

私立学校#(生徒数)

220校(25,000人)

275〃(50,000人)

750〃(150,OOO人)

500〃(100.OOO人)

60〃(10,OOO人)

司=小学校･高等学校を含む

都会ではあかぬけした制服をきてカンカン帽子とか

ベレｰ帽をかぶった私立学校の生徒をよくみかげた.

そして寄宿舎生活が多いようで校庭でクリケットをや

っているのがみられた.

たおこの表をみでもわかる如くニュｰ･サウス･ウ

ェルズ州は歴史も古く一番教育に熱心であると同時に

教育の指導的地位にあるようである.生徒は日本では

ちょっとみられない風景であるが小学生は小さいトラ

ンクに弁当を入れ高等学校に祖るとやや大きいトラン

クに本を入れてあるいている.このトランクはバスを

まつときのこしかけにもたる便利抵ものである1次に

各州にある大学を創立順序から紹介する.

�

㈩

Unive閑梅｡fSydew(1850年10月1日創立)オｰス

トラリアでもっとも古い大学である(農科芸術歯科医

科理科工科獣医法科経済学生的7,000人)こ

の他にニュｰ･サウス･ウェルズ州にはUnivers五tyofTe-

chno1鴫y(Nε棚｡ast1饅流)NewEnglandηniversityof

Techmlcgy(Arm地1e甫蝸0人)NewSouthWales蔓

U買主yersityofTecimo1ogy(Kensing切n町4,000人)

と40の州立錐科工犬(70,000人)がある窒たシレｰ市

1二は高宗派別の単科大学(男女)が6つある

秘搬紬鮒搬y磁搬嚢賄洲胴(禍蟻年創立)はオｰストラ

けでもっとも犬慧な大学である(農科芸術社会歯姜

科経済教育物理工科医科理科音楽法科薬

学碗斜教授397人学生7,283人)この他に分校がメ�
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ルボルン市郊外Mi1duraに1946年頃から建設が始まり

現在Mo皿8出u皿iV飢8晦(総合大学)というとても広い

敷地の中に建設中であった.この他にビクトリア州には36

の州立単科工大とメルボルン市には宗教関係の単科大学が

5つある

3)Wnive閑ityofAaehi伽(1875年創立)(法科音楽

医科工科歯科農科理科(地質))アデレｰド市の北

方台地の東端にあるこの他に宗派別単科大学(男子1校

女子1校)が2つある

4)酊皿iv町8ityofT鯛m8刑ia(1890年創立)(ホバｰト市)

(理科工科医科農科法科2,000人)

5)UniTer8ityofQ皿ee皿818M(1909年創立)(ブリズベン

市1､理科工科医科農科法科商科歯科4,000人)

6)Un肘舳ityofWe8切mA醐tmlia(1911年創立)(パ

ｰス市)西オｰストラリア州は幼稚園から大学まで無料で

あるそして大学はパｰス市郊外Ned1andsにある美し

い大学である(医科音楽工科理科農科法科教

育を始め16学科からなり'学生も14,000人に達している)

7)A11回仇aH里皿N-atio凧81Unive正8肘y,Can止erraη皿i-

v飢8ityCo11ege(1946年創立)(キャンベラ市)はオｰス

トラリアでもっとも新しい大学で主として大学院学生を教

育するところで医学物理学社会科学太平洋問題研究

を主としている

キャンベラ市には王立陸海軍士官学校(ROya1腕1i･

他｡yC.11㊤9｡)がある.この他にオHストラリアらし

いものとして無線による教育がある.

これは主として西オｰストラリア州北部地域のへき

地に住んでいる大農場の子弟教育にあたっているもので

われわれがキャンプ地に備えた無線をきいていると朝

10時頃から小学校の低学年教育を行なっている.これ

は無線による個人教育みたいなもので先生が数のかぞ

え方からABCの発音の練習に始まって生徒がわ

から舳'ときは無線で質問している.したがってこの

無線はまた教育ばかりでなく病人や仕事の連絡電

報の知､らせを始め事故天災視察等の通知などあらゆ

る使命をもっているもので私たちが日常使っている電

話以上に重要なものである.これら各個人の無線はキ

ｰ･ステｰションによって結ばれお互いの連絡を密に

している.

