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ニュー ジーランド，水と気候の旅 CI) 

関口武

1. はじめに

ニュージーランドは日本の南1万kmにある，遠いはるかな国である。

昨年12月， 1ヵ月を過ごしてみて，この国の現実について，あまりにも知

らなすぎたこと，とくに生きた情報不足だったことに樗然としたc この国は

1万加という実距離よりも，われわれにとっては，遠いはるかな国であった

ことに気づいた。 何も知っちゃあいなかったのである。

同じ太平洋圏に属し，経済的にも文化的にも，交流が日ましに深まろうと

している昨今，あまりの無知はギルティーと感じ，この国で体験し，見聞き

した現実を書き記しておきたし、。この国に興味を持つ人々，これからおでか

けの方々の参考になれば幸いである。

なお今回の滞在は短期間だったので，見聞や解釈に思い違いや誤りがある

かも知れなし、。ご寛恕，ご指摘いただければありがたい幸せである。

2. 夏でもカーディガンが必要

ニュージーラ ンドは緯度的には，南緯ではあるが34度から48度の間にあl

り，南北に細長く横たわっている島国で，周辺を海に囲まれている。それに

島の中央を縦断する中央脊深山脈が走っている。火山も地震も多し、。それで
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第 1図 日本とニュ ージーランドの地図

Christchurch 

自然環境的には，日本とよく似ているはずと思いこんでいた。向こうでも，

了お天気はよく似ているでしょ うJといわれたが，これはとんでもないま ち

がし、であった。

南半球だから，季節は逆である。そのうえ，経度も東経 170～175度な の

で，わが国との時差は 3時間しかない。だいたい日本の真南と考えた位置に

ある。12月の反対だから，季節的には6月であるが，日本の 6月は梅雨とい

う特殊条件を除外すれば，梅雨明けの 7月上旬に相当すると考えるのが妥当

であろうという判断に立った。そして気候表を調べてみた。12月の気温は東

京の 4月中旬から 5月はじめに相当しているので，日本よりはかなり涼し

く，洋服は合着でもよく，快適の気候だなと思った。 しかし，生来の暑がり

を考慮して，夏服を着て行くこと，それに万一の用意のために，半袖シャツ
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第 1表

気 混 降 水 量

12 1 7 

司
。c 。c 田皿 阻血 m皿

Auckland 17. 5 19. 2 10. 79 79 145 

36°47’ 

Christchurch 15.6 16.4 5. s I 56 56 69 

43。32’

Dunedin 13. 6 14.4 5.8 89 86 79 

45°52’ 

東 京 ｜ 6.6 26.7 4. 1 I 58 153 49 

35。41’

キL 幌 I-2.3 21. 7 -5.1 I 111 112 118 

43°07’ 

稚 内 I-2.s 19.2 -5.8 I 121 111 104 

45° 25' 

（注） 1は最暖月， 7は最寒月を示す。日本の例は最寒月 1月，最l援月 8月

を示した。

を持っ て行くことをきめた。

1ヵ月とし、う短期旅行なので，中型スーツケース 1個にこれらをつめ，東

京を出発したが，あいにく出発当日は雨で寒く， バーバリ ーコー トを羽織

り，毛のスポーツシャツを着てでかけざるを得なかった。羽田で着換え，残

して行く便宜もないままに，「荷物になり，邪魔だなあ」とは思いながらも，

もったまま出発した。

着いて数日，お天気の変化のはげしさには目をまわした。はじめ滞在して

いたのは PalmerstonNorthの Massey大学で， ここは北島の中西部，

Wellingtonの北方にある小地方都市であった。月平均気温15°C，日本の 5

月はじめのお天気のはずなのに，晴れていれば日ざしが強L、。日中の気温は

30°Cを越え，半袖 シャツ一枚でいて汗だくになる。むき出しの腕や顔，首

筋が痛いほどに日焼けをする。車に乗っていると，夏ズボンの薄い生地を通

して，日のあたる側の太ももが日焼けをする。赤くなり，触れるとチリチリ

ヒリヒリする。それなのに，曇って雨が降ると，気温は一転急降下して10°C
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を切る。寒し、。半袖シャ ツ一枚では鳥肌が立ち，クシャミ連発になり，風邪

