
 

 

評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：スラバヤ工科大学情報技術高等人材育成計画 

分野：高等教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICAインドネシア事務所 協力金額：3.24億円 

2006年4月～2010年3月 先方関係機関：スラバヤ工科大学（ITS）と東部インドネ

シア地域の大学 

協力期間 

 日本側協力機関：熊本大学 

  他の関連協力機関：広島大学、佐賀大学、東京工業大学、

東北大学 

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）政府は、1997年の経済危機を経て、製

造業をはじめとした国内産業の競争力向上に向けた理工系高等人材の育成を重要な開発戦略の

ひとつと位置づけている。特に情報通信技術（Information and Communication Technology：ICT）

分野の技術革新への対応は、群島国家インドネシアの安定的な発展にとって必須条件と考えら

れ、資源がジャワ島に偏りがちであることから、東部インドネシア地域のICT分野の人材育成能

力の形成は、経済・社会的安定の確保に欠かせない戦略となっている。インドネシアの「国家

開発計画2000-2004年」では、高等教育機関による経済や科学・技術の発展を支える人材の育成

が重要な政策のひとつに掲げられており、さらに、「情報・コミュニケーション技術政策」が2001

年に大統領令として公布される等、ICT分野強化とそのための教育セクターの役割の強化が重点

政策のひとつとして取り上げられた。また、高等教育総局（Directorate General of Higher 

Education：DGHE）が同年に策定した「情報・コミュニケーション技術に関する高等教育戦略」

ではICT分野の高等人材育成を重要政策と位置づけ、スラバヤ工科大学（Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember：ITS）をその教育・研究に関する担当大学に指名している。こうした背景を踏まえて、

国民教育省は、ITSにおいてICT分野の大学院レベルの能力向上を中心とした支援協力を、わが

国に要請してきた。同要請を受けて、ITSのICT分野における研究能力の強化を行うことにより、

同分野の高度技術を要する人材を、主に東部インドネシア地域に立地する産業界、大学、政府

研究機関に供給することを目標とする技術協力が2006年4月から4年間の協力期間で実施されて

いる。 

 

１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

インドネシア国の東部インドネシア地域におけるICT分野の高等人材育成と研究能力が

強化される。 

 

 （2）プロジェクト目標 

スラバヤ工科大学のICT分野における研究能力が強化されることにより、同分野の高等技



 

 

術を有する人材を、主に東部インドネシア地域に立地する産業界、大学、政府研究機関に供

給することができるようになる。 

 

 （3）成 果 

成果1：研究活動を強化し研究能力が国際水準になる。 

成果2：スラバヤ工科大学の工学教育が教室ベースから研究室（ラボ）ベースに変わる。

成果3：スラバヤ工科大学と東部インドネシア地域の大学間との学術連携が確立する。 

成果4：スラバヤ工科大学と産業界・政府研究機関との協力活動が強化される。 

 

 （4）投 入 

日本側（評価時実績）： 

専門家派遣 38.34MM 機材供与 約1,407万円

ローカルコスト負担 約4,978万円 研修員受入れ 短期28名、長期4名

相手国側： 

カウンターパート配置 20名 

ローカルコスト負担 22.2億ルピア（約2,224万円） 

その他（高等教育総局に

よる支援） 

東部インドネシアの大学研究者へのITSへの留学資金、競争的

研究資金、国際学会・学会誌への投稿費用、パテント（特許）

申請諸費用等  

２．評価調査団の概要 

調査者 （1）団長・総括：富谷喜一、JICAインドネシア事務所次長 

（2）協力計画 ：谷本信賢、JICAインドネシア事務所 

（3）高等教育 ：サトリオ スマントリ、豊橋技術科学大学客員教授 

（4）高等教育 ：島竜一郎、高等教育総局政策アドバイザー 

（5）評価計画 ：布谷真知子、JICA人間開発部 高等技術教育課 

（6）評価分析 ：井田光泰、インターワークス（株）シニアコンサルタント 

調査期間 2009年7月29日～8月14日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ プロジェクトの主な実績 

 プロジェクトの目標・成果に対する実績は以下のとおり： 

（◎：計画以上の達成状況、○：おおむね計画どおり、△：計画に比較して進捗に遅れあり）

 

