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「世界の課題を深める」をテーマに、今年度は
COVID-19 にターゲットを絞り、医療・健康格差
のある国（インドネシア）の組織や大学、企業等に
おける COVID-19 の状況をオンラインにて視察・
研修する。(全 8 回)各回にゲストを招聘し、各約 40
分の講義の後、約 20 分のインタビュー等を行う。 

立命館大学教学部大学院課 

[2021 年度超創人財育成プログラム] 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



目     次 
 
1. はじめに   セミナー担当教員 高田 秀志   P.1 
 
2. 2021 年度シラバス        P.2～P.4 
 
3. Lecture1 
事前講義『コロナ禍に対する日本と新興国（インドネシア）との比較』 

芳島 昭一(特定非営利活動法人 国連 UNHCR 協会 （国連難民高等弁務官事務所・日
本委員会）広報啓発事業/ 難民高等教育プログラム担当) 

 
4. Lecture2  
『現地日本人社会（特に日本人学校の生徒や保護者）が受けている COVID-19 の影響』 

久保 裕一(トヨタインドネシア渉外広報部 勤務)＊立命館大学卒業生 
 
5. Lecture3        
『ハサヌディン大学が運営面で受けている COVID-19 の影響』 

Ms. Meta Sekar Puji Astuti（国立ハサヌディン大学日本文学部学部長）P.5～P.6 
 
6. Lecture4 
『インドネシア全土およびスラウェシ地域における COVID-19 の状況』 

Ms. RAMPISELA, Dorotea Agnes(Lembaga Pelangi（NGO 虹の会）代表＆国立ハサヌ
ディン大学土壌学教授)         P.7～P.11 

 
7. Lecture5 
『インドネシアにおける新型コロナウイルス感染症（COVID-19）と共の生活～ウイルスが
どの様に生活を変えてきているか～』 

Ms. Erina N. Saragih（JICA インドネシア事務所現地職員）    P.12～P.17 
Ms. Endang Triyantie（元 JICA インドネシア事務所現地職員） 

 
8. Lecture6      
『現地社会が受けている COVID-19 の影響について』 

松島 泰樹（日本企業ジャカルタ駐在員 / 立命館大学卒業生 /インドネシア国派遣青年
海外協力隊 OB）        P.18～P.21 
湖尻 めぐみ（バリ島リゾートホテル勤務 / インドネシア国派遣青年海外協力隊 OG） 

           P.22～P.23 



9. Lecture7  
『JICA 事業が受けている COVID-19 の影響および JICAが支援している（いた）医療系プ
ロジェクトの現状や、支援した医療機関等の COVID-19 への貢献』 

津田孝太(JICAインドネシア事務所)  －保健医療担当職員 
 
10. Lecture8 『2021 年度短期海外留学Ⅰ 最終発表』 

・『2021 年度短期留学Ⅰ最終発表会』 
閻 亜光  (経営学研究科 D1)      P.24～P.25 

 
・『医⼯学観点から提案する COVID-19 罹患/重症化予防と社会保障費負担低減策』 

増田 葉月 (理⼯学研究科 M2)      P.26～P.28 
  
・『インドネシアにおける COVID-19 の現状と⾃⾝の研究について』 

後藤 直樹 (理⼯学研究科 D1)      P.29～P.30 
  
・『インドネシアと日本を比較して』 

井上 健一郎(スポーツ健康科学研究科 D1)    P.31～P.32 
  
・『～インドネシアの良さを活かして～』 

西山 美聡 (スポーツ健康科学研究科 D1)    P.33～P.34 
  
・『~ CG によるアプローチ～』 

青井 大門 (情報理⼯学研究科 D1)     P.35～P.36 
  
・『日本とインドネシアと COVID-19』 

横井 雅子 (情報理⼯学研究科 D1)     P.37～P.38 
 

11. 2021 年度 超創人財育成プログラム 短期海外留学Ⅰを終えて 
  特定非営利活動法人 国連 UNHCR協会 芳島 昭一 
          P.39 

 



「短期海外留学 I」実施報告 

 

プログラムマネージャ 高田秀志 

 

