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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)。

つ ４

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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(出 所)『 南洋航路案内』(南 洋海運株式会社)昭 和
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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
重 量 (t)

―等

一 等

一 等
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A級

B級

浄費績 (ジ ョホール)丸

2人

31人

26人

8,772t

名 古屋 丸

2人
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26ノ k
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船名

二等

二等

二

等
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くらい ど丸
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江 りい 丸
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8,746t

マ カ ッサ 丸
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18
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36ン ヽ
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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

まどらす丸
(出 所)『 南洋航路案内』 (南 洋海運株式会社)昭 和 10年 。

7,873t
6,165t

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。
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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
2日 、石原産業海運 が南洋海運株式会

海運 に売却。 1935年 (昭 和 10年 )9月
社 に売 却 。 1944年 (昭 和 19年 )1月
STURGEON(SS‐ 187)の 雷撃 によ り沈没。

11日 、豊 後 水 道 で米 軍 潜 水 艦

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
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10年 )7月 6日 、南洋海運株式会社

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 ヽ滋 00(SS‐ 2381の 雷撃に より沈没。
⑪ びるま丸

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。
1917年

(大 正

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

「ここは何かいいおみやげある?」 があります。
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、
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 )

「トラジヤコーヒー」をオススメしています。
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

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

００

「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
当時の大木氏の手帳にはこう書 いてあります。
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 。
・ジヤヤ 社 としました。名前 の 由来 は「TOmヽJYA ARABICA COFFEE」 の 頭 の
現地 法 人 の 社 名 は トアル コ
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。
・鰹節・餌用ムロアジですね。
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
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

:

以上

ｎ Ｊ

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 ｕ

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

中村

高太郎

イン ドネシア海軍は、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
したが、なん と、就役約 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
と消えて しまいま した。

KRI Klewang 625(wikipediaよ り)
それ {ま 、KRI Klewang 625

炎上 する KR1 625(イ ンターネ ッ トよ り)

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)
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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

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

巨離が

140kmあ

ります。

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

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

'F常

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

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。

14

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。

ポンプジェッ ト推進機 (3機 )

はやぶさ型 しらたか

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 )
・ 12.7mm単 装機銃

麟

M2 2機

1機

ライセンス国産

ライセンス国産

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
同 じような性能 となると思われます。
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C‑705と

■ 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。

北 スラウェシ 日本 人 会

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

新 Webサ イ ト
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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
月 日等がそのまま

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

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
等

FaceBookや ツイ ッタ ー

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。

lθ

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。

「自分 は IDと パス ワ ー ドをも ら つて
※イ ンタ ーネ ッ トにアクセスで きる日本 人会会員の方で、
いない 」 という方がいらつ しゃいま したら、 日本 人会の
よ りご連 絡 ください。確認後

Webサ イ トのお 問 い合わせ フォーム

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
は持つてお りま した。本当に

K「

KI「

P

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

・・ 。これも、
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 。
)
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。

「おばあさんが亡 くな つた事は今は話さな いでおこう」と、
私が、20時 過ぎに帰ってか らは、
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
￨￨‐ ジャカソ
にかか りました。色 々な経路 (福 岡―
レタ‐
マナ ドで機内泊 )に なつて しまいま
韓国仁り

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。
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
(と 言いますか、ボ トリ

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と は Ba‖ Suc

BMD艦 とな りま した。

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

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
る

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 。
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
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

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、
サイルの迎撃 は可能です。
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

ヽ
ワイ沖 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

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、

ことです 。なお レーダ の最大能力 は

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。
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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
の命 中率も

SM‑3

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

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
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

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 ヽン ドという周波数帯を使用 します。
あきづきの時は Cノ ヽ
ン 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 :!

ヽ
つ
￨ン

30

■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
Utara′ Tengah′

PLNは 、PLN Sulutteng9oと いい、これ は、Wilayah Sulawesi

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)
Pembangkit ust‖

k Tenaga Air(PLTA)

内燃 (デ ィーゼル )発 電
水力発電

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bunni(PLTPB)

地熱発 電

Pembangkt ust‖ k

火力発電所 (石 炭スチ ーム )

Tenaga Uap(PLTU)

θl

Pembangkit Listrik Tenaga Gas―

Uap(PLTGU)

火力発電所

PembangИ t Ustttk Tenaga Surya(PLTS)

太陽光発電

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN)

原子力発電

まず

(コ

ンバ イ ン ドサイクル )

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
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

MW(メ ガワッ ト

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)

3イ

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。
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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
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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(日 本です

●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)

