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現状認識 １  現地進出日系企業を含む域内産業の高度化 

 ASEANでは過去10年に域内経済活動の連結性や産業の高度化が大きく進み、ASEAN
統合に伴い、この動きは加速すると予想される。また、各国政府も経済の先進国化を
達成するためには、産業の高付加価値化とそれを支える高度産業人材の育成が不可
欠であると認識し、これに貢献する高等教育の充実を重要政策に掲げている。 

現状認識２  地球規模課題への対応の重要性 

 大気環境汚染や気候変動など地域が共通に抱える地球規模課題への対応の重要性
が増している。また、ASEANは次世代代替エネルギーや環境負荷の少ない次世代天
然素材の宝庫でもあり、その実用化に向けた研究の必要性も高い。 

現状認識３  世界的な頭脳の流動化とアジアの優秀な人材の欧米への流出 

 世界的に頭脳の流動化が急速に進む一方、科学技術の研究・開発の潮流を見ると、
その主たる場所は米国及び欧州にある。優秀な学生・研究者が、世界各地から欧米
に集まり、アジアからも多数の優秀な人材が欧米先進国に流出している。 

東南アジア地域に係る現状認識 
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マレーシア 
• 2015年までに知識とイノベーションの向上による高度人材を育成 
• 高付加価値産業育成及びそのための人材育成 
• 高等教育における研究能力拡大、産学連携の深化  
タイ 
• 産業高度化に向けた人材確保 
• 人口１万人当たりのR&D人材を10人に増加 
• グローバル化が進む中での大学の研究能力と基盤整備 
フィリピン 
• 知識基盤社会経済への移行のための国内人材の育成 
• 高等教育機関の研究能力向上、研究成果の産業界への普及促進 
• 産学連携の促進による産業技術の向上 
インドネシア 
• イノベーションの取り組み強化とそのための高度人材育成 
• 2014年までに科学技術分野の博士号取得者を7000人から1万人育成 
• 国際交流・協力を通じた科学技術の能力強化 
 

 ASEAN市場の拡大やニーズの多様化に伴い、ASEAN地域は「生産拠点」から「現地製品モデルの開発」の場へと変化。 
 先発ASEAN各国におけるイノベーションへの取り組み強化及び高付加価値産業/高度産業振興政策による、高度なR&D人材育成

の必要性の増加（特に化学製品、新素材開発、クリーンエネルギー分野）。 
 域内経済統合促進及び企業のグローバルな活動に対応したグローバルな視野、適応能力等のソフトスキルを持つ人材の需要の

増加。 
日系製造業企業が研究開発を行っている場所 

出所：「我が国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」、国際協力銀行、2010 
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出所： KEI and KI Indexes (KAM 2009) Database, 世界銀行、2009 

先発ASEAN各国の主な産業及び産業人材育成政策 

 
 
 
 

ASEAN域内貿易シェアの推移 
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出所: Direction of Trade Statistics , IMF, 2000-2010 
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り組みにおいて用いられて
いる指標で、特許料の支
払／受取額、科学・技術分
野の論文数、米国特許事
務所への登録特許数を基
準に、人口補正等を加え
て１～１０点に標準化した
指標 

% 
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基礎・応用研究
は日本/先進国で

行うが、下流の
設計/デザイン、
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にいくにつれてカ
スタマーニーズ
への対応を行う
べく、新興国での
取り組みを志向
する企業数が多
くなっている。 

現状認識１：現地進出日系企業を含む域内産業の高度化 
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 ASEANにおける人口増加及び産業の発展、及び環境問題に関する様々な多国間の議定書/条約の合意に伴い、ASEANにおける洪
水、気候変動、防災、エネルギー等の、国境を越えた地球規模課題に関する対応の重要性が増加。 

 ASEANは代替エネルギー導入が遅れており、代替エネルギーや天然素材の宝庫であることから実用化のための研究の必要性が
高い。 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASEANにおける主な環境課題 

多国間の環境に関する議定
書/条約 

ASEANの批准割合 

ウィーン条約 100% 

モントリオール議定書 100% 

気候変動枠組条約 100% 

京都議定書 100% 

生物多様性条約 100% 

ストックホルム条約 80% 

バーゼル条約 80% 

ラムサール条約 70% 
出所： Fourth ASEAN State of the Environment Report, 2009 

分野 主な国名・地域 地域共通課題 

防災 インドネシア、ベトナム、ラオス 森林火災が多発 

インドネシア、タイ、マレーシア 津波対策が不十分 

メコン流域諸国（ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジア、
ベトナム） 

洪水が多発 

環境 メコン流域諸国（ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジア、
ベトナム） 
 

乾季の水利用が困難 

水汚染が深刻 

ベトナム、インドネシア CO2排出削減達成度が低
い 

ラオス、ベトナム 森林伐採が多発 

特にASEAN後発国 産業（有害）廃棄物の処理 

ベトナム、インドネシア 新エネルギー導入が不十
分 

物流・ 
交通・ 
計画 

特にメコン地域諸国 物流の所要時間が長い 

タイ、インドネシア、ベトナム 急激な都市化に伴う交通 
問題 

出所：アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト産業界・高等教育セクターニーズ調査報告書、 
   2011  