オｰストラリア人の生活

オｰストラリアは世界でも観光収入(輸出額にたいして

占める割合(弛))源の多い国であるといったら多分びっ

くりする人が多いであろう.すなわち1位のイタリア

カミ約20%次いでスイスが15.5%でオｰストラリアは

14.3%(1958年調査)で日本などはわずかに3.4%にす

ぎない.このようにオｰストラリアにくる諸外国の観

光客が多いのはこの国の開拓が新しく初代総督アｰ

サｰ･フィリップが植民地開設を宣言(1788年)してから

まだ175年で連邦組織になってからわずかに62年位の

若い国でとくに第2次大戦カミ終了してから国際社会に

おけるオｰストラリアの占める位置の重要性が深まりつ

つあることも一つの理由に枢るかもしれ枚い.

いずれにせよ国の面積が大きくて人口が少ないので

あるから人間ものんびりしていてとても親切であるが

一面イギリスの風俗習慣はそのままうけつがれ中々

気位がたかく食事杜交はたいへんうるさいところで

ある.それでもイギリス風のパｰス市アデレｰド市

メルボノレン市とアメリカ風のシドニｰ市とそれぞれ特色

ある都会の美しさは忘れることができない.とくにオ

ｰストラリアで強く残っているイギリスの習慣をみる

とまずホテルにとまると必ず朝6.30～7.00までの

あいだにMOmingTea(モｰニン.グ･ティｰビスケ

ット付のきこともある)をもってくる･だからいらない

人は前日にことわら狂いと朝早くから起こされること

8)メルボルン布とこのヤノレン(Y臣11oum)褐炭鉱山を案内していただい

た兼松KKの吉岡駐在員とブルｰバｰド

9)メルボルン市の東方約100マイルのところにある世界一のヤノレン褐炭鉱

山における露天掘風景採掘機械は東ドイツから輸入されている�
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になる.また食事はナイフとホｰクをつねに使って

上手に食べなければならず片手にホｰクだけで食べる

ことはゆるされていない.またスｰプは決して音を

たてずに飲まねぱならずたれないと肩がこるような気

がする.煙草は民営で種類が多くシガレットはフ

ィルタｰ付20本入が3shi11i㎎6pence位でオｰスト

ラリア人(男)は一般に煙草をすう人は少ないがビｰル

を飲む人は多い.小都会でも大都会でも同じであるが

ホテノレに付随して必ずPublicHOuse(パブリック.ハウ

スを略して｢パブ(Pub)｣)がありここではSoftdrinkg

(CocaColaコｰクという)Gingerbeer(ジンジャｰ･ビ

ァｰ)Gingerade(ジンジャｰ工一ド).Orangeade(オレ

ンジエｰド)Lemonade(レモネｰドびん請どかん入りとあ

る)跳舳(draftbeer生ピｰル)を始めとして1ager

(アルコｰル分39ら)a1e(アルコｰル分4%)Por[er(ア

ルコｰル分5形)stout(アルコｰル分5～6.5%)bitter

(アルコｰル分7%)に分かれている.Wine8(ブドウ酒類)

S曲it8(アルコｰル分40%以上の強い酒)等も飲ませるの

であるがこのPub(パブ)にきて飲む大部分の人は生

ビｰノレである.この生ビｰルはグラスの種類によって

値段が異なる.

①Poneyg1ass(ボニｰ･グラス1shi11ing=約40円)

②Mediumglass(メシュム･グラス1shilling2pence

=約47円)

③Usuallyg1ass(エｰジュアリｰ･グラス1shilling4

pence=約53円)

④Biggestg1ass(ビッゲスト･グラス1shilling8p㎝ce

=約67円)

