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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
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：

http://home.hiroshima-u.ac.jp/yhigo/JSPS/index2.html 
 
３．開始年度 
    １９９７年度（平成９年度） 

 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
    平成１８年 ４月 １日 ～ 平成１９年 ３月３１日  
 
５．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 

様式７ 
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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) 
（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） 

 
６．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当初からの目標としている。 

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。 

具体的には、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。 

(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 
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 基本的にはこれらの分野でインドネシア側から提案されたテーマを吟味して採りあげているが、

最近のトピックスは以下の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 

特に、本年度は最終年目に当たるため、これまで成果を纏め、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纏め、セミナーで公表することにする。 

 

７．平成１８年度の研究交流実績の概要 

７－１ 共同研究 

【アジアにおける河川輸送システムの開発】 

この JSPS program によって知己となったマレーシア工科大学より，広島大学大学院工学研究科

博士課程特別コースに留学生が派遣され，現在，本テーマと関連の深い河川等の制限水域にお

ける船の操縦性能について研究を実施中。 

【ネットワーク解析によるアジアの海上輸送の開発研究】 

本研究では、輸送をネットワーク機能として捉えて、その解析やシミュレーション手法を開発すると

ともに、インドネシアをはじめとする東南アジア諸国の輸送システムの解析と計画に寄与することを

目的としている。本年度は、前年度から継続して、インドネシアの貨物・旅客輸送に関する海上ネ

ットワーク研究、および、東南アジア諸国の貨物・旅客輸送に関するマルチモーダルネットワーク

研究に取り組んだ。前者の研究テーマについては、日本側メンバーによる数理最適化手法に関

する指導の成果とも関連して、ハブアンドスポーク型の航路設計の影響や、海上輸送ネットワーク

の最適設計における配送計画問題および遺伝的アルゴリズムの適用可能性が示された。後者の

研究テーマについては、日本側および相手国側のメンバーによって開発されたマルチモーダル

貨物輸送ネットワーク解析手法を用いて、インドネシアやフィリピンのマルチモーダル輸送基盤の

最適設計案が試算された。 

【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】 

インドネシア近海を航走する船舶の安全性に寄与する目的で、インドネシア海域の波浪データの

取得法および解析法、加えて取得した波浪環境での船舶の耐航性能を推定する基盤となる波浪

中船体運動理論推定法と実験計測法について共同で研究を遂行するものである。昨年度までで

その主要な共同研究項目を完遂し、報告書を取りまとめることができている。本年度はその内容を

精査し、インドネシア側における今後の研究展開について議論することを目的とした共同会議を

主とした活動を行った。 
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【海事産業と技術の振興策に関する研究】 

８月にジャカルタで実施したセミナーと同期して，日本側研究者がインドネシアを訪問し，研究課

題に関する研究打合せを実施した．この打合せでは特に研究課題の最終報告書の構成に重きを

置いて議論を実施し，この際に最終報告書の構成，各章の基本的な内容，および研究課題とし

ての結論を確定した。 

 その後１０月に，インドネシア側研究者を日本に招聘して研究打合せを実施した．この時点では

研究課題の最終報告書の草稿が完成していたため，最終報告書の内容を詳細に確認し，修正

点等を明確化した。 

【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】 

・ 本年度は，海運に大きく依存しているインドネシアでの危機管理訓練法など、今後の海難事故

発生時の対応を船会社・造船所・大学など様々な研究、教育、訓練に関連する国内、国際的

規則の調査を行った。 

・ インドネシアと神戸をそれぞれ訪問して、研究最終報告書について打ち合わせた。 

・ インドネシア側研究者は広島からインドネシアへの帰路、JFE エンジニアリング社を見学した。 

 

７－２ 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。 

 本事業では、現地の輸送問題の研究を中心に運営してきたので、その成果を現地に報告し、還

元するという意味で、平成 18 年 8月 8 日にジャカルタ（BPPT会議場）でシンポジウムを開催した。

過去に何度か実施した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なった。さらに、平成 18 年

8月9日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。 

 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、各国の交流経験を報告した。 

平成 18 年 10 月 31 日には広島国際協力センターで各テーマの分科会を開催し，引き続き平

成 18 年 11 月 1 日に同会場で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てのセミナーを開催した。その際、

今後は、日本が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ことを考慮して、継続的

な協力の方針を検討した。 
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７－３ 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の打ち合わせと準備、及び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施した。 

 

