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１．第５回オープンフォーラム
タイトル：

途上国の開発課題と工学教育協力
Development Needs and Cooperation for
Engineering Education with Developing Countries

日 時 ： 平成 18 年 11 月 17 日（金）13：30～17：30
会 場 ： 独立行政法人国際協力機構(JICA) 国際協力総合研修所

■

プログラム

開会挨拶
渡邉

昭彦

豊橋技術科学大学工学教育国際協力研究センター長

大山

真未

氏

文部科学省大臣官房国際課国際協力政策室長

菊地

文夫

氏

独立行政法人国際協力機構人間開発部長

講演１
“Future Plans of International Cooperation of the National University of Laos (NUOL)”
Dr. Saykhong Saynasine
ラオス国立大学副学長（ラオス）
講演２
“Issues and Perspectives on International Cooperation at the University of Technology,
Vietnam National University - Ho Chi Minh”
Dr. Nguyen Thanh-Son
ホーチミン市工科大学副学長（ベトナム）
講演３
“Tertiary Education Strategy for Sri Lanka: Emphasis on Engineering Education”
Dr. Rahula Anura Attalage
モラツワ大学教授／豊橋技術科学大学工学教育国際協力研究センター客員教授
（スリランカ）
講演４
“工学教育分野における今後の協力のあり方”
戸田

隆夫氏

独立行政法人国際協力機構人間開発部第二グループ長（高等教育、技術教育、社会保障）
全体討議
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■

Summary of Lectures and General Discussion

Lecture 1
“Future Plans of International Cooperation of the National University of Laos (NUOL)”
Dr. Saykhong Saynasine
1. Lao

Educational

System

and

National

University of Laos
Lao educational system consists of three level;
primary education (5 years), secondary school (6
years) and university (4 to 6 years). All Lao
citizens start their schooling at the age of 6 and
both primary school and secondary school are
compulsory. There are 3 universities; National University of Laos in Vientiane,
University of Souphanouvong in Luang Prabang and Champassack University.
National University of Laos is the leading university among them.
National University of Laos was established in 1996 by merging several high
educational institutions managed by different ministries. The missions of National
University of Laos are 1) to provide higher education, 2) to promote and perform
research, 3) to preserve and promote the national culture, arts and tradition and 4) to
provide academic services to the society.
The 1st year students spend a year for foundation study. Thereafter, they continue to
study at one of the 11 faculties for 4 years. There are 7 centers in university, where LaoJapan Human Resource Development Center is the most important center among them.
This center is supported by the assistance of JICA and is conducting many kinds of
training and promoting cultural exchange program between Lao and Japan.
There were about 9,000 students in 1996 and the number has increased to 26,000 in
2006. In spite of the increase of the number of students, there is significant lack of
qualification in lecturers. The number of lecturers who hold doctoral degree is only 53
and many lecturers do not have even master degree. There is an urgent necessity to
upgrade the level of lecturers as well as budget, experience and facilities.
2. International Cooperation in the Lao P.D.R.
National University of Laos belongs to many international university network; ASEAN
University Network (AUN), Agence Univesitaire de la Francohonie (AUF), Greater
Mekong Sub-region for Academic & Research Network (GMSARN) and The ASEAN
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Universities Network-Southeast Asia Engineering Education Development Network
(AUN/SEED-Net). There are more than 70 partnerships and 56 MOU based cooperation.
National University of Laos has concluded Minutes of Understanding with some
Japanese universities; such as Nagoya University of Commerce and Business, Kobe
University, Kyoto University, Nihon University, Tokyo University for Foreign Studies,
Tokai University, Meiji University, Administration Yamanashi Institute of Ornithology,
Aichi Gakuin University and The University of Ryukyu. Through these cooperations,
National University of Laos has been working on many kinds of programs;
strengthening faculties, exchange of professors, joint research and publication, and
scholarship. Good relationship is also established with some Japanese NGOs and
private companies, where many scholarships are awarded to Lao students through this
cooperation.
3. Faculty of Engineering
There are 6 departments in the faculty of engineering; civil engineering department,
mechanical engineering department, electrical engineering department, electronic
engineering department, communication and transport department and water
resources engineering department. Although there are 283 teaching staffs in the faculty
of engineering, there are only 8 Ph. D holders and 66 Masters. The number of students
is more than 5,000 and many of them are trying to get Higher Diploma which is
between Diploma and Bachelor. AUN/SEED-Net has contributed a lot to National
University of Laos. Around 50 % of lectures who hold doctoral degree had got their
degree through AUN/SEED-Net.
Tripartite cooperation among National University of Laos, JICA and KMITL (Thailand)
is also a unique cooperation. So far two projects had been implemented; Upgrading staff
of Faculty of engineering ( year 2000 and 2001) and Computer Engineering and IT
( year 2003 to 2005)
4. Future Cooperation plan of National University of Laos
It is significantly important to maintain good relationship with Japanese universities.
Concerning the great advancement of IT, National University of Laos is proposing new
curriculum development for IT course (Master and Bachelor). Relationship with
Japanese private companies is also important for National University of Laos in terms
of scholarship and joint research. People of Lao understand that Japan is a country of
science and technology and therefore Lao universities have a lot of things to learn from
Japanese universities.
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Lecture 2
“Issues and Perspectives on International Cooperation at the University of Technology,
Vietnam National University – Ho Chi Minh”
Mr Dr. Nguyen Thanh-Son
1. Overview about HCMUT
Ho Chi Minh City University of Technology
(HCMUT) was established in 1957 as a technical
school for technicians and reorganized as a
university in 1976. In 1995, HCMUT became a
member of Vietnam National University under
the new framework set by the government of
Vietnam. The main tasks of HCMUT are to provide excellent engineers, to work on
research and development and to engage in technologies transfer for the development of
national economy. HCMUT has 14 hectare campus, 1,200 staff (900 lecturers and 300
administrative) and 24,000 students (16,000 full times and 8,000 part time &
others).There are 11 faculties. Ten of them are engineering, having a long and
prestigious story of development in Vietnam such us Civil Engineering, Mechanical
Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Chemical Engineering, etc.. Although
some others such as the faculties of information and technology, Material Science,
School of industrial Management and environmental Engineering were established
within around 10 years, they have gotten a very good reputation from industry and
society. Research and Development have been considered also important for HCMUT
due to the demands of industry in Ho Chi Minh City and Mekong Delta. Beside faculties,
HCMUT has a number of Research Centers which play important roles for conducting
research and technology transfer. These Research Centers also become one of resources
for income generation by getting research funds from industry.
2. Vietnam National University (VNU) and Higher Education System in Vietnam
Vietnam has around 84 millions of population and the average GDP growth rate is 8.5 %
annually. Many foreign investors recognize that Vietnam is one of the most attractive
countries for investment. However, since Vietnam becomes a member of WTO, there are
a lot of challenges especially in the field of higher education. Vietnamese people are
diligent and try to get every opportunity for learning. Unfortunately, only 20% of young
people are now able to enter universities annually, due to lack of universities and
colleges. On the other hand, as foreign direct investment increase, there are more and
more needs for high qualified engineers. Hence, the government of Vietnam determined
to increase the number of university from 255 to 600 within 10 years. In order to
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improve the management of universities as well as quality of education, autonomy of
universities have to be established. All of these issues need some kinds of re-organizing
the higher education system to find a suitable model such as “Vietnam National
University”, which has been initiated by the government of Vietnam.
Based upon this new idea, 2 Vietnam National Universities are established, one in Ha
Noi and the other in Ho Chi Minh. HCMUT becomes a key member of Vietnam National
University in Ho Chi Minh, which focuses on technology and science due to the fact that
many domestic and foreign firms invest on southern part of the country.
3. Current Major Activities of HCMUT on International Programs
International programs are important in order to develop HCMUT. There are currently
a number of international programs categorized in 5 key groups of programs, namely:
(1) academic exchange programs; (2) joint research programs; (3) staff exchange
programs; (4) joint training programs and (5) international bilateral and multilateral
programs.
As for academic exchange programs, there is a program which had started since 1999
between France and Vietnam. 4 universities from Vietnam and 6 universities from
France attended this program and degree of engineer is recognized by French
committee of Engineering. There is also a program with University of Illiois which
aimed at a direct curriculum transfer on electrical and computer engineering.
“Curriculum Development & Research Collaboration in Post Harvest” will start from
2007 with the King Mongkut’s University of Technology, Thailand. AUN/SEED-Net is
one of the most successful programs and there are many staffs who can get master or
doctor degree through this program.
The objective of joint research program is to find solutions for solving urgent needs of
Vietnamese society in collaboration with foreign firms and universities. For example,
HCMUT is working on co-research with Spacebel, Belgium company, to build database
on flood water level of Me-kong delta. With Tokyo university, HCMUT tries to set up
database about agricultural waste at Cu Chi, Ho Chi Minh city.
As for joint training program, there are more than 10 collaborative training programs
for undergraduate and graduated level majoring in all training field of HCMUT;
electronics, chemistry, geology, industrial management etc. HCMUT has a joint training
program with Toyohashi University of Technology especially for master course. By
preparing these courses, HCMUT can provide opportunities to learn in abroad to those
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students who cannot afford by themselves.
There are 2 big international projects; “Capability building of HCMUT to strengthen
the University local communities linkage” supported by JICA and “Introduction and
adoption of international systems and standards for inspection and supervision of
bridges for Vietnam and Laos” supported by EU. Regarding the project supported by
JICA, 4 pilot projects are chosen which are closely related to regional issues in southern
Vietnam.
4. Problems and Perspectives of Current International Programs
One of the problems when conducting international program is incapability of staff to
handle increasing international activities. HCMUT has staff who graduated from
universities in France, Germany, The United States, Australia, etc. and they are in
charge of each country’s international program. In order to conduct international
programs, management skills are also required for staff. In addition, understanding of
foreign culture is inevitable for university staff. Most of the problems come from a lack
of understanding of foreign culture. Therefore, it is necessary to provide more and more
opportunities for university staff to study in abroad.
Finally, it is quite important to strengthen cooperation with Japan for development of
engineering education in HCMUT.