「短期海外留学 I」は、超創人財育成プログラムの必修科目として指定されている講座であり、「世界の

課題を深める」ことをテーマに、医療・健康格差のある国々や最先端技術を導入している国々の企業や

研究機関を訪問し、見聞を深めることを目的としている。本来、2020 年度夏の実施を目指し、インドネシ

アを訪問することを念頭に計画を行ってきたが、2020 年春以来のコロナ禍により、2020 年度は実施を延

期し、2021 年度においても、一週間程度の海外渡航が見通せる状況ではなかったため、現地とオンライ

ン接続により実施することとした。 

本科目のコーディネートは、芳島昭一客員教授（国連 UNHCR 協会）にお願いし、インドネシアと日本

における COVID-19 の状況の違いや共通点について理解を深めた上で、自身の研究に活かせるポイン

トを考察することをテーマとして設定した。内容としては、インドネシアと Zoom で接続し、医療、教育、観

光、国際協力等の幅広い分野から人選された講師によるご講演と、それに対する質疑応答を行った。使

用言語は日本語である。 

本科目の実施日は、2021 年 8 月 21 日から 9 月 25 日までの毎週土曜日であり、インドネシアにおい

ては大規模な感染拡大が発生した直後、日本においてはいわゆる第 5 波の最中であったため、各講師

からのお話は非常に現実味のある内容として受け止められるとともに、様々な視点で日本との違いを認識

することができ、異文化理解へとつながった。特に、インドネシアにおいては都市と地方における医療格

差や通信インフラ格差が大きく、地方においては日本では考えられないような困難に直面している反面、

コロナ禍を機会として新しいビジネスをスタートさせたり、コロナ対策へのネットの利活用や遠隔医療が積

極的に取り入れられているなど、日本よりも進んでいると考えられる面が多くあることも明らかになった。受

講生の側からも、そのようなポジティブな面について注目が集まり、毎回、積極的な質疑応答が行われた。

また、各回の講演後には受講生にレポートの提出を求め、振り返りと考察の機会とした。レポートの中で

出てきた新たな質問に対しては、講師に連絡を取った上で、可能なものについては回答していただき、

受講生間で共有した。 

海外の経験を積む上では、実際に現地に赴き、五感を働かせて様々な物事を肌で感じることが重要で

あることは言うまでもない。しかしながら、今回のように様々な分野の講師の方々の体験を日本に居ながら

にしてじっくり伺う機会が持てたという点については、現地訪問に勝る効果があったと言っても良い。「世

界の課題を深める」という目的は、十分に達成できたと考えられる。 

最後に、本科目の開講に当たって困難な状況にも関わらず快くご講演を引き受けて下さった講師の

方々、幅広い人脈を活かして様々な分野からの講師を人選して下さった芳島昭一客員教授、毎回熱心

に講演や質疑応答に参加した受講生の皆さんに深く感謝いたします。 
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シラバス

講座名 年度 学期 担当教員 

短期海外留学Ⅰ 2021 夏集中 

※詳細日時は、開講日時を参照

芳島昭一/高田秀志 

講座実施形態 

オンライン(ZOOM)

利用言語 

日本語／英語 

概要と方法 

「世界の課題を深める」をテーマに、今年度は COVID-19 にターゲットを絞り、医療・健康格差のある国（イ

ンドネシア）の組織や大学、企業等における COVID-19 の状況をオンラインにて視察・研修する。(全 9回)

各回にゲストを招聘し、各約 40 分の講義の後、約 20分のインタビュー等を行う。

受講生の到達目標 

インドネシアと日本における COVID-19 の状況の違い、または共通点についての理解を深めたうえで、自身

の研究テーマに活かせるポイントを考察する。 

開講日時：8月 21日(土) Lecture1_10:45～11:45、Lecture2_14:30～15:30

28日(土) Lecture3_10:45～11:45、Lecture4_14:30～15:30

9月 04日(土) Lecture5_10:45～11:45

11日(土) Lecture6_10:45～11:45、Lecture7_14:30～15:30

18日(土) Lecture8_13:00～14:30

25日(土) Lecture9_13:00～14:30

スケジュール

Lecture 
① テーマ Theme

② キーワードあるいは文献等 / Keyword or References

1 
(8/21

10:45～
11:45) 