８．平成１８年度の研究交流の成果 

   （交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 事業開始当初、インドネシアの連絡体制が不備で、文化風習の相違に起因する軋轢が見られ

たが、その後、相互の理解と尊重の努力により、通信体制も整備され、日本・インドネシア間の幹

事同士の意志疎通を始め、各研究グループのネットワーク作りも成功している。特に、日本側の協

力による現地研究者の自主的な研究活動支援の姿勢が次第に理解されるようになり、現地実験

の現地研究者の積極的な関与となって実を結びつつある。また、セミナーにおける講演にも申し

込みが殺到するようになり、本事業の精神が浸透している。さらに，本事業を通じて、最も協力的

な機関の一つであったインドネシア応用技術評価庁（BPPT）は、今後の協力関係の継続を強く望

んでおり、本事業を通した日本側の貢献がインドネシア側に浸透している証左といえる。特に、

BPPTでは島嶼間輸送を主課題として、付属の研究機関（LHI等）の有効整備にさらなる協力を求

めており、今後BPPTがインドネシア側の拠点機関としての機能を果たすことが期待される｡その他，

本事業を通じて，ITB，インドネシア大学等，インドネシアの有力大学との人的ネットワークも整備さ

れ，インドネシアとの研究協力体制の核とすることができた｡ 

 

８－２ 学術面の成果 

【アジアにおける河川輸送システムの開発】 
 本年度は過去に取得されたプッシャー・マルチバージシステムの抵抗性能・操縦性能のデー

タをもとに，プッシャー・マルチバージシステムの経済性，航行安全性について総合的な見地から，

アジアにおけるプッシャー・マルチバージシステムの適用性について検討した。その結果，同じバ

ージ数同士であれば，全長が長い（全幅が小さい）ほど輸送効率は高くなるが，旋回性能は劣る

結果となることが分かった。実際には，プッシャー・バージが使用される環境状況を鑑み，最適な

バージ数と配置を決める必要があると考えられる。 

【アジア海上輸送のネットワークスタディ】 

 海上輸送ネットワークの研究は、数理計画手法を用いて、インドネシアの海上輸送ネットワー

クの最適設計が試みられた。その中で、ハブアンドスポーク型の航路設計の影響や、配送計画問

題および遺伝的アルゴリズムの適用可能性が示された。また、新たな輸送機器の仕様・適用に関

する検討結果、および、インドネシア国内の OD 交通量の推定手法も示された。さらに、マルチモ

ーダル輸送ネットワーク研究では、タイの国内および国際輸送について、現状と課題が示された。
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特に、国内輸送については、道路依存傾向が強まっていること、国際輸送については、航空輸送

の重要性が高まっていることが示された。今後の輸送ネットワーク計画の方向性に関して、メコン

川の河川輸送を開発することの有用性が指摘されるとともに、タイ南部の港湾開発プロジェクトの

詳細が示された。また、マルチモーダル輸送ネットワーク解析手法を用いて、フィリピンのマルチ

モーダル貨物輸送ネットワークに関する最適設計案が試算されるとともに、その整備効果が示さ

れた。 

【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】 

  本年度は、これまでの当該研究課題により得られた成果を最終報告書として取りまとめた。この

最終報告書に関して議論を行い、得られた成果を再度確認するとともに、それらシーズを基にこ

れからの研究展開として考えられるトピック等を抽出した。中でも、波浪中の船舶の運動計測、抵

抗増加計測技術はBPPTがこれから研究展開を行って行く上で非常に有益な財産になると考える。

また、波浪データ収集に関しては、高解像度衛星データを用いた波浪モニタリングなど、比較的

早期に研究展開できる課題もあるので、今後、インドネシア国内で集中的に議論し、船舶の安全

性向上の政策に資することのできるデータベース構築を目指すこととした。 

【海事産業と技術の振興策に関する研究】 

 本年度は，これまでに得られた研究成果の関連性・整合性を考慮し，研究課題全体としての最

終提言を最終報告書として纏めた．この報告書には，インドネシア造船業の現状と課題，これまで

の振興策の問題点，インドネシア造船業および関連産業の振興のための技術経営方針の提言等

が，記載されている。 

【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】 

 本年度は，海運に大きく依存しているインドネシアでは研究そのものと海事関連者への危機管

理訓練法に関する研究を行った。その結果，実際の海難事故や現場の意見・データを十分考慮

できることが分かった。今後の海難事故発生時の対応を船会社・造船所・大学など様々な研究、

教育、訓練に関連する国内、国際的規則の調査も同時に行い、セミナーにて紹介した。 

 