Lecture 3
“Tertiary Education Strategy for Sri Lanka: Emphasis on Engineering Education”
Dr. Rahula Anura Attalage
1. Current Education System and Tertiary
Education
The current education system in Sri Lanka is
basically comprised of five levels namely Primary
level (1st to 5th year), Junior Secondary level (6th
to 9th year), Senior Secondary level (10th to 11th
year), Collegiate level (12th to 13th year) and
Tertiary level (3 – 5 years beyond collegiate level).At the end of the collegiate level
students sit for the General Certificate of Examination (Advance Level) at national level,
of which the results would decide the future career opportunities. In general, it is
estimated that from a particular cohort entering primary education, only around 2%
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could enter state universities. With reference to the students who sit for the G.C.E.(A/L),
around 50% would qualify to enter state university system but only around 8% will have
places in state universities with about 0.7% for engineering education. Further, a total
of around 15% would enter the Open University, private & other tertiary education
institutes while another 2% would find places in Advance Technical Colleges and to
study abroad respectively.
Tertiary

education

in

Sri

Lanka

encompasses

advance

technical

education,

undergraduate and postgraduate programs. Even though these tertiary education
institutes come under diverse Ministries, the state universities and advance technical
institutes come under Ministry of Education. The University Grants Commission (UGC)
is the apex body of the university system in Sri Lanka, which operates under the
purview of the Ministry of Education. At present, there are 15 state universities, 7
postgraduate institutes and a total of 27 other public & private institutes awarding
degrees recognized by the UGC. However, there is also a quite a number of institutes
operating in Sri Lanka affiliated to foreign universities awarding degrees that are not
recognized by the UGC.
2.

Engineering Education

As for engineering education in Sri Lanka, UGC recognized degree programs are
conducted in 3 Engineering Faculties of state universities of Morauwa, Peradeniya &
Ruhuna and in the Open University, as a distance-learning program. These programs
offer all conventional fields of engineering together with fields of Textile & Clothing and
Earth Resources offered at university of Moratuwa. The total annual student intake to
these programs except the Open University is around 1100 students. In addition, there
are few private institutes affiliated to foreign universities operating locally that offer
engineering degree programs but not recognized by the UGC.
The Engineering degree programs in state universities are 4 year Honours degree
programs operating on semester based system, focusing on development of knowledge in
fundamentals of engineering science, design, computational, communication, finance &
management. In addition, these programs also focus on development of skills required
for professional practicing of graduates in the global market. These Engineering
faculties also offer a large number of postgraduate programs at Masters level on taught
course-thesis basis or full time research only basis. In addition, the option of reading for
Ph.Ds only by research is also available. These engineering faculties are also committed
to conduct outreach activities such as continuous professional development programs,
provide testing and consultancy to the industry. Some faculties have established
university-industry interaction cells (UIIC) for providing services to the industry.
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3.

Issues in Engineering Education and Strategies for Development

One of the main issues is that the enrollment rate for engineering education is well
below regional levels in spite of a large number of potential candidates applying for
enrollment.State is almost the only player in financing & managing engineering
education and the private sector virtually does not have a direct role to play at present.
Until very recent, teaching & learning methods have been targeted to intellectual
achievement and have been dominated by outmoded methods without much emphasis
on quality of the product or the service. Further, there has not been any kind of
systematic quality assurance mechanism. The faculties have not followed the trends of
the industry and have been less sensitive to develop skills needed by the private sector
that is gradually gaining dominance over the state sector industries. Most of the
departments in these faculties lack staff with expertise in innovative areas that can
contribute to national development and international competitiveness. All engineering
faculties have a poor research & development culture and very little emphasis is put on
research topics targeted to industry. Finally similar to any other faculty, engineering
faculties do not have flexibility of its management and performance appraisal systems.
The initiatives that took place in mid 1990s have led to reiteration of national policy on
university education (National Education Commission report, 1996) and formulation of
reforms on university education (Presidential Task Force report, 1998). There are many
strategic directions and actions that have been endorsed as follows:university education
with an increase in the intake and decentralized admission, establishment of
Accreditation & Quality monitoring Board at the UGC level, diversification of courses to
suit current needs & trends of national development and international competitiveness,
strengthen the university-industry links through outreach programs & industry
personnel involved in university governing bodies, Staff training & promotion of a
research culture through enhanced university-industry links, enhanced finance &
management on the basis of accountability & revenue generation.
4.

Preliminary Focus Area for Engineering Education Development & Cooperation

The Government of Japan through its diverse mechanisms has provided immense
assistance to the education sector and human resource development of Sri Lanka,
especially through assistance of the Japanese International Cooperation Agency (JICA).
The most recent ones range from assistance to junior schools, universities to research
institutes together with in the area of Information Technology (e-learning). Based upon
a rational in complying with the priority areas of the related Ministries and the most
recently established development plan of the Government of Sri Lanka, 3 focus areas for
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development and cooperation have been presented. They are on the development of
areas of Advanced Manufacturing Materials, Mechatronics and Fishing Technology &
Boat Building. The envisaged related activities are to strengthen & upgrade the
existing university programs through Japanese expert contribution to enhance
curricula, research capacity building, and transferring knowledge to the industry
targeting initiation of business partnerships. These focus areas are expected to
complement the current programs of assistance that are already in place in view of
developing the education and human resources sector of Sri Lanka.