ASEAN内における環境・防災に関する主な決議及び合意 

The Cebu Resolution on Sustainable Development 
(2006)  
The ASEAN Declaration on Environmental 
Sustainability (2007) 
The Singapore Declaration on Climate Change, 
Energy and the Environment (2007)  
The Cha-Am Hua Hin Declaration on the Roadmap 
for the ASEAN Community (2009-2015) 
 

ASEANにおける地球規模課題に関するコミットメント 

 2008年時点で5億8千万人のASEAN地域の人口は、2020年には6億5千万

人に達する見込みであり、また都市化も急速に進んでおり、地域の都市
人口の割合は2005年の44%から2020年には55%まで増加すると予測さ
れている。これらのことから、ASEAN地域での環境問題の悪化が懸念さ
れている。 

 ASEAN地域のCO2排出量は、1995-2004年においてCO2排出量が年5.6%
の割合で増加している。 （Fourth ASEAN State of the Environment Report 
2009) 

現状認識２：アジアにおける地球規模課題対応の重要性 
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 科学技術の研究開発は欧米中心に行われている。 
 研究におけるASEAN地域内での協力は限定的である。 
 アジアの人材の多くが欧米先進国へ流出している。 
 ASEANから地理的に近く、欧米と並んで高度な科学技術の研究を行う日本への期待は高い。 

各国の主な科学分野における論文発表数（2008年） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

東アジア・大洋州地域からの主な留学先（2008年） 人口100万人当りの研究者数 

国/地域 科学論文数 

EU 434,375 
アメリカ 272,879 

SEED-Net支援8か国* 9,159 

日本 74,618 
出所：UNESCO Science Report 2010 

* カンボジア、イ

ンドネシア、ラオ
ス、マレーシア、
ミャンマー、フィ
リピン、タイ、ベ
トナム 

主な留学先 
東アジア・大洋州
からの留学生数 

割合（％） 

アメリカ 267,367 31.58 

西ヨーロッパ 178,222 21.05 

オーストラリア、ニュー
ジーランド 

156,598 18.50 

日本 111,949 13.22 

東アジア・大洋州 93,186 11.01 

出所：Global Education Digest , UNESCO 2010 

国名 国際共著 
の割合(%) 1位 2位 3位 

マレーシア 48.4 中国(18.0) ｲｷﾞﾘｽ(12.8) ｲﾝﾄﾞ(12.6) 
タイ 56.6 ｱﾒﾘｶ(34.6) 日本(22.7) ｲｷﾞﾘｽ(12.1) 
インドネシア 88.8 日本(28.1) ｱﾒﾘｶ(22.1) ｵｰｽﾄﾗﾘｱ(22.1) 
フィリピン 71.9 ｱﾒﾘｶ(32.6) 日本(25.0) 中国(7.2) 
ベトナム 62.1 日本(19.1) ｱﾒﾘｶ(15.3) ﾌﾗﾝｽ(14.6) 
カンボジア 93.9 ｱﾒﾘｶ(26.9) ﾌﾗﾝｽ(19.9) 日本(15.1) 

各国の共著関係（1998-2008年） 

出所：UNESCO Science Report 2010 
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現状認識３： 世界的な頭脳の流動化と                              
アジアの優秀な人材の欧米への流出 

出所: UNESCAP 5 



【目的達成のためのアプローチ】 
 
 
 

・国の経済成長を担う高度産業人材の育成・輩出 
・イノベーションを創出できる高度技能人材の育成・輩出 
・研究開発機能強化を通じた国や地域の課題解決の実現 

工学系高等教育協力の意義 

・域内産業の高度化 
・地球規模課題への対応の重要性 
・世界的な頭脳の流動化と優秀な人材の欧米への流出 

【協力の目的】 

• 高度技術を有する  
工学系人材の育成 

• 科学技術の振興 
 

・高度経済成長を支えた科学技術分野での優位性 
・世界の「頭脳」の獲得 
・日本の産業の世界的展開の支援 

日本の強みと日本にとってのメリット 

拠点大学育成 域内ネットワーク構築 留学支援 

 途上国の現状 

解 

決 

JICAの工学系高等教育支援の取り組み 
～目的、意義、アプローチ～ 
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 ・日本との頭脳循環（優秀な学生・研究者の獲得） 
 ・本邦大学の国際化の推進 

 ・各国の高等教育を牽引する拠点大学の育成 
 ・高等教育セクターの底上げ（波及効果） 
 ・現地産業界・日系企業への高度産業人材の輩出 

 ・日本と途上国の科学技術分野での連携強化 
 ・日本と途上国の頭脳循環 
 ・日本の域内科学技術分野のリーダーとしての地位確立 
 ・日本と各国トップ大学との人的ネットワーク形成 

域内・日本との 
ネットワーク構築 

拠点大学育成 

留学支援 

【日本にとっての意義】 
（外交）域内科学技術分野のリーダーとしての地位確立 
（学術）各国トップ大学との人的ネットワーク形成 
     本邦大学による優秀な学生・研究者の獲得 
         本邦大学の国際化の推進 
（産業）現地日系企業へ高度人材の輩出 
     資格共通化や工業製品の基準認証への影響力確保 

