
 1

拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学： 広島大学 

（インドネシア）拠点大学： スラバヤ工科大学 

 
２．交流分野・研究テーマ 

（和文）：海上輸送の総合的研究                  
（英文）：Study on the Marine Transportation Engineering  
研究交流課題に係るホームページ：ttp://home.hiroshima-u.ac.jp/yhigo/JSPS/index2.html  
 
３．交流開始年度 
    １９９７年度（10年度目） 
４．実施組織 
日本側実施組織      

拠点大学： 広島大学 
実施組織代表者： 大学院工学研究科長 山根 八洲男 
コーディネーター： 小瀬 邦治 

協力大学： 北海道大学、東京大学、横浜国立大学、大阪大学、 
九州大学、東京海洋大学、神戸大学、近畿大学 

事務組織： 業務委託契約担当： 財務部・外部資金契約グループ 
経理担当：財務部・外部資金契約グループ 
事務一般：大学院工学研究科・社会環境システム専攻 

・教育研究活動支援グループ 
 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。）  

拠点大学： （英文） Institute of Technology Surabaya  
（和文） スラバヤ工科大学 

実施組織代表者： （英文） Soegiono 

コーディネーター： （英文） Soegiono 

協力大学： （英文） Institute Technology Bandung (ITB) 
 University of Hasanuddin (UNHAS) 
 UPN “Veteran” Jakarta 
 University of Darma Persada (UNSADA) 
 Bogor Agricultural University (IPB) 
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（和文） バンドン工科大学（ITB） 

ハサヌディン大学（UNHAS） 
UPNベテラン大学 
ダルマペルサダ大学（UNSADA） 
ボゴール農業大学（IPB） 
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５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
本事業における基本的な考え方は、インドネシアを中心としたアジアの海上輸送を対象

に、適切な課題を採り上げ、現地の研究者を中心とし、それに日本の研究者が参加する形

で研究し、現地の開発、研究に資すると共に、日本の研究者が現地の事情を理解し､次世代

の輸送システムの発展に役立てることを目標とすることと当初からしている。 

本事業の主要な活動は採り上げた課題について組織されるグループの共同研究であるが、

その他に、各年度に個別の研究グループメンバーを派遣した際に実施される個別協議、日

本に各国研究者を招聘して行う連絡協議会、情報交換と成果の発表の場としてのセミナー

を毎年開催し、人物・研究交流を推進してきた。この際、本交流プログラムは双方が関心

を持つテーマについて、夫々の責任で研究を実施し、その結果として必要になる交流を支

援するものであり、現地での必要性が高く、双方の熱意の下で、研究の条件が整っており、

研究の進展がある所に重点を置いて運営することにしている。 

海上輸送は離れた諸国間を結ぶ機能であり、とりわけ、今日ではアジア域内輸送の問題

に着目する必要があり、また、アジアの諸国間で問題がほとんど共通していることから、

タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンの主要大学の研究者の参加を求め､これらの地域

の共同研究を推進する。 

最近では以下の５つの基本領域を対象にして研究テーマを設定しているが､本年度もこ

の方針を継承し、最終年度であるから原則として新たな課題は採り上げない。 

(1) アジア、インドネシア、特定地域とレベルに応じた海上輸送ネットワークの計画と評価、

及び、地域の事情を反映した港湾、船舶、あるいは港湾・船舶システムの概念計画と設

計 

(2) 海上輸送に関する安全性と環境保全に関する研究 

(3) アジア諸国とインドネシアにおける海事産業と技術の調査研究 

(4) 海上輸送システム開発における基礎的要素的手法の研究 

(5) 輸送周辺技術の研究 

 これらの分野からテーマを提案していただき、採りあげているが、最近では研究グルー

プも定着した感があり、具体的にはピックスは以下の５つとなっている。 

① アジアにおける河川輸送システムの開発 

② ネットワーク解析によるアジアの海上輸送の開発研究 

③ インドネシア海域における波浪データの集積と船舶の安全性に関する研究 

④ 海事産業と技術の振興策に関する研究 

⑤ インドネシアにおける海難事故実態調査および救難・サルベージ・修繕計画立案システ

ムに関する研究 

本事業は10年間とされており、本年度は最終年目に当たる。最終年度としては今まで成

果を纏め、学術的、あるいは現実の問題解決に役立つような提言や提案を可能な限り取り
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纏め、セミナーで公表することにする。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