Lecture 4
“Strategizing International Cooperation in the Field of Engineering Education”
Mr. Takao Toda
1. The

Policy

of

JICA’s

International

Cooperation
It is generally recognized that the goal of
international

cooperation

is

a

“sustainable

development” of developing countries. For this
goal, it is necessary to develop human resources,
to acquire abilities to find and solve problems by
developing countries themselves and to utilize intelligence of societies for development.
The importance of higher education, specifically engineering education is not enough to
be emphasized because engineering education directly related to the practical
technology such as infrastructure, information technology and manufacture. It is true
that a lot of developing countries have an urgent need to improve basic education.
However, it is also inevitable to encourage higher education in developing countries in
order to cope with social requirement of the countries based on the necessities of the
communities.
2. Appropriate Cooperation in Accordance with Developing Stages
When considering developing stages, there are two types of countries; countries where
there are not established higher education system and countries where basis of higher
education systems are institutionalized. The former countries are CLMV in ASEAN and
African countries. JICA is concentrating on the assistance to individuals and institutes
in order to improve the core of higher education in countries. Human resource
development is the main target as well as establishment of institution of higher
education. The latter countries are countries like Thailand, Indonesia and Egypt where
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JICA is aiming at the promotion of linkage among universities, communities and
industries. To organize network of universities in both domestic and international level
is also important as well as improving accreditation in engineering education.
3. Network among Universities
There are common issues and problems in developing countries that have to be
identified as regional challenges rather than problems to be solved in a nation. Both
Southeast Asia and Southwest Asia had experienced catastrophic natural disasters
such as earthquakes and tsunami for the last couples of years. Universities definitely
have responsibilities to contribute to both mitigation of disasters and restoration of
destroyed land in collaboration with other governmental and non-governmental
organization. However, it is not efficient and also not enough if universities struggle
with these problems without formulating international network. Japanese universities
also have to play important roles to cope with these serious issues in developing
countries.
A good practice of network among universities is AUN/SEED-Net. There are 19 member
universities in ASEAN and 11 member universities in Japan including Toyohashi
University of Technology. AUN/SEED-Net is an ambitious project not only because it
aims at establishing network in ASEAN and Japanese universities but also trying to
tackle with common challenges in ASEAN countries in communities industries.
4. Linkage with Communities and Industries
There are three roles of universities; education, research and contribution to society.
Education and research are essential activities of universities whereas international
cooperation is rather related to contribution to society. One good practice was explained
by Professor Doctor Son from The Ho Chi Minh City University of Technology.
“ Capacity building of HCMUT to strengthen the University local community linkage” is
aiming at linkage among industries, communities and universities. Important lesson
from this project is that university conducts a research to examine the feasible
technology in accordance with the needs of society. It is expected that this kind of project
becomes a ideal model of international cooperation.
5. New Challenges
Science and technology are resources of development of Japan and many African
countries are now requesting assistance to science and technology. It was also discussed
in classic development theory on how to receive “Advantage of Backwardness” by means
of science and technology. Another inevitable issues in engineering education is
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accreditation as is described in guideline by UNESCO/OECD. Finally JICA will have
new functions from October 2008, that is bilateral loans and capital grant aid. By
combining these functions with technical cooperation, there will be a plenty of
possibilities to make international cooperation of Japan more effective and more
dynamic to achieve sustainable development in developing countries.
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General Discussion
Q1. What is the percentage of female students
in the university of engineering education ？
A1-1 ( Sri Lanka )
The

percentage

of

female

students

in

engineering university in Sri Lanka is less
than 10 %. However, it reaches to 20 to 25 % in
the department of electronics and computer. In
mechanical engineering, female students are few , only 3%.
A1-2 ( Vietnam)
It is less than 20 % in average. Due to cultural reason, female students choose not to
study in engineering university. The situation of the department of mechanical
engineering and civil engineering is worse, less than 5 %. In some department like
chemical engineering and industrial management, the percentage of female students is
more than 20 %.
A1-3 ( Lao)
The situation in Lao is almost same as the situation in Sri Lanka and Vietnam. The
percentage of female students is less than 20 % in average. In the department of
computer science, electronics and IT engineering, the rate of female students is about
10 %.
Q2. Are there any practice that Japanese experts developed appropriate technology
after learning existing technology in developing countries？
A2 ( JICA)
Capital intensive technology, which requires developing cost, implementing cost and
maintenance cost, is not feasible in developing countries. But, knowledge intensive
technology is effective and could be appropriate technology in order to solve problems in
developing countries. Knowledge intensive technology in not second-class technology. In
Banda Aceh, JICA made a hazard map to prevent secondary disaster by using low-price
technology. That is a good example of usage of knowledge intensive technology.
Q3. Are there any possibilities of utilization of nuclear energy in Vietnam？
A3 ( Vietnam)
Since there are not experts of nuclear energy and modern facilities in Vietnam,
utilization of nuclear energy has to be discussed in a long-term strategy. Of course, the
government of Vietnam is considering the introduction of new energy. However, it is not
in a near future.
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Q4. Mr.Toda explained that the effect of collaboration between Japanese universities
and JICA is limited. Are there any possibilities of coordination of stakeholders as for
international cooperation program, especially program among universities, industries
and local community？
A4-1 ( MEXT)
MEXT is promoting development of higher education by fully considering needs of
industries in developing countries. Coordination among Japanese side has to be
organized carefully.
A4-2 (JICA)
Coordination has to be considered in accordance with characteristic of region and
development issues. It has to be discussed by fully considering feasible ways.
Q5. Are there any way of catching up with international level of education and research
in Vietnam？
A5 ( Vietnam )
Experience of AUN/SEED-Net suggests us the importance of the universities network of
neighboring countries. International net work gives us a great opportunities to learn
technology in other countries. Vietnamese universities learn a lot from Japanese
university especially in the field of advanced technology. Regarding collaboration among
university, industry and community, we have learn a lot from foreign university

- 14 -

２．大学生国際交流プログラム
■ 経緯・背景
本学は、2003 年に日本国際教育協会の支援によりインドネシアの大学（バンドン工科大
学、ガジャマダ大学）の学生を本学に招聘し、東京工業大学と協力して学生セミナーを開
催した。2004 年には、ユネスコ・アジア文化センターの支援により、本学と東京工業大学
の学生をインドネシア、タイに派遣し、バンドン工科大学での学生セミナーの開催、ガジ
ャマダ大学、タマサート大学の訪問を行った。また、2005 年にも、同じくユネスコ・アジ
ア文化センターの支援で、東京工業大学と協同で、東京工業大学での学生セミナーおよび
鎌倉、日光など歴史文化遺産の視察を行った。
本事業は、これまでの交流の経緯を踏まえるとともに、日本とインドネシアにとって共
通の課題である防災への取り組みについて、学生セミナーを中心とする交流事業を実施し
たものである。
■事業内容
テーマ：

若きエンジニアのための大学生国際交流プログラム
－ 国際的な防災への取り組みに貢献する科学技術 －

期間

2006 年８月 19 日～８月 29 日

開催場所

インドネシア（ジャカルタ、バンドン、グヌン・ハリムン）

参加者

本学：教職員３名、学生９名
東京工業大学：教職員１名、学生１名
バンドン工科大学：教職員３名、学生 12 名
ガジャマダ大学：学生５名

参加協力機関
豊橋技術科学大学、東京工業大学、バンドン工科大学、ガジャマダ大学、
PT DI（航空機製造企業）
、JICA インドネシア事務所
事業内容
講義（英語）
、インドネシア人・日本人学生による討論・発表（英語）
、
学生交流、企業視察、国際協力プロジェクト視察、歴史文化遺産視察
■ 事業成果
学生セミナーでは、「国際的な防災への取り組みに貢献する科学技術」というテーマにつ
いて講義を受け、日本人・インドネシア人混成チームで数日間にわたり討論・発表を行っ
た。討論・発表はすべて英語で行い、英語によるディスカッション、プレゼンテーション
能力の向上に大きく役立った。
また、企業訪問では、インドネシアの企業においてエンジニアがどのように仕事に取り
組んでいるかを視察するとともに、国際協力プロジェクトでは、発展途上にあるインドネ
シアの村落部に住む人々と話し合う機会を持つことで、途上国での貧困の現状と我が国が
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取り組む国際協力について、実際に見て知見を広めることができた。
今後も協定校を中心に、多国間での学生セミナー開催による協力・交流の発展が期待さ
れる。