を引きそ うになる。毛糸のカーディガンが欲しくなる。夜来の雨で，それが

朝まで残った日には，寒さはさらにきびしし、。ナイロンの色鮮やかなヤッケ

を着たり，厚手の レイン コート，毛皮のコートをひっかけた人も通る。まる

で冬の朝で，はく息も白く感じるほどになる。やむを得す．持って来たノくーパ

リー，毛織のスポーツシャツがたいへん役に立ったのである。

暑い日と寒い日，その転換は急激で、，「朝は寒く ふるえていたのに， 10時

ごろから天気恢復， 気温急上昇となり，コート，カーディガンをぬぐ，午後

3時，再転して黒雲が広がり， シャワーがくる。気温急降下，あわててカー

ディガン，コートを着る」。

こんな日のくり返しで， 1日の中に夏と冬が同居している感が強かった。

変化が大きすぎるのは疲れるものである。精神的 ・肉体的疲労感が強く，早

早にしてベッ ドに入る日が多かった。

雨はシャワータイプが多く， 小高い丘にのぼって見回すと，まるでインド

のモンスーンの雨式であっTこ。快晴高温の午後，積乱雲や雄大積雲が一面に

立ちのぼる。その一角が黒くなると，やがて黒さを増し，稲妻が走 り，シャ

ワーが降りはじめた雨脚が見える。その黒雲がやって来るとたいへんで、ある。

逃げる間もなく，大粒の雨が滞然と降る。道路のアスファ ノレトにはねる雨粒

は大きくて，強力にたたきつけられている。自動車のフ ロントガラスは，ワ

イパーをいくら動かしてもはげしくあたる大粒の雨滴のため，先がみえなく

なる。止っていたほうが安全である。

突風も吹 く，だが雨風は1～2時間であがる。だから洋傘は必ずしも必要

ではなし、。少々の雨やど りをしていれば，どうにかなる。問題はぬれること

より寒さであった。

とにかく ，驚きであった。どうzしてこラなるのか，緯度の割りにはあまり

にも熱帯的な天気なので奇異な感にとらわれたのである。海洋性，お隣りの

オーストラリアとの聞が 2,000kmも離れている。太洋の中の陸地，そこが強

熱され，まわりの海洋上との温度差が大きくなるためで、もあろうが，とにか

くたいへんな天気の変わ りやすさ，変化の激しさであった。

シャワータイプの強雨が降 り続くと，集中豪雨になる。それによる被害発

生は珍らしいことではなし、。ことに‘’牧場づくりのため，森林が伐り払われ
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ているところが多いため，土壌侵触は盛んで， 山崩れを起こしているところ