JICAの工学系高等教育支援の取り組み 
～ アプローチとその狙い～ 
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ASEAN・日本の産業界 
への高度人材の輩出 

●  拠点大学 

○ 準拠点大学  ● 拠点大学 

地方大学群 地方大学群 地方大学群 地方大学群 

● 拠点大学 

○ 準拠点大学 

中進国 後発国 日本 

（中進国の大学支援） 
 
【拠点大学】 
 バンドン工科大学【円借款】 
 スラバヤ工科大学【技術協力】 
 マレーシア日本国際工科院【円借款】 
 
【準拠点大学】 
 ハサヌディン大学【円借款・技術協力】 

域内ネットワーク構築 

日・ASEANの連携強化・ 
科学技術振興・頭脳循環 

拠
点
・準
拠
点
大
学
育
成 

留学支援 

アセアン工学系高等教育ネットワーク 
（AUN/SEED-Net）【技術協力】 

ASEA
N

の
大
学
の
高
度
化 

マレーシア高等教育基金【円借款】 
ラオス、カンボジア等【留学生無償】 

波及効果 

●大学 

● ●大学 

JICAの東南アジアにおける工学系高等教育支援の取り組み 
～ アプローチ概念図 ～ 

（後発国の大学支援） 
 
【拠点大学】 
 カンボジア工科大学【技術協力】 
   ヤンゴン工科大学、マンダレー工科大学 
  【技術協力】 
 ホーチミン市工科大学【技術協力(終了)】 
 ラオス国立大学【技術協力(終了)】 
 

 ● 拠点大学 

波及効果 波及効果 波及効果 
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制度的連結性 人的連結性 

• 税関協力  
        (“Asia Cargo Highway”) 
 
• 国際標準化 

• 知的財産権 

• 日・ASEAN間の大学間

ネットワークを活用し
た人材育成・研究能力
向上、産官学連携
（”AUN/SEED-NET”） 

 
• 日本センター等 

物理的連結性 

• 東西・南部経済大動
脈構想の実現 

 

• 海洋ASEAN経済回廊
構想の実現 

ASEAN連結性 

日・ASEAN間の一体化を推進   
   ASEANの地域統合と持続的成長  ASEANと共に生き、成長する日本 
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ASEAN連結性へのJICAの貢献：総合的な取り組み 



【ベトナム】  
◇日越大学 基礎情報収集調査（2013～2014）（技プロ2015年開始予定） 
◇カントー大学 準備調査（2014）（円借款、技プロ2015年開始予定） 
●ホーチミン工業大学重化学工業人材育成支援プロジェクト（2013-2016) 
■高等教育支援事業（ITセクター）（2006-2016） 
▲人材育成奨学計画（2012-2016） 

【アフガニスタン】 
●未来への架け橋・中核人材育成 
 プロジェクト （2011-2019） 

【インド】  
◎インド工科大学ハイデラバード校日印
産学研究ネットワーク構築支援プロジェク
ト（2012-2020） 
■インド工科大学ハイデラバード校整備
事業（2014-2018） 

【エジプト】  
●エジプト日本科学技術大学 
 （E-JUST)設立プロジェクト  
 フェーズ2 （2014-2019） 

【ラオス】 
●サバナケット大学経営学部/南部地域産業人材育成 (2012-2015） 
▲人材育成奨学計画（2012-2016） 
 
 

【マレーシア】  
■高等教育基金借款事業（HELPIII)（2006-2016） 
■マレーシア日本国際工科院整備事業（MJIIT) （2011-2018） 
◎マレーシア日本国際工科院整備【円借款付帯プロジェクト】（2013-2018） 

【ASEAN10か国】 
●アセアン工学系高等教育ネットワーク  
 （AUN/SEED-Net)プロジェクト・フェーズ3  
 (2013-2018)  

 

【カンボジア】 
●カンボジア工科大学教育能力向上プロジェクト（2011-2015） 
▲カンボジア工科大学施設機材整備計画（2013-2015） 
▲人材育成奨学計画（2014-2018）（※） 

■=有償資金協力、◎=有償勘定技術支援   ◇調査（有償/技協/無償） 
▲=無償資金協力、●=技術協力プロジェクト 

 (※）=無償資金協力による「人材育成奨学計画」は、この他に、ウズベキスタン、
バングラデシュ、ザンビアなど合計12か国でそれぞれ実施中 

2015年3月現在  

【アフリカ大陸５４ヵ国】 
●アフリカの若者のための産業人材育成 
 イニシアティブ（ＡＢＥイニシアティブ） 
 「修士課程およびインターンシップ 
  プログラム」（2013－2021） 

【ミャンマー】  
●工学教育拡充プロジェクト（2013-2018） 
▲工科系大学拡充計画（2014-2016） 
▲人材育成奨学計画 

【ルワンダ】 
●トゥンバ高等技術専門学校強化支
援プロジェクトフェーズ2（2013-2017） 

JICAの高等教育支援 案件地図 (SATREPS除く) 

