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1. はじめに 

2016 年 10 月～翌年３月に職場のサバティカル制度を

利用して、オーストラリアのメルボルンへ滞在してきた。

サバティカル（Sabbatical）はもともと安息日という意味

があり、休養や研修のための長期休暇のことである。この

制度は、今やほとんどの大学で導入されているが、運用実

態は大学により異なるようである。宮城教育大学の場合、

教員は７年ごとに６ヵ月間の職務免除期間を取得でき、そ

の間、授業の代理を非常勤講師で賄うための予算措置はあ

るが、それ以外の補助はなく、渡航費用等は自費であった。 

 

2. 研修先のディーキン大学 

同行することになった家族からの希望は、「英語圏で、

先進国で、暖かいところ」であった。そこで、研究テーマ

が近い研修先を探す手掛かりとして、学生時代からたびた

び参加していた国際学会 PLEA（Passive and Low 

Energy Architecture）の研究発表リストを用い、その中

からオーストラリアのメルボルンにあるディーキン

（Deakin）大学を選んだ。出発予定の半年前を切った頃

になって、建築環境系の学部（Faculty of Science, 

Engineering and Built Environment, School of 

Architecture and Built Environment）へ履歴書を送ると、

客員研究員（Visiting Academic）に採用された。 

ディーキン大学という名称は、第２代首相アルフレッ

ド・ディーキン（写真１）に因む。本部があるメルボルン・

バーウッドキャンパスを始め４キャンパスに分かれてい

るが、建築環境系はメルボルン郊外のジーロング

（Geelong）・ウォーターフロントキャンパスにある。私

と家族が住んだのは、日本人学校の所在地に近いカーネギ

ーという地区で、メルボルン中心部を挟んでジーロングの

反対方向にある郊外の地域であったので、大学まで電車で

片道２時間かかった。通常は自宅で仕事をし、打合せの際

に通勤していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジーロングは、かつて羊毛の輸出港として栄えた、ビク

トリア州では州都メルボルンに次ぐ規模の都市である。以

前、羊毛の加工工場であったレンガ造の建物が随所に残っ

ていて、いくつかは博物館やショッピングセンターとして

活用されている。ディーキン大学の建物も工場を改装した

もので、高い天井とのこぎり屋根の頂側窓がある開放的な

つくりであった（写真２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 「美」の国オーストラリア 

オーストラリアで半年ほど過ごしてみて、この国のイメ

ージを一言で表すとしたら「美」だと思った。そもそもオ

ーストラリア国歌の題名は「Advance Australia Fair」で

あり、Wikipedia の訳によれば「進め 美しのオーストラ

リア」となっている。歌詞の「大地は自然の恵みに溢れん

ばかり 豊かで稀有な美しき自然」は、お国柄をよく表わ

している。 

オーストラリアは、言うまでもなく「美」観の国。世界

的に有名なウルル（エアーズロック）やシドニーオペラハ

ウスは期待に違わず素晴らしかったし、自然、街並み、動

植物それぞれに見所がある。そして、日本ではあまり知ら

れていなくとも、メルボルン郊外にはグレートオーシャン

ロードやフィリップ島など、風光明美な地域が広がってい

る。グレートオーシャンロードには十二使徒と名付けられ

た巨岩群（写真３）があるが、以前 12 あった巨岩が、現

在は８しかないという。巨岩は石灰岩でできていて海水に

よる浸食を受けやすいため、日に日に風景を変えていて、

2004 年にも巨岩の１つが崩壊したばかりという。将来、

すべてが消え去る運命にある。また、フィリップ島では毎

夜、リトルペンギンの群れが上陸してくる様子を見物する

ことができる。体長 40～50cm の親ペンギンが、メルボル

ンとタスマニア島の間にあるバス海峡周辺を、数日間かけ

て数 100km 泳ぎながら蓄えた餌をお腹に抱えて、子ども

（写真４）への給餌のために巣へよちよち歩いて行くので

ある。このような刹那的な光景を目の前にすると、自然の

営みがいとおしく感じられる。このような価値を見出し、

観光資源として整備し、持続可能性を持たせるオーストラ

リア人の姿勢は徹底している。 
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オーストラリアの暮らしから見た国民性 

―メルボルンでサバティカルを過ごして― 

（左）写真 3 グレートオーシャン 

   ロードの十二使徒（撮影：菅原玄晶） 

（右）写真 4 親の到着を待つリトルペンギンの子ども 

写真 1 大学キャンパス中庭にあるアルフレッド・ディー

キンの肖像画を背景に自撮り 

写真 2 建築環境系の学部がある建物の内部 
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オーストラリアは「美」食の国でもある。農業大国である