事前講義『コロナ禍に対する日本と新興国（インドネシア）との比較』

－芳島 昭一(特定非営利活動法人 国連 UNHCR 協会 （国連難民高等弁務官事務所・日本委員会）広報啓発事業

/ 難民高等教育プログラム担当) 

2 
(8/21

14:30～
15:30) 

インタビュー①

－久保 裕一(トヨタインドネシア渉外広報部 勤務)＊立命館大学卒業生

• 現地日本人社会（特に日本人学校の生徒や保護者）が受けている COVID-19 の影響

• 日本人学校の運営面への影響

• 生徒の勉学、日常生活への影響

• 保護者の日常生活への影響等

3 
(8/28

10:45～
11:45) 

インタビュー②（講演者のご家庭の事情によりキャンセル）

－Mr. Andi Husni Tanra（国立ハサヌディン大学名誉教授（医学部）＆AMDA インドネシア支

部長）
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4 
(8/28 

14:30～
15:30) 

インタビュー③ 
－Ms. Meta Sekar Puji Astuti（国立ハサヌディン大学日本文学部学部長） 
－同学部学生 
• 大学が運営面で受けている COVID-19 の影響 
• 自身が受けている COVID-19 の影響 
• 学生の勉学、生活への影響等（日イ学生交流会／意見交換会の形で実施） 

5 
(9/4 

10:45～
11:45) 

インタビュー④ 
－Ms. RAMPISELA, Dorotea Agnes(Lembaga Pelangi（NGO 虹の会）代表＆国立ハサヌディン

大学土壌学教授) 
• マカッサル市住民および周辺地域村落部における住民が受けている COVID-19 の影響 
• 現地の経済、社会活動等 
• インドネシア全土およびスラウェシ地域における COVID-19 の状況 
• 医療体制・PCR 検査実施状況・ワクチン接種状況等 

6 
(9/11 

10:45～
11:45) 

インタビュー⑤ 
－Ms. Erina N. Saragih（JICA インドネシア事務所現地職員） 
－Ms. Endang Triyantie（元 JICA インドネシア事務所現地職員） 
• 自身および現地住民が受けている COVID-19 の影響等 

7 
(9/11 

14:30～
15:30) 

インタビュー⑥ 
－松島 泰樹（日本企業ジャカルタ駐在員 / 立命館大学卒業生 / インドネシア国派遣青年海外協

力隊 OB） 
－湖尻 めぐみ（バリ島リゾートホテル勤務 / インドネシア国派遣青年海外協力隊 OG） 
• 自身が受けている COVID-19 の影響 
• 現地住民が受けている COVID-19 の影響 
• 勤務先が受けている COVID-19 の影響 
• 自身のコロナ感染経験 

8 
(9/18 

13:00～
14:00) 

インタビュー⑦ 
－津田孝太職員 (JICA インドネシア事務所) 医療分野担当所員 
• JICA 事業が受けている COVID-19 の影響 
• JICAが支援している（いた）医療系プロジェクトの現状や、支援した医療機関等のCOVID-19への

貢献等 

9 
(9/25 

13:00～
14:30) 

発表会 

以下の内容について、一人あたり、10 分発表＋3 分程度の Q&A でプレゼンテーション 
• インドネシアと日本における COVID-19 の状況の違い、または共通点 
• 自身の研究テーマに活かせるポイント 

 
授業外学習の指示 

【事前提出物】どのような事象に興味があるか、また自身の研究内容を事前にインタビュアーに共有する (日本

語)。 

【講座受講後】各回、レポートを作成(A4 1～2枚程度)し、提出する。 

【最終発表】 第 9回発表会では、全体を通して得られた成果について、特に印象に残ったポイントを発表する。 

 

成績評価方法 

講座への 2/3以上の出席(必須)と参画状況、各回のレポート、発表会におけるプレゼンテーション等を総合的

に評価する。 

 

受講にあたっての注意点 

本講座を受講するにあたり以下の点について注意すること。 

【事前調査】 
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 現地政府や公共機関の広報媒体、オンラインニュースなどを通じて、アクティブライフやコロナ禍に関する