■

スケジュール

活動内容

開催地

8 月 19 日（土）

出国

ジャカルタ

8 月 20 日（日）

バンドンへ移動

バンドン

8 月 21 日（月）

バンドン工科大学（ITB）訪問（21－24 日まで学生セミナー開催）

ITB,

セミナー開会式

バンドン

グループ討論（日本とインドネシアの教育制度について）
プレゼンテーション
8 月 22 日（火）

講義１ “Tsunami Disasters in the Indonesian Region”
Dr. Nanang T. Puspito

ITB,
バンドン

講義 2 “Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation
and Reconstruction in Indonesia”
Dr. Ir. Wayan Sengara,
グループ討論・発表準備
プレゼンテーション（講義 1 に関して）
歓迎会
8 月 23 日（水）

バンドン工科大学研究室・実験室視察

ITB,

（Combustion Engine & Propulsion Lab, Faculty of Mechanical

バンドン

Eng.）
バンドン工科大学長表敬訪問
バンドン工科大学研究室・実験室視察
（Study program of Oceanography Labo, Faculty of Earth Sciences
and Mineral Technology，Dynamic Lab, Faculty of Mechanical Eng.）
「スマトラ沖地震・インド洋津波 JICA の取り組み～1 年間の記録～」
DVD 視聴
グループ討論・発表準備
8 月 24 日（木）

グループ討論・発表準備

ITB,

プレゼンテーション（講義 2 に関して）

バンドン

セミナー総括
現地企業（PT DI, 航空機製造企業）視察
送別会

- 16 -

8 月 25 日（金）

グヌンハリムンへ移動

グヌン・ハリム

グヌン・ハリムン・サラク国立公園管理計画（JICA プロジェクト）

ン

視察
8 月 26 日（土）

グヌン・ハリムン・サラク国立公園管理計画（JICA プロジェクト）視

ジャカルタ

察
ジャカルタへ移動
8 月 27 日（日）

ジャカルタ市内文化施設視察

ジャカルタ

8 月 28 日（月）

生物多様性保全センター整備計画（JICA プロジェクト）視察

ジャカルタ

ジャカルタ発
8 月 29 日（火）

帰国

グループ討論・発表準備

歓迎会
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３．平成 18 年度第１回人材育成支援セミナー
日 時： 平成 18 年７月６日（木）15：00～16：30
会

場：

豊橋技術科学大学総合研究実験棟９階セミナー室

■

講演テーマ

「JBIC の高等教育支援」
■

講
吉田

師
和浩

氏

豊橋技術科学大学工学教育国際協力研究センター客員教授 ／
広島大学教育開発国際協力研究センター助教授／
元国際協力銀行（JBIC）開発セクター部社会開発班課長
■

事業成果
国際協力銀行（JBIC）が実施している円借款業務及び高等教育・人材育成事業等、また

途上国高等教育の現状と課題、JBIC 円借款業務の概要、JBIC 人材育成分野へのアプロー
チ（分野別業務実施方針）、そして JBIC 高等教育・人材育成事業の特徴と事例紹介につい
て講演していただき、実務的な面も含めて国際協力への理解を一層深めることができた。

セミナーの模様
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■

講演資料
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途上国高等教育

教育の投資効果：Rate of Return
ソー シャル 収 益 率

プライベ ート収 益 率

初等

中等

高等

初等

中等

高等

アジア

1 6 .2

1 1 .1

1 1 .0

2 0 .0

1 5 .8

1 8.2

欧 州・中 東・北 アフリカ

1 5 .6

9 .7

9 .9

1 3 .8

1 3 .6

1 8.8

ラ 米 ･カ リ ブ

1 7 .4

1 2 .9

1 2 .3

2 6 .6

1 7 .0

1 9.5

サ ブ ･サ ハ ラ ・ ア フ リ カ

2 5 .4

1 8 .4

1 1 .3

3 7 .6

2 4 .6

2 7.8

8 .5

9 .4

8 .5

1 3 .4

1 1 .3

1 1.6

OECD
G . P s ac h ar o po u lo s , e t al. , 2 0 0 2

2006年7月6日
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JBICの高等教育協力
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４．平成 18 年度第２回人材育成支援セミナー
日 時： 平成 19 年２月１日（木）13:30～16：30
会

場：

チサンホテル新大阪

４階会議室

■ プログラム
講演１
「スラバヤ工科大学情報技術高等人材育成プロジェクト（PREDICT-ITS）への取組と今後」
宇佐川

毅

氏

熊本大学工学部情報電気電子工学科教授
講演２
「アフリカと科学技術協力」
黒川

恒男

氏

国際協力機構（JICA）アフリカ部部長
講演３
「高等教育の国際化と人材育成‐インドネシアの事例‐」
吉田

和浩

氏

豊橋技術科学大学工学教育国際協力研究センター客員教授／
広島大学教育開発国際協力研究センター助教授／
元国際協力銀行（JBIC）開発セクター部社会開発班課長
情報交換会
■

事業成果
本セミナーは当センターデータベース登録者を対象に毎年行っているもので、関西地区

を中心に全国から国公私立大学の教職員および学生 20 名の参加があった。
セミナーでは、熊本大学工学部教授宇佐川毅氏から「スラバヤ工科大学情報技術高等人
材育成プロジェクト（PREDICT-ITS）への取組と今後」と題し、プロジェクトの受注から
契約まで、またプロジェクトの内容についての説明があった。続いて国際協力機構アフリ
カ部部長黒川恒男氏から「アフリカと科学技術協力」と題し、アフリカの現状およびアフ
リカへの高等教育協力の必要性について、そして広島大学教育開発国際協力研究センター
助教授で本センター客員教授である吉田和浩氏は「高等教育の国際化と人材育成‐インド
ネシアの事例‐」と題し、インドネシアでの高等教育をめぐる国際環境を中心にそれぞれ
講演があった。講演終了後は、聴講者と講師の間で活発な質疑応答があり、大学が国際協
力分野への参画を進めていくにあたり大変有意義なセミナーとなった。
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■

講演資料：

講演１

宇佐川

毅

氏
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■

講演資料：

講演２

黒川

恒男

氏
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■ 講演資料：

講演３

吉田

和浩

氏
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５．平成 18 年度第３回人材育成支援セミナー
日 時： 平成 19 年３月 22 日（木）14：00～15：30
会

場：

豊橋技術科学大学総合研究実験棟９階セミナー室

■

講演テーマ

「国際協力銀行と世界銀行の教育支援：案件形成～審査」
■

講
吉田

師
和浩

氏

豊橋技術科学大学工学教育国際協力研究センター客員教授 ／
広島大学教育開発国際協力研究センター助教授／
元国際協力銀行（JBIC）開発セクター部社会開発班課長
■

事業成果
国際協力銀行（JBIC）と世界銀行が実施している教育支援の傾向、２つの機関のプロジ

ェクトサイクル、それぞれの審査内容について講演していただき、JBIC と世界銀行の相違
点を理解することができた。また、今後の国際協力プロジェクト開発に向けての参考とな
った。

セミナーの模様
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■

講演資料
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６．大学生のための国際協力セミナー
日時：平成 18 年 11 月 29 日（水）14:00～15:30
会場：豊橋技術科学大学
■

A２-201 教室

講演テーマならびに講師紹介

講演１
近藤

整

氏

「JICA 概要説明及び職場紹介」
長岡技術科学大学卒業、
JICA 無償資金協力部業務第２グループ保健医療チーム
講演２
高木

喜一郎

氏

「青年海外協力隊体験談

大洋州‐パプアニューギニア‐

～コンピュータ技術隊員の現場から～」
豊橋技術科学大学卒業、NTT 西日本勤務、
JICA 青年海外協力隊平成 13 年度第３次隊

パプアニューギニア、

指導科目：コンピュータ技術
■

目的
本学は開学以来、“国際化”を重要な推進テーマの一つとして、工学教育の研究・教育分

野で国際的な活動および途上国における国際協力を展開し、学内外から高い評価を得てき
た。こうした国際化の動きについては、本学で学ぶ学生の間でも、関心が高まりつつある
が、その知見を深める機会は極めて限られている。本セミナーでは、本学の卒業生で青年
海外協力隊への参加者および同じ技術科学大学で学び現在国際協力機構に勤務する職員の
講演を行い、本学学生の国際協力に対する理解を深め、技術者として今後のキャリアの中
で国際化や国際協力とどう向き合うか、考える機会を提供することを目的とする。
■