は多い。“Soilerosin in Newzealand，＇’こんな本も書かれている 。

旅の後半，訪れた南島西岸北部の Greymouthで、は，訪れた数日前に大雨

が降り，市内の大通りは浸水， 一時は水位60cmに達し，ホテルの玄関は水び

たしになったという。

3. 電信柱はこけだらけ

ニュージーラ ンドを旅行中，この国の電信柱について， 2つのことが気に

なった。その1つは，電信柱がこぶだらけで，曲りくねっていることであっ

た。英語の twistという言葉がぴったりあてはまる曲りかたで、あった。その

2つは曲りくねった電信柱がこけだらけなことであった。

こけだらけのほうの説明は簡単であった。要するに湿気が多いからであ

り，この国では， 電信柱だけでなく，太い立木の幹はみんなこけでおおわ

れ，寄生木や寄生植物をつけ，本来の太さの 2倍， 3倍の太さになっている

ものもあった。

オークランド，ウェリントンとも，年雨量は l,200阻内外で，そ う多くは

ない。しかし問題は，その雨が一年中ほぼ一様に降り，気温が月平均でみる

限り，最暖月が19°C，最寒月が 6°Cの幅の中に入っているため，蒸発量は

あまり多くなし、。 その うえ，毎月の雨量が50阻以上はあるため，雨が極端に

少ない南島東部地方を除けば，年中過剰の水分があり湿気が高いことによる。

北島のオークランド周辺では，とくに冬が雨期になっている。 月雨量は

140皿程度だが， 連日曇りがちで，小雨が降る。まるで日本の梅雨のような

天気が続く。 そして土壌は水を吸いこみ，文字どおり膨潤する。芝生の下の

土までも膨潤するため，ズプズブになる。

冬のゴルフコースではボールを高く打ちあげることは禁物である。落ちた

ポールがフェアウェイでも グリ ーンでも，ベシャツともぐり，目玉になって

しまう。慣オLた人で、ないとボールをみつけることもできなくなるからであ

る。夏の乾期には，その土がカチカチに固まる。打ったポールははねて転が

る，そこで夏と冬とではワンクラブは楽に違うとし、う。

だから，とけが生えるのである。建物の中では，寒さよけよりも湿気を乾

かすFために，電気ヒーターをつけている。この国の電力は世界一安いという
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第2図年雨量分布図
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評判で，各家庭，事務所では，ふんだんに電力を使っている。

第 1の電信柱が曲っていることの答はなかなか見付からなかった。何人か

の人に聞いたが，どうもあやふやであっk.oだが最終的な理解は，つぎのよ

うなことに落ち着いた。

ニュージーランドでは到るところに森林が繁茂している。ことに雨の多い

西海岸には大森林地域がある。 しかし，「この国の国産材には電柱用の適材

がなL、。それで，電柱用材はお隣りオーストラリアからの輸入品であるJと
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いうことであった。

電柱は屋外に立てられて，風雨にさらされる。雨風にうたれて，簡単に風

化し腐らないことが，その必要条件になる。そのためには，何層もの堅い般

密な部分のあることが望ましし、。要するに，密な年輪があることが望ましい

条件になるのである。

あいにく，ニュージーランドには，そういう条件にあう木がほとんどな

い。それは，この国の冬の気候が混和すぎることに原因している。

ニュ ージーランドでは海抜高度の高い山岳地方を除くと，冬の気温が氷点

下に下るところはほとんどなし、。海岸平野，それに続く高度 300m以下の地

域では，最寒月でも，その平均気温は 5度以上で，冬でも植物の生長はスト

ップしない。年中生長を続けるため，樹木には年輪が形成されなし、。花も一

年の一定の時期に咲くので、はなく，ダラダラと，時を分かたず， 一本一本の

木や草が勝手に咲く傾向が強し、。パラ園や個人の庭園でも，植え方しだし、で

は一年中花を楽しめることになるのである。

年輪がないということは，生長が早いとい うこと に通ずる。この国の樹木

は，それで有名で，西岸地域に導入されたラディアータ松＝radiatapineは，

とくに生長がよく，胸高直径 lm，ひとかかえの状態になるのに，わずか25

～30年である。第 2次大戦直後の植林が樹高30mにも達し，現在盛大に伐ら

れている。

事情は，それほど生長が速くはないが，この国固有種のマキの一種， リム

や樹脂カ ウリ ーゴムで有名なカウリ松などの針葉樹，ブナをはじめとする広

葉樹についても同じである。

年輪のない木は材質がし、くら堅くとも，風雨に対する抵抗性は弱し、。この

ため，年輪が密にある木として，西オーストラリアから，ジャラというユー

カリの一種の木を輸入しているのだとい うことであった。その地の気候が地

中海型で，乾雨期ははっきりしているが，雨が少なく生長はおそいが，密な

年輪ができている木だとし、う。

このジャラという木は，堅く木目がきれいでオーストラリアでは建築用材ー

としては高級品だとし、ぅ。だが，こぶだらけで曲っている。それをニュージ

ーランドが高い金を出して，電柱用に輸入している。どうも奇妙な話であるロ

しきりに不思議がって首をひねっていたら，スイスから来た大先生が，
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「ヨーロッパでも，スイスとドイツの電信柱は真っ直ぐだが，イタリアとス