情報を収集すること。 

 「日本（や出身国）との違い」を掘り下げ、なぜそうなっているのか、などの疑問点を整理する。 

 各回ともに、必ずゲストに対する質問を事前に準備する。 

 

参考になる HP 

 インドネシア国保健省 

 https://www.kemkes.go.id/WHO 

https://covid19.who.int/region/searo/country/id 

 The Jakarta Post 

https://www.thejakartapost.com/ 

 じゃかるた新聞（現地法人紙） 

https://www.jakartashimbun.com/ 

 ハサヌディン大学 

https://unhas.ac.id/en/home 

 JICA インドネシア事務所実施事業等 

https://www.jica.go.jp/indonesia/index.html 

 チカラン日本人学校 

https://www.jica.go.jp/indonesia/index.html 

 外務省（インドネシアの基礎情報等） 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indonesia/index.html 

 

備考/Note 
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Covid-19 Pandemic  
and its Impact in 

Hasanuddin University
Meta Sekar Puji Astuti, Ph. D 

Head of Japanese Literature Study Program Hasanuddin University

Presenting at UNHCR-Ritsumeikan University-Unhas Meeting 
Makassar-Japan, 28 August 2021

Teaching, Learning and Education 
during Covid-19 Pandemic

• Online Class since the end of March 2020 

• Online Meeting since March 2020-now  

• Hybrid Meeting 

• Online webinar and widely accessed

February 2020
March 2021 The Last Offline Class?

Various Online Webinar and Talks
International Webinar
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Kampus Merdeka: 
Freedom on Learn

• Cross University Class 

• Crossed Region/Cross-cultural-Learning 

• Multidiscipline Learning 

• Our Department: Diponegoro University 
(Semarang), University of Jenderal Soedirman 
(Purwokerto) and Padjadjaran University 
(Bandung)

Online VS Offline 
Which one is the best method?

• Most student’s problem: boring and less 
attractive 

• The unconditional environment  

• Networking problem 

• The beginning of new era?
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インドネシア全⼟およびスラウェシ
地域におけるCOVID‐19 の状況

Dorothea Agnes Rampisela
アグネス

Lecture
Ritsumeikan University

Activity in Campus

Online class 
effort to receive internet signal in the village

Local economic activity in Makassar

Coffee shops’ up and down
1. 2020 March – May : no dine in take out only
2. 2020 May – December : dine in 50% capacity
3. 2021 Jan‐March : covid19 cases increase no

customer
4. 2021 March‐May : become normal
5. 2021 July : open for dine in until 5 pm, delivery

until 8 pm
6. 2021 August : allow to open until 10 but most

customers leave restaurant around 8 pm

1. Mall and department store get the worse impact
2. Hotel and travel, car rental also badly affected
3. Wedding hall
4. Big restaurants
5. Construction building
6. Housing and developers, boarding houses
7. Coffee shops

Income of supermarket &groceries and restaurants
Shopping
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new activities in community

• Cycling
• badminton
• Gardening
• Sun‐bathing
• Out door restaurants
• Family jogging

sun‐bathing, swimming and cycling

Covid 19 data by Sept 3, 2021

Case by provinces in Indonesia

8



Daily cases in Indonesia

Infected, hospitalized, recovered and died
persons by sex and ages Tests and positive result

Vaccination
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Hospital Facilities become better
Role of Publich Health center increase

Indonesian uniqeness

• Medical doctors and nurses died
• Difficult to ask people to use face mask properly
• Hoax information
• Traditional medicine, herbal
• Custom to hugs and kisses

Died total 1459
(by July 21)

Medical doctors 545 .
Nurse , 435
Midwife 235 
Pharmacyst 47 
Dentist 46 
Laboratory staff 43

Shopping condition in big cities in Indonesi
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traditional herbal medicine
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(COVID-19)

•

•

•

•

• UI

• JICA

•

COVID-19

• : 

• : 

• : PSBB

• : “TRANSITIONAL PSBB” 

• : “STRICT PSBB”

President Jokowi and the then Minister of 
Health, Terawan, announce the first 

COVID-19 cases 
(Source: Kompas TV Youtube)

(Source: Suara.com)

(Source: Lazada.com)

(Source: Shopee Indonesia)

A funeral service worker sprays relatives of the 
deceased with disinfectant in March 2020 