プログラム
14：00
開会の挨拶

工学教育国際協力研究センター助教授

池田

則宏

14：00～14：30
JICA 概要説明及び職場紹介／JICA 近藤

整

氏

14：30～15：00
「青年海外協力隊体験談

大洋州‐パプアニューギニア‐～コンピュータ技術隊員の現

場から～」／NTT 西日本

高木

喜一郎

氏

15：00～15：30
質疑・応答
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■

成果

（１） 学生への国際協力理解の場の提供
本学の卒業生でＮＴＴ西日本勤務の高木喜一郎氏を招いての講演は、青年海外協力隊員
という国際協力の第一線における勤務経験について、直接話を聞くことができ、国際協力
に関し学生の視野を拡げる貴重な機会となった。
（２） 理工系学生が研究を目的としない職場で働くことについての理解促進
本セミナーでは、長岡技術科学大学の卒業生で、JICA 無償資金協力部保健医療チームに
勤務する近藤整氏より、JICA の事業および職場についての紹介があった。「工学系大学で
学ぶ『仮説を立て、実験し、検証する』というプロセスは、JICA の現在の職場で非常に役
に立っている」という話は、本人の経験に基づくもので、本学学生にも大変理解しやすい
ものであった。

JICA 近藤 整

氏

NTT 西日本
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高木 喜一郎

氏

７．ホーチミン工科大学地域連携機能強化プロジェクト（ベトナム）
■

プロジェクトの概要・実施状況
「ホーチミン工科大学地域連携機能強化プロジェクト」は、JICA 技術協力事業として平

成 18 年１月より開始されている｡本学 ICCEED からは､高等教育マネージメントの専門家
として教員１名（黒田助教授）を長期派遣し、プロジェクト実施に貢献している｡プロジェ
クトの目的は以下の通りである｡
１）大学マネージメントとしての地域との連携機能強化、制度化
２）地方への課題解決・ニーズを満たすための具体的な技術開発・技術移転
３）これらの課題・ニーズに関連するテーマでの地方向け訓練活動
平成 18 年４月には､ホーチミン工科大学（HCMUT）内にプロジェクト事務所を開設し､
本格的な諸活動を開始した｡プロジェクトの実施は､JICA 側プロジェクト事務所､ホーチミ
ン工科大学､メコン地域のアンザン省､テンザン省の人民委員会関係部局やアンザン大学が
協力して進めている｡今年度､本学からは３名の短期専門家派遣を実施した｡
■

平成 18 年度の主な活動

○ 地域連携に関する大学管理運営強化､プロジェクトマネージメントに関する活動
・ HCMUT 内に設置されている学内横断の「科学委員会」によるプロジェクト実施の
ための機能強化。具体的には、アンザン省、テンザン省と HCMUT との間の協力の
覚書の締結、アンザン省、テンザン省の代表を科学委員会の正式メンバーとして加
え、委員会開催の定例化を図った。
（平成 18 年 8 月、11 月、12 月、平成 19 年２月）
・ 地方（アンザン省､テンザン省）とのプロジェクト運営､パイロットプロジェクトテ
ーマ設定に関する協議及びパイロットプロジェクト現地調査（平成 18 年３月、５
月）
・ 日本政府、ベトナム政府、他 JICA プロジェクト関係者を含むプロジェクト関係者
の参加によるプロジェクトの Inaugural Meeting 開催（平成 18 年 8 月）
・ ベトナム政府側プロジェクト承認によるカウンターパート予算政府承認（平成 18 年 11
月）
・ HCMUT 側プロジェクトマネージメントスタッフ強化（平成 18 年 11 月～）
・ HCMUT と地方関係者（人民委員会関係部署、地方大学）とのプロジェクト活動に
関する協議（随時）
○ 地方への課題解決・ニーズを満たすための具体的な技術開発・技術移転
・ 地方のニーズの中からパイロットプロジェクトとして４つの研究開発テーマを決定
し、研究開発活動を実施。テーマは以下の通りである。
①

カカオ豆の品質改善のための発酵過程最適化に関する研究開発（協力
省：テンザン省）

②

チャーム木（メラルーカ）活用のための精油抽出及び吸着剤開発に関す
る研究（協力省：テンザン省）
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③

なまずフィレ身加工用自動機械の研究開発（協力省：アンザン省）

④

養殖池水・排水の水質浄化法の開発（協力省：アンザン省及びテンザン
省）

平成 18 年度は、各テーマに関し、地方の協力者を含む研究開発タスクフォースの構
成、研究活動計画策定、現地調査、機材デザイン、機材調達、初期実験、サンプル分析
等を中心に行った。パイロットプロジェクト３）については、プロトタイプ試作機が完
成し（平成 19 年２月）、パイロットプロジェクト４）については、地方養殖池での実験
準備が整った。（平成 19 年３月）
・ 標記パイロットプロジェクトへの指導・支援のため、６名の日本人短期専門家（豊
橋技術科学大学３名、鹿児島大学２名、北海道食品加工研究センター１名）の派遣
・ 標記パイロットプロジェクトに関する知識・技術向上のための本邦研修の実施（豊
橋技術科学大学（水環境工学：平成 19 年３月）、鹿児島大学（水産食品機械・水産
食品科学）平成 19 年３月）
○ 地方向け訓練活動
・ 地方向け訓練活動の具体化に関し､地方との協議を開始｡（平成 18 年 11 月）

Inaugural Meeting (H18.8)
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動
（ｶｶｵ加工）

日本人専門家による講義（H19.１）
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動
（チャーム木活用）

科学委員会（H18.11）
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動
（なまずフィレ加工）

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動
（チャーム木活用）

加工機械プロト機器完成（H19.2） 日本人専門家との現地調査（H18.9）
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活動
（養殖池水・排水浄化）

日本人専門家との現地調査（H19.1）日本人専門家による指導（H18.8）
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アンザン省との協議（H18.11）

８．国際協力プロジェクト開発調査（カンボジア）
■ 調査の概要と経緯
工学教育国際協力研究センター（ICCEED）では、ベトナムにおける JICA 技術協力プ
ロジェクトに続く次なるプロジェクトの形成を目指して、カンボジア工科大学における工
学教育協力のニーズ調査を行った。
■ 日程
平成 18 年 11 月 20 日（月）～11 月 25 日（日）
■ 団員
堤

和男

／豊橋技術科学大学名誉教授
／豊橋技術科学大学 ICCEED 助教授

加藤

茂

池田

則宏／豊橋技術科学大学 ICCEED 助教授

■調査結果
カンボジア工科大学は、1981 年に設立されたカンボジアでトップクラスの工科大学であ
り、教職員は約 220 名、学生数は約 1,000 名となっている。カンボジアの他の大学と比べ
て、卒業生の就職率は 95％と格段に高い。国際協力に関するニーズとしては以下の２つが
ある。
（１） 石油、鉱物資源の学部設立、研究
カンボジアでは、2009 年に海底油田の産出開始、2011 年には、天然ガス、ボーキサイト
の産出が確実視されており、これらの天然資源の精製や加工技術にかかる研究や人材育成
が緊急の課題となっている。カンボジア工科大学には、石油、鉱物資源については学部も
なく、学部レベルでの教員育成やカリキュラム策定の強い要望がある。しかしながら、日
本の大学における適当なリソースは限られており、また、実際の必要性については、これ
らの天然資源の生産高予測を把握した上で行う必要もある。天然資源に関し、同じような
状況がベトナムでもあり、AUN/SEED‐Net のメンバー大学であるホーチミン市工科大学
では石油精製技術研究センターを立ち上げており、第３国研修を実施しつつ、ホーチミン
市工科大学での取り組みを検証した上で、カンボジア工科大学での取り組みを検討するこ
とが考えられる。
（２） IT 技術者の養成
1999 年に設立されたコンピュータ・サイエンス学科は、IT 分野での教育と研究に注力し
ているが、１学年あたりの規模は 15～25 名と規模が小さい。産業界における IT 技術者の
不足はあらゆるレベルで起こっている深刻な問題である。産業界からは学科規模の拡充と
教員及び教育内容のレベルアップが強く要請されている。IT 技術者の養成については、他
の大学の取り組み例もあるが、多くの大学の学科終了生のレベルは、産業界の信頼を得る
には程遠く、カンボジア工科大学をモデル校として拡充した上で、他の大学への拡大を図
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る等の取り組みが必要である。しかしながら、具体的な産業界のニーズの把握や産業界の
ニーズからみた大学のカリキュラム、教員レベルの問題点の把握は未整理であり、協力を
開始するにあたっては、こうした現状把握がまず必要である。また、同時にカンボジア工
科大学を一つのモデルとして確立しながら、他の大学にどのように拡大・普及させるかを
検討する必要もある。
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９．国際協力プロジェクト開発調査（スリランカ）
■ 調査の概要と経緯
文部科学省拠点システム構築事業「国際協力イニシアティブ」の調査研究として、スリ
ランカの工学系大学の開発ニーズへの貢献に向けた工学教育の強化について調査を行った。
■ 日程
平成 19 年２月 23 日（金）～３月４日（日）
■ 団員
本間