 成果1：研究活動を強化し研究能力が国際水準になる。（達成度：◎） 

共同研究は当初、1バッチ3～5件の実施が計画されていたところ、研究室中心教育、TV会議、

本邦研修等を通して3バッチで14件が実施され、国際レベルの会議、学会誌への投稿が行われ

た。特許（パテント）申請については、プロジェクト期間中に4件が想定されていたが、現在

までに7件が申請され、プロジェクト終了までには更に3件が申請予定である。共同研究への

参加と実績によって、ITS研究者の研究意欲が格段に向上し、研究活動に取り組む土壌が醸成



 

 

され、競争的研究資金への申請・獲得件数も大幅に増加した。科学会議、セミナー等を通し

て他の研究者への研究成果の発表と経験交流も積極的に行われた。 

 

 成果2：スラバヤ工科大学の工学教育が教室ベースから研究室（ラボ）ベースに変わる。（達

成度：◎） 

プロジェクトでは研究室中心教育導入ガイドラインを作成し、それに沿って共同研究に取

り組むすべてのパイロットラボが研究室中心教育を導入した。さらに研究室中心教育の導入

に関するセミナーは年1回、各ラボの紹介を目的としたITS内のワークショップは年2回計画さ

れたが、プロジェクト期間中に4回のセミナー、23回のワークショップが開催され、他の工学

系学科への導入・普及も取り組まれた。その結果、プロジェクト対象学科では研究室中心教

育が定着し、プロジェクトの対象である電気電子学科・情報科学学科以外にも、化学工学科、

海洋工学科などの学科でも研究室中心教育が導入されている。 

 

 成果3：スラバヤ工科大学と東部インドネシア地域の大学間との学術連携が確立する。（達成

度：○） 

プロジェクトを通して、連携の枠組みと体制づくりが強化された。具体的にはITSと東部イ

ンドネシア地域の4大学〔サムラトランギ大学（Universitas Sam Ratulangi：UNSRAT）、マタラ

ム大学（Universitas Mataram：UNRAM）、ヌサ・チュンダナ大学（Universitas Nusa Cendana：

UNDANA）、チャンドラワシ大学（Universitas Chandrawasih：UNCEN）〕間で正式にコンソー

シアムが結成され、コンソーシアムと熊本大学間には連携協力の合意書が締結された。ITSの

ICTセンターは事務2名、研究者3名が配置された。学術連携の成果としては、年間12名以上の

域内大学からの共同研究参加の計画に対して、11大学から26名の東部インドネシア地域の大

学の研究者が共同研究に参加した。ITSは研究者を連携先の大学に派遣して、研究支援、講師、

セミナーでの発表等を行い、ITSが主催した研究発表会は計43件開催され、年1回が想定され

たインドネシア東部地域の大学が主催するセミナーも計6回開催された。プロジェクト開始

後、DGHEがインドネシア教育研究ネットワーク（Indonesia Higher Education and Research 

Network：INHERENT）の導入を行い、プロジェクトはこのネットワークを最大限活用して、

東部地域の大学との共同研究の推進を図った。遠隔教育でUNSRATのICTコースをITSが支援

するといった成果も生まれた。東部地域の大学は研究活動が停滞していたが、ITSとの学術連

携は、共同研究、学位取得、教育の質の向上を図る強い動機づけと機会を提供するものとな

った。 

 

 成果4：スラバヤ工科大学と産業界・政府機関の協力活動が強化される。（達成度：△） 

プロジェクトでは、ICT関連の研究者と研究成果を冊子にまとめ、ウェブサイトを開設し、

研究コミュニティサービス機関（Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyaraka：LPPM）

と協力してデータベースを作成した。さらに、共同研究の成果を研究カタログにまとめ、こ

れを活用してセミナー、オープンキャンパス、エキスポ等の機会に企業へのプロモーション

を図った。また、プロジェクトでは日系企業を中心に個別企業への働きかけを行い、これま

でに3社との協力合意書を取り交わし技術協力が進んでいる。なお、企業等との共同研究は全

共同研究のうち半数以上が想定されていたが、14件行われた共同研究のうち、企業が参加し



 