本事業の交流スタイルは、主に日本人研究者を年間 30 名規模でインドネシアを中心とす

るアジア諸国に派遣して、現地の輸送事情を知り､現地研究者と共に研究活動を進める形を

主にしているから、日本の研究者にはアジアの現場の技術を知る機会となり、現地の研究

者には日本の研究者の指導を得ながら自分達の直面した課題について取り組む機会を提供

している｡この意味で現地におけるグループ別研究会が主要な活動である｡ 

また、毎年、海上輸送工学に関するセミナーを開催し、アジア各国の主要研究メンバー

を招聘して、お互いの成果を公表しつつ、全体の繋がりを図りながら、個別の議論を深め

る機会を提供している｡これらを通じて、研究者相互が互いの立場を理解し、全体との繋が

りを持って自分達の直面している問題を理解することを促している｡インドネシアやアジ

ア諸国の大学では学会組織も未成熟で、研究者同士が横のつながりをもって共同の研究を

行うことも稀であったが、本事業を通じて、大学間の意思疎通も拡大し、学会を組織する

必要性の認識も始まっている｡更に､特にインドネシアの場合、アジア諸国の大学メンバー

と共同し、課題の共通性を理解するとともに､自らの取組みの姿勢にある甘えを認識する機

会となり、２国間交流では得られない経験を提供している｡ 

本事業の対象は海上輸送という一種の社会インフラに関する研究であるから、総合的な

視点からアジアの海上輸送について問題分析を行い、学術的な成果と共に、現実の改善の

ための提言を行ってきた。この努力は各国研究者のみならず､行政担当者から共感を得られ、

それぞれの国の反省と新たな施策作りのための動きとなってきている。 

当初、インドネシア等で頻繁に発生していた転覆等の重要海難の防止のために、ＪＩＣ

Ａ等に協力して３回にわたり、ジャカルタで船舶の復原性、海象、安全規則や安全運航に

関するセミナーで、インドネシアの海上安全に関する啓蒙活動に参加した。また、本事業

の海事産業分析の成果が過去のインドネシア海事産業振興策の問題点を浮き彫りにし、海

運振興策を提言した。インドネシア海運総局から海運の現状分析と今後の振興策の検討要

請がジャイカに対してなされ、ジャイカによるマスタープラン作りが行なわれた｡残念なが

ら、このジャイカによる開発調査に本事業のメンバーの参加は実現できなかったが、基本

的な学術的分析から始まり､現実的な産業･技術振興が検討されるという形が最も援助が生

きる形になると理解している｡ 

１６年度にはジャカルタで応用科学技術評価庁と協力して河川輸送に関するセミナーを

開催した。これにはインドネシアの鉱物資源の輸送に関心を持つ海運総局、地方政府関係

者や業界人が幅広く参加されたが、その後、同国の資源開発の現場で本セミナーの成果が

参考にされ、例えば最近、西カリマンタンのアルミ資源開発に際しては本研究グループに

対して開発方策の打診がなされており、同国の輸送開発に大きな影響を与えつつある。ま

た、ベトナムの運輸省内水路輸送局の総局長に訪問を要請され、１７年度には同国で河川
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輸送に関するセミナーを開催した。また、中国の経済発展に伴い、その物流が南下しつつ