ペインではねじ曲っているよ」といっていた。彼は皮肉屋で，ユーモリスト

である。この発言を文字どおり受けとっていいのか，それとも別の意味があ

るのか，未だにわかりかねている。どなたかお教えいただけると幸 いであ

る。

4. 緯度36°47＇のマンゲローブ，ハイビスカス

緯度36°47＇とはオークランドの位置である 。 人口80万人のこの国最大の

都市であるオークランドは，北島北端に近い半島部の根本にある都市で，東

西両側からの入江が入りこみ，その中間のでこぼこした土地の上にいくつも

のコアをもって，都市はだだ広く形成されている。市内にはワントリーヒノレ

などいくつもの丘がある。それらはいずれも小火山で， すり鉢状の火口をも

っている。市内には大小無慮19の火山がある。海岸でマールを形成している

ものも 2つある。市内に火山が19もある都市とは，日本がL、くら火山国だか

らといって想像外だし，それに火山が住宅地帯にすぐ近接し，その山腹にま

で家が建ちならんでいる火山が市内にいくつもあるとは，これこそ火山国と

いうべきなのかも知れない。

驚くのは，この市内の海岸にマングロープがあることであるつわが国の富

山， 長野，小名浜が緯度的にほほe同位置にある。沖縄本島並みのマングロー

プが関東地方よりもっと北の地に形成されているのである。

そのくらいであるから，市内にはハイビスカス，プーゲンビリアなど熱帯

性の花も咲いている。クリスマスのころに赤花をつけ，クリスマス ・ツリー

の異名のあるネムの木の一種，ホフツカワも咲いている。 これも熱帯性の樹

木である。日本では，南九州、｜の指宿で温泉熱を利用して栽培している時計

草（パッション ・フルーツ，このジュースは最近熱帯の味として，ハワイの

グアパ ・ジュ ース とともに売り 出されている〉も，この市内では各地に咲き

乱れている。白木の総領事公邸のテニスコートの金網には，ビッシリ，緑色

のゴルフのボール大の実がついていたc黄色くなり芳香を発するようになれ

ば，できあがりである。それに市内の各所には，樹木シダも生えている。市

の植物園にはそれを集めたシダガ ーデンができている。樹木シダは熱帯性の

もので，日本ではへゴの木と呼び，生えているのは沖縄と小笠原で，緯度的
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第 3図 オークランド市内の火山