(Source: Jakarta Globe)

Queues formed at disinfection chambers throughout the 
capital in March 2020 

(Source: Jakarta Globe)

A safety guard stands in the middle of an empty 
amphitheatre inside Luhur Uluwatu Temple in Bali 

on October 20, 2020
(Source: Jakarta Globe)

Passengers maintain a safe distance by sitting a seat 
away from others inside the Jakarta MRT train on 

March 20, 2020 
(Source: Jakarta Globe)
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Covid-19 patients are exercising on the balconies of 
a makeshift quarantine facility in Tangerang, west of 

Jakarta, on May 26, 2020 
(Source: Jakarta Globe)

Medics tending COVID-19 patients in the special 
ward at the Bogor Municipal Hospital

(Source: Jakarta Globe)

Sticky tapes are also used to mark the seats in a 
restaurant in Bogor city in June 2020 

(Source: Jakarta Globe)

A security officer carries a bullhorn to instruct visitors to 
socially distance themselves at the AEON supermarket 

in Tangerang, Banten, on May 26, 2020 
(Source: Jakarta Globe)

A man is made to lie inside a coffin for not wearing a 
mask in Pasar Rebo, East Jakarta on Sep., 3, 2020 

(Source: BeritaSatu)

Soldiers guard an entrance to the Bundaran HI MRT 
Station in Central Jakarta in May 2020 

(Source: Jakarta Globe)

Idul Fitri rush at a shopping center in Ciamis, West Java 
in May 2020 

(Source: ANTARA Foto)

The great Christmas exodus is seen at Cikampek toll 
gate in Karawang, West Java 

(Source: ANTARA Foto)

COVID-19
( )

• 1 : “TRANSITIONAL PSBB”

• : PPKM

• : 

• : “MICRO-SCALED PPKM”

• : “EMERGENCY PPKM”

• : 

• : “PPKM LEVEL 4, 3, 2” 

• : 

President Jokowi launched the COVID-19 
vaccination drive by getting the first jab 

live
(Source: MetroTVnews.com)

Police officers dispel motorbike homecomers who go 
against the traffic flow to avoid the road blocks in 

Bekasi Regency, West Java on May 9 2021
(Source: 

Homecomers break through the barrier at the 
Karawang post in West Java in May 2021 

(Source: Kompas.com)
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A long queue of residents carrying oxygen cylinders 
are seen on Jalan Minangkabau in South Jakarta on 

July 15, 2021 
(Source: Jakarta Globe)

Health workers inspect Covid-19 patients inside a tent 
at Bekasi Municipal Hospital in West Java on June 24, 

2021 
(Source: Jakarta Globe) 

Funeral workers fill the grave with earth at Kayu Manis 
Cemetery in Bogor, West Java, on July 16, 2021 

(Source: Jakarta Globe)

Volunteers wrap the body of a Covid-19 patient in 
plastic according to the health protocol in Bogor, 

West Java, on July 16, 2021 
(Source: Jakarta Globe)

Confirmed Active Cases Recovered Died

4,158,731
(18.23%)

118,534
(2.9%)

3,901,766
(93.8%)

138,431
(3.3%)

Specimens tested Persons tested

34,319,295 22,811,588

1st Vaccination 2nd Vaccination

71,175,259
(34.18%)

40,867,993
(19.62%)

: 2 7 ( – )
: 208,265,720

( COVID-19 )

Confirmed Active Cases Recovered Died

37,269 401 36,361 507

1st Vaccination 2nd Vaccination

498,078
(60.78%)

258,130
(31.50%)

: 1,064,698 (2020 – )
: 819,444

(

?

