はじめに

ものの一つに再 生可 能エネルギーがありま

を果たすエネルギーとして注目されている

に代わって、地球温暖化対策に大きな役割

ー発生時に二酸化炭素を排出する化石燃料

ています。石油や石炭などといったエネルギ

量削減に向けた取組が世界レベルで行われ

が二酸化炭素です。この二酸化炭素の排出

が、地球温暖 化をもたらす一因とされるの

などのエネルギー資源についてもオーストラ

高額を更新し続けています。石炭やウラン

〇〇億豪ドル（十二兆八千億円）と過去最

（九兆一九二〇億円）
、〇八／〇九年度は一六

てからも〇七／〇八年度は一一四九億豪ドル

（一豪ドル＝八〇円換算で八兆円）を突破し

〇〇六／〇七年度に初めて一〇〇〇億豪ドル

るオーストラリアでは、資源の輸出金額は二

有数の埋蔵量・生産量を誇る資源大国であ

鉄鉱石やボーキサイトなどにおいて世界

状況がわかります（図１）
。ちなみにオースト

ガスなどの枯渇性エネルギーに依存している

す。発電エネルギーの大部分を石炭や天然

炭による火力発電が八割以上を占めていま

オーストラリアの発電電力量を見ると石

えるほどだそうです。

す。再生可能エネルギーは太陽や風、水力、

リアの主要輸出物となっています。オースト

いと思います。

地熱などの自然界で起こる現象から取り出

ラリア北東部、クイーンズランド州沿 岸の

石炭依存からの脱却へ

すことができ、一度利用しても再生可能で、

石炭積出港では、石炭の積み出しを待つ船

資源大国オーストラリア

二酸化炭素排出など環境への負荷が少ない

が何十隻も沖合に停泊しており、夜に海辺

温暖化が地球規模の課題となっています

能エネルギーに関するオーストラリアの連邦

に行くと船の明かりがまるで街明かりに見

エネルギー資源のことです。ここでは再生可
政府、州や自治体の取組について紹介した

図1：オーストラリアの発電電力量比率
（2007～2008年）

再生可能エネルギー
（風力、
バイオエネルギーなど）
2.7%
水力 3.1%

天然ガス
13.2%

石油 0.2%

石炭 80.8%

【出典】
：Clean Energy Council“Clean Energy
Australia 2009”より作成
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クレア海外通信

世界の総排出量の一・四％（日本は四・五％）

炭素排出量を見ると、オーストラリアは全

子力発電は行っていません。国別の二酸化

次ぐ第二位なのですが、研究目的以外の原

の埋蔵量は世界最大かつ生産量はカナダに

ラリアは、原子力発電の燃料であるウラン

設される発電所は現時点で世界最大の米カ

れました。ケビン＝ラッド連邦 首 相は、建

の太陽エネルギー発電所の建設が盛り込ま

八〇億円）に及ぶ官民共同による世界最大

つとして今後六年間で総額一六億ドル（一二

六〇〇億円）のクリーンエネルギー戦略の一

ーを導入している事例を紹介します。

て州機関や自治体による再生可能エネルギ

様々な規模ですでに始まっています。つづい

会を実現させる取組が、様々な資源を元に

の排出量で見ると先進国の中でもっとも高

と突出して高くはありませんが、一人当たり

において、オーストラリアは他国を追随す

ことに加えて「クリーンなエネルギーの分野

リフォルニア州の発電所の三倍の規模になる

処理を担っているのはニュー・サウス・ウェ

シドニー一帯に住む四三〇万人の上下水道

風力エネルギーによる
海水淡水化施設の稼動

い水準にあります （図２）
。

るのではなく世界のリーダーになりたい。
」

始しています。将 来 的には、シドニー上下

ニー上下水道公社です。ＮＳＷ州は近年続

内消費電力とは、オーストラリア国民二二

水道公社の全体水供給量の一五％の供給が

二〇〇九年八月には、連邦議会で〝二〇

〇〇万人が家庭において消費する電力量に

可能であるこの施設の必要電力は、シドニー

いている干ばつや今後のさらなるシドニー一

あたります。法案が可決された後、ペニー

から南西に二〇〇キロの位置にあるキャピタ

二〇年までに少なくとも国内消費電力の二

＝ウォン気候変動・水担当大臣は「我が国

ル風力発電所の六七機の風力発電機によっ

帯への人口流入による水需要の増加に対応

の家庭で現在消 費されている電力量を、一

て生成されています。風力発電所建設は海

〇％を再生可能エネルギーによって発電を

〇年後には太陽や風力、地熱から生み出さ

水淡水化施設の建設プロジェクトの中の一つ

水化施設を建設し、今年一月から稼動を開

れる再生可能エネルギーでまかなうことに

として位置づけられ、二年間の工期を経て

するため、シドニー近郊のカーネルに海水淡

なる。
」と語り、改正法の環境面への貢献を

す。再生可能エネルギーを普及させて二酸

年々再 生可能エネルギーへシフトしていま

く 再 生可 能エネルギー由 来の電 力であり、

ラリアの発電電力量の二・七％が水力を除

リア州や南オーストラリア州において現在

して稼動させる海水淡水化施設は、ビクト

の発電量です。再生可能エネルギーを利用

ネルギーに関するプロジェクトの中では最大

ワットと、オーストラリア国内の再生可能エ

た。キャピタル発電所の発電量は一四〇メガ

二〇〇九年一〇月に完成し稼動を始めまし

化炭素排出量の抑制を図ることで低炭素社

前掲の図１にあるとおり、現在オースト

強調しました。

案」が可決され成立しました。二〇％の国

ールズ州（以下ＮＳＷ州）の機関であるシド

んでいます。また再生可能エネルギーの研

の負荷を抑える技術の開発・普及に取り組

二酸化炭素や窒素酸化物を減らして環境へ

不可欠であることから、石炭から発生する

炭の使用による二酸化炭素排出量の削減が

連邦政府では、地球温暖化対策として石

（単位：トンCO 2 /人）

究・開発に力を入れており、二〇〇九―一〇

行う〟とする「再生可能エネルギー改正法

と語りました。

20
15
10
5
0
オーストラリア
アメリカ
カナダ
ブルネイ
ロシア
ドイツ
韓国
シンガポール
日本
ニュージーランド
イギリス
イタリア
フランス
マレーシア
中国
メキシコ
チリ
タイ
ブラジル
インドネシア
インド
ペルー
ベトナム
フィリピン

年の政府予算には、総額四五億豪ドル（三
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図2：二酸化炭素の国別1人当たり排出量（2006年）

【出典】
：環境省“平成 21 年版環境白書”

トラリア州で

り、西オース

建設されてお
ドニー上下水道公社全体の消費電力の二二

おり、前述のバイオガス発電とあわせてシ

ーストラリアではじめて行う計画を進めて

からこそ 大 規

を 行っている

埋め立て処理

発 電は、主に

るエネル ギ ー

模に実施でき

％分を自家発電することが可能になります。

ごみを利用した発電

ニー上下水道公社では前述の風力発電のほ

ＳＷ州全体消費量の一％に当たります。シド

の電力消費者であり、その電力消費量はＮ

シドニー上下水道公社はＮＳＷ州で最大

メタンガスを集めて電力として再生していま

は、一般ごみの処理過程や埋立後に発生する

ニー南西部にあるマッカーサーごみ処理場で

ころもあります。州の公社が運営するシド

ンポストとして再生する処理を行っていると

施設の中には細菌処理や発酵処理を経てコ

立てられます。植 物 ごみについては、処理

掘られた巨大な最終処分場に搬入され埋め

によって分別したうえで圧縮され、地面に

環境に係る取組を検討する際の参考になれ

せんが、皆様の自治体におけるエネルギー・

日本国内に適用するのは現実的ではありま

の再生可能エネルギーのスキームをそのまま

気候が大きく異なっており、オーストラリア

題となっています。日本とは地理的条件や

ルギーを安定的に供給することは喫緊の課

ると予想されています。環境にやさしいエネ

人から二〇五〇年には三五〇〇万人に達す

オーストラリアの人口は現在の二二〇〇万
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は二〇〇六年
から稼動を始
めています

す。 ごみ とい

再生手段で
広大な大地をもつオーストラリアにおけ

が、カーネル
の海水淡水化

送る上で人間

が生み出さざるをえない負の遺産からクリ

う 社 会 生活 を

きく異なっています。シドニー近郊自治体に

ーンで環境にやさしいエネルギーを生み出す

焼却処理を行う日本のごみ処理方法とは大

電力に頼るこ

おける分別は、一般ごみ、ビンやカンなどの

ことは、興味深いと思われます。

る ごみの処 理 方 法は埋め立てが主であり、

となく再生可

リサイクルごみ、植物ごみといった大きく三

施設は全く化

能エネルギー

つの区分であり、日本のようなきめ細かな

石燃料由来の

で全ての施設

分別は行っていません。一般ごみは処理場に

かにもバイオガスや水力を利用した再生可

す。シドニー北西部のニューカッスル市や西

ばと思い、こちらの事例のいくつかを紹介さ

おわりに

が運営されて

能エネルギーを生成・利用することで積極

オーストラリア州の自治体でも同様の方法

せていただきました。今後も再生可能エネ

おいてリサイクル可能物を機械及び手作業

的に二酸化炭素の排出削減に取り組んでい

千世帯の年間消費電力に相当する規模の発

でごみから発生するメタンガスを利用して数

いる点に特徴があります。

ます。シドニー近郊の複数の下水処理場で

バイオガスや
水力による発電

は、下水の汚水処理過程で発生するメタン

皆様にご紹介したいと考えています。

ガスによる発電を行っています。また、下水
処理水の放流落差を活用した水力発電をオ

ごみから排 出されるメタンガスを使った

ルギーにまつわる当地の動きをリサーチし

c マッカーサーごみ処理場の最終処分場

電が行われ、電力会社に送られています。

cカーネルの海水淡水化施設

クレア海外通信

はじめに

の酒場は多くあり

ません。食事の前、

または後に何杯か

飲むために立ち寄

るといった、強い

て言えば広いショ

ットバーのような

パブが多数を占めます。一応そこでも食べ物

は頼めるのですが、主にお酒を飲むための

場所なので、あまり重視はされていません。

オーストラリアのパブの特 徴の一つとし

て、店名に「ＨＯＴＥＬ」という名前のある

店がちらほら見られます。それは昔、ホテ

をホテルとして使用したことの名残だそう

ルでなければ深夜にお酒を出すことができ

ルをそのままの状態で外に持ち出した場合、

です。そういった店では、今でも宿 泊が可

リカーショップで買うことになります。そこ

罰金を取られます。また、屋外には「アル

能なところもあります。

前を「ＨＯＴＥＬ」にし、そのパブの上の階

徐々に生活に慣れ、周りを見る余裕もすこ

コールフリーゾーン」と呼 ばれる場所があ

なかったため、そのための工夫として店の名

しずつ出てきました。そんな中、自分の身

り、そこでは一切 飲 酒 ができません。この

必ず「ＢＹＯ」か「ＬＩＣＥＮＳＥＤ」の標

でお酒を買った場合、お酒は紙袋か色がつ

の回りで興味を持ったことの一つが、アルコ

「アルコールフリーゾーン」は、例えばシド

記があります。
「ＢＹＯ」とは、
「 Bring Your

いたビニール袋に入れられます。お酒のボト

ール、そして煙草に関するオーストラリアの

ニーが あ るニュー・サ ウス・ウェールズ 州

シドニー事務所に赴任してしばらく経ち、

特徴についてでした。ここでは、オーストラ

（以下ＮＳＷ州）では、州法に基づいて地方
自治体が公園や道路などに設定します。し

たい場合は持ち込みをすることになります。

ルは置いていませんので、そこでお酒を飲み

」の略で、この標記があるレストランで
Own
は、ソフトドリンクはあるものの、アルコー

また、オーストラリアのレストランでは、

リアにおける現在のアルコール・煙草事情に

かし州によっては、州法により公共の場所

ついて、紹介したいと思います。

での飲酒が一切認められない場 合があるの

よって、レストランを予約する際や、入店す

ＮＳＥＤ」なのか確認しておかなければなら

で、屋外で飲酒する場合は注意が必要です。
トランの他、酒 場に行くことになるのです

ず、もしそれを忘れて何気なしに入ったレス

る際はその店が「ＢＹＯ」なのか「ＬＩＣＥ

オーストラリアでは、アルコールは日本の

が、お酒とともに料理がたくさん出てきて

トランが「ＢＹＯ」だった場合、お酒を飲み

オーストラリアでお酒 を飲む場 合、レス
ようにコンビニエンスストアやスーパー、自

長居ができる日本の居酒屋のようなタイプ

オーストラリアの
アルコール事情

動 販 売 機で気 軽 に買 うことはできません。
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c 昔の名残があるシドニー市内の
パブ

に多数存在しているので、それほど困るこ

になります。しかし、リカーショップは街中

たければ近所のリカーショップまで走ること

を三年以内に二〇ドル（約一六〇〇円）以上

下 げるための施策として、煙 草一箱の値 段

別委員会が発表した報告書では、喫煙率を

す。実際のところ、オーストラリア政府の特

的にも喫煙率の低い国として挙げられてい

％はゆうに切っているそうです。また世界

での喫煙者比率は年々減少しており、二〇

煙家には厳しい条件のもと、オーストラリア

歩いている限りそのような実感はあまりあ

煙草は、アルコールと違い、コンビニエン

ーシャルで喫煙による病気の映像を流した

気の症状の写 真を表示したり、テレビコマ

発症した肺がん、咽頭がんなどの様々な病

ンが盛んです。煙草の箱には、喫煙により

オーストラリアでは、禁煙促進キャンペー

ついて把握した上で、今後両国の事情がど

このようにオーストラリアと日本の違いに

リアの方が強いと思われます。

れていますが、そのインパクトはオーストラ

た、日本でも禁煙促 進キャンペーンは行わ

買えるように規制は緩和されています。ま

ましたが、現在はコンビニエンスストアでも

それとは比べものにならないほど高額で、一
箱一〇～一五ドル（約八〇〇円～一二〇〇円）
煙草を吸うために自分で巻煙草を作る人も

もします。この金額は、そのため、格 安で
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とはありません。

オーストラリアではホテルの客室等、一部

りません。特にシドニー中心地では、外で

ます。しかしながら私見を述べると、街を

特にビールが好きな人がとても多いと感じ

を除いて基本的に施設内で煙草を吸うこと

歩 き煙 草 をしている人 を 多 く 見かけます。

にすることを求めているそうです。

ます。木曜日、金曜日になると夜はもちろ

はできません。またアルコールと同じく、
「ス

総じてオーストラリアには、アルコール、

ん、昼もパブでは人がごった返し、ビールや

煙草の臭いがします。マナーの問題でもあ

るでしょうが、オーストラリアが真の禁 煙

人がたくさんいる場所では、結構な確率で

ています。この「スモークフリーゾーン」は、

大国になるのは、まだ先のことになるかも

こでは屋外でも煙草を吸うことは禁じられ
ＮＳＷ州ではアルコールと同 様 州 法に基づ

しれません。

モークフリーゾーン」という場所があり、そ

ただ、お酒に関する暴力事件は増加して

き、地方自治体が設定します。設定される

オーストラリアにおけるある種の文化になっ

いるそうで、その対策としてオーストラリア

場所は公園や子どもが遊ぶ遊具周辺、屋外

ワインを飲んでいます。週末の昼の飲酒は、

政府、また州政府は大量飲酒防止のための

スポーツ施設などです。そしてこれも州に

ているように思います。

政策や広告を打ち出し、トラブル発生の抑

よっては公共の場所での喫煙を一切禁止され

例えば以前まで、日本でもアルコールや

おわりに

制を図っています。

ている場合があるので、喫煙時には注意が

スストアやスーパーの一区画にある売店など

りして健康警告を行っています。これらの

のように変 化していくのか、これからも興

煙草は酒店や煙草取扱店で専ら売られてい

で買うことができます。煙草の自動販売機

写真や映像はかな

味深く観察していきたいと思います。将来

必要です。

もありますが、屋外にはまずなく、パブの

り生々しくグロテ

はオーストラリアでもコンビニエンスストア

オーストラリアの煙草事情

中に少し存在する程度です。

スクな ものであ

でアルコールや煙草が買えるようになるかも

オーストラリアの煙 草の値 段は、日本の

り、初めて見たと

しれませんし、日本の煙草の箱にはグロテス

クな写真がでかでかと載るかもしれません。

きは衝撃を受けま
このように、愛

した。

います。煙草の値段は、喫煙の規制の強化
とともに、今後も上がることが予想されま

c 煙草のパッケージに大きく掲載
されている警告