2 3 4 

scale of miles 

に10度以上の差がある。植物からみてあきらかに熱帯的である。

この最大の原因は，冬の気温の暖かさである。 ここの最寒月 7月の平均気

温は10.6°C，今までの最低の記録が 0.6°Cである。氷点下にさがったこと

はなし、。雪が舞うこともないではないが，積もることはなし、。とにかく温暖

で，寒さのためヒータ ーをつけるということはほとんどない。冬の寒さで熱

帯性植物が凍死をするという事態がないため，一度根付いた植物はそのまま

生育繁茂しているのである。



98 

その反対に，夏の最暖月の気温も，最高記録は 32°Cというのはあるが，

月平均では 19°Cである。このため，市街地の並木として植えられた亜寒帯

性の白樺が暑さのため，枯れることなく生育を続けている。時計草の実ヮてい

る総領事公邸正面にも植えられていた し，その付近の高級住宅地区の道傍の

街路樹になっていて，すく横に真赤にペンキを塗った電話ボ ックスがある。

白い幹の白樺，その薄緑の小さく薄し、小半｜！形の業が風になびいて い る風景

は，いささか異様であった。

なお樹木シダは，雨の多い西海岸では，はるかに高緯度， 45度付近におし、

ても認められた。氷河の末端のすぐ下のやぶの中に，海岸；こ近い山仮iJのやぶ

の中においてである。北海道北端の宗谷岬より， もっと極に近いところにへ

ゴの木が生えている。し、かにも不思議である。

それだけでなく ，緯度45度， オーストラリアアルプスの分水嶺を東から西

に越え，多雨地帯・へ入ったところの森林は多雨林＝rainforest と呼ばれて

いるが，ポ コボコした広葉樹，それもキラ キラ光る緑濃い厚手の葉をもった

照葉樹的な木が多く，一見，南九州、｜から屋久島，種子島の森林そっくりであ

る。

要するに冬がし、ちじるしい低温にならない一方，夏も極端な高温が長続き

をしないという海洋性の気候の反映が，植物分布にあらわれたのだと解釈さ

れよう。 しかし，そうしづ 理屈より，目撃した風景の違い，It，森林にびっ

くり してしまヮた。こういう素直な驚きを大事にすることが， 正しい理解へ

の道につながるのである。

とにかし ニュージーランドの自然、はわれわれ日本人のイ7 ジネイション

の枠を越えている。そして，日本の気候は海洋性であるなどと教えたのは大

間違いであった。海洋性気候とは，このニュ ージーラン ドのような気候のこ

とをいうのであって，日本の気候は大陸の影響をたっぷ り受けた大陸性気i民

せいぜい譲歩して，亜大陸性気候とい うべきであることを痛感させられた。

5. タダ同然の牛季lとラム肉

牧草も l年中生長を続ける。冬の気温は牛や羊が野外で凍え， 生活できな

くなるほどには低くはならなL、。それに，一年中， 牧場には緑の牧草がある

ので，ニュージーランドの牛や羊には畜舎の必要がなし、。そして特別の場合
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第4図 牧場の分布図

．．園芸
四皿 鴎農

墜謹 M農と羊，牛の集約飼育

匡冨羊の集約飼育

匡冨羊の集約飼育と換金作物

阿君明半組放羊，牛飼育

自 羊粗放飼育

Eコ非農牧用地

を除けば，人聞が彼らに飼料を与える必要がなし、。だから，この国の牛や羊

は，野天の牧場の青草の上に生まれ，その青草を食べて一生を送る。その

間，ほとんど人間の手を借りることがない。

しかも，彼らの数は乳牛350万頭， 肉牛300万頭， 羊6,000万頭 (1972年〉

で，それが人口300方に対しての数である。牛乳や肉が安くなるのは 当然の

帰結であるが司牛乳は小売価格で， 1パイント（約3合， o.5 l）が4セント
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（約15円〉である。大学の学生食堂には牛乳のかんがほうり出してあり， 自

由に飲め，タダである。ホテルの部屋の冷蔵庫には， 1パイント瓶が 2本は

入れてあり，欲しいといえば，いくらでももって来てくれる。牛乳風日は気

が引けても顔を洗うくらいは楽にできる。

肉はこの国で、はkg単位で・売られているが，その値段は日本のioog よ りま

だ安L、。それでいて質はどうみても向こうが上であるc 羊の肉にしても，当

歳もの，その年の春， 9月ごろ生まれたのが，3～4ヵ月たち，乳臭さがぬ

けきった程度の軟かし、のが springlambで，最高級品である合 1年ものがホ

ゲットで，これもまあまあの味である。だが輸出されているマトンは 2年以

上のもので，もう肉は堅くなり，臭いも強くてまずい。

ロースト ・ラムに緑色のミンツソースをかけて食べる味は上乗のものがあ

っTこ。

牛肉もまあまあである。ただし，羊と同じ牧草を食べているせいか，ラム

と同じような臭いと味がしたのには少々参ったというのが，正直のとこ ろで

あった。 日本の牛肉のような味と臭いはなし、。そんなことならと，もっぱら

ラムを食べてきた。

パンも安L、。ベタベタしておいしくはないが，値段は日本の 5分の l程度

であった。 したがって，肉とパンを食べ，牛乳を飲むだけでがまんすれば，

ニュージーランドはまさに貧乏人天国で，こちらでは想像できない くらい安

い生活費で 1ヵ月をまかなうことができる。

それに海岸に行けば，貝がタダで姶える。干潟には無数の貝がし、る。アサ

リ，ハマグリのようなものなら，ほんの10分でバケツ一杯は楽にとれる。場

所によってはムール貝もとれる。塩ゆで，それにバターでも落として食べれ

ば最高の味である。

勝手にとれないのは黒緑色をしたパウア貝だけである。日本のアワビと同

形であるが，その真珠質が黒緑色で，貝の肉も，その外側は黒緑色である。

生のままでは堅くて食べられないが，たたきつぶして，スープにすると絶妙

の味がする。なお貝殻は美しいので，装飾用に使われているつ婦人の指輪，

ベンダント ，小型の時計をはめこんだ置時計，灰皿，細かくくだL、た破片を

象限状にはり合せてつくった宝石箱などがある。

牧場の総面積は847万haで，これは森林の587万haよりも広L、。農耕地の40
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万ha~こ比較すれば，その10倍を越えている。