 

たのは2件であった。当初5件のベンチャー企業設立が計画されていたが、プロジェクト期間

中にベンチャー企業の設立には至らなかった。 

 

プロジェクト目標：スラバヤ工科大学のICT分野における研究能力が強化されることにより、

同分野の高等技術を有する人材を、主に東部インドネシア地域に立地する産業界、大学、政

府研究機関に供給することができるようになる。（達成見込み：○） 

共同研究の結果、43件の研究発表・投稿が国際学会・学会誌向けに行われたほか、東部イ

ンドネシア地域の大学及びポリテクニックからは、当初10校の想定を上回る18校の研究者が

共同研究に参加した。大学以外では5つの企業・政府系機関が共同研究や産学連携に参加した。

ITS研究者の研究能力は大幅に強化され、東部インドネシア地域の研究者がITSの大学院に在

籍して研究室中心教育による共同研究に従事することで、研究能力が向上した。 

 

上位目標：インドネシア国の東部インドネシア地域におけるICT分野の高等人材育成と研究能

力が強化される。 

東部インドネシア地域の大学（以下、域内大学）とITSとの交流が深まることで、着実に域

内大学の教育・研究能力向上の基盤が整えられている。一方で、インフラ設備など個別の域

内大学が抱える課題に対しては改善が必要であるのに加え、今後も域内大学が自発的にITSと

の協力・連携体制を持続するとともに、本案件で構築してきた本邦大学との協力関係も維持・

活用していくことが上位目標達成の鍵となる。 

 

３－２ 5項目評価の概要 

 （1）妥当性 

評価結果：非常に高い。 

ITSは東部インドネシア地域の拠点大学として位置づけられている。ITSの研究能力強化

を通して域内大学の能力強化を図るという本プロジェクトのアプローチは、DGHEの政策を

具現化するものであり、妥当性が高い。DGHEも本プロジェクトの成果に応じて、配分予算

の増額、東部インドネシア地域の大学への奨学金提供、競争的研究資金へのアクセス提供

といった形で支援強化した。東部インドネシア地域の大学からITSへの支援ニーズも非常に

高い。ICT分野は他分野への活用範囲が広く、この分野を選択したことも妥当であった。 

 

 （2）有効性 

評価結果：共同研究、研究室中心教育、大学間域内協力の有効性は非常に高い。産学連携

については、今後の展開が期待される。 

プロジェクト目標の達成においては、本プロジェクトを通じて拠点大学であるITSの研究

能力強化と同時に、域内大学間の連携を促進し、高度人材の還流を担保することが重要で

ある。本プロジェクトでは、本邦大学の協力を得てITS内で共同研究が実施されたことによ

り、研究室中心教育の定着に加えて、ITSに留学中の域内大学教員を巻き込んだ域内大学間

の人的交流・連携が促進されたこと、さらに遠隔教育システムが普及したことで、域内大

学での教育能力向上にも貢献した。産学連携については、その環境づくり（ICTセンターの

人員体制強化、大学の研究能力をPRする材料づくり、パテント申請、個別企業との協力関



 

 

係づくりなど）に大きく貢献したが、共同研究で高まった研究能力と実績を武器に産業界

に広くアプローチするには、4年間では十分でなかった。 

 

 （3）効率性 

評価結果：非常に高い。 

専門家の投入については、一度に長期間の派遣が困難であった一方で、遠隔教育システ

ムの導入等により、本邦の専門家と恒常的にコミュニケーションを図る等により効率よく

補完された。また、プロジェクトの構成上、ITS内で研究室中心教育を導入しながら、域内

大学間の協力を推進することが求められたが、DGHEによる域内大学に対する奨学金や研究

資金の提供、大学間の情報通信ネットワーク（INHERENT）等の機会を効率的に活用する

ことによって、プロジェクトの活動を一層促進させる要因となった。 

 