寛臣

／豊橋技術科学大学 ICCEED 教授

池田

則宏

／豊橋技術科学大学 ICCEED 助教授

Rahula Anura Attalage／豊橋技術科学大学 ICCEED 客員教授
■ 調査結果
スリランカは、人口約 2,000 万人、一人当たり GNP は 850 ドルの国で、近年は、インド
市場へ向けた衣料品等繊維産業や自動車部品などの機械産業も発展しつつある。政治的に
は、イスラム過激派の活動が続いており、治安の安定が課題となっている。また、2004 年
12 月に発生したスマトラ沖地震の津波では、約５万人の死者を出すなど大きな被害があっ
た。
日本による国際協力案件も多く実施されており、工学分野では、豊橋技術科学大学がコ
ロンボ大学における IT による遠隔地教育に関し、プロジェクトを実施した。
スリランカで工学部を有する大学は、ペラデニア大学、モラツワ大学、ルフナ大学の３
つであり、産業の発展を目指すスリランカにとって、決して十分な状況ではない。産業界
と大学との連携に関しては、ペラデニア大学はアジア開発銀行の支援のもとに、エンジニ
アリングデザインセンターを立ち上げており、企業からの技術相談を行っていた。モラツ
ワ大学は、工学系単科大学で、産学連携については、各学科ごとに企業からの技術相談を
行っていた。今回訪問した企業で、モラツワ大学と共同で研究を行うことで、生産システ
ムの改善が大きく進んだケースがあった。しかしながら、知財の管理については、２つの
大学でも整備されていない状況であり、本格的な共同研究の実施が進んでいない要因であ
るように見られた。ルフナ大学は新設の大学であり、学生に対する教員の数が圧倒的に少
なく、産学連携については実施できる状況ではなかった。
工学系大学の協力できる産業としては、繊維産業や自動車等の小規模な部品産業は有力
な産業である。インドという 10 億人の人口を抱える市場への輸出が、産業育成のために大
きな課題であるが、工学系大学の数が少なく、中小企業で必要とされる、物づくりの現場
で技術的な問題を発見し解決できるエンジニアの数が、圧倒的に不足している状況であっ
た。また、工学系大学と企業との技術開発は、未着手といって良い状況であった。
産学連携を進めることで、大学工学部の機能を強化しつつ、中小企業の育成を図り、経
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済の発展を促すことはスリランカ政府にとっても重要な課題と認識されており、早急に具
体的な計画が策定されることが期待されている。
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１０．国際協力プロジェクト開発調査（インド）
■ 調査の概要と経緯
文部科学省拠点システム構築事業「国際協力イニシアティブ」の調査研究として、イン
ドの工学系大学の開発ニーズへの貢献に向けた工学教育の強化について調査を行った。尚、
本調査ではインドにおいて目覚しい発展を遂げている自動車産業との関連で調査を行った。
■ 日程
平成 19 年２月 18 日（日）～２月 22 日（木）
■ 団員
池田

則宏

／豊橋技術科学大学 ICCEED 助教授

Rahula Anura Attalage／豊橋技術科学大学 ICCEED 客員教授
■ 調査結果
10 億人の人口を抱えるインドは、世界の IT 産業に対し優秀な人材を供給する一方で、人
口の 8 割は１日 2 ドル未満で生活するなど、経済格差は著しく、また周辺にはアフガニス
タン、パキスタン、バングラデシュ等があり、外交的にも難しい状況を有している。そうし
た中、周辺国と比べると政治的安定を保ちつつ、全体として成長基調を維持している。
インドの自動車産業は、タタ財閥などの国産のメーカーのほか、日本からもスズキ自動
車やトヨタ自動車が進出し、今後も経済成長とともにマーケットの拡大が見込まれている。
スズキ自動車は、1980 年代から現地の自動車メーカーであるマルチ社と合弁で事業を実施
し、得意分野である小型車の製造・販売でインドのマーケットにおいて、大きなシェアを
占めている。スズキ自動車のインドでの事業の展開は、品質の確保された低価格の部品を
いかに確保するかという点に集約されており、部品産業の育成が大きな課題であったが、
競争が激化するマーケットにおいて、今後も部品産業の育成は重要な課題であり続ける。
また、自動車産業に関わらず、IT 産業という一部の例外を除いて、産業基盤が確立してい
ないインドでは、中小企業の発展は、経済の発展に向けて、重要な課題となっている。
今回調査した大学のうち、インド工科大学は優れた IT 技術者を数多く輩出し、世界の一
流の製造業、金融業、IT 産業と共に、IT 産業を牽引する大学である。それらの企業との共
同研究も随時あり、常に、シリコンバレーやバンガローの IT 産業を見据えた教育・研究活
動を行っていた。
デリー大学は学内に 78 のカレッジ、７,000 人の教員を抱える大規模大学で、豊橋技術科
学大学の協定校でもある。工学部における産業界との連携は、主に博士課程の学生が共同
研究の実施のため、個々に中小企業との連携をとっており、インドの中小企業の育成とい
う課題に対し、大学工学部としての体制整備を検討しているところであった。
インドの中小企業、特に自動車部品産業育成という課題については、デリー大学のよう
な中小企業との連携を重視する大学における国際協力プロジェクトを検討する必要がある
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が、一方で、インド政府の政治姿勢として、政府開発援助を含め、外国からの経済・文化
的な支援については、慎重な姿勢をとっており、産学連携による工学教育の機能強化につ
いても、プロジェクトの実施前の段階で、相当に難しい調整が必要とされると思われる。
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１１．国際協力プロジェクト開発調査（トルコ）
■ 調査の概要と経緯
JICA 集団研修「自動車裾野産業育成のための連携コーディネータ育成」新規立ち上げ
に向け、トルコからの研修員の受入れの可能性について調査を行った。
■ 日程
平成 19 年３月 18 日（日）～３月 25 日（日）
■ 団員
池田