•

•

•

•

•

We had to take PCR tests at 
the hospital 

(Photo: personal documentation)

My father waiting for the 
ambulance to leave the house for 

the hospital
(Photo: personal documentation)

During hospitalization, we 
mostly can rely on video calls 

with the patient
(Photo: personal documentation)

We had to take many antigen 
tests as we were the direct 
contacts with the patients
(Photo: personal documentation)
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?
• : Now double mask is advised: medical 

3-ply mask + cloth mask, but children 
only need single mask

(Photo: personal documentation)

Raid on mask obedience at 
traditional markets in Surabaya 

on 6 Jul 2020 
(Source: Surabaya municipality)

Although ineffective, buffs and 
scuba masks are liked and used a 

lot 
(Source: Tribunnews.com)

( )

Rules on how to wash hand can be 
seen more on public toilets now 

(Source: KEMENPAREKRAF)

Portable hand-washing facility
(Source: Tokopedia)

Hand sanitizers and disinfectants 
remain a must-have

(Photo: personal documentation)

( )

Rules on how to keep social 
distancing can be seen more

(Source: KEMKES)

Family gathering held outdoor to maintain safety
(Photo: personal documentation)

•

•

•
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A number of students show vaccination cards 
after being vaccinated against COVID-19 at 
Pakansari Stadium, Cibinong, Bogor Regency, 

West Java on 31 Aug 2021 
(Source: ANTARA Foto)

Mass vaccination drive at a shopping 
mall in Bogor city in August 2021

(Photo: personal documentation)

•

Tests are also done online, 
mostly using Google Form
(Photo: personal documentation)

Students will meet online for class 
sessions on Google Meet 
(Photo: personal documentation)

Assignments are shared by teachers 
and submitted by students through 

Google Classroom
(Photo: personal documentation)
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> > 

> > 

Students attend class from a community 
centre for free internet access in Johar
Baru, Central Jakarta, on Sep. 3, 2020

(Source: Jakarta Globe)

A Public Elementary School teacher explains 
learning materials to her students with a 

combination system between limited face-to-
face and online learning in Solo, Central Java 

on 2 Sep 2021
(Source: ANTARA Foto)

( )

- NON-ESSENTIAL

- ESSENTIAL 

- CRITICAL 100% Governor of Jakarta, Anies Baswedan, 
scolded a HRD staff of Ray White 

Indonesia who kept asking employees 
to enter during the Emergency PPKM 

period.
(Source: Pikiran-Rakyat.com)

• ( )

QR Code of AEON Mall in 
Sentul, Bogor Regency

(Photo: personal documentation)

Restrictions in shopping malls 
include for children under 12 

years old to enter
(Source: Instagram of Lippo Mall Puri)

People are seen setting up their 
PeduliLindungi application in order 
to be able to enter ASEON Mall in 

Sentul, Bogor Regency
(Photo: personal documentation)

• ( )

-

-

Online GRAB driver 
(Source: Suara.com)

Online Gojek driver
(Source: CNBCIndonesia.com)Long line of online taxi-bike drivers waiting to buy

BTS Meal at McDonald's Ambarrukmo store
(Suara/Hiromi)

• WORSHIPING

- OPERATE WITH UP TO 50% CAPACITY OR 50 PEOPLE

Church Sunday service on Youtube
(Photo: personal documentation)

Church Sunday service on Youtube
(Photo: personal documentation)

Sunday-school service on Youtube
(Photo: personal documentation)
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• WEDDING 

> LEVEL 4: RECEPTION IS NOT ALLOWED

> LEVEL 3: ALLOWED UP TO 20 INVITEES AND NOT ALLOWED TO EAT ON SITE

> LEVEL 2: ALLOWED UP TO 50 INVITEES AND NOT ALLOWED TO EAT ON SITE

PPKM Wedding

Offline wedding
(Photo: Angelina Keegan)

• LONG-DISTANCE TRAVELLING

- MUST SHOW VACCINE CARD (MINIMUM OF 1 SHOT), 
SHOW PCR (D-2) FOR PLANES OR ANTIGEN (D-1) FOR 
OTHER MODES. APPLIES FOR TRAVELS FROM AND TO 
JAVA-BALI AREA AND NOT APPLIED TO TRAVELS WITHIN 
AGGLOMERATION AREA (SUCH AS JABODETABEK)

- FOR AIR TRAVELS WITHIN JAVA-BALI AREA CAN SHOW 
ANTIGEN (D-1) FOR THOSE ALREADY VACCINATED TWICE 
AND PCR (D-2) FOR THOSE ONLY VACCINATED ONCE. 