1
0 

【モンゴル】 
■モンゴル工学系高等教育事業 
  （2014～2023） 
▲人材育成奨学計画（2014-2018） 
 

【東ティモール】 
●東ティモール国立大学工学部能力向上プロジェクト（2011-2016）  

【ケニア】 
●アフリカ型イノベーション振興・ 
   JKUAT/PAU/AUネットワーク 
   プロジェクト(2014-2019） 

【フィリピン】 
◎技術教育モデル校支援プロジェクト（2014-2017） 
◇フィリピン工学系高等教育基礎調査（2014-2015） 
▲人材育成奨学計画（2012-2016） 

【パキスタン】 
●バロチスタン工科大学工科課程強
化プロジェクト （2014-2017） 

【インドネシア】  
●インドネシア工学教育認証機関（IABEE）設立プロジェクト（2014-2019) 
●高等教育アドバイザー（2014-2016） 
■ハサヌディン大学工学部整備事業（2007-2016） 
●ハサヌディン大学工学部研究・連携基盤強化プロジェクト（2015-2020） 
■インドネシア大学整備事業（2008-2018） 
■バンドン工科大学整備事業III （2009－2018） 
■ 高等人材開発事業（IV）（2014-2020） 



(1) 教員対象の学位（修士号・博士号）取得支援。 
(2) 産業連携や地域共通課題に関する本邦教員 
  との共同研究。 
(3) 地域共通課題をテーマにした地域会議。 
(4) その他プロジェクト課題に関連する諸活動。 

(1) ASEANのメンバー大学教員の研究・教育能力の向上を図る。 
(2) メンバー大学と日本の支援大学間の教員同士の学術的ネットワークを強化する。 
(3) メンバー大学との連携活動を通じて域内産業の高度化に貢献する。 
(4) 学術的活動を通じて域内共通課題の解決に取り組む。 

東南アジア地域の持続的な発展に貢献するべく、域内に工学分野の人材育成のプラットフォームを形成することを念頭に、 
ASEAN域内大学間・本邦大学とのネットワークを強化しつつ、ASEAN各国のメンバー大学の研究・教育能力の向上をめざす。 

(1) 教員の能力向上 
  延べ900名の教員が修士号または 
  博士号の取得（または取得予定） 
 (2) 研究活動の質の向上 
  本邦教員も参画した700件の共同研究と 
  1000編の論文発表 
(3) Establishment of Network 
  400名のASEANメンバー大学教員と200の 
  本邦大学教員によるネットワークの構築 

ASEAN各国と日本における工学分野 
40トップレベル大学のネットワーク 

準備期間：  2001年4月～2003年3月 
フェーズ１： 2003年3月～2008年3月  
フェーズ２： 2008年3月～2013年3月 
フェーズ３： 2013年3月～2018年3月 

1. ハノイ科学技術大学 
2. ホーチミン市工科大学 

1. フィリピン大学ディリマン校 
2. デラサール大学 
3. ミンダナオ国立大学 
  ― イリガン工科大学 

1. 国立シンガポール大学 
2. ナンヤン工科大学 

1. ラオス国立大学 

1. ヤンゴン大学 
2. ヤンゴン工科大学 

1. バンドン工科大学 
2. ガジャマダ大学 
3. スラバヤ工科大学 
4. インドネシア大学 

1. ブルネイ大学 
2. ブルネイ工科大学 1. マレーシア科学大学 

2. マラヤ大学 
3. マレーシア・プトラ大学 
4. マレーシア工科大学 

1. カンボジア工科大学 

ASEAN加盟10か国：  

 26メンバー大学 

日本：         

14 支援大学 

1. チュラロンコン大学  
2. モンクット王工科大学 
   ラカバン校 
3. ブラパー大学 
4. カセサート大学 
5. タマサート大学  

•北海道大学 
•東北大学 
•東京大学 
•東京工業大学  
•政策研究大学院大学 
•慶應義塾大学 
•早稲田大学 
•芝浦工業大学  
•東海大学  
•名古屋大学 
•豊橋技術科学大学 
•京都大学 
•大阪大学 
•九州大学 

アセアン工学系高等教育ネットワーク 
（AUN/SEED-Net）プロジェクト （技術協力） 

プロジェクトの目的 

フェーズ2までの成果 

主な活動 

プロジェクトの課題 
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SEED-Netの主な活動 

学位取得プログラム 
（域内の修士課程・博士課程、本邦大学博士課程） 

共同研究プログラム 
（産学連携、地域共通課題、学位取得修了生支援） 

産学連携プログラム 
（研究室紹介ダイレクトリー作成、セミナー開催、研修） 
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ネットワーク強化・促進プログラム 
（本邦教員派遣、学術学会開催、ジャーナル発行） 



学位取得プログラム 
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【プログラムの狙い】 
教員または教員志望の新卒学生に
対して、大学院正規課程での学位
取得を通じて研究・教育能力の向
上を支援する。併せてネットワーク
の構築・強化を狙う。 