は 6月 まで に事態を収東 させる としていま した。

どうなつているで しよう。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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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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L311■ い● 樹コ14● コ

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 ・・・

●Ｉ⁚

′ ■

′

￨

●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
「AVR(STRVOL等 と呼ばれ る)」 を用意 してそれ に
なる可能性があ ります )の を防 ぐため 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
ますが、イ ン ドネ シアの機器 を つ な ぐ場合
ただ し、AVRに

Wで 記載 されている ときがあ り

VA=Wと 考 えても概ね Okで す。

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
例えば、1000VA(ま たは

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、

1000W)の AVRは 、220Vで 5A弱 程度 (220V X 4.6A=1000VA)

1000Wで も

100Vな の で同 じ
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

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

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
力側 に

110V出 力を利用 するのではな く、例え ば 1500VAの AVRの 220V出

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
この 機種 で は

UPSの 例
一 般 家庭 の PCの 無 停 電化 に は

例

110V出 力 も あ る

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
ル トの娘 婿だ つた と言う事で色 々な噂が 絶えませ
与 してたかも しれな いという噂や またスノヽ
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。
異鼻 量i:
馨穏電竃軍ζ型亀曇巽11、 まア 覗 冒 lttLttπ 」 貢 ζ 315曾
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
便、あ るい は ビ
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'霊
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

『
縫

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。
ヘ
また、ビ トゥン港にはペ ル ニ社 の客船 だけでな く、サ ン ル諸 島、マ ルク諸 島な どを
い
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 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 。
ベ
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 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。
パ ンは、沖合
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
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。

ｒｕ

′■

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
航路

(総 トン数

2,600ト ン,乗 客定員 595名 1999年 進水)

A

Bttung Shu Tahuntt Marore̲Lllung 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 ■)rnate̲BLung
航路

C

B■・lng̲Gorontalo

Ъ glan 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 balo̲Bha Lcmbar̲BenoaCaD

ベ ノアで折 り返 し往 路 を逆 に

た どって Bltungま で。
③

TATAMAILAU号 (総

Bitung Morotttorong F」 晨よ̲Kimana
メラ ウケ (パ プア)で 折 り返 しビ トゥンヘ。
④

⑤

1995年 進水 )
■m■ a Agats Merauke

トン数 6,000ト ン、乗客定員 1,510名

DOROLONDA号

(総

Nab急 Lserd」

ayapura

2000年 進水
Surabaya BaLkpapan Pantoloaコ ̲IBLung Tern,te」 orOn Manokwan̲

SINABUNG号 (総

トン数 14,6∞ トン, 乗客定員 2,846名

)

ジャヤ プ ラで折 り返 しス ラバ ヤヘ 。

トン数 14600ト ン 乗 客定員 2,520 1997年 進水)

Surabaya Makassar Baubau̲」 BanggttitungL」 Ternate̲̲Soron Mnnokw

47

ari̲Biak Serul̲Jayapura
⑥

LAMBELU号

ジャヤプラで折 り返 しス ラバヤヘ

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
(総

トン数 14,600ト ン 乗客定員 2,513名

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 )

(総 トン数 2,600 乗客定員 1,590名 1995年 進水
Bitung GoЮ ntalo hwuk Kolonedal̲Ken晨疸 Raha̲Baubau Makassar
」 abuan b巧 O Bhn Lembar BelloaCalin ベ ノアで折 り返 し往路 を逆 に

⑦ IIILONGKABILA｀ 号

)

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)

nLMorotal Sorong Fakfak̲Kaimana Timiktt Agats Merauke
B抽 】
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 Bitung̲Ternate Soron」 Яnokwari

N出むe Sem雌 」ayapura
⑩

ジャヤプラで折 り返 しス ラバヤヘ。

SINABIJNG号 (総 トン数 1461Xlト ン 乗客定員 2,520名 1997年 進水)
Surabaya Makassar Baubau Banggai̲BttunLTerllate̲Soron̲Mnnokw
ari BIak Serui̲」 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 anLTttungpeJbkOakartab̲」 い
・rabaya Makassar Baubau̲」 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