則宏

／豊橋技術科学大学 ICCEED 助教授

■調査結果
トルコは、人口は約 8,000 万人、面積は 77.5 万平方キロメートル（日本の約２倍）、一人
当たりＧＮＰは 4,286 ドル（2004 年）の国で、高中所得国と位置づけられる。大学等高等
教育機関への進学率は、1981 年は 6%であったが、この四半世紀で大きく伸び、2005 年で
25％、オープンエデュケーション（社会人教育、遠隔地教育等）を含めると 39％となった。
しかしながら、50%超える EU 諸国に比べると依然として低い状況であり、高等教育機関の
強化は、EU 加盟国を目指すトルコにとって大きな課題である。また、GDP に占める R&D
の割合は 2003 年が 0.66%で、同時期のスェーデン 3.76%、韓国 2.82%、日本 2.8%、アメ
リカ 2.25%と比べて低いが、近隣国のヨルダン 0.26%、エジプト 0.22%と比べると僅かな
がら上回っている。
1980 年代以降、トルコは外資導入による輸出工業化を志向し、自動車産業もアメリカ、
ドイツ、日本、韓国など多くのメーカーが進出し、年間生産台数は 100 万台を超え、トル
コの総輸出の 10%を占めるに至っている。欧州市場をにらんだ生産拠点としてのトルコは、
質の高い労働力と安い労働コストが外国資本をひきつけてきたが、労働コストについては、
確実に上昇しており、外国資本の今後の戦略も流動的な側面があると言える。自動車裾野
産業については、信頼できるサプライヤーの育成はこれからの課題であると言える。今回
訪問した Rozmas Chuo Otomotiv でも、材料メーカーについては、日本や欧州からの調達
に頼らざるを得ないという説明があった。
産学連携については、トルコでもトップクラスのイスタンブール工科大学、中東工科大
学では、フォード、ボルボなど欧米系の自動車メーカーとの共同研究の実績はあるが、中
小企業については、あまり例がなかった。これに対し、中堅校のイエルツ工科大学では、
卒業生の中小企業への就職が多いこともあり、中小企業との共同研究についても実績があ
った。知財については、各大学とも EU の法規をもとに体制を整備しているが、日本の大
学のような連携コーディネータについては、配備はない。
トルコでは、大手自動車メーカーとトップクラスの工学系大学との産学連携はある程度
進んでおり、今後の課題として、自動車産業をサポートする中小企業の育成があげられる。
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トルコの国家開発計画でも、企業の競争力強化と人的資源開発及び雇用の増加は開発軸と
して掲げられており、本研修実施の意義は高い。課題としては、集団研修の実施後、トル
コ国内の大学にどのようにノウハウを広め、自動車裾野産業と大学との産学連携を進めて
いくかということがある。今回訪問した大学からは、トルコ国内でのセミナーの実施が望
ましく、本集団研修とあわせて、JICA のスキームよる現地国内研修の実施について、強い
要望があった。
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１２．工学教育国際協力のための人材データベース
データベース登録情報の更新および新規登録

■

平成 16 年度に構築したインターネットを介した登録情報の更新および新規登録シス
テムを用いて、更新・新規登録の受付を行った。
調査期間：2006 年３月～2006 年４月
調査結果：新規登録者数

31 名（学内；27 名、学外；４名）

情報更新者数

114 名

現在の登録者数

826 名（2007 年３月現在）

今回および前回の調査で、以下の問題点が明らかとなった。
・ 登録者数に対して、更新・新規登録者数が少なく、データベースの質の低下に繋
がりかねない。
（更新・新規登録者総数：昨年度 115 件，今年度 114 件）
・ 上記問題点に関連して、連絡不能者が年々増加している。
（今年度 60 件）
今後はデータベースへの登録数だけでなく、いかに質を確保するか（新規登録デー
タの追加，継続的なデータの更新）を検討する必要がある。その一つとして、データ
ベースの活用方法を検討した。
■

人材データベースの活用方法に関する検討
人材データベースの利用価値を高めるため、データベースに登録する人材に対し工学系

高等教育機関（大学・高専等）関係者の参画できる国際協力事業について情報提供を行い、
国際協力事業へ参画希望等を調査することとした。今後は、データベースの情報について
は、データベース登録者の了解のもと、文部科学省、国際協力機構、国際協力銀行に対し
て適宜提供することを前提として収集を行うこととした。また、文部科学省事業「国際協
力イニシアティブ」への参画も視野に入れたデータベースの整備・活用（情報提供）を行
うこととする。
○人材データベース活用のための調査項目変更点
削除

【語学・海外渡航・派遣経験】
15. “国際協力プロジェクトへの参加”(d) その他（青年海外協力隊等）

修正前

修正後

【専門家派遣事業＆留学生等受入事業 【専門家派遣事業＆留学生等受入事業

修正

への協力】

への協力】

17. “専門家派遣依頼”

17. “専門家派遣依頼”

派遣希望地域／国

H19 年での長期専門家希望有無

派遣希望（可能）期間

H19 年での短期専門家希望有無

その他の希望

H19 年での調査団参加希望有無
（受託意志および希望地域の確認）
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■

データベース登録情報の検索システムの試作
上記データベースの公開および利用を視野に入れ、インターネットを介した登録情報

の検索システムを試作した。しかし、個人情報保護法への対応を十分に検討できていな
い。また登録者からの公開の了解が十分に得られていないため、現時点ではセンター内
のみアクセス可能としている。
（参考）

登録情報検索システム

検索画面

検索結果の表示画面

- 86 -

１３．卒業・修了生（インドネシア）へのフォローアップについて
豊橋技術科学大学における研修修了者へのフォローアップの一環として、2007 年３月４
日にインドネシアの卒業・修了生による同窓会が現地にて行われた。
日時：平成 19 年３月４日（日）

15：30～18：00（現地時間）

場所：インドネシア、バンドン工科大学

TUT インドネシア事務所

■ 参加者
（インドネシア側参加者）
Bambang S. P.／インドネシア科学技術評価応用庁（BPPT）、Gatot P／インドネシア
大学、Joe Lian M.／バンドンポリテクニック、Anas Ma’ruf／バンドン工科大学、
Khairil／シャクアラ大学、Irvan／北スマトラ大学、M. Faisal／シャクアラ大学
（豊橋技術科学大学参加者）

■

加藤

史郎

／建設工学系教授

本間

寛臣

／ICCEED 教授

藤江

幸一

／エコロジー工学系教授

清水

由紀子／国際交流課課長補佐

矢追

秀敏

／TUT 国際連携コーディネータ

概要

Bambang S. P.氏の進行により、以下の点について話し合われた。
１．インドネシア、TUT 同窓会の正式名称
２．TUT 同窓生のためのウェブサイトの設置について
３．TUT 同窓生データベースについて
まずはじめに TUT 同窓会の正式名称について話し合い、その結果正式名称は「TUT
alumni association in Indonesia」に決定した。
次に、TUT 同窓生のためのウェブサイト設置について議論がなされ、Anas Ma’ruf 氏が
担当者として選出された。今後、設置の進捗状況について随時報告がなされる予定である。
最後に TUT 同窓生データベースについての話し合いがなされ、データベースの更新をす
る必要性があるという意見が出た。

TUT 同窓会の模様②

TUT 同窓会の模様①
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１４．留学生受入れ状況
■

受入状況
本学は、開発途上国に対する工学教育国際協力を推進することを目的に、開発途上国の

技術者の技術向上のため独立行政法人国際協力機構等が開発途上国から招致した研修員の
受入れ事業を実施担当している。
本年度は、国際協力機構（JICA）を通じて 7 名、日本国際協力センター（JICE）を通じ
て 5 名、合計 12 名の研修生受入れが実施された。

国際協力機構（JICA）

長期研修事業

大学院修士課程（英語コース）

大学院博士後期課程

スリランカ

１

インドネシア

１

ジンバブエ

３

フィリピン

１

ラオス

１

日本国際協力センター（JICE）

留学生支援無償事業

大学院修士課程（英語コース）
ウズベキスタン

３

カンボジア

２
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１５．学外情報誌等への掲載
■

「第５回オープンフォーラム」関連
¾

独立行政法人国際協力機構（JICA）

ホームページ

http://www.jica.go.jp/event/index.html
フォーラム開催案内－「全国イベント情報」
¾

（株）国際開発ジャーナル社

ホームページ

http://www.idj.co.jp/index.html
フォーラム開催案内－「国際協力インフォメーション」
¾

独立行政法人国際協力機構（JICA）

メールマガジン vol.135

フォーラム開催案内
¾

「ODA 新聞」平成 18 年 11 月号

平成 18 年 11 月 1 日

フォーラム開催案内
¾

「国際開発ジャーナル」誌
2006 年 10 月号、p.68 フォーラム開催案内－「NEWS＆TOPICS」
2007 年 1 月号、p.77 フォーラム当日記事－「NEWS＆TOPICS」