この牧場は森林を伐り払い，火を入れて焼き，そのあとへ牧草の種子をま

いて人工的に造成したものである。現在でも各地で山を焼く煙が立ち昇るの

をみることができる。今回も首都ウェリントンの近郊で，山焼きの燥が立ち

昇り，やがて，その上空に真白い積雲が小さいながら形成されているのをみ

ることができた。煙は薄墨色，雲は真白色，区別はできたが，小さい積雲以

上には大きくならなかった。

この国の広大な牧場が人為的な ものであり，年雨量3,ooornmを越す多雨域

にも，年雨量 500凹 を割る半乾燥地域にもあること，それと 山焼きが現在で

も行なわれ，森林が伐られ牧場に転用されているとは意外であった。 どぎつ

い言葉を使えば，自然破壊である。この国の草原の大部分は人為的なもので

あったのである。

なお半乾燥地帯で，水不足で牧草の生長の悪い場合，その場所では濯慨が

行なわれる。 しかし入手不足で，それも意にまかせないところではオーバー

グレイズイングになり，羊，牛が増殖しない自然淘汰が行なわれている。

この国では羊や牛の頭数の増減がもろにお天気の影響を受けているのには

驚いた。わが国などでは，およそ想像もできない出来事：だからである。

半乾燥地帯で，乏しい牧草を奪い合い競合している彼らの敵は野ウサギで，

羊，牛を保護するために，乾燥のきびしい東部諸地域ではその撲滅運動が行

なわれている。だがまだ完全に成功という段階にまでは到っていな＼，＇（） ウサ

ギは，この国では害獣なのである。

6. 飯場都市 Twizel

ニュージーランドで一番新しい都市であるっ建設以来まだ5年目で， 1969

年の人口ゼロからスタ ー トし，本年末には人口 6,000人の南カンタベリー第

2の都市になる予定である。建設計画は着々と進み，収容生徒数 700人の小

学校， 250人の高校はすでにできあがっている。 ショ ッピングセンターはも

ちろんのこと，コミュニティ ・センタ ー，図書館，テニスコ－ r，ノくスケッ

トコート，アイススケート場，ローラースケート場，病院，産院，保育所な

どもできている。

すでに一見，都市としての体裁は整えている。ここを飯場者j）市といったの
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第 5図 Upper Waitaki水力開発計画
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は，その機能が発電所建設の飯場だからである。

わが国でなら，ダム建設人夫用の飯場は簡単なテ ックス張りのバラック

で，パタハタと立ち，男だけの合宿所になる。 そlて長くても 2年も すれ

ば，消えてなくなる。10棟， 20棟と建てられることはあっても，飯場に小学

校，高校ができた例はない。

それがこの国ではできているのである。こ このダム建設は20年計画だから

である。来たとき生まれた子供でも19歳にはなる。高校が必要なわけではあ
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るが，理屈はわかるが，どうもぴったりこなし、。のんびりした別世界の話の