あり、メコン川の河川輸送についてタイのチュラロンコン大学やチェンマイ大学との共同

調査が始まっている。 

また、その国の人たちが自分達の国の未来を自ら担うには基幹と成る研究機関の確立と

力量の向上が必要で、共同研究を通じて現地の研究機関のレベルアップを目指し、日本の

研究者との連携を図っている。アジアでも有数の流体研究施設であるインドネシア応用科

学技術評価庁（BPPT）流体研究所（LHI）所有の実験設備が初めて稼動し始めている。具体

的には、現地研究者が日本の研究者の協力の下で、自身の頭脳と身体を使用して独自の実

験を行うに至り、平成 13 年度、インドネシアでは初めてのフェリーの転覆実験が現地研究

者の手で行われ、インドネシアの船舶安全性に関する初の成果を得た。また、アジアの河

川輸送に適した方式として、本事業の研究からプッシャーバージシステム（タグボートが

鉱石、穀物等を積んだバージを押して運ぶ方式）を提案し、その実現化に向けての実験も、

１５年度以降、プッシャーバージの基本計画を行い、その模型を制作し、インドネシアで

初めて自由航走操縦性試験が実施可能になり、船の進路安定性を水槽試験で把握可能にな

つている。インドネシア以外でも、マレーシア工科大学の海洋水槽建設計画、ハノイ工科

大学の流体工学関係の新施設計画、ベトナム海事大学の造船学科整備計画等、多様な教育

研究施設整備の相談が本事業のメンバーに寄せられており、地についた施設整備計画が始

まりつつあり、本事業のような長期の交流計画の役割の一つと理解される｡ 

また、輸送ネットワーク研究では開発した解析ソフトを各国の機関に提供して、利用の

指導もしているから、それぞれの機関で輸送の企画のために利用される条件が整い始めて

いる｡このソフト開発のある部分は本事業で招聘されたインドネシア人研究者の担当で、現

在、こうしたソフトウエアが海上技術安全研究所に新しく設置された物流研究センターの

基礎となり、日本の国内海運の再編成に活用される趨勢にある｡アジア研究の過程で開発さ

れた技術が日本の産業活性化のために活用されるという例である｡また、タイのチュラロン

コン大学は National Reaearch Council of Thailand に津波被害を被ったタイ南部の港湾

等の再開発に関する研究を申請し、一度は採択された段階に至り、本研究の日本メンバー

の参加、協力が強く要請されている。また、フィリピンでもアロヨ大統領の推進するフィ

リピン全国海陸輸送ネットワーク計画のために本研究の成果の利用が検討されている。 

総論的に言うと、沢山の分野でこのような成果が獲得されつつある｡アジア諸国で新しい

海上輸送システム開発の試みが検討されるときに、この事業メンバーに相談があるという

最近の事例は、本事業が永年の努力により各国に定着し、活用され始めた証左である｡ 

ここで、少し具体的に最近の共同研究の成果を報告する 

① アジアにおける河川輸送システムの開発 

 河川輸送は重要な輸送手段で、アジアは特にこの潜在的な利用の可能性が大きい。しか

し、在来船による輸送が主で、整備が遅れており、座礁事故が頻発している｡本研究では曳

航型ではなく、プッシャーバージ型、しかも、バージを多連結するマルチバージ方式が適
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しているとの成果を得て、浅水域で、湾曲や傾斜のある複雑な制限水路における船舶の運