博士論文指導を受けた東工大の教員と出身大学のホーチミ
ン市工科大学で研究継続している。 

本邦大学またはASEANの大学で博士号を取得後、カンボジア
工科大学で教育・研究活動に従事する3名の若手教員。 

九大で博士号を取得したインドネシア・ガジャマダ大学の教
員（右から2人目）がラオスおよびカンボジアから若手教員を
自大学に受け入れて指導中。 



学位取得プログラム一覧表 
プログラム 
(支援枠) 

支援期間 特長 

修士 
(50) 

 

2年間 • ASEANのホスト大学における2年間の修士課程にて修学。 
• 共同研究プログラムにて研究活動を行う。 

サンドイッチ博士 
(20) 

3年間 •ASEANのホスト大学における3年間の博士課程にて修学。  
•ASEANのホスト大学の指導教員と本邦支援大学の共同指導
教員による研究指導。 
• 最長8か月間の日本での研究指導を受けることができる。 

本邦博士 
(20) 

3年間 • 本邦支援大学における3年間の博士課程にて修学。  

シンガポール博士 
(20) 

4 年間 • シンガポールのホスト大学において4年間の博士課程にて修学。 
• 学士からそのまま博士課程に入学する。 

大学院一貫 
(10) 

 
フェーズ３から開始 

 

4 年間 •ASEANのホスト大学における4年間、博士課程にて修学。  
•ASEANのホスト大学の指導教員と本邦支援大学の共同指導教
員による研究指導。 
• 最長10か月間の日本での研究指導を受けることができる。 
•学士からそのまま博士課程に入学する（一度修士課程に入学
するパターンもあるが合計4年間で博士号を取得する）。 

留意点：支援枠数は毎年度の予算状況により決定する。 



学位取得プログラム 支援実績 
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プログラム 

 
準備期間・フェーズ１ 

(2001 - 2007) 

 
フェーズ２ 

(2008 – 2013 ) 

 
フェーズ３ 

 
合計 

2013 2014 

ASEAN域内修士 311 230 59 50 650 

サンドイッチ博士 66 100 21 17 204 

シンガポール博士 13 27 5 3 48 

本邦博士 56 91 19 20 186 

大学院一貫 - - - 9 9 

合計 446 448 104 99 1,097 

プログラム別・フェーズ別支援実績 
累計1,097 (2001年度 – 2014年度), 2014年5月現在 



共同研究プログラム 
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【プログラムの狙い】 
メンバー大学教員（学位取得プロ
グラム修了生を含む）の研究能力
の更なる向上と、地域共通課題
解決への貢献（産業界への貢献
を含む）、人的ネットワークの強化
を目的に、本邦教員との共同研
究を支援する。 

メコンデルタ地域の道路建設に関し、日系企業と共に現地環
境に適した土壌開発に東北大学教員と取り組むホーチミン市
工科大学の教員（右から2人目）。 

九州大学および京都大学の教員と骨の新素材の開発に取り
組んだ、インドネシア・ガジャマダ大学の教員。2014年8月から、
ベンチャー企業で本格的な生産が始まる。 

廃棄物処理に関する素材の試作品を研究により開発している
インドネシア・バンドン工科大学教員。研究の成果は、今後、
現地メーカーにて本格生産が企画されている。 



 
 

 
 

共同研究プログラム説明（１） 

地域共通課題共同研究 
目的：メンバー大学の能力強化と地域課題解決への貢献 

支援対象：メンバー大学の教員 

支援内容：2年間で5万ドルの研究費と6回の本邦教員渡航 

条件：他国のメンバー大学教員の参画 

支援件数：8件程度/年度 

産学連携共同研究 
• 目的：メンバー大学の能力強化と研究を通じた産業界への貢献 
• 支援対象：メンバー大学の教員 
• 支援内容：2年間で5万ドルの研究費と6回の本邦教員渡航 
• 条件：支援研究費の20%の相当額の産業界からの資金提供 
• 支援件数：8件程度/年度 
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共同研究プログラム説明（２） 

師弟関係強化共同研究 
目的：メンバー大学の能力強化と人的ネットワークの強化 

支援対象：学位取得プログラム修了生でメンバー大学の教員（40歳以下） 

支援内容：2年間で2.5万ドルの研究費と4回の本邦教員渡航 

支援件数：15件程度/年度 
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短期研究継続支援 
• 目的：メンバー大学の能力強化と人的ネットワークの強化 
• 支援対象：学位取得プログラム（博士課程）修了生後3年以内のメンバー

大学の教員 
• 支援内容：元指導教員（日本またはASEAN）の下で最長6か月間研究活

動を行う。 
• 支援件数：6件程度/年度（本邦3,ASEAN3） 



 
 

 
 

ネットワーク強化・促進(1)：地域会議（国際学術会議） 
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 各工学分野1年に1回の開催を支援する。 
 域内の学術活動の促進、メンバー大学教員お

よび学生の研究成果発表の機会となる。 
 産業界からの出席者による基調講演の実施。 
 本邦大学の学生も参加するケースあり。 
 これまでの開催支援実績：７９会議 
     （フェーズ２：69会議、フェーズ３：10会議）  
 

メンバー 
大学 

本邦大学 
教員 

本邦博士プロ
グラム学生 

産業界 非メンバー
大学 

Total 

753 50 8 38 271 1,120 

2013年度の参加者実績 



基本コンセプト: 
① 工学分野の知識の集積と発信、普及。 
②東南アジア地域の工学分野のプラット
フォー ム構築の１つの手段とする。 

 