ような気がする。

労務者住宅は 2ベッドノレーム，3ベッドルーム，4ベッドルームの 3とお

りのものが用意されている。プレハプで， トレーラーで引張って来て， コン

クリートの基礎の上にセットしたものである。各戸とも太陽に面し，十分の

日照を受ける ように設計され， ガレージ付きである。山から吹きおろす北西

の強風よけには，入口につ字形の風よけがとりつけられている。また海抜

460m，海岸から約100凶1の内陸のための冬のきびしさに対する暖房設備は十

分できている 0 4ベッドルームといえば，寝室以外に居間，書斎，食堂， 台

所がついているので6LDKくらいになり，相当に広し、。壁面などは決して

豪勢なものとはし、L、かねるが，中級住宅としては立派なものである。

独身者用の I戸建の住宅もある。風よけ，暖房は家庭用と同じであるが，

庭はなく ，一見便所風でわびしし、。労務者，とくに独身労務者に入れ替わり

がはげしいという。 2～ 3ヵ月で交替するのがふつうだという話も聞いた。

なお，ダム建設工事が終了する15年後には，この町は全部が撤収される方

j十といい，何とも大らかな話である。日本のわびしすぎる飯場と比べ，こう

いう世界もあるのかと， うたた感慨に耐えなかった。

ニュ ージーランドの電力需給は， 1974年度で172.5億kWhである。完全な

水主火従で， うち82%, 141.1億kWhを水力でまかなっている。包蔵水力は

まだまだ豊富で，この Twizelを建設した UpperWaitaki水力開発計画は

その開発計画の一例である。

南島中東部で， 中央脊梁山脈風下側のこの周辺はマッケン ジ一都＝Mac-

kenzie Countyと呼ばれ，年雨量500～600mmの半乾燥地帯である。だが山頂

部には雨が多し、。年雨量は 7,000mmに達し，大きな氷河をかけている。その

氷河の末端は東側へも，海抜800～900mまでは下って来ている。そこから流

れだす水は，広い氷蝕谷を洗い，相当な量で，谷の末端には氷河湖ができて

いる。人為的にダムを建設し，貯水池として面積を拡大したものも多L、。 こ

の地方には TEKAPO,PUKAKI, OHAU の3湖がある。

ここの開発計画は第5図に示すとおりで， まず FORKS川の水を TEK

APO湖へおとす。つぎに，TEKAPO湖の水を27kmのキャナルで PUKAKI

湖へおとし，そこに発電所を設けて16万kWの発電をする。ここの発電開始
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は1976年4月の予定である。

PU KA KI 湖に高さ60mのハイダムを建設中で，これにより，貯水量の倍増

をはかる。ついで，この水を13kmのキ ャナルで OHAU川北岸の発電所へお

とす。ここの発電量は26万kWを予定している。なおこの発電所にはOHAU

湖の水もキ ャナルで運ばれる。ここの発電所運転開始は1977年4月を予定し

ている。

その下流約lOlanのところに高さ43mのダムを建設し，小さい湖をつくる。

その下2.5kmにOHAUB発電所を設け， OHAUAからの水をそのまま使っ

て発電を行な う，予定出力は 22万kW で， 1979年冬から稼働予定中である。

さらに OHAUC発電所は，その下流 BENMORE湖畔につくられるが，

ここでは20万kWの発電を予定し，1980年代に入ってからの完成を目ざして

いる。

これらの建設工事のベースキャンプが Twizelである。合計85万kWの発電

のための工事だが，これが完成すれば，現在の発電所能力のパワーアップも

考えられ， その合計量は年に l 億kWh ~：こ達する。 大規模な建設プ ロ ジェク卜

ではあるが，それに伴 う飯場都市建設とは，ニ ュー ジーランド的スケールの

物の考え方のような気がする 0 20年計画とはいかにも雄大である。海向こう

のオーストラリアでさえ， それをニュージーランド的のんび りペースである

と批判する。

われわれだったら半分の10年で完成すると笑っていた。 日本人なら，さら

にまたその半分か3分の I，多分 3～4年もかかれば卜分にできあがる仕事

のようにみえた。

しかし， 仕事を急ピッチでするのがし、いのか，生活を楽しみながら， 適当

なベースでやるのがし、いのかの判断はむずか しし、。

この国の牧場で，頭を下け．たま ま，わき 目もふらずに草を食べ続けている

羊や牛をみると，そして彼らの将来を知っているだけに，いったい何のため

に，アアせわしなく草を食べるのか，彼らの生甲斐とは何か，それとの比較

において，われわれ人間の生甲斐は何かなどを考えさせられてしまった。

「かもめのジョナサン」 ならぬ羊のジョ ナサ ン， 哲学する羊がし、て，草原

に寝ころんで，空をみつめていてもよさそ うな気がしたのである。

（東京教育大学助教授，理学博士〉
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