 （4）インパクトの見込み 

評価結果：正のインパクト発現の見込みは高く、負のインパクトは特に想定されない。 

プロジェクトはまだ実施中であるが、既に良好なインパクトの発現がみられる。具体的

には、共同研究を契機として新規研究室の開設、ICTを活用した他学科との連携、他学科へ

の研究室中心教育の普及が行われたほか、 ITSと地域内・海外の大学との間で覚書

（Memorandum of Understanding：MOU）が締結される等、既存のプロジェクトの枠を超え

た展開がみられている。さらに、域内大学教員が学位取得と研究能力の向上を目的として

ITSに留学をしていることから（ITSの大学院在籍者のほとんどが域内大学出身者）、プロジ

ェクト終了後もDGHEとITSによる支援が継続できれば、将来的に域内大学の研究能力向上、

教育の質の向上が進むことが期待できる。 

 

 （5）自立発展性の見込み 

評価結果：ITSについては非常に高い。域内大学についてはある程度高い。 

【政策・制度面】 

ITSは東部インドネシア地域において、ICT分野の高度人材育成の拠点として位置づけら

れていることから、域内大学の教員受入れや域内大学との共同研究実施にあたって、今後

もDGHEから優先的にサポートを得られることが見込まれる。さらに、インドネシア国内の

大学間での教育研究（通信）ネットワークであるINHERENTを活用することによって、比

較的低コストで域内大学をはじめインドネシア全国の大学・研究機関との連携が期待され

る。 

 

【組織・財政面】 

ITS内の研究室では、これまでにもDGHE等が提供する各種の競争的資金の申請・獲得の

実績を伸ばしており、プロジェクト終了後も自立的な資金確保が期待される。さらに、研

究室中心教育はITSの中期目標に位置づけられ、カリキュラムにも採用されていることか

ら、今後も研究室体制の定着が期待できる。また、域内大学との間で大学間協定書（MOU）

が締結され、プロジェクトの終了後も、ITSと域内大学間の人的交流、教育研究面での連携

が見込まれる。 



 

 

【技術面】 

本プロジェクトを通じて、ITS内の14件のパイロットラボのうち過半数はパテント申請に

至っており、プロジェクトの終了後も外部（産業界等）との連携が期待できる。他方で、

域内大学については競争的資金に応募できる人材が少ないこと、大学院コースがないこと、

施設・実験機器などが不足するため、独力で研究能力を維持・発展させることは難しい。

このため、域内大学が研究活動を維持していけるかどうかは、ITSとの学術連携の枠組みを

最大限利用して共同研究、学位取得、INHERENT等を活用した研究・遠隔教育の連携を継

続できるかどうかにかかっている。ITSが引き続き研究実績を積み上げて、研究者の実績と

成果（パテントなど）を獲得し、連携のための組織強化を図れば、産学連携も一層推進さ

れると思われる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 

 本プロジェクトにおける各成果の設定に関しては、「共同研究」という活動を通じて互い

に結びつくよう計画されたことで、カウンターパートとも活動の方針や事業計画につい

ての理解が促進されたほか、効率的な投入が図られた。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

 プロジェクト目標の「ITSの研究能力強化」に関して、本邦大学との共同研究を通じた技

術移転により大きな成果が得られているが、国際学会への発表や学会誌への掲載、さら

に産業界との連携を見据えたパテント申請を目標とすることで、より精度の高い研究成

果を得ることができた。 

 すべてのパイロットラボにおいて研究室中心教育が円滑に導入された背景として、カウ

ンターパートの教員自身が積極的に学生を研究室に呼び込むための工夫をしたことや、

各パイロットラボにおける研究室中心教育の導入方法、共同研究成果やパテント申請の

実績等が学内セミナーやガイドラインの作成等を通じて広く共有されたことが有用であ

った。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 （1）計画内容に関すること 

特になし。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

共同研究に対する民間企業の参画やITS内にベンチャー企業を設立することを目標とし

ていたが、東部インドネシア地域にある企業の多くが研究・開発機能をもたないため、産

業界との連携について想定したほどの成果が得られなかった。 

 

３－５ 結 論 

 本プロジェクトは政府の方針を具現化するもので、域内の参加大学からも強く支持されてお

り、妥当性は非常に高い。ITSは国際レベルの研究を実施できる段階まで能力向上が図られ、さ



 

 