ネットワーク強化・促進(2)：ASEAN工学ジャーナル 

位置付け:  
若手研究者やSEED-Net学生に国際論文投稿の機会を提供する。 
→インパクトファクターについては徐々に取り組んでいく（例：ASEAN Citation 
Index へのアプローチなど）。 
→日本人学生の投稿も大歓迎。 
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区分 対象分野 発行時期 
A 機械・製造工学、エネルギー工学 3月、9月 

B 化学工学、材料工学 6月、12月 

C 土木工学、環境工学、地質・資源工学、
自然災害 

6月、12月 

D 電気電子工学、情報工学 3月、9月 
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産学連携促進活動 

・メンバー大学紹介ダイレクトリー作成 

・産学連携セミナー開催 

・チラシ作成・配布 

・記事広告 

 
産学連携共同研究 

・2年間で5万ドルの研究費と本邦教員6
回の渡航を支援。 

・産業界から20%の資金提供必須。 
 
 

 
教員の能力開発（研修） 

・共同研究形成手法習得研修 

・工学マネジメント研修 

 

産学連携促進諮問委員会 

・日本とタイ（ASEAN）の有識者  

・年2回開催 

メンバー大学との連携強化を
通じた産業界発展への貢献 

SEED-Netにおける産学連携活動 



 
 

 
 

産学連携促進活動 

１．メンバー大学の研究室を紹介するダイレクトリーの作成と配布 
タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシアの各国版（冊子）と4か国分を収蔵し
たＤＶＤを作成し、各種セミナーや展示会などで配布した。 
 
２．日系企業とタイ企業向けのチラシ作成と配布 

ダイレクトリーや産学連携共同研究プログラムなどを紹介するチラシを作り、日
本人商工会議所のメーリングリスト（バンコク、ジャカルタ）を通じて配布した。 
  
３．産学連携セミナーの開催 
2013年にバンコクとジャカルタ、2014年にKLで、 
産業界と大学から講師を招いて産学連携に関する 
セミナーを開催した。 
 
４．技術展示・商談会への出展 
2014年5月にバンコクで開催された技術展示・商談 
会にブースを出展した。 
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【事業内容】  

• 教育・研究用資機材調達 
• コンサルティング・サービス（全体事業管理支援、入札補助、

教員派遣・留学生支援等）  
【事業期間】 2011年12月〜2018年6月 
【実施機関】 UTM (University Technology Malaysia) 
【総事業費】  201.79億円 （うち円借款66.97億円） 

• UTMクアラルンプールキャンパスに新たにマレーシア日本国
際工科院（MJIIT）を設立し、日本型工学教育拠点として整備
を行う。2012年9月、開校。  

事業概要 目的 

• 日本型の工学教育を導入した学部及び大学院を設立すること
により、産業界の求める最先端の高い技術開発・研究能力を
備える人材の育成・増強を図り、もって同国の国際競争力を
強化、二国間友好関係の促進に寄与する。 

【Main Components】  
 
【主な事業内容】  

• カリキュラム及びその他教育活動計画の策定・実施 
• 「講座」制度の確立・運用 
• 日本人教員の任命 
• ダブル・ディグリー・プログラムの実施 
• 共同指導の実施、 
• インターンシップ・プログラムの実施 
• 交換留学プログラムの実施 

【事業期間】 2013年7月〜2018年7月 
【実施機関】 UTM (University Technology Malaysia) 
【協力金額】 3.25億円  
【投入】 ・長期専門家3名 (副院長, 大学運営管理, 産学連携）     

       ・本邦支援体制確立(支援事務局、幹事校人員配置) 
       ・本邦研修 (技官研修、大学運営管理）  
 

円借款  技術協力 

 
 
• 25大学による大学コンソーシアム 
• 4つの小委員会（電子システム工学、機械精密工学、環境・グ

リーン技術工学、技術経営学）+運営管理委員会  
• 教員派遣（長・短期）、留学生の受入、共同研究の実施への

協力 

日本側協力体制 

マレーシア日本国際工科院整備事業  （円借款+技術協力） 

事業内容 
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【主な事業内容】  

• 施設建設 
・ 基礎インフラ整備 
・ 教員研究機材調達 
・ フェローシッププログラム（教員の本邦留学、共同研究） 
・ コンサルティングサービス（事業管理、詳細設計、施工管理、   
  入札補助、留学支援、共同研究支援） 

【事業期間（予定）】 2007年3月〜2016年7月（実施中） 
【総事業費】  114.9億円 （うち円借款78.01億円） 

Center of Technology（COT）を整備し、工学部と産業・他大学・

地方政府等との連携を促進することにより、研究開発内容の普
及や、産業界との技術開発や技術相談、共同研究、受託研究、
起業家支援等を展開。 

  
 
【プロジェクト目標】 
 UNHAS工学部の教育・研究体制の基盤の強化  
【事業期間】 2009年2月〜2012年1月（完了） 
【協力金額】 1.5億円  
【投入】 ・長期／短期専門家 
      ・本邦研修 
【本邦支援大学】 九州大学、 
 豊橋技術科学大学、広島大学、 
 熊本大学、秋田大学 