８－３ 若手研究者養成 

 この 10年間を通じて，拠点大学を始め協力大学へ多数の留学生を迎え，当該国の現状を踏ま

えた技術研究に携わってきた。学位を取得して帰国した後も交流は継続されており，当該留学生

は第一線で活躍している。現在も数人の留学生が日本の大学で学位取得のために研究を行って

いる。以上のように、本事業を通じて若手の有望な研究者を留学という形で育成を行ってきたが，

さらに毎年開催しているセミナーや講習会を通じて，特に若手の研究者・技術者を啓蒙してきた。

本年は，最終年度であり，特別な講習会等は催さなかったが，例年どおり，セミナーにおいて講演

の形で若手研究者の研究内容についての討議の形で育成を行った。 

 

８－４ 社会貢献 

 インドネシアの研究者はもとより、BPPT を始めとする官界、産業界に本事業の重要性が認識さ
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れ、人的交流のネットワークが拡大した。本事業の成果はインドネシアの船舶安全性に関する政

策作りの土台として認知されており、インドネシア社会の意識変革に大きく寄与したものと考えられ

る。特に BPPT に代表される官界において JSPS プログラムの有用性がクローズアップされており、

事業の継続或いは更新の希望が強く、インドネシア側からの積極的な働きも見られる。 

 特に，研究課題の遂行により得られた成果を取りまとめた報告書は、先方にとってはテキストとし

ても使用できるものであり、先方の若手研究者養成および社会貢献に資するものである。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 各研究グループの成果を取り纏める作業は終了し、最終年度のシンポジウム開催が実施され

た。日本、インドネシア及び関係各国の研究者の協力体制に問題は見られない。付言するならば、

この種の協力事業は対象国にもよろうが、互いの相互理解の地道な努力が必要で、短期に華々

しい結果を求めることには異論がある。日本側は国費を使用しての事業であるので、ともすれば成

果を出すことに性急になりがちであり、前述のように当初は互いの関係がぎくしゃくしたものであっ

たが、相互の立場の尊重と理解の努力の結果、次第に相手の姿勢も変化が見られ、数年にして

漸く事業が軌道に乗ったという感想を持っている。今後も新たな JSPS 事業の展開が行われるであ

ろうが、国費の浪費はむろん論外であるが、真の国際協力は長い年月をかけ、互いの信頼関係を

構築することが肝要と考える。その意味で、本事業を通じて構築された人的ネットワークと信頼関

係が本事業最大の成果と考える。 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

 

  平成１８年度論文総数   １２ 本 
うち、相手国参加研究者の共著  １１ 本  
うち、本事業が JSPSの出資によることが明記されているもの  ７ 本 
   （＊ 論文リストを別に添付して下さい）
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９．平成１８年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

     

派遣元 

日本 

（JSPS） 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ  

(DGHE) タイ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾏﾚｰｼｱ 合計 

日本 実施計画  33/260  (2)/8  (2)/6  (2)/8  (2)/6  41/288 

（JSPS） 実績 
  

  24/209 5(4)/14  0/0 3(1)/13 2(2)/2   27/238 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 実施計画  34/238  0/0  0/0  0/0  0/0  34/238 

(DGHE) 実績  33/261 

  

 0/0  0/0  0/0  0/0  33/261 

実施計画  2/14  1/4  0/0  0/0  0/0  3/18 タイ 

実績  2/14   1/7 

  

 0/0  0/0  0/0  3/21 

実施計画  1/7  1/4  0/0  0/0  0/0  2/11 フィリピン 

実績  2/14  0/0  0/0 

  

 0/0  0/0  2/14 

実施計画  2/14  1/4  0/0  0/0  0/0  3/18 ベトナム 

実績  2/16  1/8  0/0  0/0 

  

 0/0  3/24 

実施計画  2/14  1/4  0/0  0/0  0/0  3/18 ﾏﾚｰｼｱ 

実績  2/16  1/8  0/0  0/0  0/0 

  

 3/24 

実施計画  41/287  37/276  2/8  2/6  2/8  2/6  86/591 合計 

実績  41/321  27/232 5(4)/14  0/0 3(1)/13  2(2)/2   71/582 

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関）」で記入し、第三国の 

場合は「国名」を記載してください。 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してく 

ださい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 
 

実施計画 実  績 
20/43 (人/人日)      16/ 35(人/人日) 

    

   

 