らに域内大学との学術連携の体制・実績をも確立した。この連携が継続・強化されれば、域内

大学の研究能力と教員の質の向上に大きく貢献できる可能性がある。ITSは域内大学との連携、

研究室中心教育を通した共同研究に強い意欲をもっており、そのための体制や環境づくりも進

んでいるため、プロジェクト後の自立発展性も高い。産学連携については、更なる研究実績の

積み上げを図ると同時に、具体的、戦略的な産業界との連携方法を検討することが求められる。

 

３－６ 提 言 

 （1）DGHEへの提言 

 プロジェクト終了後のITSと域内大学への支援の継続 

 安定的に活用するためのINHERENT（大学間情報通信ネットワーク）の改善 

 

 （2）プロジェクト/ITSへの提言 

（共同研究について） 

 日本の大学との覚書を最大限活用した共同研究や留学生・教員の交換事業の推進 

 DGHE等が提供する競争的研究資金への積極的な応募 

 申請中のパテントを登録するための継続的支援 

 

（東部インドネシア地域の他大学との連携について） 

 現行の協力枠組みを強化するための方策の検討。域内大学の研究者を積極的に共同研究

に参加させるための方策の検討 

 域内大学による競争的研究資金や研究インフラ整備のための資金獲得のためのプロポー

ザル作成能力向上支援や経験交流の促進 

 共同研究に参加した卒業生（域内大学の教員）が継続して研究を行うためのフォローア

ップ（メーリングリスト、研究室の同窓会づくりなど） 

 

（研究室中心教育について） 

 研究室中心教育を導入した研究室の認定と公表による学内の他学科への普及 

 域内大学に普及するための導入モデルの構築 

 他大学への普及を促すための経験交流の機会づくり 

 

（産学連携について） 

 ICTセンター/LPPMの人材配置・予算配分の具体的な戦略作成による組織機能強化 

 ICTセンター/LPPMによる産学連携の戦略とロードマップの作成（特に産業界への具体的

なアプローチ戦略の策定） 

 ICTセンター/LPPMによる学外パートナーとの連携（コンサルタント企業など、大学と企

業を結ぶ組織） 

 ICTセンター/LPPMがビジネスのバックグラウンド・ノウハウをもつ職員を配置すること

 ICTセンター/LPPMが所属職員へのマーケティングやビジネス文化について研修を行う

こと 

 ICTセンター/LPPMが研究実績のカタログを継続的に更新して、企業へのPRを行うこと



 

 

 ICTセンター/LPPMが他大学の産学連携のグッドプラクティスを研究すること 

 

３－７ 教 訓 

 本プロジェクトの実施を通じて得られた教訓は以下のとおりである。 

 研究能力強化に関しては、前述のとおり、本邦大学との共同研究に加えて、国際学会等で

の発表や産業界との連携を見据えたパテント申請等、学外に向けた活動を推進することで

カウンターパートのモチベーションを高め、精度の高い研究成果を得ることができた。 

 カウンターパート教員が、積極的にそれぞれの研究室への学生呼び込みを行ったことや、

研究室中心教育導入ガイドラインの作成、共同研究の成果発表を通じて14のパイロットラ

ボすべてで円滑に研究室体制が導入されたことに加えて、学内でプロジェクトの対象とな

っていない学部や学科においても刺激となり、プロジェクトの活動・成果が普及され始め

ていた。 

 域内大学との連携が促進された要因としては、ITSが政策的に東部インドネシア地域のICT

分野における拠点大学としての役割を担い、域内大学の教員の留学に係る費用をDGHEか

ら優先的にサポートを受けられたこと、またINHERENTのネットワークを活用して大学間

の連絡体制が補完されたこと等が挙げられる。ただし、このINHERENTについては、必ず

しも安定的な受配信が実現できていないことから、今後、インドネシア政府のイニシアテ

ィブにより更に安定的な情報通信ネットワークの整備・改良が期待される。 

 東部インドネシア地域の企業の多くは、ジャカルタやシンガポール等に本部機能が置かれ

ているため、ITSへの調査委託や共同研究の機会は少なかったが、研究成果の国際学会や

学会誌での発表、パテント取得、研究成果のデータベース化等により国際的な情報発信の

チャンネルが構築されれば、豪州や米国の企業等との連携も期待される。 

 