円借款事業  

技術協力「工学部強化計画プロジェクト」 

  
 
【プロジェクト目標】 
 COTによるUNHAS工学部の研究・産学地連携活動の活発化 
【主な活動内容】 
・ COTの機能・体制の決定、活動計画策定・実施・モニタリング 
・ 共同研究促進によるCOTの制度・能力の強化 
・ 東部インドネシア地域の大学・企業、本邦大学との産学地連

携活動によるCOTの調整能力強化 
【事業期間】 2015年1月〜2020年1月（予定） 
【協力金額】 3.2億円  
【投入】 ・長期専門家／短期専門家  ・本邦研修 
【支援大学・機関】 九州大学、豊橋技術科学大学、愛媛大学、 
 民間企業、地方団体等（調整中）             
            

技術協力「研究・連携基盤強化プロジェクト」 

目的 

スラウェシ島南スラウェシ州のハサヌディン大学（UNHAS）工学

部の整備・拡張を行うことにより、工学系の高等教育の拡充及
び研究活動の強化を図り、工学系人材育成の強化と研究能力
の向上を通じて東部を中心としたインドネシアの産業振興に資
するもの。 

インドネシア・ハサヌディン大学工学部整備事業 （円借款＋技術協力） 

事業内容 
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「サステイナビリティ学を軸に、アジア有数の質の高い大学実現、 

日越の民間企業のニーズに応え得る人材輩出を目指す。」 

（2016年9月、修士課程開設予定） 

 サステイナビリティ学 

• 持続可能（サステイナブル）な社会の構築への貢献 

• 文系・理系を結合した、学際的、学融合的なアプローチ 

• 俯瞰的・統合的な広い視野と専門性の融合 
 

 「日越大学・サステイナビリティ大学院」の特長 

• 多様な専門コース（先端環境技術からベトナム・日本研究まで） 

• 課題解決型のプログラムを重視（企業・自治体と連携したインターン
シップやケースメソッド等） 

• 「日本」を冠した強み（日本語教育、日本の大学教員派遣、現地日系企
業による冠講座やインターンシップ） 

 

東南アジア初の本格的なサステイナビリティ学の教育機関として、ベトナムの
持続可能な社会の構築を牽引し、民間企業、大学・研究機関でリーダーシップ
を発揮できる人材を輩出します。 

ベトナム・日越大学 （技術協力） 



YTUとMTUの対象学科の学部教育の質と研究能力が向上する。 
⇒ミャンマーが直面するインフラや産業開発への貢献。 プロジェクト目標 

成果 3  
実践的教育のための
組織制度・能力の強化 

成果 2  
実践的教育導入による

COE学部強化 

成果 1   
教員の研究能力 

の向上 

1. 教員の博士号取得支援 （本邦留学、共同研究など） 
2. 本邦支援大学との共同研究  @YTU 
3. 共同研究のための機材供与 @ YTU 
4. 研究資金獲得のための支援 

1. カリキュラム・シラバスの検討・改定 
2. 実験演習のための手引書作成 
3. 実践的教育のための機材供与 
4. 在緬日系企業との連携促進によるインターンシップ機会の拡大 
5. 教育プログラム（カリキュラム等）管理へのPDCAサイクル導入・実施 

1. 日本型の研究室を中心とした教育システムの導入・現地化 
2. 本邦教員によるモデル授業の実施        
3. 教員間での教育内容・方法の好事例の共有 (Faculty Development) 
4. 機材の運用・維持管理体制の強化 
5. 本邦支援大学とのMOUの締結促進 

• 主対象:  ヤンゴン工科大学（YTU）   
• 副対象： マンダレー工科大学（MTU） 

対象大学 
(2 大学) 

• 京都大学  
• 千葉大学、新潟大学、金沢大学、岡山大学、長崎大学、熊本大学 

• 土木工学科、電力工学科、電子工学科、IT学科、メカトロニクス学科、機
械工学科   

本邦支援大学  
(7 大学) 

対象学科 
(6 学科) 

ミャンマー工学教育拡充プロジェクト （技術協力）   
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1．対象３学科のコースワークが、より実験・実習に重点を
置いたものへと改善される。 
 
2．教員の教授法が実践を重視したものへと向上する。 
 
3．実験用機材が、実験・実習おいて適切に活用される。 

カンボジア工科大学（ITC）の対象３学科において、より実験・
実習に重点を置くことを通じて学部教育の質が改善する。 

【プロジェクト期間】 2011年10月～2015年10月（4年間） 
 
【協力工学分野】 3学科 
 電気エネルギー、産業機械、地球資源・地質工学 
 
【国内支援体制】 
 ・国内支援大学： 東京工業大学、北海道大学、九州大学 
 ・協力教員大学： 東京工業大学、北海道大学、九州大学、 
       早稲田大学、京都大学、広島大学、同志社大学 
 ※第三国大学教員の指導も活用（タイ、インドネシア等） 