13t claSS

Economv

2nd ciass

161,000

90,000

Tahulla

299,000

117,000

Miangas

605,000

248,000

368,500

304,000

117,000

Gorontalo

なし

Kend面
Baubau

1,144,500

986,000

370,000

1,366,500

1,117,000

411,000

Makassar

1,479,500

1,209,000

428,000

2,154500

1,768,500

615,000

546,000

449,000

186,000

Sorong

1,128,000

922,000

365,000

Timika
Merauke

1,629,000

1,380,500

469,000

2,263,500

1,847,000

645,000

Bellloa

Morotai

Temate
SoЮ ng

526,000

342,000

180,000

1,128,000

922,000

365,000

Ⅳ【
劉∝止wan

1,44■ 000

1,182,500

435,000

Biak

1,633,000

1,334α)0

490,000

」ayapula

1,839,剛

1,501,500

527,剛

841,500

68■ 000

278,000

1,536,000

1,255,000

442,000

Ambon
Makassar
Sulabaya

2,045,000

1,669,500

544,000

Jakarta

2,530,000

2,054,500

719,000

KIJ・ ng

2,398,000

2,446,000

850,000

船

名

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)
目的地

乗 客運 賃

バイク

49

商・ 乗 用 車

トラ ック

Me10nmno(タ ラク → 1に 000

24■ 000

1,3貿 looo

nhate

91,00o

29■ olp0

u

66卿

1,9贅 1000
798,(Xx)

l,o、̲Ooo
981,00o

Lhma(サ ンヘル)

98,000

1観 000
225,00o

Pananaru

鴫 000

181,00o

随

2oo■ o00
■274o∞
1,Ы x1000
l,8■ 1000
l,581,Ooo

鐘 費は いずれ も 2014年 6月 現わ

′
′Z,1● ο E

△

ん

も

931■ ―
‐――
′

ｎｕ
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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。

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。

(日 経ビジネス「勝てるアジア最前線」から

アジア基本情報

)

バ ングラデシュ
バ ン グラデ シュ人民共和国

国名

Md.ア プ ロ ゥル・ ハ ミ ド

国家元首

1億 5004万

人口

大統 領

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
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

宗教

年 国勢調」
面積
時差

14.4万 平方 キ ロ (日 本 の約 4割
(日 本 との差 、以下同) ‑3時 間

)

ブルネイ
グル サ ラーム 国

国名

ブル ネイ

国家元首

ハ サナル・ ボル キア国王 (第

人口

39.9万 人

民族

マ レー 系

言語

マ レー 語 (英 語は広 く通 じる)

宗教

イ ス ラム教

面積
時差
通貨

29代 スル タン)

(2012年 6月 )

65.7%

67%

中華系

仏教

10̲9%

そ の他

234%

13%

5,765平 方 キ ロ (二 重県 と同等
‑1時 間
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
‑2時 間

時差

(日

本 の約半分)

53

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

人口

12億

シン首相 )

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
時差
通貨

328万
‑3時

7000平 方 キ ロ

(パ キス タンや 中国 との係 争地 を含 む )

間半

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

人口

2億

2014年 まで )

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 )

ー2時 間、 メナ ドー 1時 間、 ジ ャヤ プラ 0時 間

時差

ジ ャカル タ

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

人口

637万 6千 人

ラオ族 (全 人 口の 半数 )を 含 む 49民 族

宗教

仏教

時差
通貨

24万
‑2時

オ ス人民革命党書記長 )

(2012年 )

民族

面積

(ラ

平方 キ ロ (本 州 と四 国をあ わせ た 面積 に近 い)
間

キー プ (LAKD

5イ

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

面積
時差

33万
‑2時

平方 キ ロ

本 の約 0.9倍 )

間

(MYR)

リンギ

通貨

(日

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

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

時差

68万 平方 キ ロ

‑2.5時

(日

本 の約 1.8倍 )

間

チャッ ト

通貨

5年 )

(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

ヽ口
ン

5年 )

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

面積
時差
通貨

29万
‑1時

(83%)、

9400平 方 キ ロ

そ の他 の キ リス ト教 (10%)、 イ ス ラム教 (5%)

(日

本 の 8割 )。 7,109の 島 で形 成。

間

ペ ソ (PHP)

55

(6%)他

シ ンガ ポ ー ル

国名
国家元首

シンガポール 共和国
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
時差
通貨

710平
‑1時

方キ ロ (東 京

23区 とほぼ同 じ)

間

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

面積
時差
通貨

51万 4千 平方 キ ロ
‑2時 間

(日

(5%)

本 の約 1.4倍 )

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
時差
通貨

32万 9千 平方 キ ロ
‑2時 間
ドン

(九 州 を除 い た 日本 の 面積 と同 じ

(VND)

56

ア ジ ア 10カ 国 、 労働 者 の 月 額 賃 金
バ ングラデシュ

職種
一般 工職
(ワ

(USド ル 換 算 2012年 現在 )

イン ド

イン ドネシア
239

74

ラオス

ミャンマー

132

ー カー )

641

433

336

138

1,395

lρ 57

410

433

304

562

423

321

236

747

1,442
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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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