航指針を確立するために、日本で拘束方式、インドネシアで自由航走方式の操縦性試験を

実施して、性能推定法を明確にしつつある。 

 これらの成果を公開し、さらに積極的な開発ニーズの発掘や経験の集約を図るためにイ

ンドネシア応用科学技術評価庁に主催いただく形で河川輸送セミナーを開催し、各国から

参加と今後の積極的な貢献の機運を作ることに成功した。また、ベトナムのメコン水域の

河川輸送を中心にホーチミンでのセミナーも開催した。今後、各水域の特性を活かしなが

ら、多様な河川輸送の開発の基礎的検討を推進する必要がある。 

② ネットワーク解析によるアジアの海上輸送の開発研究 

 本研究は輸送を港湾や船舶から成り立つネットワークの機能と捉える立場から、その解

析やシミュレーションを通じて最適な港湾や船舶の計画を行う手法を開発し、インドネシ

アを始めとする東南アジアの海上輸送システムの整備計画に役立てることを目的としてい

る。当初からのネットワーク解析法の成果を受け、平成 14 年度からは a)海上輸送ネットワ

ークに関する研究、b)マルチモーダル輸送ネットワークに関する研究を実施した。 

海上輸送ネットワークについては、「インドネシアにおける海上輸送ネットワーク最適設

計」に関する研究がインドネシア科学技術応用評価庁(BPPT)主導のもとに実施され、コン

テナ船の最適航路を分析するための数理モデルを改良し、BPPT によって集計された OD デー

タに適用した。また、「東アジア地域全体の海上輸送ネットワーク研究」が、インドネシア

とフィリピンの研究者によって実施され、さらにメコンにおける河川輸送の問題にも検討

が進んである。マルチモーダル輸送ネットワークに関しては「インドネシアにおけるマル

チモーダル輸送ネットワーク」研究や「タイ南部における水上輸送ネットワーク開発」に

焦点が当てられ、海陸の輸送を考慮したネットワーク解析の課題や問題点が明らかにされ

つつある。各国の実情に応じた輸送ネットワークのコンセプトが明確になり、開発の方向

付けが出来れば本研究は目的を達成することになる。 

③ インドネシア海域における波浪データの集積と船舶の安全性に関する研究 

 本研究はインドネシア海域における船舶の安全性を高めるために、インドネシア海域に

おける波浪データを収集、解析し、このデータを基に波浪中における船舶の安全規則制定

を目的とする。本年度は関係者の共通の基礎の向上の為に 8 月には不規則波中における船

体運動推定法，インドネシア海域における波浪データの収集・解析法および LHI 水槽にお

ける耐航性の推定に関する実験法講義を行い、インドネシア応用科学技術評価庁（BPPT）

流体研究所（LHI）における模型試験法の確立を進めている。16 年の 10 月には広島で本年

度の研究成果を検討し、17 年度は研究成果を取りまとめて、提言づくりを準備した。 

④ 海事産業と技術の振興策に関する研究 

  本研究課題では、学術的観点からインドネシア造船産業の振興策を検討することと一

般的に産業振興のための技術移転の方法論について検討することを主目的にしている。既

に、産業の競争力と関わる項目は、Technoware, Humanware, Inforware, Orgaware という

４つのファクターに分けて考えることができ、インドネシアでは Humanware と Orgaware が

国際競争力に大きな影響を持つと分かったから、この成果をより具体化することを目的に、

インドネシア造船産業について造船技術者の業務の定型化を行い、それに基づき技術者の
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業務分析と、各種業務に要する時間を定量的に把握した。これにより、Humanware の相違を

具体的に議論するための基礎データを得た。また、組立産業の技術移転手法に関する研究

として、成功例を題材に、Technoware, Humanware, Inforware, Orgaware を分類し、それ

らの技術移転の順序と効果を経営工学的手法によって分析して、Humanware および 

Orgaware の効果が大きいことを把握した。これらの成果は技術移転論の教科書作りにも取

り入れられつつある。 

⑤ インドネシアにおける海難事故実態調査および救難・サルベージ・修繕計画立案シス

テムに関する研究 

16 年度はインドネシアでの船舶の運航安全性状態／機器類の保守・保全状態の現状調査

分析、インドネシアの船舶運航の現状に対応した安全性向上のための改善策の検討と提案

を行った。具体的には、船体構造／機器類／安全装備等の現状およびパイロット／船主等

の安全運航に対する意識の現状を調査し、改善策を提案した。また、造船所の溶接施工・

工程管理，施工環境の現状調査、および船員の安全運航に関する教育訓練の在り方と機器

類の保守・保全法の改善に関しては、現状を調査分析して改善策を提案した。また、17 年

度にはインドネシアにおける海難事故実態調査および救難・サルベージ・修繕計画立案シ

ステムに関する研究に取り組み、船体構造、機器類、安全装置等のハード面、安全運航に

対する意識に対する改善案を提案すると共に、海難事故実態調査を通じて、救難・サルベ

ージ・修繕の統合計画立案システムを提案した。 

 以上が平成 17 年度までの研究成果の概要である。本事業では出来るだけ現地の研究者等

による研究を促し、インドネシアを中心としたアジアの海上輸送に関わる問題点を出来る

だけ広汎に検討し、可能な限り具体的な改善策の提言まで行うという形で実施し、多くの

分野で纏めも行われつつある。本年度はこれらを可能な限り、学術的成果とともに、実務

的な提言の形にまで取り纏め、関係各界に普及する必要がある。 

 

７．平成 18 年度の研究交流目標 

 平成 18 年度は本事業の最終年度とされているから、昨年度においてもこの点に注意して

成果の取り纏めを行うように要請してきた。本年度はこの方針の通りに研究交流目標を設

定する。 

具体的には、インドネシアを中心としたアジアの海上輸送を対象に、適切な課題を採り

上げ、現地の研究者を中心とし、それに日本の研究者が参加する形で研究し、現地の開発、

研究に資すると共に、日本の研究者が現地の事情を理解し､次世代の輸送システムの発展に

役立てることを目標とするという基本方針は当然維持する。また、本事業の主要な活動は

採り上げた課題について組織されるグループの共同研究とし、本年度は最終年度であるか

ら従前のテーマをそのままとしたい。 

例年は個別の研究グループメンバーを派遣した際に実施される個別協議、日本に各国研

究者を招聘して行う連絡協議会、情報交換と成果の発表の場としてのセミナーを毎年開催

し、人物・研究交流を推進してきたが、本年度は成果の取り纏めと普及の場としてジャカ
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ルタと日本でシンポジウム、セミナーを開催し、これを中心に据えることにした。 