の順にわかれ普通にビｰノレというとMediumg1ass

かUSua11yglaSSを出してくれる.この生ビｰノレの値

段は場所によって多少こと祖るがここに述べたのは西

オｰストラリア州ポｰト･ヘッドラ;ノドのパブの値段で

ある.このパブにおける飲みかたと支払いであるが

たとえぱオｰストラリア人と3人で飲むとすると初め

に注文した人が3人分を支払うそうすると次の人がま

た3人分支払いこれが終わると次の人が3人分支払う

というように3人が互回づつ平等ぽ支払うのでもしも

自分がこれ以上飲めないと書は五回護わったときかま

たは最初に自分が支払いをしてあとは断わら粗いと

次から次へとビｰルを飲んでは支払いをつづけなければ

ならたい.襲た冒本式に初めに遠慮すると次の機会か

らビｰルを飲ませてもら免松いかもしれない.すなわ

ち酒の弱い人紀は別に無理に歓談せ汰いのである.こ

の点は日本とちがって書わめて紳士的である､

大都会では赤テル以外に別にパブとかサ側ン(これは

女の人が入れる)があって午後エ時から6時塞で開店

し1時間休んで次は7時から9時まで店をあけてい

る.しかしいなかにゆくと朝9時から夜の9時まであ

いている.そのかわり土曜目と日曜目は休みで酒も

うってくれず旅行者はホテルで飲む以外には自宅に

酒でも買ってある家でもゆかねぱお酒にありつけない.

それからサラリｰマン労働者は一週5肩聞しか働か

ず店屋は土曜目の午後から月曜目の朝9時まで休みと

なる.またふだんは午後6時で閉めてしまうのでよ

ほどうまく時間を利用して買物をしないと買いそこなう.

それでもあいている店カミある.それはミルク･スタン

ド(ソフト･ドリンクおかしケｰキくだもの位しかうって

いない)である.また夜6時以後の散歩はもっぱら

Window趾｡pがng(ウィンドウ･ショッピング)と称し

店頭の窓ガラス越しにこんどは何を買うかと品定めを

しながら巻くだけである.旅行者にとってはあわれで

あるがしかし祖れるとまた楽しいものである.また

オｰストラリアにもスｰパｰ･マｰケットが発達し大

都会の郊外には有名店が支店をだして住宅街に大きな

ShoppingCenterをつくりその周辺には広大な面積

をもつ無料駐車場ができていてご婦人方のサｰビスに

つとめている.とにかくオｰストラリアのように人の

少たい国では狂るべく人を使わない工夫をしなければな

ら狂いので合理的にすべてカミ運営されている.たとえ

はバスは運転手が1人で車掌の役目もやり遊園地ガ

ｰデンは入口だけに人がいる.ホテルの食堂とかレ

ストランのウェイトレスは中年から老年に近い女の人が

働いている.(パｰト･アルバイトが多いそうである)その他

に一般生活で忘れられないのは眺“i鵬(お茶の時間)

でこれは午前10時30分ごろと午後4～430分ごろにあ

ってどんな仕事(たとえばキャンプ生活をしていても)を

していても必ず集まってお茶とビスケットあるいはスコ

ｰン(Sc㎝e)に生ミルクとジャムをつけてたべる.

最後におつたえしたいのはシドニｰ市のKingsCrOss

(東京の新宿みたいなところ)通りにあるJa脾neoS㎜ki胴ki

臨搬(午後6.00-12.OO)では日本の料理がたいてい食

べられる.たとえばウドンとうふ水だきさしみ

スキヤキ等がすべて日本製食器で出される.しかも

着物をきた日本女性(戦争花嫁のアルバイト)がウェイト

レスであるから日本語がつかえしぱしの間オｰスト

ラリアにきていることを忘れ'させてくれる.ただしこ

の唐は最低料金撤を採用し亡いるので1人2ポンド以

上はとられる咀(お,)リ)(筆肴は鉱床部)�
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1O)ヤルンの褐炭を利用しているビクトリア州立火力発電所

11)ヤルン町のショッピングセ;/タｰ付近

を行くオｰストラリアの小学生たち

誰灘

12)南オｰストラリア州の首都アデレｰ

ド市を飛行機からみた風景

��

シドニｰ郊外の有名なボタニカル･ガｰデン(動物園)内からながめたオｰスト

ラリア人ご自慢のシドニｰ･ノ'一バｰ･ブリッジ

14)シドニｰ郊外マンリｰ海水浴場風景

15)シドニｰのボタ

ニカル･ガｰ一デ

ンの人1〕にある

オｰストラリア

特産のコアラ･

ペアｰ上方の

木枝にうずくま

っている

16)シドニｰ郊外のマンリｰ海水浴場にある水族館前で一目中ひなた.よっ

こしているオｰストラリア人(老人か多い)

17)シドニｰ市の才フィス街と住宅街を縞ぷ連絡船

(約30分)(大人1人6ペンスとられる)�


