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戦前の南洋航路

拓殖大学政経学部教授 井上 治

メナ ドは地理的には日本に最も近いインドネシアの港である。戦前の日本人

にとつては、蘭領東印度すなわち今日のインドネシアのまさに入り口であつた。

そこで以下では、戦前に刊行された南洋海運株式会社の『南洋航路案内』か

ら当時の南洋渡航の様子を概観 してみたい。

南洋海運株式会社は、南洋郵船 。大阪商船・石原産業海運 。日本郵船会社の 4

社船舶を合同して昭和 10年 7月 に設立された。

同社の設立当時のパンフレットである『南洋航路案内』には、次のように記

されている。 (1日字体は新字体に改めた)。

「当社は南洋開発の使命を帯びて従来蘭領東印度と日本間に定期航路を経営し

居りたる南洋郵船 (大正元年 10月 開始)、 蘭領東印度、英領北ボルネオ、フィ

リピン群島、香港、台湾と日本間定期航路の大阪商船 (大正 5年 4月 開始)、 蘭

領東印度、海峡植民地、マレー半島と日本間定期航路の石原産業海運 (昭和 6

年 3月 開始)及びかつて蘭領東印度に就航し居りたる日本郵船会社の四社船舶

を合同し昭和 10年 7月 設立、爾来以上の航路を継承し旅客貨物の運輸交通に従

事して居 ります。南洋地方は天与の恩沢に満ちた無尽蔵の宝庫で、人情濃にし

て実に天然の楽上であります、優良廉価なる日本製品は欧米品を圧倒 して熱狂

的歓迎を受け、彼我貿易は近年とみに増加して交通しげく、通商貿易、拓殖上

共存共栄の立場にある善隣でありまして、学術研究、観光のためにも極めて興

味深く、なかんずくジャワのごときは歴史も古く、椰子の緑陰に常夏の楽土と

して欧米人の賞賛しておかざる所であります。ぜひ御巡遊をお奨めいたします」

メナ ドに寄港する南洋海運株式会社の航路には、月 1回神戸出帆の日本―ジ

ャワ線と、月 2回神戸出帆の日本一ジャワースマ トラ線の二つがあった。いず

れの航路も神戸を出て最初の寄港地はメナ ドである。ただし、メナ ドは不定期

寄港地で、必ずしもすべての船舶が寄港したわけではなかつた。

『南洋航路案内』によると、日本一ジャワ線と日本一ジャワースマ トラ線の

寄港地は、それぞれ次の通りである。 (カ ッコ内は不定期寄港地)。
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日本一ジャワ線 :神戸― (メ ナ ド)― (マ カッサル)一スラバヤースマラン

ー (チ レボン)―バタビヤ[現在のジャカルタ]一スラバヤー (マカッサル)― (メ

ナ ド)― 神戸。

日本―ジャワースマ トラ線 : 神戸― (メ ナ ド)―マカッサルースラバヤー
スマランー (チ レボン)―バタビヤーパダンーチラチャップースラバヤー (マ

カッサル)― (メ ナ ド)一神戸。

神戸を出て最初の寄港地メナ ドに到着するまでには八日間を要した。メナ ド
ついては、次のように紹介されている。

「神戸より海上八昼夜、蘭領セレベス島の北端にあり、人口約二万五千を有す

る自治制の都市で農業および林業をもつて聞こえております。気温は日中でも

八十度ないし九十度朝夕は七十四、五度にて地方病と称すべきものもなく、至

る所土地肥沃ことに椰子樹の栽培が盛んであります。シナ人が全人口の三分の

一を占め、産業上一大勢力を持っております。主要産物はコプラおよび木材で、
コーヒー、籐葛 (ふ じかづら)、 高瀬員これに次ぎ各地に輸出せられます」

文中の気温については華氏換算によるもので、華氏 80度は摂氏約 26.6度、

華氏 90度は摂氏約 32.2度、華氏 74度は摂氏約 23.3度、華氏 75度は摂氏 23.8

度である。

メナ ドにおける南洋海運株式会社の代理店業務は、南洋貿易会社のメナ ド支

店(NanyoBoeLKaisha,MenadO,CELEBE9が 行つていた。

神戸からメナ ドまでの運賃は、最も高い一等Aが 145円 、最も安い二等が 52

円であつた。昭和初期は月収 100円が豊かさのひとつの尺度であったといわれ

る。神戸からメナ ドに行くには片道でも当時の平均的な日本人の月収分くらい

は要したとみてよいだろう。

当時の船客運賃表は以下の通りである。客室料金は一等A、 一等B、 二等、
二等に分かれているが、すべての船舟白が全等級の客室を備えていたわけではな

い。
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表)船客運賃表 (単位 :円 )

(出所)『南洋航路案内』(南洋海運株式会社)昭和10年。
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南洋海運株式会社の設立当初の使用船とその設備は次表の通りである。船舶は

6,000tか ら 8000tク ラスで、収容客数は最も少ない「びるま丸」で 8名 、最

も多い「ぱなま丸」でも247名 であった。

表)使用船と設備

ところで、戦前の南洋航路を担ったこれらの船舶はその後どのような命運を

た どっ た の だ ろ うか。 南洋 海 運 株 式 会 社 に 関す る ホー ムペ ー ジ

(homepage3.nttycom4pnShlpダ company/prof nanyo=kaiun.htm)な どによ

ると、それぞれの船の末路は次の通りである。

①浄黄綾 (ジ ョホール)丸
株式会社播磨造船所 (相生)の建造により 1932年 (昭和 7年)竣工。1935

年 (昭和 10年)7月 6日 、南洋海運株式会社の設立に伴い現物出資。1943年

(昭和 18年)10月 23日 、南洋方面で米軍の潜水艦 SILVERSIDES(SS‐ 236)

の雷撃により沈没。

Ｅ
Ｕ

船 名 ―等

特別室

一 等

A級

一 等

B級

二 等 二 等 二 等

寝 室

重量 (t)

浄費績 (ジ ョホール)丸 2人 31人 26人 8,772t

名古屋丸 2人 31人 26ノk 8,657t

くらいど丸 10人 8,772t

江 りい丸 10人 8,746t

マカ ッサ丸 26ノk 39ノ｀ 18 6,300t

バンドン丸 24ノ｀ 36ンヽ 18 6,317t

チエ リボン丸 26ノ｀ 37ノ｀ 18 6,328t

サマ ラン丸 20ノに 50A 16 6,317t

ぱなま丸 12人 235ノk 7,584t

かなだ丸 12ノk 230ノ｀ 7,736t

びるま丸 8人 7,873t

まどらす丸 6,165t

(出所)『南洋航路案内』(南洋海運株式会社)昭和 10年。



②名古屋丸

三菱造船株式会社長崎造船所(長崎)の建造により1932年 (昭和 7年)竣工。1935

年 (昭和 10年)7月 6日 、南洋海運株式会社の設立に伴い現物出資。1944年

(昭和 19年)1月 1日 、表日本近海で米軍の潜水艦 HERRING(SS‐ 233)の雷撃

により沈没。 (1月 11日 とする説もある)。

③くらいど丸

1920年 (大正 9年)竣工。1934年 (昭和 9年 )、 国際汽船株式会社が石原産業

海運に売却。1935年 (昭和 10年)9月 13日 、石原産業海運が南洋海運株式会

社に売却。1945年 (昭 和 20年 )1月 29日 、台湾海峡で米軍潜水艦

PICUDA(SS‐ 382)の雷撃により沈没。

④江りい丸

1920年 (大正 9年)竣工。1934年 (昭和 9年 )、 國際汽船株式会社が石原産業

海運に売却。1935年 (昭和 10年)9月 2日 、石原産業海運が南洋海運株式会

社に売却。 1944年 (昭 和 19年 )1月 11日 、豊後水道で米軍潜水艦

STURGEON(SS‐ 187)の雷撃により沈没。

⑤マカッサ丸

1920年 (大正 9年)竣工。1935年 (昭和 10年)7月 6日 、南洋海運株式会社

の設立に伴い現物出資。1944年 (昭和 19年)10月 7日 、フィリピン方面で米

軍潜水艦 ASPRO(SS‐ 309)の雷撃により沈没。

⑥バンドン丸

横濱船渠株式会社(横濱)の建造により1920年 (大正 9年)竣工。1936年 (昭和

11年 )、 南洋郵船が南洋海運株式会社に売去口。南洋海運株式会社は船名を金王丸

からバンドン丸に改名。1943年 (昭和 18年)12月 16日 、ニューギニア島沖

で米軍潜水艦 GROUPER(SS‐21つの雷撃を受け沈没。

⑦チエリボン九

1921年 (大正 10年)竣工。1935年(昭和 10)に南洋海運(東京)の設立に伴い現

物出資。1942年 (昭和 17年)11月 27日 、アリューシャン列島のアッツ島で

空爆により沈没。

③サマラン丸

1920年 (大正 9年)竣工。1935年 (昭和 10年)7月 6日 、南洋海運株式会社
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の設立に伴い現物出資。1949年 (昭和 24年)7月 16日 、東京船舶に移籍。1950

年 (昭和 25年)3月 29日 、ロイ ド船級再取得工事完了。

⑨ばなま丸

三菱合資会社三菱造船所(長崎)の建造で 1910年 (明 治 43年)竣工。1935年 (昭

和 10年)9月 28日 、南洋海運株式会社の設立に伴い現物出資。1986年 (昭和

11年)、 株式会社宮地商店に売却。1987年 (昭和 12年 )、 栗林商船に売却。1944

年 (昭和 19年 )、 福州沖で空爆を受け、翌日沈没。

⑩かなだ丸

三菱合資会社三菱造船所(長崎)の建造で 1911年 (明治 44年)竣工。1935年 (昭

和 10年)10月 28日 、南洋海運株式会社の設立に伴い現物出資。1936年 (昭和

11年 )、 宮地商店に売却。1987年 (昭 12年)、 栗林商船に売却。1989年、(昭和

14年 )、 人馬汽船(西官)に売去口、第五多聞丸と改名。1943年 5月 7日 (昭和 18

年)、 三陸野田湾黒崎灯台北方で米軍潜水艦 滋ヽ 00(SS‐2381の雷撃により沈没。

⑪びるま丸

1917年 (大正 6年)竣工。1935年 (昭和 10年)10月 5日 、南洋海運株式会

社に出資。1942年 (昭 和 17年 )6月 12日 、シャム湾で米軍潜水艦

SWORDFISH(SS・ 193)の雷撃により沈没。

⑫まどらす丸

三菱造船株式会社長崎造船所(長崎)の建造で 1920年 (大正 9年)竣工。1935

年 9月 6日 、大阪商船株式会社(大阪)が南洋海運株式会社に現物出資。1944年

(昭和 19年)5月 31日 、輪島の西方沖で米軍潜水艦 BARB(SS‐220)の雷撃に

より沈没。

このように南洋航路の発展と拡充という当時の国策に基づき、昭和 10年に南

洋海運株式会社が設立されるにあたり海運各社が現物出資した当初の12隻の船

舶のうち、太平洋戦争の戦火を免れたのはサマラン丸ただ 1隻であった。他の

11隻はことごとく海の藻暦と消え去った。

南洋海運株式会社のパンフレットが誘つた「天然の楽土」への巡遊が日本人

の日に魅惑的に映ったのも、開戦までのわずか数年間にすぎなかったことだろ

う。



日本人とトラジヤコーヒー

ビトン 大貫周明

日本から出張でビトンに来た方からよく聞かれる質問に、「ここは何かいいおみやげある?」 があります。

その際、私は会社内で大勢に配るパラマキ用か、ちゃんと喜ばれるお土産が欲しいのかを確認します。

バラマキ用にオススメしているのはKOPlKOのコーヒーキャンディー、ABCのサンパルソース、ジャワティー

です。(他に何か良いものをご存知の方がいれば是非お知らせ下さい)

上等なお土産を希望される方には、迷わずスラウエシ島が誇る「トラジヤコーヒー」をオススメしています。

スラウェシ島のトラジャ地方は標高、土壊、気候など、コーヒー哉培の条件に恵まれており、昼夜の寒暖の

差が大きいトラジヤの高地や3000mmもの年間降水量、水捌けの良い地貫が良質の豆をつくるといわれて

います。トラジャコーヒーは芳醇な香り、酸味、苦みのパランスが絶妙で、欧州方面で王侯貴族用として

珍重されていたそうです。

しかし、第2次大戦で農日は荒れ果てトラジヤコーヒーは死滅したとされ、再生は不可能と言われてました。

そのコーヒーを復活させたのが実は日本人だつたのです。

1970年、大村コーヒー店(現・キーコーヒー)の大木副社長はセレベスの名品と言われたトラジヤコーヒー

を何とか復活させたいと一所懸命に活動し、実に40年ぶりに「トアルコトラジャ」として甦らせたのです。

その経緯はキーコーヒーのホームページにトアルコ・トラジヤ物語として詳しく掲載されております。

その中から、どうやつて再生に至ったかを少し抜粋して簡単にご紹介したいと思います。

そもそもインドネシアにおけるコーヒー栽培は17世紀から始まっており、実は長い歴史がありました。

コーヒーの産地は各地にありますが、戦前にはインドネシアは世界第3位のコーヒー生産国でした。

戦火の後、インドネシアのコーヒー農園は大きな打撃を受け、とくにトラジヤコーヒーは、この世から消えた

とまで言われていたそうです。それでも大木氏は1972年に現地へ調査隊を送り込み、調査を進めました。

大木氏は最高のコーヒーを復活させたいという思いで、73年には自らも調査に入つたそうです。

元・農国の標高は1300mで、当時は道もなくなっていたので、馬や徒歩で現地へ入つて行つたそうてす。

農園1ま荒れに荒れた状態で、ジャングルとなつていたそうです。そんな中で大木氏は真つ赤な良質な

コーヒーの実が実つた本を見つけます。この瞬間、大木氏Iまトラジヤコーヒーは再生可能と判断した

そうです。

０

０



当時の大木氏の手帳にはこう書いてあります。「同じアジア人のひとりとして、彼らと共に幻のコーヒー園

を再興させることこそ日本人にとつての適役ではないだろうか。技術も資力も不足しているだけに、世界に

冠たるトラジヤコーヒーを腐らせたままにしておくことは、日本のコーヒーマンとして見捨てることはできない。」

とはいえ、再生の道のりは険しかつたようで、まずは事業用地の調査、現地パートナーの選定など―筋縄

ではいかないことばかりだつたと記しています。当時のインドネシアは情勢が不安定で、ジャカルタ暴動も

この頃に起こつております。苦難の末、当時のスハルト大統領より認可が下りたのが76年。

現地法人の社名はトアルコ・ジヤヤ社としました。名前の由来は「TOmヽJYA ARABICA COFFEE」 の頭の

文字を2文字づつとったものに、いまだに会社名定番の」AYA(栄光・繁栄 )を付けたものです。

初代農場長を務めた清野剛氏の最初の仕事は農場までの道づくりだつたそうで、文字通リゼロからの

スタートだつたそうです。清野氏はまず、モデル農場をつくり、栽培方法の知識のない現地の農家に、

本の剪定、収穫する実の選別方法、収穫後の加工の工程まで徹底して教育に務めたといいます。

木の剪定については、日本人はなぜ木を切るのか、手間を掛けて、違いがあるのか半信半疑だった

そうですが、モデル農国で成長の全行程を見せて確認させて納得してもらうという気の長い手法をとつた

そうです。そもそも現地の人が飲むコーヒーとは、とうもろこしや大豆を混ぜ、焦げるまで煎ったものを微粉

になるまで砕き、熱湯と砂精を入れて上澄みだけ飲むそうですので、海外の人が求めている味や品質が

どのようなものか判らなかつたようです。

そこで、会社でコーヒーを飲む際は輸出規格の一番良いコーヒーを飲ませ味を覚えさせたそうです。

そのようにして日本人と現地の方が試行錯誤して再生した農国でやつと収穫が出来るようになりました。

77年 12月 、ウジュンバンダン港より初出荷されたコーヒー豆は翌年3月 に発売されるや、話題となり

新聞などで「いま甦る、幻のコーヒー」と紹介され、全国でまたたく間に売り切れたそうです。

船積み用の麻袋には、現地の伝統的な家屋建築『トンコナン」が描かれ、トレードマークになりました。

78年にはキーコーヒー直営のパダマラン農場で初めて第1回の植え付けが行なわれ、80年にコーヒー

の花が開花したそうです。そして今では、トラジヤコーヒーはよく知られるプランドとなりました。

いかがですか。このような歴史を知ってから飲むトラジヤコーヒーの味は格別ではないでしょうか。

まさに、日本人の情熱とインドネシアの方の努力の集大成で成功した好例と言えるのではないでしょうか。

これはビトン・マナドで言うところの日本人と養殖真珠・マグロ・鰹節・餌用ムロアジですね。

日本人の力でスラウエシの名品をもっと世界に拡げましょう :

ｎ

Ｊ
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サンゲル式帆掛け舟保存の会

タリセ島在住真珠養殖屋

今泉 宏

インドネシアの漁民たちはほとんどの地域で両側にアウ トリガーの付いたカ

ヌーを使用しています。地域によって多少形の差はあると思いますがだいたい

どこでも基本はこのタイプのようです。

私がインドネシアで仕事を始めたのはかれこれ20年 も前のことになります

が、当時はこのタイプのカヌーに帆を立てて優雅に海上を移動している漁民を

度々見かけたものです。それが最近ではとんと見かけなくなつてしまいました。

ボンプなどに使用する小型のガソリンエンジンにスクリューを繋げた所謂「カ

ティンティン」が今では主流になり、風の向きや強さに影響を受ける帆掛け舟

はいつしか絶減の危機に瀕することとなつてしまつたのです。

村人の話によればシアオ島、サンゲル島方面まで行けばまだ帆走しているカ

ヌーを見ることができるそうです。しかしそちらも急速な経済発展により徐々

に廃れていくだろうことは容易に想像できます。

そこで我等が「タルシウス」編集長、長崎氏が編集部小間使い今泉に指令を

出しサンゲル地方の伝統的な帆掛け舟をタリセ島にて作成することとなつたの

です。編集部としては材木の切り出しから船体の作成すべてを取材しタルシウ

スの記事に仕上げようと意気込んではいたのですが、勇ましいのは酒を飲んで

いる時のみで次の日の朝になればやる気もすつかり萎んでしまいました。

しかしながらお金とは便利なもので村のカヌー職人に何メーターの船をいく

らでと交渉をし成立すればあとは寝ていても立派なカヌーができてしまうので

す。とりあえず取材は出来ませんでしたがカヌーは出来ました。次は帆です。

実はそのカヌー職人は30歳 ぐらいの人で帆を作つた経験がないのだとか。数

人の村人に聞いてもなかなか帆を作れる人が見つからなかつたのですが、会社

のスタッフで少し年配のシアオ島出身の男が俺に任せろと請け負つてくれまし

た。やはり若い頃さんざん経験していたことだけあつて材料を与えたらサクサ

クといとも簡単に作つてくれました。

こうして目出度くサンゲル式帆掛け舟を復活させることができたのですが、

さて問題は帆掛け舟の操船です。これもまたシアオ島出身の男を呼び出し帆の

張り方を教えてもらいました。

ここでサンゲル式の帆について簡単に説明します。私が以前滞在していたイ

ｎ
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リアンジャヤ (現在西パプア州)、 ソロン市周辺では三角の帆を使つていました

が、ここサンゲル地方では横長の長方形の帆を使います。正確には先の方が少

し短い台形です。支柱はカヌーの先に立て、柱の先に穴が開いていてロープを

通し帆を引き上げます。このロープは帆の 3分の 1ぐ らいのところに括られて

います。そのため帆を引き上げると長い方が重みで傾くのですが反対の短い方

の帆の下側の隅を船体に括ると垂れた横長長方形の帆がぐんと斜め上方に起き

上がります。そして帆の上下に括られたロープを船体後方の左右に括ると帆は

とたんに風を受け支柱はミシミシと音を立て、カヌーが海面を滑るように動き

出します。

このミシミシ音は映画などで海賊船が帆を揚げて全速前進するときに鳴るま

さにあの音です。サイズが違うから音の重厚さは足りないけど、帆を張つた瞬

間にミシミシと音が鳴りいつの間にかカヌーは前進しているという不思議な心

地のよい感覚が味わえます。エンジン音は一切なく海面をかき回すスクリュー

もない訳だから静かにそして優雅に海面をまさに滑るように進む、何とも贅沢

で風流な乗り物なのです。

その後一人でも操船できるよう何度か海に出て帆を張る練習をしました。そ

の時気が付いたのが一人だと随分風に流されるということです。船体が浮きす

ぎていると風の抵抗を大きく受け、水に対する抵抗が少ないので横風を受けて

いるとどんどん風下へ流されてしまうのです。そこで、次の日には海水を船内

に汲みいれて船体を少し沈めてみました。これはうまくいきました。舵もよく

効き風にもあまり流されなくなりました。

こうして数日間操船の練習をした後、いよいよ長崎編集長自らの乗船となり

ました。帆を張る段取りはかなり上達したので私が前方に座り帆を操り、長崎

さんが後方で舵をとります。そして真ん中には船長としてわが息子―郎が座り

ました。

この日は風向き、風力とものんびり帆走するにはちょうどよい帆掛け舟日和

となり長崎編集長、一郎船長ともこの帆走体験にご満悦のようであり私として

も父親として、また小間使いとしても面目を躍如することができた一日となり

ました。

そしてこの 5月 27日 を記念すべきサンゲル式帆掛け舟の復活記念日という

ことに勝手にさせていただこうと思います。

将来的には「サンゲル式帆掛け舟保存の会」主催で帆掛け舟帆走レースなど

ができたらいいなあと、これも酒の席での勇ましい戯言ですが、一応目標とし

て掲げておきたいと思います。 (終 )

||



ロイン ドネシア海軍のステルス高速ミサイル艦

インドネシア海軍は、

したが、なんと、就役約

と消えてしまいました。

中村 高太郎

2012年にステルス能力のある ?高速ミサイル艇を建造 し就役させま

1カ月後 (2012年 9月 28日 )で炎上、大破沈没となつて海の藻屑

それ{ま、KRI Klewang 625 という艦で、スペック表からは、2005年から建造が始まり、

2012年 に就役しています。全長 63mで全幅 16mに して排水量は 219ト ンと軽量でエンジ

ンは、1800PSのデイーゼルエンジンを 4機備え 35ノ ットの速度を発揮できるとのことです。

(合計 7200PS)また航続距離は 2000海里となつています。

船体の形状は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦 USS Independenceに似ています。(排水量は

10倍近く違いますが・・・下の写真を見ると、ちょうど縮小コピーした感じ7)

アメリカ海軍の沿海域戦闘艦 USS Independence

(アメリカ海軍より)

KRI Klewang 625(wikipediaよ り) 炎上する KR1 625(イ ンターネッ トより)
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さて、気になる KRI Klewangの兵装は、

・C-705対艦ミサイリレ (搭載数不詳)中 国製

・Type730 30mm7銃 身ガ トリング砲 中国製

なんと全部中国製ではありませんか !!

火器管制装置やレーダーについては不詳です (が、おそらく中国製でしょう)。

進水直後の写真や炎上の中の写真には、ガ トリング砲塔などが見当たりませんし、炎上中の

様子を見に野次馬が詰めかけているのも写真から分かりますが、武器を実装 していたら対艦ミ

サイリレの弾頭など誘爆も起こり、大惨事になりますので艤装前 (未完成 7)だったのかと思い

ます。

さて、対艦ミサイリレの C‐705は、重要 320kg、 弾頭 110Kgで身寸租 巨離が 140kmあ ります。

センサは、レーダーまたは赤外線センサを備え、巡航高度は、最低 12m程度 となつています。

エンジンはターボジェッ トエンジンで亜音速です。シンガポールを除くアセアン諸国の海軍相

手であれば十分かもしれません。射程が 140kmあ りますので、おそらく艦載ヘリコプターか

友軍機から目標データを取得して、見通し外で発射することになると思います。

(あきづきの時でも書きましたが見通し範囲は 20～ 30kmぐらいになると思います。)

もちろん目標近くで目標を補足したのち、超低空飛行に移リレーダに探知されにくくしたりす

る機能もあります。 (最初から超低空飛行をすれば、もつとよさそうですが、燃費の関係や、

波浪・天候や目標の補足などで、それはできません。)

目標近くまでは慣性誘導 (ジャイロスコープ等)になると思いますが、100km以上ともな

ると、途中の誤差も大きくなって、日標近くでセンサが作動しても目標を見つけられない可能

性もあります。ですので最近、中国版 GPSの北斗衛星も整備されてた事もあり、北斗からの

位置1青報による誘導も併用されているかと思います。これは精度の向上に寄与しますが、位置

情報は中国がコントローリレできるという事から、中国様に立てつこうものなら、対中国へのミ

サイルは一発も当たらず、中国からのミサイルは全弾命中ということにもなるかもしれません。

またそれ以前に、中国からボタンひとつでミサイルが自爆したり、艦船が航行不能になる細

工がしてあったりするかもしれません。通常、搭載されている武器の分解解析や内蔵されてい

るソフトウェアのリバースエンジニアリングは禁止されていると思いますし。細工を見つける

のは

'F常

に骨の折れる作業なのでインドネシア人がそれを行って、変なところを修正できるか

と言うと無理かと思います。 外国から武器を買うという事はこう言つたリスクもあります。

自分が売つた武器でもつて自分が殺されるというのもおかしな話ですからね。(笑 )
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次に、船体のほうですが、ややエンジンは非力で、ガスタービンではないので瞬発力や高速

性に欠ける点が高速ミサイリレ艇と言えるのかという疑問は残りますが、技術力の点やコス ト、

航続距離などを考慮してのことでしよう。

形状については、なんとも言えませんが、後述しますが、ステルス技術はかなり難しいと思

います。多少の効果はあると思いますが。なんとも言えないところです。

このようなインドネシアの期待の艦でしたが、まだ調験運転と言う最中、まもなく炎上沈没

してしまいました。船体は、CFRP製でカーボンが多用されていて燃えやすい事もあつたと思

いますが、それ相応のダメージコントローリレおよび消火設備や難燃性塗料など対策はなかった

のか ?とも思います。

そもそも仕様を満たしていたのかとか、内部の機器類はちやんと納入されていたのか、、、あ

っ・・・これは言つてはいけないお約束事かもしれません 。・・

しかし、インドネシア海軍が外観が米国の沿海域戦闘艦のコピー ?でかつステルス仕様、セ

ンサ・武装類が中国製という組み合わせで高速艇を建造したのは、脅威的ですが、もつと、手

堅い設計の実用的な艦を作つて、マラッカの海賊対策や、中国の覇権的な海洋進出を牽制して

ほしいものですね。・・・あ、中国製の武器で、中国軍に立てつくのは、、、ダメでしたね。

ちなみにステルス技術は、アメリカなどのステルス艦 (ステルス戦闘機でも)の形状を真似

しただけでは、得ることが出来ません。もちろん、真似だけでも多少レーダに小さく映るよう

になりますが、例えば大型艦がボートほどに映るようにはなりません。(米軍などの本格的な

ステルス艦は、レーダ上では大型艦がボート程になるそうです。)

実際の開発では電波暗室などを作って小型の模型からテス トを始め、更に実物大の形状でコ

ンピユータシミュレーションしたりします。小さな突起や形状物も影響してきます。そして、

それらを考慮し、実際に建造し、更に、磁性体塗料や電磁波吸収シー トを張り付けます。

実は日本でも、磁性体ということでビデオテープなどでおなじみの TDKなどがこの技術に

強く、アメリカから特許などで公開しないよう圧力があったと言われています。

具体例で言いますと、瀬戸大橋などの非常に巨大な橋があります。橋脚部分は障害物ですか

らレーダに映らないといけませんが、橋げた部分までレーダに映つてしまうと、橋から先はレ

ーダに映らなく橋から向こうの様子が分からなくて、船にとつては非常によくありません。そ

こで橋げた部分には、レーダ波を上方へ反射させ船に戻らない工夫を施した形状の設計をし、

さらにステルス素材 (塗料やシー ト)が使われて、レーダに映り難くしているのです。
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ただ、インターネット上には、上記の橋の例を持ち出したりするなどして、ステルス技術は

日本の技術が元になつた、とか、日本のステルス塗料 (技術)が使われているとかいう記述が

見られますが、実際は塗料を塗ればよいというものではなく、どの波長 (周波数)のレーダ波

を吸収させたいかなどによつて、塗料の組成も違ってきますし、レーダ波を吸収する塗料やシ

ート・コーティングは補助的なもので、そんな単純なものではないのです。

実際の技術は、1950年代後半にソビエ ト連邦の科学者が発表した論文により、電波反射の

計算・シミュレーションが可能になつたと言われています。今のステルス機などの現状を当時

のソビエ ト連邦の軍や KGBが想像したり認識していれば、おそらく、この論文は世界に対し

ては非公開となつて、ソビエ トの兵器がステルス技術で米国を抜いていたかもしれません。

なお、レーダ波を吸収する塗料の原理は、電磁波のエネルギーを塗料に配合された誘電体で

熱に変えると言う事で実現しています。なんだか難しい事のようですが、身近な例で、例えば

電子レンジを想像して見て下さい。電子レンジは食品は熱くなりますが、皿だけ入れても皿は

熱くなりません。これは、電子レンジから放射される電磁波 (レーダ波とは周波数が少し違う

が同じようなもの)が食品の水分を振動させ、皿は水を含まないため熱くならないわけです。

この場合、水が誘電体ということになります。電子レンジの周波数は 2 45G Hzに 国際統一さ

れています。これは、通信やレーダ等の他の用途の電波と干渉しないようにするためです。ま

た、電子レンジの電磁波出力は、500W～ lkW、 業務用では 1.5kW～2kW等もあります。こ

れはTV局の送信電波より強力です。民間の船舶用のレーダの出力にも匹敵します。

免許や登録を必要としないでここまで強力な電波を扱えるのは電子レンジぐらいでしょう。

さて、水の電磁波の吸収ピーク (最大)となる周波数は、実は 20GHz以上なのですが、水

は電磁波の吸収範囲が広いため 1桁違っても十分加熱できるのです。(当然効率は落ちます)

また電子レンジを観察すると、窓の部分は小さな穴が無数にあいた鉄板で中が見えるように

なつていると思います。加熱中に、窓から中を覗いても、熱を感じたり脳が焼けると言つたこ

とがないのは、この特殊な穴のあいた鉄板のおかげです。つまり光は通しても、電磁波は通さ

ないようになつているわけです。これは、光の波長と電子レンジの電磁波の波長の違いにより

ます。(光も非常に波長の短い電磁波に分類されます。)

このように、電磁波 (電波)は非常に面白い性質がありますね。

話を戻しますが、色々と考慮すると、デザインは先進的でアメリカ海軍の沿海域戦闘艦を思

わせる形状ですが、実際どの程度のステルス性があつたか等、ちょつと疑間が残ります。
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さて、ここで、折角ですので、日本でこのクラスに該当する艦はあるだろうかと言うと、、、

「はやぶさ型ミサイ)睡」があります。

(ただし、ステルス艦ではありませんが、多少はステルス性を考慮しています。)

全長 50mで全幅 8.4m、 排水量は 200トンと軽量ですがエンジンは、LM500‐ G07ガスター

ビン 5400PSを 3機備え (合計 16200PS)で ウォータポンプ方式で 44ノットの速度を発揮

できるとのことです。

兵装は、

・90式 SSM 対艦ミサイル 4機 国産

・62口径 76ミ リ単装速射砲 (ステルス性考慮) 1機 ライセンス国産

・12.7mm単装機銃 M2 2機  ライセンス国産

麟 カバー

90式 SSMの射程距離など詳細は公開されていませんが、150km程度であると言われてい

ます。またターボジェットを使用 しているので亜音速で、センサ類の性能を除けば C-705と

同じような性能となると思われます。

はやぶさ型しらたか ポンプジェット推進機 (3機 )
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■2013年 を振り返つて 中村 高太郎

2013年はマナ ドに関することだけでも色々なことが、あ りました。

8月 に北スラウェシ日本人会Webサ イ トの大幅なりニューアルなど行いましたが、同月、義

母 (妻の母親)がマナ ドで亡 くなるという事もありました。

今回は、こう言つた事を整理 し振 り返 りながら、書き進めたいと思います。

●Webサイ トにつきまして、

昨年 2013年は、Webサイ トの大幅リニューアルを行い、ました。また、偶然 Webサイ ト

を見ていただいた、初代編集長でありました川丼さんによるタリレシウス 8号と9号のご提供に

より、創刊号から 26号まで全部揃うことができました。ネットの力はすごいですね。

公式 Webサイ トと窓口 (お問い合わせフォーム)を持つことで、日本の皆様へ、北スラウ

ェシという地域の広報、存在のアピールにもつながつていると確信しております。ただし、私

自身は、日本からの支援となりますので、実際のお問い合わせの回答等は、現地の長崎さんと

今泉さんが担当して下さつています。(勿論これらはポランティアです)一般個人からの現地

状況の問い合わせからマスコミ関係からの問い合わせまで数は少ないものの色々と来るよう

になりました。この辺は、いつも対応していただいている長崎さんや今泉さんが、詳しいかも

しれません。

土スラウェシ日本人会のホームページ

… …

興 薔黙1… 。1・

― 1綽Fし

-
―

塑

旧Webサ イ ト

北スラウェシ日本人会
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●個人情報につきまして、

従来より会報タルシウスには、途中の号から会員名簿がつくようになりました。不特定多数

の方が閲覧できる電子版につきましても、従来は同様に載せておりましたが、一部会員の方か

ら、政治団体・宗教団体・その他等によつて、会報中の名簿の名前や肩書等の個人情報が、本

来の目的と違った形で利用される事への懸念が上がってきてお りました。

現実に、利用される (利用されている)可能性が出てきたため、ニュースとして Webサイ

トにも記載 してお りますが、電子版では会員名簿のページを差し替えることといたしました。

なお、会員の皆様ほか投稿者等に配布されている紙版の会報には従来通り会員名簿は載る予定

です。

具体的には、マスコミや宗教団体、各種政治団体などに、本人の意思と関係なくデータを収

集されたり勧誘のための情報源としたりするなどです。イン ドネシアでは個人1青報といつた概

念はかなり杜撰 (名前や住所、生年月日が分かつたところであまりその1青報に価値がないと考

えている 7また、イン ドネシア人の IDである KI「Pや公務員が持つている公務員番号にも生年

月日等がそのまま IDの一部として使われている等の現状がある)で、こういつた事情からも、

特段、会員名簿は重要視されていませんでした。

しかし今年に入つて、マスコミからの各種問い合わせや宗教団体等の北スラウェシ地域での

活動等を鑑みると、会員名簿は非公開とするべきとの判断に至 りました。

例えば、マナ ドで大災害 (天災や暴動・テロなど)が発生した場合、マスコミはこう言つた

名簿から日本在住の親類などを調査 (マスコミ独自のデータベースや FaceBookやツイッター

等 SNSを活用)し、住所等が判明した親類宅へ押 しかけて「安否が分からず 心配でしょう」

と言つたインタビユーを半ば強引に行うといつた可能性もあるわけです。 (お茶の間の日本人

は興味があっても当事者や関係者はたまつたものではないでしょう。)

もちろん、かつて北スラウェシやイン ドネシアに赴任 していた人が、あの人は今どうなつた

のだろう、まだ北スラウェシに住んでいるだろうかといつた、正常な ?利用も今まであつたと

思います。そういつた無害な使い方には、不便となりまりますが、直接、北スラウェシ日本人

会の Webサイ トより身分を明かしてお問い合わせいただくことで、該当者への通知や連絡を

入れてもらうといつたことは可能と思います。

このような、状況になりましたことにご理解いただけましたら幸いです。
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0コンピュータ上の危機管理について、、、

最近のニュースとしては WindOWSXPのサポー トが終わつたことが大きいです。これは電話

サポートだけでなく、セキュリティ上欠陥の修正版の提供なども終了するため、使い続けると、

今後、ウイルスの侵入の危険性が増します。

また、最近のウィルスは、多様化しておりますので、自分は、スマー トフォンで PC持って

ないから関係ないとか思つている方も、注意が必要です。MACでもウィリレス数は少ないもの

の、全くないというわけではありません。(普及している=ウィルスが多い Windows P Cを 避

けてMACにするというのも、セキュリティ対策の一つとして有用と思いますが、だからと言

つて油断はしてはいけないということです。)

注意しないといけない点は、日本でもインドネシアでも、ウィリレスの危険は同じだというこ

とです。むしろ、海賊版が蔓延していて、かつ、インターネットの接続性や速度が遅いなどで

の修正版の入手に難があるインドネシアのほうが危険かもしれません。

また、パソコンが壊れた時など、インドネシアのコンピュータショップなどでエンジニアが

修理する際に PCに挿した USBメモリもウィリレスが入り込んでいる危険があります。(それは

意図的ではなくセキュリティ意識の欠如や技術が未熟であることが原因かもしれません)エン

ジエアの作業には、十分注意して見守っていただき、さらに、極端に安いソフトやサービスと

称した (本来有料だが)無料で入れてくれると言つたソフトなどは、断るとともに、絶対に注

意して下さい。

マナ ドに住んでいた時、知人の iPodにウィメレスが入つていたのには驚きました。きつと、

音楽をダウンロード (ウィルスも一緒に)して、そのまま iPodに入れたのでしよう。

なお、日本人会の Webサイ トの会員専用ページでは、無料で使用できるフリーのウイリレス

対策ソフ トを紹介 していたりもしています。ウィルス対策ソフ トにお金を出すのはちよつ

と・・・という方や、どの対策ソフトがよいのか決めかねている方は、こ参考にされてくださ

い。

※インターネ ッ トにアクセスできる日本人会会員の方で、「自分は IDとパスワー ドをもらつて

いない」という方がいらつしゃいましたら、日本人会の Webサイ トのお問い合わせフォーム

よりご連絡ください。確認後 IDとノくスワー ドを発行させていただきます。
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●私的な事になりますが、、、

2013年 8月 にマナ ドの義母が亡くなりました。あまりにも急で、急きょ妻だけマナ ドに帰

ll「 しましたが、まだ 60代で、まだまだと思っていたので、私もショックでした。亡くなる、

つい数日前まで家政婦の仕事で普通に働いていて、マナ ドトゥア等のおばあさんが倒れた (そ

の時、おばあさんについては、寝たきりになるか、助かりそうにない状態だつた)ということ

で看病に出かけて、そこで義母も体調を崩し、8/19月 曜日の早朝 (マナ ドヘ行く漁船に便乗

して)マナドヘ戻り、そのままマララヤンの病院に入院してしまいました。

入院したと言つても、それまでに色々あって、すぐに治療が受けられなかつたそうです。な

んでも、新しい 0「P(ICチップの入つているタイプで、本人は何力月も前に写真撮影等を行

ったがが未だに発行されていない)を持ってないから駄目だとか (意味不明)、 多額の保証金

を納める必要があるとかで、大変だつたようです。妻の兄が Lurahの事務所へいつて、「新し

い KI「Pのデータは提出済みだが、まだ発効されてない」という証明をもらつたりとそんなこ

とまで、色々あったようです。

(※実際には旧式の紙タイプの

「

Pは普及の遅れから 2014年末まで有効となつたようです。

以前は、2013年末までとかでしたが・・・当然義母は旧式ではありますが有効期限内の KI「P

は持つておりました。本当に K「FPの作は意味不明ですが、とりあえず、お金持つてなさそう

な人は、お断りの理由として、色々な難癖をつけたのではないかと思います。・・ 。これも、

現場に居合わせたわけではないので本当の理由は分かりませんので憶測にすざませんが、、、)

日本でも保険証を持つていないとか浮浪者などは、なかなか病院が受け入れてくれない現状

はありますが、インドネシアの病院でも、治療買を回収できないかもしれないというのもあつ

たのだろうと思いますが、行政の怠慢に付け込んだりと、やるせない感じはあります。

8/20の 19時ごろ、まだ私は、会社で、仕事中でしたが、妻から電話がかかつてきて、マナ

ドトウア島のおばあさんが亡くなつたと泣きながら電話があり、私も仕事を切り上げ帰りまし

た。先日よりの義母の件は心配でしたが、マナ ド市内に戻つたというのととりあえずも病院に

入院ということで、まあこれからどうなるだろうというぐらいでした。

私が、20時過ぎに帰ってからは、「おばあさんが亡くなつた事は今は話さないでおこう」と、

言つたこと等を妻が義兄と電話で話しており、また義母が入院した時は ICU(集中治療室)に

入れられたとのことでしたが、いまいち要領の悪い義兄の説明等で、こちらには全く事態の深

刻さは伝わつては来ていなく、「おそらく、病院は料金の高い ICUに入れてお金を巻き上げる

つもりなのでは」、「おばあさん041が落ち付いたら他の病院を探そう」などとも話しておりま
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した。それから間もなく、21時を回ったころでしようか、、、妻へ義兄からすぐ電話してくれ

と SMSがあり、妻が電話すると、突然大声で泣き出しました。この時、おばあさんはすでに

亡くなってしヽまたしたので、まさかという感じでした。

死因も臓器が悪いとか肺の疾患だとか心臓のショックだとか、一転二転しました、この辺は、

妻が直接聞いたわけではなく義兄の話で、追求もしてなく (イ ンドネシアではおそらくかなり

しつかりした人が追及したとしても、医者にはかなわないと思いますが。※私はその場に居合

せたわけではないので、病院や医者の対応が全て悪いと言つているわけではありません。)と

にかく、なんともしつくりこないものでした。

その後、亡くなつた直後の写真を見ることが出来ましたが喉元が大きく腫れ上がっていまし

た。薬などのアレルギー等でショックを起こしたとか、何らかの炎症で呼吸できなくなつた等

も考えられますが、憶測にすぎません。

もつとも、その 1か月前ぐらいの義母の写真は、顔色も悪かったので、体調がもともと思わ

しくなかつたこともあるかもしれません。仕事に加え、日ごろからのC々 な妻の兄弟や家の ト

ラフリレなどの色々な心労も重なつたのかもしれません。

さて、なんだかんだで、21日 になつており、妻は当初、帰ったときには既に埋葬されてい

て亡骸を見れないだろうから帰るだけもつと辛くなるから帰らないと言つていましたが、義母

の仕事先の方の話などを聞いて、遺体も、防腐処理され (後に聞いたところ、こう言った亡く

なつた後の一連の処理は、義母の仕事先の方が費用を持つてくれたとのことでした。)、 妻が、

到着する時までは大丈夫だということで、妻だけでも、急きょ帰省するために、航空券の手配

にかかりました。色々な経路 (福岡―韓国仁り||‐ジャカソレタ‐マナ ドで機内泊)になつてしまいま

したが、22日から移動し23日早朝マナ ド着の便を押さえることができ、なんとか埋葬までに

対面を果たすことができました。

義母が亡くなつた直後の 8月 20日～21日は、妻も私も朝までは眠れませんでした。21日

は私の実家に行つたり割 青を話したり、帰るための最低限の支度をするための買い物などをし

ました。その後、妻は、日本に残る私の為に色々な料理を作つて冷凍にしてくれました。そし

て、22日の朝は空港へ送っていきました。妻は、色々な航空会社を乗り継いで、無事 23日に

到着し、義母を見ることができたとのことです。

実は、昨年は、2014年秋頃に余裕があれば、義母をこちらに招待しようという計画が妻と

私のほうでありました。妻も、寿司を食べさせてみようかとか色々と構想を練っていたのでし

た。今でも、私も妻も、回転寿司に行つて寿司を食べている時等に、ふと、義母が来たときは、
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どんな感想を言うだろうかねぇと、そして、そうだ、もういないんだつたねとお互いに話す事

があるのです。それだけ突然の出来事でにわかに信じ難く、理不尽さも残る結果となりました。

もちろん、病院側・医師砒もみなさん、患者を死なせたくない 。回復させたいという気持ち

は常にあるでしようが、技量が足りなかつたり、問題時の変な言い訳がましいこと等々は、ま

るで、何十年も前の日本の大病院の絶対的権威の医者の様に、もし何か問題があっても専門用

語を捲し立て不可抗力だつたみたく言つている様な感覚すらしました。KTPの件なども含め

れば、何十年も前の日本のより悪いと思います。また、おそらく、技量が足りないのは勉強不

足だつたり、中には、医師免許をカネで買うという事がまかり通るというのもあるでしょう。

ところで、私も 2009年初頭、体調を崩し、テリンにある病院に入院した事がありました。

そこでは、点滴注射を受けたのですが、点滴のボ トルは、皆様ご存知のようにビニールのよ

うに柔軟なタイプと、ペットボ トルのような固いタイプがあります。私のは、固いタイプのボ

トルでしたが、その場合、出ていく薬液に相当する分の空気を中に取り込むために空気針を取

り付けますが、そういった処置をしていなく、途中の真夜中ごろから、ボ トルが若干へこむも、

液が滴下しない状態となり、ついに血液が逆流を始めました。何度も妻を通じておかしいとナ

ースに訴えましたが、改善されませんでした。(まだ当時、妻の日本語の理解度などの影響な

どで私の説明が伝わらなかつたのがあるのかもしれませんが・・・ )

しかし常識のあるナースなら説明以前に点滴のボ トルを見れば一日で問題があると分かる

と思いますし、対応する権限がなくても当直医に指示を仰ぐこともできたと思います。しかし、

点滴流量を調節するノυレプを少し弄つただけで問題ないというような説明をした感じでした。

翌朝、偉い医師 ?の回診がありました。言葉はよく理解できませんでしたが点滴のボ トルを

指さして、なにやら怒っているようです。するとナースが、注射針で点滴のボ トルの上方に穴

をブスプスとあけ出しました。ようやく点滴液が流れだしました。やっぱりねと思いました。

(と言いますか、ボ トリレの上方に穴を開けるのも細菌が入ったりするので本当は、これもNG

でフィルタのついた空気用の針をボ トリレ底部の接続部分に刺すのが正しいやり方です。)

点滴だけでこれですから手術なんて事になつたら安′いして身を委ねられないと思いました。

最近は、マナ ドにもシロアム病院など最新の設備を持つ病院も出来てきてますが、設備はと

もかく医者の質やモラル、行政の制度や mintaや mabsぶ りも色々と改善されていくことを

期待しつつ、会員の皆様におかれましても、日頃の健康管理、ご健康にご留意されてください。

最後に、この場を借りて、義母のご冥福をお祈りしたいと思います。
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■みょうこう (イージス BMD艦 )見学記 中村 高太郎

2013年 10月 20日みょうこう特別公開がありまし

た。

あきづきの時と同様に特別公開と言っても、一般人も

住所氏名を記帳することが必要ですが見学可能です。さ

て場所も前回あきづき見学記のときと同じ場所の博多

港の保税エ リアでありました。

セキュリティ上の観点と停泊地の関係で、一般人の立

ち入 りできない高いフェンスで□われた SOLAS条約で

で定められた保税地区です。あきづき見学記の時は、こ

の部分は特に書きませんで したが、実際には、記帳後、

専用のマイクロノヽスに乗 り、保税地区のグー トをくぐり、

進んでいきます。停,自 している、みょうこうが見えてきます。マイクロバスが止まるとさらに

ゲートがあり、勿論、途中には、持ち物検査等、セキュリティチェックがあります。

また、保税地区のフェンスに近寄るとセンサが作動するようで警備員が飛んできます。

(わざとフエンスをゆすつたりしたわけではありませんが、全体を撮影しようとフェンスぎ

りぎりまで下がつたためでした。)フェンスにそんな但し書きはありません。おそらく赤外線

センサと光フアイバによる振動センサの類と思われます。

このこんごう型護衛艦は一度は見ておきたいと思っ

ていましたのでラッキーでした。

それでは、みょうこうの簡単な紹介から行います。み

ょうこうは、こんごう型イージス艦の 3番艦です。建

造当初は艦隊対空防衛艦としてまた旗艦として建造さ

れています。旗艦としての機能の為、設計のベースとな

つたアメリカのアーレイ・パーク級駆逐艦の艦橋よりも

高くなつています。結果、イージス艦の象徴的なSPY

レーダも高位置に取り付けられています。低空を飛翔す

るミサイルなどの発見も多少有利になるかもしれませ

ノし。
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就航当初は、まだイージス BMD艦ではなく (=弾道ミサイルに対応できない)、 複数の航空

機・対艦ミサイルで攻撃された場合に、同時に複数の目標を迎撃することが可能なもので した。

この時の迎撃には、SM‐2と呼ばれる対空ミサイリレを使用 します。「あきづき」では、ESSMで

したね。SM-2は ESSMの射程 30～50kmに比べ 70km～ 120kmと長射程です。

これはまだ対艦ミサイルや航空機がまだ遠方の高空を飛行中の時点から迎撃出来るわけで

す。このようなわけで、艦隊防空艦 としての役割を果たせます。また、間接誘導も可能で、日

標近 くに来た終末段階で、日標にイルミネータの電波を照射 します。つまり発射時から目標に

常にイルミネータを照射しなくてよいわけです。みようこうにはイリレミネータが 3機搭載され

ていますので、先の間接誘導と合わせると 12～ 15目標の同時攻撃が可能と言われます。 (正

確な数字は秘密事項です。また気象条件や敵の航空機の能力にもよると思います)

また例外的な使い方として、イルミネーターを敵水上艦に照射する方法もあるようです。こ

の場合、SM-2は対艦ミサイルのように敵艦に向かいます。ただし本来の使い方ではないので、

飽 くまで、緊急措置と言うことでです。

前回のあきづきの場合は ESSMと呼ばれる対空ミサイルで自艦防御用 (限定的に艦隊防御も

可能)したが、こちらはより長射程のミサイルで艦隊防御に適しています。アメリカではイー

ジス艦は航空母艦の護衛に随伴 しています。

BMDの表示があります
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さて極東アジアの一部国の弾道ミサイル脅迫が強ま

り、急いで、2009年に改修を行い弾道ミサイル迎撃機

能が付カロされ所謂イージス BMD艦となりました。

BMDとは Ba‖Suc MLslle Defenseの 略です。使用す

るミサイルも SM‐2ではなく SM‐ 3を使用 します。宇

宙空間で迎撃するので SM‐ 2は使えません。SM-3も 、

改修され続け、SM‐ 3BloCklAに なつています。ちなみ

に価格は、ミサイル 1発が約 10億円です。BMDも現

時点でも開発中で、日本のイージス艦に搭載されてい

る BMDは BMD3 6]と呼ばれるノく―ジヨンです。現在

アメ リカのイージス艦は BMD3 6です。J専来的には

BMD5 1にな り、日本もそれを採用 (提供 してもらえ

るかも問題ですが)することになるかもしれません。

SPY-lDレーダ室の入口

SPY-lDレーダ室は CIC同様立ち入り禁止で、ドア横にも認証装置が設置され厳重です。

なかなか、米軍の資料にもこの中の構造に触れられている部分はありません。

そこで、最近は、Aegも Ashore(地上配備型イージス BMD)の資料がロッキードマーチン

社より公開されていますので、それのイメージを参考として下図に示しておきます。

概ね上記の入口の中は、イメージのような感じになつているのではないかと思われます。

アンテナの配置イメージとアンテナ

の表面 (外部に露出している部分 )

と裏面 (内側)の CGイメージ

上記のイメージに、中央部に電源装置や

レーダ波発信装置などが配置された

CGイメージです。
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レーダアンテナ 1面の裏側の

CGイメージです。

レーダアンテナの裏側は、支柱と

位相器があり、この区画の中心部分

にあるレーダ波発信装置や制御装置

などにつながつています。

※イージス BMD艦になつても SM-3は、SM‐2と混載され、SM‐ 2による通常航空機や対艦ミ

サイルの迎撃は可能です。イージス艦に搭載の SM‐3は実際に何発搭載されているのかですが、

これは、秘密なので詳細は分か りませんが、各艦に 8発ずつ調達する計画があるようですので、

最終的には 8発程度の搭載となるかもしれません。 (ノ ワヽイ沖の訓練等で使用 していますので

それより少なくなるかもしれません。)

現時点の BMD3 6Jでは目標追跡距離は 1000Kmで、実際の八ワイ沖のアメリカ軍との共

同演習で、姉妹艦のイージス艦きりしまでは、追尾終了時点で 1100Kmの地点だつたという

ことです。なおレーダの最大能力は 1500Kmほどとも言われていますが秘密事項なのでわか

りません。BMD5.1になるとより長射程の新型の SM‐331ock2Aミサイ)蛯使用することで、

1隻でほぼ日本全国をカノぐ―できる形で、弾道弾迎撃が可能になるとのことです。

ミサイリレを迎撃するには、発射直後の上昇段階 (ブース ト)、 宇宙区間を慣性飛行 (ミ ッド

コース )、 目標へ落下 している終末段階 (ターミナル)のいづれかで迎撃となりますが、イー

ジス艦の BMDではミッドコースをで狙います。つまり、SM‐3は宇宙空間まで飛翔するわけ

です。大気中は空気がありますので翼での機動が出来ますが、宇宙空間では空気がないので、

翼は意味をなしません。従つて SM-2と SM‐3は誘導も大きく違います。当然 SM‐3で航空機

や対艦ミサイルを迎撃することはできません。SM‐3は、ある意味で宇宙ロケッ トで人工衛星

を打ち上げるのと同じようなもので。衛星部分が敵ミサイルに体当たりする弾頭になつている

ようなものです。 (勿論、厳密には軌道や速度も違いますし、地球を周回するような兵器は宇

宙条約にも抵触 しますので、SM-3の弾頭が衛星のように地球を周回すると言つたことはあ り

得ません。)

SM‐3は 3段式ロケッ トで宇宙空間に出ると4段目の弾頭を露出させ目標近 くで弾頭を切 り

離 します。この時弾頭は、慣性飛行で秒速数キロ以上に到達 しています。弾頭には、爆薬は搭

載されておらず、赤外線センサと4つのスラスター (小型ロケッ ト)正確に目標を提え目標に
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近づきます、そして、体当たり直撃による破壊を実現します。体当たりでも秒速数キロ以上出

ており、敵ミサイルも同様秒速数キロ以上出てますから、衝突の威力は大変なもので 10tトラ

ックが時速 1000km/hで衝突した時と同じ程度のエネルギーとなるそうです。このため爆薬

を搭載数必要がないのです。(衝突直前に、タングステンなどの小さなベアリングやペレット

状の物体を爆薬で放出することで弾頭を見掛け上大きくし、命中率を上げるという考えもある

ようですが、この辺はどうなるか分かりません。)

(上記 3枚の写真と下のミッションロゴと弾道ミサイル迎撃シーンの赤外線映像は、

Miss‖ e Defense Agency‐ U.S Department of Defenseよ り引用)

STELLA RAICHO MYOK0 模擬弾道ミサイルに接近 模擬ミサイル と衝突‐破壊

左二枚の写真では

衝突で破壊された破片が

四散しています

この SM-3ミサイル迎撃試験はみようこうと米軍が参加 し 2009/10/29に八ワイ沖で行われ

ました。

27



なお、理論的には弾道ミサイルだけでなく、 (地球へ落ちてこない)低軌道の衛星も撃墜可

能ですが、衛星を撃墜すると色々な問題 (スペースデブリなど)があり、現に数年前、中国が

対衛星ミサイルの実験を行い、見事成功 し、スペースデブリを撒き散らして、世界中の非難を

浴びました。それ故、一応衛星は対象としていません。

※ただし、アメリカが、地球に落ちかけている衛星をイージス BMD艦の SM-3ミサイリレで

撃墜するという作戦 (実験)は成功しています。(誘導ソフトウェアを対衛星用に改修したり

の必要はあつたようです。)これは元々落下しかけていたのでデブリの多くも落下して燃え尽

きたのと迎撃しなければ、本体が燃え尽きずに地球に落ちたら被害が出てたかもしれないので

国際的な非難は出なかつたようです。

さてここまで、いかに我が国のこんごう型イージス護衛艦が凄いかを説明してきましたが、

肝心なことが抜けています。そう、ミサイルを撃墜するには、ミサイルの発射を知り、それが

脅威かどうか瞬時に判断できなければなりません。

勿論ミサイルがある程度上昇して水平線のかなたに出現すれば SPY-lDレ ーダで捉えirp撃

行動に移るる事が出来ますが、実際は、ミサイルが飛んでいきそうな地域に緊急放送をしたり、

打ち漏らした時の為の地上の PAC‐ 3(パ トリオットミサイルの改良版)部隊にも準備させたり

しないといけません。地上部隊は、終末段階で迎撃することになります。

また、例えばミサイリレが、韓国を狙ったものであれば、勝手に迎撃してしまうと他国の戦争

に介入する事になるので、現在の憲法や法律的にも問題があります。

更に、アメリカ本土や米軍基地を狙ったものであれば日米安全保障条約で迎撃する必要が出

てきますが、憲法や法律上の問題もあり、もつと複雑な問題となります。そのようなわけで、

ミサイリレの発射を探知 して、どちらの方向へ飛んでいくかを瞬時に分析する必要があります。

その上で、イージス BMD艦に (データリンクを使ってデータとして)知らせます。すると、

イージス艦の 4面の SPY‐ lDレーダが、天頂方向の、ミサイルが飛んでくると知らされた方向

に集中されます。4面全てが天頂方向のスキヤンを優先するわけです。

当然このとき敵航空機や敵ミサイルに対して、弾道ミサイ)蠅撃に集中しているレーダー・

乗員にとつて対処が弱くなる可能性もあります。また敵側も全力で迎撃を妨害してくることは

予想できます。(弾道ミサイルと対艦ミサイル・航空機の同時対処は可能と言われていますが)

そこで、前回紹介しました「あきづき」などが補完的に対空や対潜水艦に対して護衛にあたる

わけです。敵航空機や水上艦の対艦ミサイルだけでなく敵潜水艦も魚雷を撃つたり自爆特攻な

ども含めてあらゆる手段でイージス BMD艦を狙ってくる可能性があるわけです。
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弾道ミサイルは、命中精度 (半数命中率が 50m～ lKmと言われ、狙つた地点からこの範囲

に半数のミサイルが着弾するというもの)や戦略上の問題などから普通は核弾頭や化学弾頭が

主に搭載されています。これらが複数の都市や基地 に向けて発射されるわけです。勿論 SM-3

の命中率も 100%で はありません。しか し 1発でも迎撃できれば、数十万人の命が救われるか

もしれません。このようなわけで、周 りの僚艦は、全力でイージス BMD艦を守る必要があり

ます。これは、もし対艦ミサイルを撃ち漏らしたり魚雷が来た場合、僚艦が、BMD艦 を守る

ために、間に入って自ら盾になることも必要になるかもしれません。

ちよっと話がそれて しまいましたが、ミサイル発射を探知 し、イージス艦はミサイメレの飛ん

でくる方向を教えてもらつて、 (同時に緊急放送や実際に迎撃するかなど政治的な判断や決定

も行われるでしよう。)そこにレーダーを集中させてミサイルを見逃さないように追跡すると

いうことでした。

それで、このミサイルの発射を探知 して、、、という部分が実は日本にはその能力が今のとこ

ろないんです。従ってここの情報は、アメリカが持つているミサイル発射監視衛星からアメリ

カの司令部が受けて、それから日本に伝達されるわけです。 (アメリカの意向によつて故意に

伝達されない可能性もあるかもしれません。)

アメリカのミサイル監視衛星は、静止軌道上に何機か配備され地球全体を監視できるように

なつています。ミサイルやロケットを発射する場合、何千度もの炎が出ますから、この高熱を

検出するわけです。原理は簡単ですが、静止軌道上から地球を常に監視しなければならず。ま

た、工場など高温の発生する地点もあるでしようから、実際作るのは色々なノウノヽウや積み重

ねが必要で、難しいと思いますし、アメリカも情報独占の立場から色々な圧力もかけて くると

思います。日本も持つておいたほうがよいかどうかは、持てるものなら持つておきたいもので

すが、現在の経済状況などを考えるとどうかと思います。

そのほかの装備は、あきづきの時にある程度お話ししましたので、BMDと中～長距離の対

空能力以外では、あきづきと上ヒ較して秀でているものはありません。

レーダは、イージス艦の場合 SPY-lDと呼ばれ Sノ ンヽドという周波数帯を使用します。

あきづきの時は Cノ ンヽドとXバンドでした。Sバンドの場合は長距離の探知に向いています。

またレーダが板状で回転しないのも同じですね。ただし大きさが違います。

イージス艦のそれはかなり大きいですね。これは使用する周波数も関係しますが、電波の発

信方式の違いもあります。SPY‐ lD{〃 くッシフ
｀
式、あきづきのはアクティブ式となつています。
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パッシブ式は一か所の大きな発信装置で強力なレーダ波を作り、それを、レーダ素子数分用意

された位相器と呼ばれる、位相をずらす装置に分散して送られ、それに連結 したレーダ素子か

ら少しずつ位相がずれたレーダ波が発射されます。

アクティブ式は、レーダ素子一つ一つに発信装置が組み込まれ、少しずつ位相をずらした形

で、各発信装置がレーダ波を発射するようになつています。技術的難易度は、アクティブ式の

ほうが発信素子の制御が難しい事と高出力化が難しいという半面、小型化できるという長所も

あります。

イージス BMD艦と前回紹介しました「あきづき」では任務の内容が異なります。

イージスBMD艦 2隻で我が国の領土の大半を弾道ミサイルからカバーできます。もちろん

敵も何発も同時発射する可能性もあり (過去にも実際にありましたね)、 予備艦も必要です。

また、迎撃した後どうするのかというのもあります。航空戦力でミサイル基地や発射車両を

叩く?経済制裁 ?政治的話し合い ?さらに、SM-3自体、宇宙ロケットのようなものなので非

常に高価で何発も気軽に装備することはできません、しかも使つたからと言つて、翌週にでも

追加を調達できるものでもありません。最初の迎撃後に、何も行動できなければ、こちらの辺

撃ミサイルが尽きるまで弾道ミサイルが降り注ぐこともあり得ます。実際に某極東アジアが装

備する弾道弾 (テポ ドンとかノドンとか)のほうが、圧倒的に数が多いのですから。

ともあれ、我が国が、米国に続き弾道ミサイル迎撃可能な艦を所有しているという事は、大

きな抑止力になることは間違いありません。

そのようなわけで簡単ではありますが、今回は、みようこうの見学記を書かせて頂きました。

博多港を出ていくカメリア (博多～釜山)

に中目振れの号令が ! !

・・・・・マ、ママ・・前に出ないで :!

つヽ

|ン
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■北スラウェシの危機的電力到 青 中村 高太郎

北スラウェシ全域で 4月中旬より、電力が危機的な状況を迎えているようですね。

会報が発行される頃には解決しているとよいのですが、果たしでどうでしょうか・・・

他 (南スラウェシ地方)から融通してもらうなど小手先の対応は、すぐにでも ?可能かもし

れませんが、果たして根本的な解決はイ可時になるのやらと心配するところです。

電力会社 PLNは、日本の関東電力や東北電力のように地域単位になつています。

したがって北スラウェシの PLNは、PLN Sulutteng9oと いい、これは、Wilayah Sulawesi

Utara′ Tengah′ dan Gorontalo の略で、ゴロンタロなども含まれています。スラウェシ島

は、電力の場合は、系統が北と南に分かれているようです。

さて、今回の停電の原因は、発電所の故障ということですが、それ以前に通常時の電力共有

量ですら足 りていません。根本的には PLNの怠慢であったり汚職であると思われます。

最近は、プリレサタイプのプリベイ ド電力計が普及しだしてきています。これですと、ATMで

事前に電気代を支払い、後は、メーター内部にマイコンが内蔵されておりこれが、電力量など

を監視したり、課金情報を管理したりする機能がありますので、PLN職員が介在する機会も少

なく、袖の下を渡して契約容量を実際のものより上げてもらうとか、メータの数イ直をごまかす

ような職員も含めた不正が難しくなつています。普及するとよいですね。

さて、妻の親類の話では、サンギヘ島では 24時間供給されて停電もほとんどないそうです。

マナ ドトゥア島も 24時間供給ではないものの 18時から翌 6時まで供給されているそうです。

(ただしマナ ドトゥア島では燃料の備蓄と補給の関係で海が荒れたりするとタンカーからの

補給が困難になり停電が 1～2週間続いたりするそうです。)

離島では電力系統が独立しているので、影響を受けにくいのでしよう。

ここで、主な電力の発電方式を見ていきましょう。インドネシアでは、各種発電所を PLTD

等のように略称で表現しています。

・主な発電方式

Pembangkt ustHk Tenaga Diesel(PLTD)   内燃 (ディーゼル)発電

Pembangkit ust‖ k Tenaga Air(PLTA)     水力発電

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bunni(PLTPB) 地熱発電

Pembangkt ust‖ k Tenaga Uap(PLTU)    火力発電所 (石炭スチーム )
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Pembangkit Listrik Tenaga Gas― Uap(PLTGU)

PembangИ t Ustttk Tenaga Surya(PLTS)

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN)

火力発電所 (コ ンバイン ドサイクル )

太陽光発電

原子力発電

まず PLTDは、設備がコンパク トで lMW～2MWクラスのディーせ〕畷 電機を使ったもの

で、主に離島の電力に利用されています。日本でもこういつた発電方式は、同様に離島での電

力になつています。また工場の非常用発電・自家発電や大型客船などにも搭載されている発電

方式です。北スラウェシでは、ビトゥンにもディーゼル発電所(PLTD)がありますね。

次に PLTAですが、これは、 トンダノ湖から水を使った水力発電所(PLTA)があります。

オランダ統治時代からある発電所です。

日本では、水力発電と言えば揚水発電 (昼の電力需要が大きなときに発電し、深夜の需要が

少ないときに水車を逆回転させて水を貯める)がありますが、インドネシアでは、こういつた

使い方はあまりないと思います。日本も原子力発電で昼夜関係なく 300/0の発電量が確保され

ていた場合に効果を発揮していました。

そして PLTPB、 これは、リノウ湖 (皆様も一度は行かれたことがあるんじゃないかと思いま

す)で有名なラヘンドン地域に設置された地熱発電所があります。ここの発電所は、一部、日

本の ODA等も使われて建設されました。

更に PLTUですが、これは蒸気を利用して発電するタイプです。燃料はインドネシアでは、

一般に石炭を用いているようです。コス ト的な面で石炭を利用して言うようです。

なお、重油や LNGを使つた発電も PLTUに分類されます。

PLTUは、最近、アムラン近郊に出来ています。(発電能力は 30MW x2)、 なお、これは PLN

所有ではなく、PT Mega Power lnternaJonalと いう会社からのリースということになつて

いるようです。

同じ火力発電にも、PLTGUと いうのがありますが、これはガスタービンと蒸気を用いたコ

ンノヾインドサイクリレ方式で発電効率を高めたものですが、まだ、スラウェシにはありません。

原理は、石油や LNGを航空機のジェットエンジンのよう設備で燃焼させ、その高温高圧の燃

焼ガスでガスタービンを回して発電し、さらにそのまだ高温の排気ガスで水を沸騰させ、その
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蒸気で蒸気タービンを回して発電するというものです。燃焼で生じる高圧排気ガスとその熱を

最大限に利用 し非常に効率のよいものとなつています。

さて PLTSですが、これは太陽電池を使つたり、太陽光を集光してその熱を利用して発電す

るものですが、ここでは、一般に太陽電池を指 します。ブナケン島は昔は PLTDでしたが現在

は太陽光発電(PLTS)に なつています。

日本での太陽光量に比ベイン ドネシアでは、同じ太陽電池で 2倍近 くの高率にな りますが、

欠点として、かな りの敷地面積を取るのと、曇 りの時や日照のない夜間の電力供給 (大量のパ

ッテリで蓄電する設備も必要)が厳 しく、離島向けにな り、従来方式 (PLTD等)との併用や

補助的なものとなるかと思います。

最後に PLTNですが、現時点でイン ドネシアには、存在 しません。が、ジャワ島には、建設

計画はあり、着々と、準備が進んでいるようです。

でも、インドネシアのいい加減さを見ると怖い感じもしますよね。原子力と言うと設備や技

術的な問題も1布い所もあるのですが、イン ドネシアでは人的問題が一番怖いですね。

●そもそもなぜ停電は起こるか ?

日本で起こる停電とイン ドネシア (マナ ド)で起こる停電は、そもそも本質的な理由が異な

ります。日本では、短絡事故 (自動車が電柱につこんだとか倒木など)や落雷などによつて、

異常電圧や異常電流が発生し自動的に保安機が作動して停電にな ります。しかし、保安機は光

ファイバで接続され (つまり異常な電流などは流れない)ヨンピュータが瞬時に判断し、問題

個所以外の地区を変電所に近いほうから順番に自動復旧させていきます。故障個所を復旧させ

た場合、再度、異常電王や異常電流が発生して保安機が作動 しますので、ここで故障地区が特

定でき、その直前までを復旧させます。ここまでがコンピュータが全自動で行います。この事

から、停電時間は、0.1～ 10秒程度が 1回と 0.1秒程度が 1回と言う感 じに通常 2回停電が

発生するわけです。 (故障地区については、作業員が作業 しますので、状況によって点検のみ

の数分から、機材や電線の取 り換えなど数時間の停電となります。)一般に 1秒以下の停電を

瞬停と言います。0.1秒以内なら、通常の電気装置や機械装置は何事もなかつたかのように作

動を続けることができます。しかし 0.1秒以上の停電の場合はコンピュータのデータが消えた

り、ビデオの録画がおかしくなつたりする可能性もあ ります。

ここまでは、日本の停電の話をざつくりと話 しました。ここからイン ドネシアの停電の話に

な ります。
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まず、マナ ドでは、絶対的需要電力に対して最大供給電力が不足しています。従つてマナ ド

では常にどこかの地区は停電していることになります。停電の基準は PLNでないのでわかり

ませんが、病院地域や発電所が近くにある地区、新興住宅地や地位の高い人が多く住んでいる

所などは停電が少ないかもしれません。逆に貫困層地区や盗電の多い地区などは重点的に停電

させられる可能性があるかもしれません。

電力供給は、自転車をこぐことをイメージすると分かりやすいかもしれません。

自転車に乗っていることを仮定すると、1分間にペグルを回す回転数と自転車の速度、自転

車に載せた荷物そして、自転車のペダルをこぐ体力となつております。

ベグルを回す回転数は、周波数に相当します。インドネシアでは 1秒間に 50回です。

自転車の速度は、電圧に相当し、220Vです。

自転車に載せた荷物は、電力消費者の各種機器類 (冷蔵庫・炊飯器・TV・ 工場の機械など)

に相当してます。これは、通常 Wであらわされます。インドネシアの電力契約はVA単位なの

で、ここでは、色々な要素を考慮せず―例として、1′300VA=1 3KWと 換算する事にします。

そして、ペダルをこぐ体力は、発電能力に相当します。発電能力は通常 MW(メガワット)

という単位で使われます。1′300VA契約世帯が 1万世帯あれば、最大で 13′000,000Wつま

り、13′000KW=13MWの発電能力が必要になります。

勿論、日中は仕事をしていたりしていますのであまり電気は使わず、朝食や夕飯の準備、家

に勝ってからの lVや照明などで、マナ ドの場合、18時ごろから 23時ごろまでピークを迎え

ます。

自転車の荷物が軽いと、ペダルを一定回転数で回すことも難しくありませんが、荷物が増え

ると、ペグルも重くなります。最悪、転倒したり、足の筋を傷めたりすることになります。こ

れを防ぐには、自転車を漕ぐのをやめるか、荷物を捨てて身軽になるかです。発電装置も全く

同じと言えます。さらに複雑なことに発電装置は、1台だけではありません。色々な地区に分

散されて繋がっています。これは、複数の走者が一つの自転車に乗るタンデム自転車のような

特殊なものを想像するとよいと思います。つまり、みんなの息があつてペダルをこがないとい

けないわけです。電気でいえば、周波数と位相 (波形)を合わせて連携 しなければいけません。

イメージ

(Wikipediaより)
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ここで、ビトゥン、トンダノ、ラヘンドン、他幾人かのの走者 (=発電所)が同じタンデム

自転車に乗ります。荷物は、北スラウェシ・ゴロンタロ・中部スラウェシの電力消費者です。

走者の体力は 280MWく 'ら いありますが、荷物 (消費者)は目録から 300MWぐ らいの重さ

がありそうです。しかし、飽くまで目録上でです。つまり、需要電力は、契約書の契約量をも

とに算出したものですから、契約書には 450VAなのに実際は、6′600VAぐらいの荷物を載せ

られたり、更には、日録にない荷物 (つまり盗電)があったりすると、大変です。そうすると、

この 300MWと いうのも怪しい値になります。でも、現実は、そのようです。日本では信じら

れませんし、想像も難しいかもしれません。

そこで、過負荷を防止し悲鳴を上げる走者を保護するために、荷物の量を、走者の能力に合

わせて切り捨てます。つまり PLNの作業員たちは、停電を起こします。しかし、いつも同じ

荷物を切り捨てていれば、その1也域の善良な人もいるのでクレームが発生します。なので、荷

物を途中で取換えながら綱渡りのような運転をするわけです。

そして、走者もギリギリで走らされて、休養も許されません。ラヘンドン選手はせき込んで

いるようです。ビトゥン選手は骨を傷めているようです。トングノ選手は足がもつれているよ

うです。走者の息が合わなくなると、他の走者が、息の合ってない走者のペグルを無理やり回

転させてしまうことにもなります。そうすると息の合ってない走者は、足を故障してしまいま

す。このようなわけで、余裕のない運転に過負荷、そしてメンテナンス (休養)不足と、それ

らがたたって、だんだんと本来の発電能力を発揮できなくなっていきます。

ここまでは、走者側の話でしたが、電気を使う側としてはどうでしょうか ?

走者側の荷物を PLN作業員の操作で切り捨てると、走者はとたんに身軽になります。身軽

になつた反動で、ペダ)しをこぐスピードも上がります。すると速度も上がります。勿論、一定

の回転数でペグルをこぐ事がルールなので、すぐに速さを調整しますが、電気の場合これは、

まだ電気が来ている地域、の3‐■を一時的 (数秒)に上昇させることになります。

電子機器はダメージを受けるかもしれません。一回のダメージでは壊れなくても蓄積されて、

複数回こういうことがあると、特定の部品 (コ ンデンサやコイリレ、プリント配線等)が壊れて

しまうことがあります。自熱電球であれば寿命を縮め切れることもあります。

→これに対する対策は、後述するAVR装置 (STAVOL)で 対策します。

15



また電気を切られたほう (切 り捨てられた荷物のほう)は、回路コイルにたまつたエネルギ

ーなどが逆流して、電子機器を壊す場合もあります。(自分の家の中だけでなく、同じ変圧器

につながつている、近所の家からの逆流の場合もあります。)この場合は、チップなどが破壊

される場合があります。

⇒サージキラーやノイズフィ)"等が有効です。

AVRと違ってこれらは、入手が難しいかもしれません。

そして、停電した電気はいつか復旧しますが、復旧した際には、一気に負荷が上がりますの

で、自転車でいうところのペグルの回転数が一時的に落ちて、回復するまでの数秒間、周波数

異常や低電圧になる場合があります。白熱電球の場合は、切れることはありませんが、蛍光灯

タイプの電球や、電子機器は、内部に異常電流が流れて壊れてしまうことがあります。これは、

電子機器は電気エネルギーを内郵で使いやすい形に調整する回路を持つており、電圧が低い場

合、同じ仕事能力を維持するために、通常より電流が多く流れることで、調整します。これは

自動で行われますが、想定より電圧が低い場合、当然、想定より多くの電流が流れることにな

ります、その結果、内部のプリント配線や電源部の部品を破壊する事になるわけです。

→これも後述する AVR装置 (STAVOL)で 対策しますが、精密機器は、UPSと併用するこ

とで、より高い信頼性を得られます。

なお注意しなければならないのは、AVRで は周波数の異常までは対応できない点です。

周波数の異常は、短時間ですとあまり問題になることはなく、すぐに電気機器の故障には至

りませんが、長時間続く場合、例えば蛍光灯やノートパソコンのアダプタ (パソコンの電源部

も含む)異常発熱させたりします。これはインドネシアは 50Hzですが、10Hz違っただけ、

例えば 40Hzとか 60Hzに長時間なつた場合は、問題です。

周波数については一般に測定する装置も高価で、対策の為に CVCF装置というのがあり、そ

れを用いると電圧・周波数も一定にすることが出来ますが、これは非常に高価です (日本です

と、安くても数十万円から数百万円します)から、導入は無理と言えるでしよう。
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●ここで実際の電力の状態を見てみましょう

下図のデータは北スラウェシ地域の電力を管理するシステムからのデータで、

2014年 4月 8日の北スラウェシの電力需要供給曲線です。

この数日の間に「何かJあつたようです。それを見ていきましよう。
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実際の需要は、起伏が多 く、なめらかになつていないことが分か ります。これは強制的に停

電させた事を意味 します。 (予想需要を超えないように停電をおこない電力消費を抑えている

ようにも見えます)また、18時以降は供給可能電力を超えて需要が増加 しています。

この場合、他の地域 (南スラウェシ)から電力の融通を受けていると考えられます。
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次は翌日のデータを見てみましよう。

下図は、2014年 4月 9日の北スラウェシの電力需要供給曲線です。
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8時ごろから急激に電力が落ちていることが分かります。18時ごろは若子供給が増えてい

ますが、8時より40M Wほど低下しているようです。18時ごろの供給の増加分は電力融通の

結果かと思われます。
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次はその翌々日のデータを見てみましょう。

下図は、2014年 4月 10日の北スラウェシの電力需要供給曲線です。
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「何か」あった翌日ですが、幾分供給は回復 したようですが、やはり予想需要よりもかな り

低い曲線になっています。また供給可能電力量も減っています。

日本では、大震災の後、全原発が止まり、東京電力では、供給能力の 90%に到達すると、

危機的状況としていましたが、北スラウェシでは、平時の供給能力でも危機的を通 り越 して致

命的状況と言えるでしょう。
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次は、電力会社 (PLN)

どうなつているでしよう。

は 6月までに事態を収東させるとしていました。

下図は、2014年 6月 1日の北スラウェシの電力需要曲線です。
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日中の電力は実際の需要は 200M W程度 となつています。4月 8日の状態にはまだ 20M W

ほど足 りていません。この状態では、やはり市内のどこかぶ疇 電 していると言わざるを得ない

状態です。

●同じ金曜日の 6月 6日 と 6月 13日の電力の需要はどうなつている ?

電力の曲線は、通常、平日と休日で違います。 (細か く言えば曜日ごとに異なります)

それでは、6月 6日金曜日と 6月 13日金曜日の曲線を比較 してみましよう。

6月 13日 は早朝ワール ドカップの試合がありましたが、どうでしょう変化はあるでしよう

か ?それでは見ていきましよう。
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6月 6日ではだいぶ回復してきているようです。需要曲線も滑らか (一部、鋭角の起伏があり

ますが=強制停電)ですので、本腰を入れて回復に努めているようです。

6月 13日 は、全体的に起伏が見られ、停電操作が感じられますが、早朝、通常と異なる、需

要の急増が見られます。ワール ドカップの観戦で皆がTVや電灯をつけたのでしようか 。・・

飽くまで想像ですが・・・
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●停電対策

停電の対策として、

・懐中電灯 /灯油ランプ /蝋燭 (裸火は火災の危険があるのであまりお勧めでない)

等が最低限あるとよいですね。

最近は、冷蔵庫や炊飯器などの家電、TVなどの機器も一般的にありますから、停電になる

ときや停電から回復するときに一時的に異常電圧 になつて機器を傷める (―発で壊れるとは限

りませんが内部のマイコンやコンデンサなどが電圧・電流超過で過負荷状態になり寿命が短く

なる可能性があります)のを防ぐために、「AVR(STRVOL等と呼ばれる)」 を用意してそれに

機器を接続 しておくとよいと思います。マナ ドでは Rp200′ 000～からあるかと思います。価

格の違いは容量によるものや、制御方式 (1習動式と電子式)による違いですが、一般に容量を

気をつけるとよいと思います。接続する機器の定格容量の 15倍から 2倍のものを用意すると

よいです。 (余裕を持つのは、電気機器は起動時などに一時的に定格よりも大きな電流が流れ

ることがあるためと、定格より低trt時・・・例えば 190Vしかない場合などは 220Vに する

ために電流が数十°/0多 く流れるためです。なお、エネルギー量は同じですので電気代に直接反

映することはありません。)

なお、AVRの容量の表示は、VAで記載されているときと Wで 記載されているときがあり

ますが、イン ドネシアの機器をつなぐ場合 VA=Wと考えても概ね Okです。

ただし、AVRに 110V出力がある場合でそれに日本の機器をつなぐ時には注意が必要です。

その時は、最低でも定格の 3倍～4倍の容量の AVRに接続する必要があ ります。なぜなら、

例えば、1000VA(または 1000W)の AVRは、220Vで 5A弱程度 (220V X 4.6A=1000VA)

の電流が流れることを想定 し設計されています。しか し、日本の機器は 100Vなので同じ

1000Wでも 10Aの電流が流れることにな ります。AVR内部の配線は、通常 220Vを想定し

ていますから 1000VAの場合、5Aぐらいに耐えられる配線になつていればインドネシア的に

は Okですが、110V出 力側も 5A(=500W)ぐ らいまでしか耐えられないことにな ります。

もし無理 して使うと異常発熱や煙が出たり、最悪の場合、AVRを焼損するとともに接続機器を

破損することもあるのでご注意ください。

ただし、AVR内蔵の 110V出力を利用するのではなく、例えば 1500VAの AVRの 220V出

力側に 100V15A出 力の外部変圧器をつけて、日本の 100Vで 1000Wの炊飯器をつける場合

は、外部変圧器が 15Aまで対応 しており、実際に外部変圧器の 100V側に流れる電流は、10A

程度、220V側 に流れる電流は、5A弱程度になりますので問題あ りません。
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そして、今時は、コンピユータの時代なので、更に UPSという装置もあるとなおよいです。

UPSは無停電電源装置と呼ばれ、マナ ドでは安いものでは Rp600′ 000～位から入手できると

思います。UPSには簡易的な AVR機能が搭載されているものがありますので、購入時に確認

するとよいと思います。

ノー トPCをご利用の方も、直接コンセントに接続数のではなく UPSを通して利用すると、

AVR機能が搭載されている UPSでは電源アダプタが異常電圧によって受ける負荷を減らした

りする効果があります。またプリンタやインターネットの機器も接続しておくと、印刷中やメ

ール送信中等の急な停電の場合、便利かと思います。

ただしUPSは一般的に 5分から 10分程度のパックアップが普通で、この時間はシャットダ

ウンやデータの保存のための時間稼ぎ用です。(勿論、1時間や 2時間以上バックアップでき

る機器もありますが、価格以外に入手性や大きさなども難しいかと思います。)

注意点としては、これも容量に余裕を見たものを購入することと、接続機器にも注意する必

要があります。出力方式にもよりますが、正弦波出力でない場合 (=矩形波)は、蛍光灯照明

や扇風機などのモータ機器はつなげられない場合があります。また炊飯器や TVなどは容量に

余裕があっても、パックアップ時間の関係などで、つなげないほうがよいでしょう。

さて停電になると、家電は AVRに接続していれば別ですが、念のためコンセントからプラ

グを抜いておくのがよいと思います。また冷蔵庫・冷凍庫は、停電回復時に電気をものすごく

使います。これは、温まつた庫内を冷やすために最大能力で運転するからです。(悪循環です

ね)これでは、PLNの電力供給も苦しくなると思いますが、もともと PLNの問題で停電して

いるのですから、消費者にとつて一番の問題はなにより通常運転時よりも電気料金が上がるこ

とです。そのため、事前に冷凍庫で保冷剤などを冷却して用意しておき、停電時は映像子にも

配置するなどして、庫内の濡慮を上げないようにする工夫で冷蔵庫内の物の鮮度を保つことは

勿論、電気料金も押さえることができるかもしれません。

STAVOLの 例

この機種では 110V出力もある

UPSの 例

一般家庭の PCの無停電化には

右端のタイプがよくつかわれる。
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口2014年 イン ドネシア大統領選挙 在外投票 (妻の場合 ) 中村 高太郎

2014年はインドネシアの大統領選挙があります。

在外投票と書きましたが、これは私の妻の話で、インドネシア国内に居住のインドネシア人

の方には、関係ありません。もちろん日本人の皆様には投票権もありませんので、、、。

現在、プラボウォ氏陣営ととジョコウィ氏陣営の接戦となっておりますが、どちらが勝つこ

とでしょう。大統領が変わると法律も変わり、行政の汚職度なども大きく影響を受けます。

■ ド∃ノ大統領 (SBY)は 2期連続勤めましたが、汚職撲滅や近代国家化には多少とも貢

献したと思われますが、まだまだ途中の段階でした。インドネシアの法律上連続 2期までしか

大統領を続けられませんので、次の新しい大統領が登場する事になります。インドネシアにと

つても (良 くなるか悪くなるか別として)非常に大きな転換期となることだと思います。

あくまで私個人の感想と見立てですが・・・

どちらの候補も一長―短あるようですが、プラボウォ氏は、元軍人とあって、指導力や決断

力がありそうです。でも、過去の東チモールでの住民虐殺に関与した件など国際舞台では弱み

がとなるかもしれません。1990年代末から 2000年代前半にかけて起こった宗教紛争にも関

与してたかもしれないという噂やまたスノヽル トの娘婿だつたと言う事で色々な噂が絶えませ

ん。指導力が、良い方向に働けば素早い動きで強いインドネシアになりそうに感じます。

(ただ収賄とかそいうのが音のように復活・強くなりそうな予感も・・・)

対してジョコウィ氏は、ジャカリレタ知事を経て大統領選に臨んでいます。ジャカルタを良く

したとして、ジャカリレタ市民の大きな応援がある半面、ジャカルタに知事のまま残つてほしい

という思いもあるようです。庶民的でクリーンなイメージもありますので、大統領になると、

汚職撲滅などもSBYの時から引き継ぎ、よリクリーンな方向に進んでいきそうな期待もあり

ます。ただ、国内はそうでも、国際関係やアセアン諸国や中国の圧力、更には欧米の政府や企

業との立ち回りは、、、と言うとやや頼りないというか未知数の不安があります。

色々書きましたが、私は日本人ですので投票権もないので見守るだけです。

以前のタルシウスでは、かなり、詳細な政治分析や情勢等が掲載されておりましたが、最近

はないようです。それだけインドネシア国内が安定してきたということでしょうね。
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いづれにしても、新しい大統領の影響で、インドネシア国民にはもとより、在インドネシア

の外国人や諸外国にとつても、誠実で良い国になるといいですね。

さて、6月末に妻あてに、PPLN‐ Tokyoから投票用紙が送られてきました。インドネシアの

在外選挙では、大使館や領事館から遠地に住んでいる場合は郵便投票が可能なようです。

日本も在外邦人に対してそういつた郵送による投票はあるのだろうか ?と調べてみますと、

「在外選挙人証」を持つていると郵便による投票が可能なようです。(が、しかし、在外選挙

人登録や登録証の受取りのために事前に、大使館や領事館に出頭する必要があるようです。)

私の妻の場合以下のような手紙が送られてきました。(普通郵便で、書留ではないようです。)

中には、投票用紙などと切手貼付済みの返信用封筒も入つています。

鷹 醐 避 轟

ハ 鳳

艤 甲

(※個人情報部分および投票用紙には加工をしております。)

返信用封筒も普通郵便で返信されるので、実際に属いたかどうかは分かりません。

なお、これは、日本に到着後、大使館にパスポー トと在留カー ドのコピー等を送つて LaporDin

と言うの (日本でいうところの在留届)をしていないと、送られてこないようです。

さて、妻は、だれに投票するのでしようね・・・ワクワク・・・
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北スラウェシの交通 (海上篇 )

長崎 節夫

インドネシアでも中。長距離の人間の移動は、従来の陸路、海路の利用から空路の利

用へと大きく変わつてきました。とはいえ、インドネシアのような多島国家では、これ

からも海上輸送が重要な立場にあることはいうまでもありません。

この稿ではインドネシア北スラウェシ地方の海上輸送 (主に人の移動手段についての)

について、チラッと覗き見してみます。

現在、インドネシア主要都市間の客船事業で最も存在感があるのは半国営会社の

PELNI(ペルニ)社です。PELNI社は 2,000総 トンから8,000総 トン規模の客船 11

隻をビトゥン港に乗り入れています。

縫『 馨穏電竃軍ζ型亀曇巽11、まア 覗 冒lttLttπ」貢ζ315曾

'霊

異鼻量i:

ビトゥン港は重要な位置にあります。ジャカルタ、スラバヤ方面からやつて来て、ソロ

ン、ジャヤプラなどニューギニア方面に向か う船、そしてその折 り返し便、あるいはビ

トゥン港をターミナル港にして南スラウエシ方面やサンヘル諸島、マルク方面に行き来

する船などがビトゥン港に出入 りします。ビトウン港は東部イン ドネシアの拠点港 (ハ

ブ港)と して重要な役割を担つています。

また、ビトゥン港にはペルニ社の客船だけでなく、サンヘル諸島、マルク諸島などを

結ぶ小型 (300総 トン未満)の貨客船、フエリーボー トなども盛んに出入 りしていま

す。

ビトゥン港には客船以外にもコンテナー、石油タンカー、椰子油タンカー、セメント

タンカー、冷凍運搬船など、各種の船が出入 りし、その数は年々増加 しています。

近接する離島 (バンカ島、タリセイ島、ブナケン島、メナ ドトゥア島、レンベ島など)

へ、メナ ド、リクパンなど最寄りの渡 し場から小型木造のサンパンが行き来 して、人・

モノの輸送を担っています。

先日、久しぶり (4,5年ぶ り)に リクパンの船着場を見ました。 リクパンは、沖合

いに見えるバンカ島やタリセイ島への出入 リロとい う立地です。出入 り日といつても

「港」とい うほどのものではなく、河日の砂州にサンパンが寄つて、人、モノの上げ降

ろしをするだけですが、浜は以前と比べて、人、モノのボリュームが劇的にふえて賑や

かになつていました。ボリュームが増えただけでなく、乗客の1晨装・身だしなみがこざ

っばりし、積み込む荷物も電化製品やプロパンガスのボンベが日立ちます。わずか 4,

5年でこれはど変わるのかと感慨ひとしきりでした。
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ビ トゥン港に出入 りする船の、種類や隻数などの劇的な変化 もそ うですが、リクパン

など浜辺の様相の変化か らも、イン ドネシアの経済活動、人々の生活の急激な変化が感

じ取れます、

ビトゥン港に出入 りするペルニ社の客船と航路

① SANC.IAN号 (総 トン数 2,600ト ン,乗客定員 595名  1999年進水)

航路 A
Bttung Shu Tahuntt Marore_Lllung Karatung Miangas、  Miangasか
ら、往路を戻つて Bitullgま でも往復 4日 の行程。

航路 B
BItung Ternate Bulu ■)rnate_BLung

航路 C
B■・lng_Gorontalo Ъglan Poso rlbgl,. Gorontalo Btung

SANGIAN号 は上記 3本の航路をローテーションで運行 している。

② TILONGKABIIA｀ 号 (総 トン数 2,600ト ン 乗客定員 1,590名  1995年進水)

BLllng Gorontalo Luwuk Kolonedal Kendari Raha」 aubau Makassar

Labuan balo_Bha Lcmbar_BenoaCaD ベノアで折 り返し往路を逆に

たどって Bltungま で。

③  TATAMAILAU号  (総 トン数 6,000ト ン、乗客定員 1,510名 1995年進水)

Bitung Morotttorong F」 晨よ_Kimana ■m■a Agats Merauke

メラウケ (パプア)で折 り返しビトゥンヘ。

④ DOROLONDA号   (総 トン数 14,6∞ トン, 乗客定員 2,846名 2000年進水 )

Surabaya BaLkpapan Pantoloaコ _IBLung Tern,te」 orOn Manokwan_
Nab急Lserd」 ayapura  ジャヤプラで折 り返しスラバヤヘ。

⑤ SINABUNG号  (総 トン数 14600ト ン 乗客定員 2,520 1997年進水)

Surabaya Makassar Baubau_」 BanggttitungL」Ternate__Soron Mnnokw
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ari_Biak Serul_Jayapura ジャヤプラで折り返しスラバヤヘ

⑥ LAMBELU号 (総 トン数 14,600ト ン 乗客定員 2,513名  1997年進水)

町 nng LniungpeltttCJakartD surabaya Makasst=_3auba■_Namlea
Amb∝Lpemate Bitung ビトゥンから折り返しキジャンヘ

・  ビトクンからジャカルタヘ向かう便は⑥の航路 (ラ ンベル号)で、ビトクン出発後

テルナテ、アンボン、マカッサルなどを経てジャカルタ着となる。

スラバヤ行きなら④のバリックパ′くン経由 (DOROLONDA号 )と ⑤のマカッサル

経由 (SINABUNG号 )

⑦ IIILONGKABILA｀号  (総 トン数 2,600 乗客定員 1,590名  1995年進水)

Bitung GoЮ ntalo hwuk Kolonedal_Ken晨疸 Raha_Baubau Makassar

」 abuan b巧O Bhn Lembar BelloaCalin ベノアで折り返し往路を逆に

たどって Bitulllgま で。

③  TATAMAILAU号  (総 トン数 6,∞0、 乗客定員 1,510 1995年進水)

B抽】nLMorotal Sorong Fakfak_Kaimana Timiktt Agats Merauke

メラウケ (バプア)で折り返しビトゥンヘ。

③ DOROLONDA号  (総 トン数 14,600ト ン, 乗客定員 2,846名  2000年進水)

Surabaya Balibapnn Pantoloan Bitung_Ternate Soron」 Яnokwari

N出むe Sem雌 」ayapura  ジャヤプラで折り返しスラバヤヘ。

⑩ SINABIJNG号  (総 トン数 1461Xlト ン 乗客定員 2,520名  1997年進水)

Surabaya Makassar Baubau Banggai_BttunLTerllate_Soron_Mnnokw

ari BIak Serui_」 ayapura ジャヤプラで折り返しスラバヤヘ

⑪ レWBELU号 (総 トン数 14600ト ン 乗客定員 2,513名  1997年進水)

鉤 anLTttungpeJbkOakartab_」い・rabaya Makassar Baubau_」 Namlea

Ambon ■Inate Bitllng ビトゥンから折り返しキジャンヘ

■ ビトゥンからジャカルタヘ向かう便は⑥の航路 (ラ ンベル号)で、ビトゥン出発後

テルナテ、アンボン、マカッサルなどを経てジャカルタ着となる。

スラバヤ行きなら④のバリックパパン経由と⑤のマカッサル経由航路。
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Btung発、各港までの旅客運賃0■ PELNIn ルピア

目的地

Siau

Tahulla

Miangas

Gorontalo

Kend面

Baubau

Makassar

Bellloa

Morotai

Sorong

Timika

Merauke

Temate

SoЮng

Ⅳ【劉∝止wan

Biak

」ayapula

Ambon

Makassar

Sulabaya

Jakarta

KIJ・ng

13t claSS

なし

368,500

1,144,500

1,366,500

1,479,500

2,154500

546,000

1,128,000

1,629,000

2,263,500

526,000

1,128,000

1,44■ 000

1,633,000

1,839,剛

841,500

1,536,000

2,045,000

2,530,000

2,398,000

2nd ciass

161,000

299,000

605,000

304,000

986,000

1,117,000

1,209,000

1,768,500

449,000

922,000

1,380,500

1,847,000

342,000

922,000

1,182,500

1,334α)0

1,501,500

68■000

1,255,000

1,669,500

2,054,500

2,446,000

Economv  船 名

90,000

117,000

248,000

117,000

370,000

411,000

428,000

615,000

186,000

365,000

469,000

645,000

180,000

365,000

435,000

490,000

527,剛

278,000

442,000

544,000

719,000

850,000

SANGIAN号

TILONGKABILA号

TATAMAILAU号

SINABIING号

LAMBELU号

サンヘル、テルナテ行きフェリーの運賃表 (HL ASDP)

乗客運賃  バイク   商・乗用車  トラック目的地
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Me10nmno(タ ラク→

nhate
随 u

Lhma(サンヘル)

Pananaru

24■000   1,3貿looo    2oo■o00
29■olp0   1,9贅 1000    ■274o∞
1観000     798,(Xx)     1,Ы x1000
225,00o   l,o、_Ooo     l,8■ 1000
181,00o     981,00o     l,581,Ooo

鐘 費はいずれも2014年 6月現わ

′Z,1●ο
′
E

1に000

91,00o

66卿
98,000

鴫 000

△

“
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会員名簿 

 

 

会報「タルシウス」電子版では不特定多数の方が閲覧するため、 

セキュリティ上の観点より会員名簿は非公開とすることとしました。 

（2014 年 04 月 20 日） 

 

 

上記理由により会員名簿が非公開になりましたことをご了承ください。 

●会報タルシウス（製本版）には従来通り名簿は掲載されます。 

●各会員に対しましての個別の、または、尋ね人などのお問い合わせは、 

直接日本人会へお問い合わせください。 

該当会員に連絡後、会員より直接連絡するか該当会員の同意のもとで、 

連絡先をお知らせすることといたします。 
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アジア基本情報  (日経ビジネス「勝てるアジア最前線」から)

バングラデシュ

国名    バングラデシュ人民共和国

国家元首  Md.ア プロゥル・ハ ミド 大統領

人口    1億 5004万 人

民族    ベンガル人が大半。 ミャンマー国境沿いにチャクマ族など仏教従系少数民族

言語    ベンガル語

宗教   イスラム教徒 89.7% ヒンズー教徒 9.2% 仏教徒 0.7% キリス ト教徒 0.3%0001

年国勢調」

面積    14.4万平方キロ (日 本の約 4割)

時差 (日 本 との差、以下同) -3時 間

ブルネイ

国名    ブルネイ グルサラーム国

国家元首  ハサナル・ ボルキア国王 (第 29代スルタン)

人口    39.9万 人 (2012年 6月 )

民族    マレー系 65.7% 中華系 10_9% その他 234%
言語    マレー語 (英語は広 く通 じる)

宗教    イスラム教 67% 仏教 13%

面積    5,765平方キロ (二重県と同等)

時差    -1時 間

通貨    ブルネイ ドル (BND) 対円レー ト平均 69.6

カ ンボ ジア

国名    カンボジア王国

国家元首  ノロドム・ シハモニ国王 (政権はフン セン首相)

メ、日       1,525ラ テ人 (20124つ

民族    クメール人 9割、ほか中国系、ベ トナム系など

言語    カンボジア語 くクメール語)

宗教    卜座部仏教

面積    18万 平方キロ (日 本の約半分)

時差    -2時 間
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イ ン ド

国名    イン ド

国家元首  プラナージ・ムカジー大統領 (実権はマンモハン シン首相)

人口    12億 2300万人 (2012年 )

民族    イン ド アー リア族、 ドラビダ族、モンゴロイ ド族など

言語    連邦公用語はヒンディー語、他に公認されている州の言語 21

宗教    ヒン ドゥー教 805%、 イスラム教 13.4%、

面積    328万 7000平方キロ (パキスタンや中国との係争地を含む)

時差    -3時 間半

通貨    ルピー

インドネシア

国名    インドネシア共和国

国家元首  スシロ 。バンバン・ユ ドヨノ大統領 (任期 2014年まで)

人口   2億 4450万人 (2C112年 )

民族    大半がマレー族 (ジャワ族、スンダ族など800種族 )

言語    イン ドネシア語

宗教    イスラム教 88%、 キリス ト教 9.3%

面積    189万 平方キロ (日 本の約 5倍)

時差    ジャカルタ ー2時間、メナ ドー1時間、ジャヤプラ 0時間

通貨    ルピア (IDR)

ラオス

国名    ラオス人民民主共和国

国家元首  チュンマ リー・サイニャソーン国家主席 (ラ オス人民革命党書記長)

人口    637万 6千人 (2012年)

民族    ラオ族 (全人口の半数)を含む 49民族

宗教    仏教

面積    24万 平方キロ (本州と四国をあわせた面積に近い)

時差    -2時 間

通貨    キープ (LAKD
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マ レーシア

国名    マ レーシア

国家元首  ナジブ・ ラザク統一マレー国民組織総裁 (国王が任命 )

人口    2945万 7千人 ("12年 )

民族    マレー系 (68%)、 中国系 (25%)、 イン ド系 (7%)

言語    マ レー語 (国語)、 中国語、タミール語、英語

宗教    イスラム教 (61%)、 仏教 (20%)、 キリス ト教 (9%)、 ヒン ドゥー教 (6%)他

面積    33万 平方キロ (日 本の約 0.9倍 )

時差    -2時 間

通貨    リンギ (MYR)

ミャンマー

国名    ミャンマー連邦共和国

国家元首  テイン・セイン大統領 (2011年 3月 就任、任期 5年)

人口    6,367万人 (2012年 )

民族    ビルマ族 (約 70%)、 その他多くの少数民族

言語    ミャンマー語

宗教    仏教 (90%)、 ほかにキリス ト教、イスラム教

面積    約 68万平方キロ (日 本の約 1.8倍 )

時差    -2.5時 間

通貨    チャット (MMKl

フィ リピン

国名    フィリピン共和国

国家元首  ベニグノ・アキノ大統領 (2010年 5月 選挙で当選。任期 5年)

ンヽ口       9,580ラ 6り  ヽ(2012年)

民族    マ レー系が主体。ほかに中国系、スペインとの混血、少数民族

言語    公月語はタガログ語と英語

宗教    カ トリック (83%)、 その他のキリス ト教 (10%)、 イスラム教 (5%)

面積    29万 9400平方キロ (日 本の 8割)。 7,109の 島で形成。

時差    -1時 間

通貨    ペ ソ (PHP)
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シンガポール

国名    シンガポール共和国

国家元首  トニー・タン大統領 (実権はリー・シュロン首相が握る)

人口      540フラ5fメ、(2012奇⇒

民族    中華系 (74%)、 マレー系 (13%)、 インド系 (9%)な ど

言語    英語、中国語、タミール語、マレー語が公用語

宗教    仏教、イスラム教、キリス ト教、道教、ヒン ドゥー教

面積    710平 方キロ (東京 23区とほぼ同じ)

時差    -1時 間

通貨    シンガポール ドル (SGD)

タイ

国名    タイ王国

国家元首  ブミボン・ア ドゥンヤデー ト国王 (政権はインラック・ シナワット首相 )

人口    6437万 7千人 (2012年 )

民族    大多数がタイ族。その他、華僑、マ レー族、山岳少数民族

言語    タイ語 (大卒の大半は英語が通 じる)

宗教    仏教 (94%)、 イスラム教 (5%)

面積    51万 4千平方キロ (日 本の約 1.4倍 )

時差    -2時 間

通貨    バーツ (■IB)

ベ トナ ム

国名    ベ トナム社会主義共和国

国家元首  チュオン・ タン・サン国家主席 (実権は共産党のグエン・ フー・チョン書記長)

人口    9,039万人

民族    キン族 (越人)86%、 ほかに 53の少数民族

言語    ベ トナム語 (大卒は英語が通 じる)

宗教    仏教、カ トリック、カオダイ教ほか

面積    32万 9千平方キロ (九州を除いた日本の面積 と同じ

時差    -2時 間

通貨    ドン (VND)
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アジア 10カ 国、労働者 の月額賃金

職種     バングラデシュ  インド

(USドル換算 2012年現在 )

インドネシア  ラオス  ミャンマー

一般工職

(ワ ーカー)

エンジニア

(中堅技術者 )

中間管理職

(課長クラス)

非製造業の

一般職

非製造業の

課長級

法定最低賃金(月 詢

74

304

747

40

493

1,194

11ノ 日

641

1,395

562

1,442

128

239

433

lρ57

423

1,245

226

132

336

321

1,109

78

138

858

1,986

263/1

433410

一般工職

中堅技術者

中間管理職

非製造業の

一般職

非製造業の

課長級

法定最低賃金

フィリピン シンガポール

371 1,230

452 2,325

1,070 4,268

236

668

タイ ベ トナム  マ レーシア

345 145

698

1,574

664

1,602

985ノ 日

342 944

1,966

2,330

4,672

ナ シ

418

787

976

113/m

(「 日経ビジネスー勝てるアジア最前線 )」 より)
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編集後記

去った 2月 、佐藤幸治さんが病没しました。会員の皆さんには葬儀その他いろいろとあ

りがとうございました。昨年の川原さんのご逝去に続いて 2年連続二人目ということにな

ります。昨年は坂口淳・綾さん兄妹のお母様も逝去されました。また、中村さんのメナ ド

トゥアのお義母様も亡くなられたようです。改めてご冥福を祈ります。

ご承知のとお り、北スラウェシ地方の医療環境はまだ低レベル状態です。急病患者でも

点滴その他必要な薬剤を購入してからでないと診てくれません。医療ミスはおそらく新聞

ネタにもなりません。北スラウェシに限らずインドネシア全般の医療の実状と思います。

会員諸兄には日頃の健康管理をぬかりなくお願いします。

今回は、拓殖大学の井上 治教授からご寄稿がありました。専門の研究者による立派な

レポー トです。井上先生、ありがとうございます。

電力問題 (停電)は、われわれ北スラウェシ在住者にとつて悩みの種です。慢性的な電

力不足は市民生活にも影響大ですが、企業にとつても深刻な問題だと思います。中村さん

から停電について懇切丁寧なレポー トをいただきました。中村さんの情報収集力にかかつ

たら、インドネシアの電力事情も自衛隊のイージス艦も丸裸にされそうです。次はどのよ

うなレポー トが出てくるか楽しみです。

しかし、インドネシア海軍がステルスミサイル艦を建造して、それが試運転中に炎上・

沈没とは。実にインドネシア的な話です。ティダアパアパ、気にしない気にしない。

過日、うちの長男の一郎をつれてリクパン経由タリセイ島まで行つてきました。 2年後

のリクパンータリセイ間カヌー帆走レース (北スラウェシカップ)の開催を企んでいて、

その下調べでした。主催は「サンギル地方伝統帆掛け舟保存会」 (会長 大貫周明)。 主に

中・高校生徒を対象に、伝統技術の継承と海事思想の普及を目的とする会です。毎年 5月

27日 を「サンギル海の記含日」として、何らかの企画を打ち出す予定です。 2016年
のリクバンータリセイ間帆走レースでは、一等賞豚の丸焼き 1頭、二等賞ランゴワンの新

米 1俵 (60キロ)、 二等賞マグロの頭 10個。賞品もレース実施要領も決定していますが、

肝心のカメーが4隻たりません。 3万円で 1艇出来上がります。会員の皆様、奮発 してカ

ヌーのオーナーになりません力籍 お問い合わせは実行委員長 。今泉 宏まで。会員以外の

方の参加も歓迎します。

表紙はいつものように羽根井さん。(前号は連絡の不手際により、編集部応急処置の表紙

でした)ビ トゥン市街地入り口にある健のモニュメントです。 (長崎)
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