海上輸送は離れた諸国間を結ぶ機能であり、とりわけ、今日ではアジア域内輸送の問題

に着目する必要があり、また、アジアの諸国間で問題がほとんど共通していることから、

タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンの主要大学の研究者の参加を求め､これらの地域

の共同研究を推進するとし、部分的にアジア事業として運営してきたが、ジャカルタと日

本でシンポジウム、セミナーに参加を求め、今後のアジアでの共同研究を推進するための

話し合いを行いたい。特にインドネシアのジャカルタにおけるセミナーでは、グループ毎

にテーマに関心をもたれる各界の人を招聘して、検討成果に関して議論する場を設け、成

果の普及の可能性を検討したい。  

各グループの活動については、昨年度から既に新規のテーマは認めておらず、取り纏め

の方向で運用しているから、本年度は徹底して学術的な成果としてり取り纏めと同時に、

産官学の各界に対する提言を含めた検討を行うことにする。また、継続すべき課題につい

ては可能なところから、新しい事業提案の形に取り纏め、申請の手続きを取ることにした

い。とくに、インドネシア応用科学技術評価庁は本拠点校事業を新しくアジアコアプログ

ラムに発展させる強い希望を有しているので、本年度の活動を通じて次期事業の提案に結

実させたい。 

 

８．平成 18 年度の交流事業の概要 

８－１ 共同研究 

 既に研究交流目標の項で述べたとおり、本年度は 10 年間の事業の最終年度として、成

果の取り纏めと普及に努めることにする。その為に、本年度の具体的なグループ研究の課

題は昨年と同様に以下の５つである。 

① アジアにおける河川輸送システムの開発 

② ネットワーク解析によるアジアの海上輸送の開発研究 

③ インドネシア海域における波浪データの集積と船舶の安全性に関する

研究 

④ 海事産業と技術の振興策に関する研究 

⑤ インドネシアにおける海難事故実態調査および救難・サルベージ・修

繕計画立案システムに関する研究 

各テーマの具体的内容については、後にテーマ毎に述べる。 

 

８－２ セミナー 

 本年度はジャカルタで 10 年間の成果をまとめ、普及するためのシンポジウムを開催する

とともに、日本で例年通りにセミナーを開催し、10 年間のアジア研究の成果を日本の研究

者や実務家たちに報告したい。 

 ジャカルタでのシンポジウムは現地の輸送問題の研究を中心に運営してきたのであるか
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ら、その成果を現地に報告し、還元するという意味を持ち、既に何度かのジャカルタでの

セミナーが現地の産官学の人たちに指針を与える役目を果たしてきたように、全体として

本事業の成果を各界に報告する機会としたい。このシンポジウムでは可能なら２日目にグ

ループ毎に分科会を開催し、夫々のグループの検討成果について、現地の人たちと直接に

討論し、率直な意見の交換で今後の普及への道筋を探る機会としたい。 

 また、本事業は本来は日本とインドネシアの事業であるが、度々述べているようにアジ

ア諸国で問題が共通しており、しかも両国だけの情報では完結できないところから、アジ

アの研究者の参画を戴き、アジア事業としての性格も有するに至っている。このために、

ジャカルタで開催するシンポジウムにはアジア各国から 1，２名の参加を要請し、各国の経

験を交流するようにしたい。 

日本でのセミナーは事業の最終的な取り纏めの場であると共に、日本の研究者がはじめ

て継続的にアジア各国に出かけ、現地を見て、現地の研究者と共同した経験を纏めること、

アジア各国の研究者から日本に対する要望や批判を聞く場としたい。今後の世紀はいずれ

にせよ、日本はアジア各国との一層密接な協力の下に生きる時代となるから、今後の継続

的な協力を検討する場としたい。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 本年度の研究交流は本事業の幹事的なメンバーが本年度の主要な事業内容であるシンポ

ジウムとセミナーの開催を打ち合わせ、準備すると共に、その成果を取り纏め、この拠点

校事業の成果を継続するための協議を行うために実行する。 
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

  派遣先 
派遣元 

JSPS 
DGHE

(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)
タイ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾏﾚｰｼｱ 合計 

JSPS 
 

33/260 (2)/8 (2)/6 (2)/8 (2)/6 41/288 

DGHE 
(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 

34/238 
 

0/0 0/0 0/0 0/0 34/238 

タイ 2/14 1/4 
 

0/0 0/0 0/0 3/18 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 1/7 1/4 0/0 
 

0/0 0/0 2/11 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 2/14 1/4 0/0 0/0 
 

0/0 3/18 

ﾏﾚｰｼｱ 2/14 1/4 0/0 0/0 0/0 
 

3/18 

合計 41/287 37/276 2/8 2/6 2/8 2/6 86/591 

実人数

(33)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(78)

 

 

９－２ 国内での交流計画 

   

   

   

 

 

 
 

 
20/43 (人/人日) 

 


