5 月度木曜例会（May 12, 2016）
今日は、皆さん良くご存知の Mr. Norm Boniface
（Australia）さんをお迎えしました。元クイーンズ
ランド州政府で働いておられた Norm さんは、現在
ボランティアで移住者や難民の人々に英語を教え
ておられます。1991 年以来、十数回来日されてお
り、友達から Japanophile（親日家）と呼ばれている
そうです。ウォーキング、サイクリング、写真が趣
味で、様々な分野の研究にも多く時間を費やしてお
られるとか。今日はオーストラリアの歴史に多大な
影響を与えた人々について、沢山の写真と共に、ジョークを交えながらお話しして
下さいました。

Title: Some great personalities who have made an impact on Australia’s history
今日はオーストラリアの歴史に大きな影響を与えた人物や事柄について、数多く
あるうちのほんの一部を紹介したいと思う。
まず、私の故郷 Brisbane の写真から。川を挟
んで、片側はビジネス街、反対側には公園が広
がり、観光客や地元の人にも人気の場所。写真
右端の建設中のビルは Brisbane で最も高く、260
ｍ。来年、完成予定である。
オーストラリアの歴史上、重要な発明は数多くある。例えば 1924 年のカー・ラジ
オ、その後のヴィクターの草刈機、等々。でも、最も重要だったのは、1965 年に開
発された 5 リットルのワイン樽とスクリュー・キャップ式のワインボトルだったの
では！？これにより、ピクニックにも手軽にワインを持って行けるようになり、栓
抜きを忘れてもワインは飲めるし、コルクがワインに混入することもなくなったの
だから。（笑）

今年は CSIRO（Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization）というオーストラリ
ア政府の研究開発機関が設立されて、ちょうど 100
年。人口は 2,400 万人。1901 年以来ノーベル賞受賞
者数は 15 人（うち、女性は 1 人）で、人口比にする
と世界一。1960 年には Australian of the year という賞
が設けられ、それ以降ほぼ毎年誰かが表彰されてい
る。スポーツ、科学、芸術の分野で特に多いが、ここでも女性は 20％に過ぎない。
人口の半分は女性なのに、なぜ？オバマ大統領が就任演説で、”Greatness is never given,
it must be earned.”と言っていたが、受賞者の選択は必ずしも正しいとは限らない？
ここで、オーストラリア大陸の発見と移住の歴史を、同時代の日本を垣間見なが
ら振り返ってみたい。1788 年にヨーロッパ人の入植が始まって以来 228 年間、数多
くの人々がその足跡を残しており、オーストラリア文化の多様性がうかがえる。
1594 年のポルトガルの世界地図を見ると、ヨーロッパ以外に、日本やインド、ア
フリカ、アメリカは載っているが、オーストラリアはない。彼らは南半球を Terra
Australis（ラテン語で“南方大陸”の意）と呼んでいて、オーストラリアについては
殆ど何も知らなかった。｛当時の日本は、1591 年 千利休の死。1592 年 豊臣秀吉の
朝鮮出兵。1600 年 関ヶ原の戦い…関ヶ原は伊吹山に登った時に見た。私が興味ある
戦い。｝
1606 年には Willem Janszoon（蘭）、1770 年には James Cook（英、計 3 回の世界航
海に出た)など、オランダやイギリスはオーストラリア国家建設に多く貢献した。当
時描かれた地図は非常に緻密で、現在のものと殆ど変わらなかった。1788 年には
Arthur Philip（英) 率いる First Fleet（第一船団）11 隻が約 1,400 人を乗せて上陸。実
にイギリスのポーツマスからシドニーまで 8 ヶ月の航海だった。1,400 人のうち、約
半分は労働力として連れてこられた囚人だった。その後 1868 年までの 80 年間で
162,000 人の囚人が移住した。因みに、オース
トラリアに連れてこられる囚人は、7 年～14
年の刑を受けた者だけであり、殺人犯は移住
できなかった。中には、出所後、テムズ川で
野垂れ死ぬよりは･･･という裁判官の配慮か
ら、パン 1 つ盗んで 7 年の刑を与えられる者
もいた。
｛1788 年頃の日本の人口は 2,500 万人
（オーストラリアの今の人口とほぼ同じ）。岩
クックに同行した植物学者 Sir Joseph
Banks は、滞在中 14,000 種を収集した。