The nose of Garuda Indonesia's Boeing 
737-800 is painted a mask as part of the 

company's health campaign during the 
coronavirus pandemic (Source: Jakarta 

Globe)

Many urban people started cycling as sports plus 
leisure (Photo: personal documentation)

One of the new hobbies picked up by many urban 
women (Photo: Audrey Sutanudjaja)
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インドネシアにおける
新型コロナウイルス
（COVID-19）の状況

⽴命館⼤学OB

元⻘年海外協⼒隊平成12年度1次隊
(派遣国︓インドネシア職種︓⽔球)

松島 泰樹

2021年9⽉11⽇ プロフィール
2000年3⽉︓⽴命館⼤学 産業社会学部卒業

2000年7⽉︓⻘年海外協⼒隊に参加し、インドネシアのスマトラ島地⽅都市で
⽔球指導に従事。

2003年4⽉︓任期を終えて帰国

2004年10⽉︓在インドネシア⽇系企業にて、現地採⽤枠で就職。

2007年4⽉︓現在の会社へ転職し帰国、⽇本国内勤務。

2012年11⽉︓インドネシア拠点へ転勤となり駐在員として職務に従事。

2021年9⽉︓⽇本国内へ転勤となり、本帰国。現在ホテルで隔離中。

インドネシア在住歴︓約14年間

インドネシア︓COVID-19統計

総⼈⼝ 約 2億7692万⼈
感染者数累計 約 412万⼈
感染者⽐率(対⼈⼝⽐) 約 1.49%
死者数累計 約 13万5千⼈
死者数⽐率（対⼈⼝⽐） 約 0.05%
現地在住⽇本⼈の感染者総数は約300⼈、死者数は21⼈(⽇本⼤使館8⽉データ)
(COVID-19流⾏前のインドネシア在住⽇本⼈は約2万⼈)

9⽉5⽇現在引⽤︓worldometers.info

インドネシア︓COVID-19統計
1⽇あたりの新規感染者数推移 (引⽤︓worldometers.info 9⽉5⽇現在)

2020年3⽉ ︓国内初の感染者確認
2020年11⽉︓1⽇当たり新規感染者数5,000⼈超え
2021年1⽉ ︓1⽇当たり新規感染者数10,000⼈超え
2021年6⽉ ︓1⽇当たり新規感染者数20,000⼈超え
2021年7⽉ ︓1⽇当たり新規感染者数50,000⼈超え
2021年8⽉ ︓減少傾向に転ずる
2021年9⽉ ︓更に減少傾向、現在は1⽇当たり数千⼈で推移

インドネシア︓COVID-19統計
1⽇あたりの死者数推移 (引⽤︓worldometers.info 9⽉5⽇現在)

2020年3⽉ ︓国内初の死者確認
2020年9⽉ ︓1⽇当たり死者数100⼈超え
2020年12⽉︓1⽇当たり死者数200⼈超え
2021年2⽉ ︓1⽇当たり死者数300⼈超え
2021年7⽉ ︓1⽇当たり死者数500⼈超え、⼀気に1,000⼈、2,000⼈を超える
2021年8⽉下旬︓減少傾向に転ずる
2021年9⽉ ︓更に減少傾向、現在は1⽇当たり500⼈前後で推移

当社インドネシア拠点における感染状況

⽇系企業の顧客・取引先へのヒアリングでも同じ様な数値が⾒て取れる。
政府発表の公式数値よりも現実に近いのではないかと推測される。

9⽉5⽇現在
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COVID-19による医療逼迫
引⽤︓tribunnews.com

今年7〜8⽉のピーク時は病床不⾜のため、病院の駐⾞場等に仮設テント
を設営し、その中で治療。酸素吸⼊も⾏っていた。
現在は感染者数の減少と共に状況は改善している。

COVID-19による医療逼迫
7〜8⽉のピーク時は病床不⾜により⼊院
先が確保できない状況が続き、多数の感
染者が⾃宅療養を余儀なくされた。

酸素ボンベも不⾜し、感染者は⾃⼒で⼊
⼿し、写真の様に⾃宅で酸素吸⼊を⾏う
必要があった。

※写真は弊社社員の⾃宅療養時の様⼦
(プライバシー考慮し⽬線を掛けてあり

ます)