ので、スーパーに行けば、肉、乳製品、果物、野菜、そし

て蜂蜜が豊富に並んでいる（写真５）。白米は容易に入手

できるが、魚介類の種類は少なかった。健康志向が高く、

加工食品には「グルテンフリー」の文字が並ぶ。生鮮食品

はほぼ量り売りである。リンゴなどは１kg４ドル（１ド

ル 80～85 円）前後で、たいていの果物は食べごろより前

のものを置いている。消費者が自分の責任で状態の良いも

のを選び、頃合いを見定めて食べるのだろう。テレビ地上

波では、Food Network という料理専門チャンネルがあり

（ちなみに 9Life や Racing.com という住まい情報、競馬

中継の専門チャンネルもある）、色彩豊かな見映えのいい

料理が紹介される（日本の旨いものは、全体的に茶色っぽ

くて地味だ）。そして、オーストラリアの名物料理は BBQ

だという。公園にはたいてい、ボタン一つでガスが点火し

て、いつでも誰でも使える BBQ 台がある。ガスが豊富に

産出されるため、家庭にもガスメーターがなく使い放題と

いうのが普通である。こんなエネルギー大国・自然大国で

暮らすと、環境問題があることを忘れてしまいそうになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. オーストラリアのものづくり 

日用品は、まとめ買いすることで割安になることが多か

った。例えば、マンゴーは日本よりも安く 1 つ３ドルだっ

たが、２つ買うと５ドルだった。洋服店では「BUY 2 TAKE 

3」という貼り紙をよく見た。ミネラルウォーターに至って

は、同じ銘柄なのにペットボトル１本 500mL で１ドルに

対し、1.5L だと 75 セントという逆転現象も起きていた。 

 現地に長く住む人は、需要と供給の関係で値段が決まっ

ていると説明するが、人件費の高さもかなり影響している

と私には感じられる。レストランの給仕アルバイトの時給

でも 200～300 ドルは当たり前だというし、トヨタ自動車

もこの 10 月、人件費の高止まりを理由に 54 年続いた現

地生産を終了した。豊富なエネルギー・鉱物・農業・観光

資源を後ろ盾にして、オーストラリアではものづくりをし

なくなっていくように思われた。Australian Made 

Campaign Ltd.という団体に認証されたオーストラリア

製品には、図１のロゴが付けられていて、土産物を探す際

にはそれを目印にするのだが、選択肢が限られてとても苦

労した。「Designed in Australia, Made in ○○（主にア

ジア諸国）」で済ませることも多かった。 

 オーストラリア人口の１/４は移民である。その人々は

労働力として産業を支えているが、その一方で、住宅不足

を引き起こしている。特に移民の多いメルボルンは、バブ

ルとも言える住宅建設ラッシュの状態にあり、工事現場が

各所で見られた（写真６：RC 造２階建てとはいえ、柱が

細い。２階柱下に１階の柱が無いことも多く、日本では考

えられないほど脆弱な構造であるが、地震が全く無いから

こそであろう）。ものづくりをしなくなった影響は、建設

資材のほとんどが輸入品であるところに表れていた。 

 建設工事現場の作業員は意外にも白人が多く、みんなハ

ツラツとして働いていた。日本でよく「きつい、汚い、危

険」と言われる仕事でも、オーストラリアは機械化が進ん

でいるためか、負のイメージはなさそうである。それは、

ゴミ収集のような仕事でも同様である（写真７）。ゴミ分

別は、プラスチック等のリサイクル用とそれ以外の埋め立

て用となっていて、道端に出しておくと決まった曜日に回

収される（写真８）。粗大ゴミも道端に置くだけであるが

回収は不定期で、それまでの間、目ぼしい粗大ゴミは誰で

も持ち帰ってよいのが暗黙のルールとなっている。中古品

を大事に使い続ける慣習がある

ため、耐久消費財の価値はあま

り下がらず、フリーマーケット

も盛んに行われる。自動車も車

検が無い（走行距離ごとの点検

はある）ので、4995 ドルで購入

した中古車は、５ヶ月（走行距

離 5900km）後に 2000 ドルで売

却できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. おわりに 

 メルボルンは、イギリスの雑誌「エコノミスト」が毎年発

表する「世界で最も住みやすい都市」ランキングで 2011 年

以来、連続して第１位となっている。確かに、特段危険な思

いや嫌な思いをすることも無く、素晴らしい出会いもあった

が、半年間の生活では「世界一」の良さを充分に享受できな

かったのが実感である。治安やホスピタリティ、娯楽、生活

の利便性など、日本に勝る所はないと思えるのは、生まれ育

った場所だからであろうか（帰国後の楽しみは、温泉と居酒

屋であった）。きっと英語が不自由なく通じるようならば、

日本の都市も高評価を得る違いない。 

 研究においては、11 月 21～24 日にブリスベンで開催さ

れた Healthy Housing 2016 国際会議への参加、そして

Imaginary ArchitectureやWAHU Play Connexなど新た

な教材の発見という収穫があった。これらの成果について

は、学会等で追って発信していきたいと考えている。 

図 1 オーストラリア製品

であることを表わすロゴ 

写真 5 スーパーの商品陳列の様子 

（上）写真 6 建設中のマンション 

（右）写真 7 ロボットアームに 

   よる家庭ゴミ収集 

（下）写真 8 ゴミ容器が通りの 

   景色に調和している 