木山、浅間山の噴火に続く、天明の大飢饉で
苦しんでいた時代｝

イギリスのオーストラリア移住の目的は主に２つだった。第一は、自分達の発見
した大陸に自国民を住まわせ、占領したかった。
（当時は、他国と覇権争いはなかっ
た。）そして第二は、恐らくこの方が重要であったと思うが、1783 年の独立戦争終結
で、アメリカがイギリスから独立し、イギリスはもはや囚人をアメリカに送ること
ができなくなっていたからである。
Indigenous Australians
入植当時、オーストラリアには 30 万人～40 万人の先住民が住んでいた。約 250 の
部族があり、約 200 の言語が話されていたと思われるが、文字を持たないので詳し
い資料はない。また現在は、ほんの一握りの
言語しか話されていない。1788 年フィリップ
が上陸した 1 月 26 日を、多くのアボリジニ
は“Invasion Day”と呼んでいる（因みに、1
月 26 日は Australia Day と呼ばれる祝日）。彼
らは、元々アフリカから東南アジアを経て、
オーストラリアに渡ってきたとされている。
現在、オーストラリア先住民とは、アボリ
ジニ（写真上、左下の旗）とトレス海峡諸島民（写真上、右下の旗）を指し、人口
の 2.5％程度である。アボリジニは内陸に住む
狩猟民族で、トレス海峡諸島民は、その名の
通り海で生計を立てる人々である。David
Unaipon（オーストラリアの“ダ・ヴィンチ”
と呼ばれる発明家であり、作家、後に
Governor）や Neville Bonner（アボリジニで初
めての政治家）など有名な先住民は数多く、
芸術や政治、スポーツ等、様々な分野で業績
を残してきた。
1788 年以降、やがてオーストラリアは植民地時代に突入する。この時期に大きな
影響を及ぼした人物は；
◎ John Macarthur:：1790 年、Second Fleet で到着。彼は争いの絶えない人物であった
が、牧羊業で成功し、オーストラリアの羊毛生産高を急上昇させた。現在、オー
ストラリアの羊毛生産は世界一で、総需要の 25％を占めている。
◎ Caroline Chisholm：1838 年シドニーに到着。オースト
ラリアに移住してきた貧しい女性の生活、地位向上
のために尽くした女性。
（イギリス女王以外で初めて
紙幣に登場）

◎ Edward Hargraves：1851 年カリフォルニアから帰国し、シドニー西部の町で金鉱
を発見、ゴールドラッシュが始まった。当時の人口は約 40 万人だったが、1870
年までに 160 万人に膨れ上がった。Ballarat や Bendigo は金鉱で栄えた。
その他、偉大な詩人 Henry Lawson や、オーストラリア連邦国家の基礎を築いた、
Father of Federation（建国の父）と呼ばれる Sir Henry Parkes などがいる。
女性の参政権は、1894 年、世界で初めて南オーストラリアで与えられ、1902 年に
は連邦政府でも認められたが、女性が初めて当選したのは 1943 年になってから。2010
年には初めて女性の首相が誕生。｛日本で女性参政権の獲得は、いつ？｝
1917 年までの 20 年間は Heroic days of Antarctic Exploration（南極探検の英雄時代）。
Douglas Mawson や Frank Hurley（写真家）などの有名な探険家が輩出した。
第一次世界大戦、第二次世界大戦は共にイギリスに従って
参戦し、多くの犠牲者を出している。
Cyril Callister は食品技術者で、ビール発酵の過程で抽出さ
れたイースト菌を利用して、濃い茶色のペースト状の食品を
開発した。今日 Vegemite（ベジマイト）として良く知られて
いる。
1952 年は、新しいイギリス女王 Queen Elizabeth Ⅱの誕生。｛日本では、連合国軍
の占領が終了した年｝
John O’Sullivan は CSIRO で働いていた時、WiFi を発明した。今日、WiFi は世界中
で使われている。1958 年に結成されたポップグループ Bee Gees は、45 年間にわたり
活躍してきた。日本でも、1996 年のテレビドラマ”若葉のころ“の主題歌となるなど、
世界的に有名。
Q&A
*イギリスが多くの囚人を送った背景を教えてほしい⇒既に述べたが、囚人を送った
第一の理由は、アメリカが独立したため、囚人を送る場所がなくなったこと。第二
は、オーストラリアを征服したかったから。移住直後は、インフラを整えるのに労
働力が必要だった。刑を終えると、囚人たちは自由の身となり、希望すれば土地も
与えられた。当時は産業革命の時代で、オーストラリアは彼らにとって milking cow
であった。
***************
Norm さん、来日の際には、いつも IIN の例会に参加してくださり、また、スピー
チも毎回快く引き受けてくださって、本当にありがとうございます。今日は喉の調
子が悪いと言いながらも、Henry Lawson の詩を朗読し、Vegemite の歌を高らかに歌
い、2 時間たっぷり講義をしてくれました。上記で紹介した人以外にも様々な偉人の
話があり、ブラックボックス（実際はオレンジ色！）を発明した David Warren や、

歴代で最長の間首相を務めた Robert Menzies の話から、謎の死を遂げた歴史的競走
馬 Phar Lap の話まで、興味深い話をたくさん聞きました。もっと紹介したいところ
ですが、残念ながら、紙面の都合上ここでは割愛させていただきます。

