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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成２８年４月２５日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局 東京工業大学・大学院社会理工学研究科 

（ふりがな）      きじま  きょういち 

職・氏 名 教授・木嶋 恭一              
 

1. 事 業 名 相手国（インドネシア）との共同研究  振興会対応機関（ DGHE ） 

2. 研 究 課 題 名  産業集積の価値共創：サービスシステム科学による分析と支援                

3. 全 採 用 期 間  

平成２５年４月１日 ～ 平成２８年３月３１日 （３年０ヶ月） 

4. 経 費 総 額  

（1）本事業により執行した研究経費総額  7,250,000  円 

初年度経費 2,500,000 円、 ２年度経費 2,500,000 円、 ３年度経費 2,250,000 円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額   0  円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

出口 弘 

市川 学 

小林 憲正 

東京工業大学・教授 

東京工業大学・助教 

東京工業大学・助教 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 バンドン工科大学ビジネスマネジメントスクール・教授・Putro Utomo Sarjono     

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Kuntoro Mangkusubroto  

Pri Hermawan 

Yos Sunitiyoso 

Santi Novani 

Manahan Siallagan 

Dhanan Sarwo Utomo 

Shimaditya Nuraeni  

バンドン工科大学ビジネスマネジメントスクール・教授 

バンドン工科大学ビジネスマネジメントスクール・講師 

バンドン工科大学ビジネスマネジメントスクール・講師 

バンドン工科大学ビジネスマネジメントスクール・チューター 

バンドン工科大学ビジネスマネジメントスクール・チューター 

バンドン工科大学ビジネスマネジメントスクール・リサーチアシスタント 

バンドン工科大学ビジネスマネジメントスクール・Junior Lecturer 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 （１）全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況 