¾

¾

独立行政法人国際協力機構（JICA）

「monthly

JICA」誌

2006 年 10 月号、p.45

フォーラム開催案内－「EVENT」

2007 年 1 月号、p.44

フォーラム当日記事－「INFORMATION」

文教速報

第 6963 号 平成 18 年 12 月 4 日

フォーラム当日記事
¾

文教ニュース

第 1909 号

平成 18 年 11 月 27 日

フォーラム当日記事

■

その他
¾

文部科学省「国際開発協力サポート・センター」プロジェクト

ホームページ

平成 18 年度第２回人材育成支援セミナー開催案内－「TOPICS」
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¾

独立行政法人国際協力機構（JICA）大阪国際センター

ホームページ

平成 18 年度第２回人材育成支援セミナー開催案内－「イベント・公開セミナー」
¾

独立行政法人国際協力機構（JICA）中部国際センター
平成 18 年度第２回人材育成支援セミナー開催案内

¾

文教速報

第 6989 号

平成 19 年 2 月 16 日

平成 18 年度第２回人材育成支援セミナー当日記事
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メールマガジン

vol.28

１６．各教員の国際交流状況
本間

寛臣

教授

シャクアラ大学（インドネシア・アチェ）及び北ス

Computational Mechanics and

2006/5/9

マトラ大学(インドネシア・メダン)

Numerical Analysis 2006 及び北スマトラ

～2006/5/14

大学での GRASE プロジェクト打合せ
チュラロンコン大学（タイ・バンコク）

アセアン工学系高等教育ネットワーク・

2006/6/25

機械・航空学分野別セミナー出席

～2006/6/28

バンドン工科大学（インドネシア・バンドン）、北

インドネシア事務所整備および北スマト

2006/7/9

スマトラ大学（インドネシア・メダン）

ラ大学での学生指導ならびに打合せ

～2006/7/19

バンドン工科大学（インドネシア・バンドン）他

平成 18 年度豊橋技術科学大学「大学

2006/8/17

生国際交流プログラム」引率及び TUT

～2006/8/27

インドネシア同窓会についての打合せ
GRASE プロジェクト事務局（インドネシア・ジャ

GRASE プロジェクトコアメンバー会議出

2006/9/10

カルタ）、TUT インドネシア事務所（インドネシ

席およびインドネシア事務所整備

～2006/9/17

北スマトラ大学（インドネシア・メダン）、バンド

北スマトラ大学大学院学生指導ならび

2006/12/26

ン工科大学（インドネシア・バンドン）

に研究打合せおよびインドネシア事務

～2007/1/9

ア・バンドン）

所整備
バンドン工科大学（インドネシア・バンドン）、

AUN/SEED-Net FWS 参加、文部科学

2007/2/20

モラツワ大学（スリランカ・モラツワ）、ホーチミ

省拠点システム構築事業「国際教育協

～2007/3/10

ン市工科大学（ベトナム・ホーチミン）

力イニシアティブ」調査研究（スリランカ
調査研究）、AUN/SEED‐Net 博士課程
学生研究指導、ホーチミン市工科大学
航空学部人材育成計画打合せ
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成瀬

一郎

教授

ハイデルベルクコンベンションセンター（ドイツ・

第３１回国際燃焼シンポジウムに参加し

2006/8/6

ハイデルベルク)

論文発表

～2006/8/13

Chengdu California Garden Hotel(中国・四川省

日中石炭・C1 化学シンポジウムに参加

2006/10/22

成都）および華中科学技術大学（中国・湖北省

し論文発表ならびに華中科学技術大学

～2006/10/28

武汉洪山区）

石炭燃焼国家重点研究室に訪問し実
験施設見学

Snowbird Resort & Conference Center(USA・

発電における燃料質の影響に関する国

2006/10/29

ユタ州 Snowbird)

際会議に参加し論文発表

～2006/11/4

ホテル日航ジャカルタ（インドネシア・ジャカル

流体および熱エネルギー変換に関する

2006/12/10

タ）

国際会議 2006 に参加し、国際学術委員

～2006/12/14

を務めるとともに論文発表
バンドン工科大学（インドネシア・バンドン）

バイオマス利用活用技術に関する調査

2007/3/3

および２１世紀 COE プログラムの成果

～2007/3/6

発表会

池田

則宏

助教授

バンドン工科大学（インドネシア・バンドン）他

JICA カンボジア事務所、在カンボジア日本大

平成 18 年度豊橋技術科学大学「大学

2006/8/19

生国際交流プログラム」引率

～2006/8/29

カンボジア工学教育基礎調査

2006/11/20

使館、カンボジア－日本人材開発センター等

～2006/11/25

(カンボジア・プノンペン）
デリー大学・インド工科大学（インド・ニューデ

文部科学省拠点システム構築事業「国

2007/2/18

リー）、モラツワ大学（スリランカ・モラツワ）等

際教育協力イニシアティブ」調査研究

～2007/3/4

JICA トルコ事務所（トルコ・アンカラ）、中央発

集団研修「自動車裾野産業育成のため

2007/3/18

條トルコ工場、イスタンブール技術大学（トル

の産学連携コーディネーター要請」に関

～2007/3/25

コ・イスタンブール）、中東工科大学、イエルツ

するトルコにおけるニーズ調査

工科大学 他
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加藤

茂

助教授

Manchester Grand Hyatt San Diego(USA、San

第３０回国際海岸工学会議に出席、研

2006/9/3

Diego)

究成果の発表

～2006/9/10

JICA カンボジア事務所、在カンボジア日本大

カンボジア工学教育基礎調査

2006/11/20

使館、カンボジア－日本人材開発センター等

～2006/11/25

(カンボジア・プノンペン）

Rahula Anura Attalage

客員教授

デリー大学・インド工科大学（インド・ニューデ

文部科学省拠点システム構築事業「国

2007/2/18

リー）、モラツワ大学（スリランカ・モラツワ）等

際教育協力イニシアティブ」調査研究

～2007/3/4
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１７．ICCEED スタッフ・部門員一覧
■

ICCEED スタッフ

センター長

渡邉

昭彦

併任

建設工学系教授

工学教育ネットワーク開発研究部門
教授

成瀬

一郎

兼務

エコロジー工学系

助教授

加藤

茂

兼務

建設工学系

客員教授

堤

客員教授

小西

徹

世界銀行

研究員

跡部

悠未

平成 18 年 10 月退職

研究員

Mihradi Sandro

AUN/SEED-Net チーフアドバイザー

和男

平成 19 年 2 月着任

工学教育プロジェクト開発研究部門
教授

本間

寛臣

兼務

機械システム工学系

助教授

池田

則宏

兼務

人文・社会工学系

助教授

黒田

清彦

JICA「ホーチミン工科大学地域連携機能プロジェ
クト」高等教育マネージメント専門家（派遣中）

客員教授

Rahula Anura Attalage

研究支援推進員

伊藤

孝子

岡崎

志乃

モラツワ大学（スリランカ）

センター事務室
事務
■

ICCEED 兼任教員

工学教育ネットワーク開発研究部門

工学教育プロジェクト開発研究部門

情報工学系

後藤 信夫 助教授

生産システム工学系

森 謙一郎 教授

物質工学系

松本 明彦 助教授

電気・電子工学系

井上 光輝 教授

知識情報工学系

新田 恒雄 教授

人文・社会工学系

渋澤 博幸 助教授

■

部門員

工学教育ネットワーク開発研究部門
生産システム工学系

堀内

情報工学系

宰

工学教育プロジェクト開発研究部門
教授

機械システム工学系

柳田 秀記 助教授

後藤 信夫 助教授

生産システム工学系

森 謙一郎 教授

物質工学系

角田 範義 教授

電気･電子工学系

林 攀梅 特任助教授

建設工学系

廣畠 康裕 教授

建設工学系

青木 伸一 教授

エコロジー工学系

藤江 幸一 教授

建設工学系

倉本 洋 助教授

体育・保健センター

安田 好文 教授

知識情報工学系

新田 恒雄 教授

人文･社会工学系

渋澤 博幸 助教授
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豊橋技術科学大学

〒４４１－８５８０

工学教育国際協力研究センター

愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１－１
TEL

：

０５３２－４４－６９３８

FAX

：

０５３２－４４－６９３５

E-Mail ：

master@icceed.tut.ac.jp
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