プロジェクト目標 

カンボジア工科大学教育能力向上プロジェクト （技術協力） 

プロジェクト成果 

■指導教員派遣 
国内支援大学・協力教員が 
年間約15回、定期的に現地 
に渡航して、シラバス改定や 
実験手引書作成などについ 
て直接指導を実施。 
 
■本邦研修受入  
年間約15名のITC教員を、国内支援大学にて約1ヶ月間受
け入れ、教育能力向上のための研修を実施。 
 
■機材供与 
研究環境整備のため、無償資金協力、文化無償協力と合
わせて、教育用実験・実習機材を供与。 

事業概要 

活動内容 



28 

ASEANの大学/高等教育関係に関する以下のような声にお応えし
ます。 

・「商品開発を目指した共同研究を実施したい」 
・「若手人材（研究者等）を現地に送りたい」 
・「現地の大学、大学教員を紹介して欲しい」 
・「寄付講座を実施したい」 
・「奨学金を提供したい」 
・「学生をインターンで受け入れたい（現地・本邦）」 
・「卒業生を採用したい（現地・本邦）」 
・「高等教育関係（教育行政、一般事情等）の情報が欲しい」 
・「プロジェクトが実施するイベント（人材フェア、学会等）に参
加したい」  

 
 
お問い合わせ先：国際協力機構 人間開発部 高等教育・社会保障グループ 
            次長           佐野 景子 （Sano.Keiko@jica.go.jp)   Tel: 03-5226-8303 
            課長           上田 大輔 （Ueda.Daisuke@jica.go.jp）  Tel：03-5226-8344 
            主任調査役 宮田 尚亮  （Miyata.Naoaki@jica.go.jp)   Tel：03-5226-8332 

民間企業の皆様との連携の可能性（高等教育分野） 

mailto:Sano.Keiko@jica.go.jp
mailto:Ueda.Daisuke@jica.go.jp
mailto:Miyata.Naoaki@jica.go.jp
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担当部署 スキーム名 予算上限 件数 期間 対象者 目的

協力準備調査
（ BOPビ ジネ ス連 携促
進）

5,000万円（中小
企業のみ2,000万
円を上限とする
ことも可）

10件程度×年2回
公 示 （ 9 月 、 3
月）

最大3年間 日本国登記法人

開発途上国でのBOPビジネスを計画している本邦法
人からの提案に基づき、ビジネスモデルの開発、事
業計画の策定、並びにJICA事業との協働事業の可能
性について検討・確認を行うもの。

協力準備調査
（PPPインフラ事業）

１億5,000万円
数件×年2回公示
（5月、11月）

制限無し 日本国登記法人

PPPインフラ事業への参画を計画している本邦法人
からの提案に基づき、海外投融資または円借款を活
用したプロジェクト実施を前提として、PPPインフ
ラ事業の基本事業計画を策定し、当該提案事業の妥
当性・効率性等の確認を行うもの。

開発途上国の社会・経
済開 発のための民間技
術普及促進事業

2,000万円
10件程度×年2回
公 示 （ 8 月 、 2
月）

最大2年間 日本国登記法人

開発途上国の政府関係者を主な対象とする本邦での
研修や現地でのセミナー等を通じて、日本企業が持
つ優れた製品、技術、システム等への理解を促すと
共に、開発への活用可能性検討を行うことを目的と
するもの。

中小企業連携促進基礎
調査

1,000万円
10件程度×年2回
公 示 （ 7 月 、 1
月）

最大1年間 中小企業
開発途上国の課題解決に貢献する中小企業の海外事
業（直接進出による事業）に必要な基礎情報収集・
事業計画策定のための調査を行うもの。

案件化調査
3,000万円又は
5,000万円

47件（5月、 11月
公示）

数ヶ月～1年程
度

中小企業（コンサル
タント等と組むこと
も可）

中小企業からの提案に基づき、製品・技術を途上国
の開発へ活用する可能性を検討することを目的とす
るもの。

国内事業部
中小企業支援事業課
TEL：03-5226-6333

普及・実証事業 1億円

【25年度補正】
22件 （平成26年
3月公示）
【26年度】
22 件 （ 9 月 公

示）

1～3年間
中小企業（コンサル
タント等と組むこと
も可）

中小企業からの提案に基づき、途上国の開発への製
品・技術の現地適合性を高めるための実証活動を通
じ、その普及方法を検討することを目的とするも
の。

青年海外協力隊事務
局
参加促進・進路支援
課
TEL：03-5226-9323

民間連携ボランティア N/A 随時募集
原則1～2年（3
か月以上の短
期も可）

株式会社（特例有限
会社含）または、持
分会社（合同会社、
合資会社、 合名会
社）

各企業のニーズに合わせ、受入れ国や要請内容、職
種、派遣期間等をカスタマイズ可能。今後、事業展
開を検討している国へ派遣し、活動を通じて、現地
語、文化、商習慣、技術レベル、各種ニーズ等を把
握したり、ネットワークを作ったりすることが可
能。

民間連携事業部
連携推進課
TEL：03-5226-6960

国内事業部
中小企業支援調査課
TEL：03-5226-9283

民間企業の皆様との連携の可能性 
 

（2014年度 JICA民間連携事業メニュー） 
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