 平成 25 年度研究実績概要 平成 26 年度研究実績概要 平成 27 年度研究実績概要 

年
度
目
的 

日本・インドネシア両国において

産業集積の事例調査を行い、現

実の理解を図るとともに、そのあ

るべき姿を価値共創モデルとし

て構築し、問題点（現実と理想の

ギャップ）を明らかにする。 

前年度の目標を継続発展させ

るとともに、10 月と 2 月に、我が

国においてワークショップを開

催して、互いの成果を共有し学

習する。インドネシアでワークシ

ョップを開き情報と成果の共有

を図り、今後につなげる。 

2 年間にわたる産業集積の事例調

査により、①現実の理解を図るととも

に、②そのあるべき姿を価値共創モ

デルとして構築し、③問題点（現実と

理想のギャップ）を明らかにして、④

その解決のための処方箋を描いてき

た。その研究をとりまとめ、体系化を

行う。 

実
施
状
況
と
成
果 

5 月：第 1 回日本－インドネシア

合同ミーティング 
○３年間の具体的研究交流計画

の策定○産業集積における価値

共創システムモデルの構築開始

○現地調査先に関する意見交

換と整合性の確認。 

4 月：木嶋が共同研究を継続し

た。 
あわせて、今後の共同研究に

関する方向性も検討。 

4 月〜9 月：自国内の産業集積に関

する現地調査を継続・実施。 
 ○日本側、インドネシア側研究者

がそれぞれ自国内の産業集積を現

地調査 

7 月：The 12th International 
Decision Sciences Institute 
Conference で研究内容を発

表。 

6 月〜9 月：インドネシア側はソ

ロとジョグジャカルタの観光局を

中心にサイトビジットを行い、問

題点の洗い出しとモデル構築

を行った。日本側は、諏訪産業

集積へのサイトビジットを実施。 

10 月：熊野古道へのサイトビジットお

よび最終成果とりまとめに向けた打

ち合わせ・ワークショップ 
○研究交流計画の実施状況を確認

した。○観光業を核とした産業集積

サービスシステムへのサイトビジット

に基づく価値共創システムモデルの

完成。 

9 月~10 月：自国内の産業集積

に関する現地調査を実施。 
○日本側、インドネシア側研究

者がそれぞれ自国内の産業集

積の現地調査を実施 

10 月：両国チーム合同で諏訪

産業集積をサイトビジットすると

ともに、現地で研究発表を行っ

た。あわせて、東京工業大学で

ワークショップを実施。 

11 月：日本側参加者が学会で研究

成果を平成発表。 

2 月：東京工業大学において、ワ

ークショップ（2 月 23 日）および

公開シンポジウム（サービス科学

シンポジウム）（2 月 24 日）を開

催。 
○ワークショップを開催し、情報

交換･相互学習を行い、活動成

果をとりまとめ。○それに基づ

き、公開シンポジウムを開催し、

本年度の成果を広く社会に発信

した。 

2 月：ワークショップ及び国際シ

ンポジウムで今年度の共同研

究の成果を発表。 

3 月 13 日：東京工業大学において、

最終成果報告会を開催。 
 ○本事業の成果を広く社会に発信

するために公開シンポジウムの形で

最終成果報告会を開催した。 

3 月：第 1 回インドネシア－日本

合同ミーティングおよび合同現

地調査をインドネシアで実施。 
○バンドン、ジャカルタ、ソロの産

業集積等を合同調査し、産業集

積に係る様々なステークホルダ

ーとそれぞれの特質を解明。 

3 月：ジョグジャカルタ、ソロの観

光局を訪問しワークショップを

行い、具体的な提言まで行っ

た。あわせて、バンドン工科大

学で最終年度へ向けた共同研

究計画の詳細を確定した。 

3 月 22 日：インドネシアで最終成果

報告会を開催（インドネシア工科大

学ジャカルタキャンパス、およびバン

ドンキャンパス）。 

 

 



     

 - 3 - 

 （２）主たる研究成果 

（1）平成 25 年 7 月にインドネシアで開催された The 12th International Decision Sciences Institute Conference

で以下の論文を発表。 

Santi Novani, Kyoichi Kijima, ”Engaging Customers' Experience Through C2C Interaction in Value Co-Creation 

Process: Agent Based Simulation”, The 2013 International DSI and Asia Pacific DSI Conference (IDSI), Bali, 10 - 13 

July 2013.  

（2） 平成 26 年 2 月 23 日に東京工業大学において開催したワークショップで Utomo 教授が以下の研究成果

を発表。 

Putro Utomo Sarjono, ”Implementation of ICT to monitor and verify the delivery of government services in Indonesia: 

LAPOR! As Vessels of Public Participation for Society”, 2014 

（3） 平成 27 年 2 月 28 日に東京工業大学において開催したワークショップで Utomo 教授が以下の研究成果

を発表。 

Putro Utomo Sarjono, “Smart Systems Design for Bandung City, Indonesia”, 2015 

（4） 平成 28 年 3 月 13 日に東京工業大学において開催した国際シンポジウムで Utomo 教授が以下の研究成

果を発表。 

Utomo Sarjono, “Systems Science for Complex Policymaking: A Study of Indonesia”, 2016 

（5）研究成果をとりまとめ Springer から書籍として出版 

System Science for Complex Policy Making: A Study of Indonesia (Ed. Kuntoro Mangkusubroto and Putro Utomo 

Sarjono), Springer, 2016 
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7．派遣・受入実績 

 （１）全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

木嶋恭一 
 
 
木嶋恭一 
出口 弘 

H25.7.11 〜 H25.7.12 
 
 
H26.3.24 〜 H26.3.31 
H26.3.24 〜 H26.3.30 

The 12th International Decision 
Sciences Institute Conference
（研究発表）・インドネシア 
バンドン工科大学他・インドネシア 

同上 

木嶋恭一 

木嶋恭一 
出口 弘 

H26.4.1 〜 H26. 4.18 

H27.3.6 〜 H27. 3.11 
同上 

バンドン工科大学他・インドネシア 

バンドン工科大学他・インドネシア 

同上 

木嶋恭一 
出口 弘 

H28.3.22 〜 H28. 3.27 
同上 
 

バンドン工科大学他・インドネシア 

同上 
 

計  8 名（延べ人数） 計 53 日 

 

 （２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

＊Utomo Sarjono Putro 
＊Pri Hermawan 
＊Yos Sunitiyoso 
＊Utomo Sarjono Putro  
＊Dhanan Sarwo Utomo 
＊Santi Novani 

H25.5.5 〜 H25.5.11 
同上 
同上 

H26.2.18 〜 H26.2.25 
同上 
同上 

東京工業大学 
同上 
同上 

東京工業大学 
同上 
同上 

＊Putro Utomo Sarjono 
＊Santi Novani 
＊Pri Hermawan  
＊Manahan Siallagan 
＊Putro Utomo Sarjono 
＊Santi Novani, 
＊Pri Hermawan,  

H26.10.12 〜 H26.10.18 
同上 
同上 

H26.10.12 〜 H26.10.19 
H27.2.26 〜 H27.3.2 

同上 
同上 

東京工業大学・諏訪産業集積 
同上 
同上 
同上 

東京工業大学 
同上 
同上 

＊Putro Utomo Sarjono 
＊Santi Novani 
＊Pri Hermawan 
＊Shimaditya Nuraeni 
＊Putro Utomo Sarjono 
＊Santi Novani 
＊Pri Hermawan 
＊Manahan Siallagan 

H27.10.25 〜 H26.10.30 
同上 
同上 
同上 

H28.3.11 〜 H28.3.17 
同上 
同上 
同上 

東京工業大学・熊野産業集積 
同上 
同上 
同上 

東京工業大学 
同上 
同上 
同上 

 計  21 名（延べ人数） 計 144 日 