COVID-19感染状況悪化の要因考察

①相互扶助の⽂化

②国⺠性︓感染防⽌対策徹底の難しさ

③宗教的側⾯

COVID-19感染状況悪化の要因考察
①相互扶助の⽂化
昔の⽇本の様に、家族、親戚、近所、友⼈、皆で寄り添
い助け合う⽂化が根強い。
どこへ⾏くにも、何をするにも1⼈での⾏動を避け、連れ
⽴って⾏動することを⼤いに好む。
(1⼈で外⾷したり、旅⾏したりする⾏動様式は理解されにくい)

通常であれば、先進国にはない、暖かく⼼豊かな⽂化で
あるが、COVID-19蔓延状況においてはマイナスに作⽤。

COVID-19感染状況悪化の要因考察
②国⺠性︓感染防⽌対策徹底の難しさ
陽気で朗らか、⼤らかであり、⾃由を好み、何をするにも「1⼈では嫌」という国⺠性。
また、他⼈から強制される事も、強制する事も好まないため、感染防⽌対策の徹底が困難
である。
・マスク着⽤
そもそも習慣が無い、またお⾦が掛かるため忌避されがち。

・⽯鹸での⼿洗い・うがい
⽔で清めれば良いという古来からの思考様式が根強い。
うがいという概念⾃体が無い。

・フィジカルディスタンス
とにかく⼈と⼈の距離が近い。
ベンチやソファに座るときは⾜と⾜が当たっている事が普通。
同性でも腕を組んだり⼿を繋いだりして歩く姿をよく⾒かける。

COVID-19感染状況悪化の要因考察
③宗教的側⾯
全ての国⺠は住⺠登録の際に宗教の選択・登録義務があ
り、イスラム、カトリック、プロテスタント、ヒン
ドゥー、仏教、儒教の内から⼀つを選択せねばならず、
無宗教は認められない。
⼈⼝の80%前後はイスラム教徒であり、1⽇5回の礼拝を
モスク等で⾏うため、3密が発⽣しやすい。
また、どの宗教も週末は、モスク、教会、寺院等に、家
族、親戚、隣近所で集まるため、これも3密を引き起こす
要因となる。
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インドネシア政府によるCOVID-19対応

①社会活動制限(セミロックダウン)

②ワクチン状況

③外国⼈受け⼊れ状況

インドネシア政府によるCOVID-19対応

①社会活動制限(セミロックダウン)
コロナ禍以降、厳格なロックダウンではなく、「セミロックダウン」を実施する事により、
経済活動の完全停⽌を防ぎたい思惑が⾒える。
企業に対しては、業種・セクター毎に出勤許可率を設定(25%、50%、100%)し、操業は継続
させている。
銀⾏、ガソリンスタンド、コンビニ、スーパー、薬局等の⽣活に⽋かせない業種は、
営業時間短縮で操業。
飲⾷店は感染状況が酷い時期は店内での飲⾷は禁⽌でテークアウトとデリバリーのみの時期も
あったが、現在は緩和されて店内での飲⾷可能(客席数の25%まで収容許可等、何らかの縛りは
有るが)。
ショッピングモールも営業時間短縮で運営しているが、今年8⽉以降はワクチン接種証明書
提⽰が必須となった。

インドネシア政府によるCOVID-19対応

②ワクチン状況
インドネシアのワクチン接種状況 (引⽤元︓Our World in Data 9⽉5⽇現在)

インドネシア政府によるCOVID-19対応
－承認ワクチン－
シノファーム、シノバックが主流。
次いでアストラゼネカ。
今年8⽉よりモデルナ、ファイザーも接種開始。
－ワクチンパスポート－
州を跨ぐ移動(公共交通機関、⾃家⽤⾞含む)には、ワクチン接種
証明書の提⽰が義務付けられている。
また、ショッピングモール等の⼤型商業施設も同様。
しかし、ワクチン接種率がまだまだ低く、混乱・不満を招いて
いるのが現状。

インドネシア政府によるCOVID-19対応

③外国⼈受け⼊れ状況
外国⼈への新規ビザ発⾏は現在停⽌中。
また、観光⽬的の⼊国も停⽌中であり、バリ島を中⼼とした観光
地は⼤打撃を受けている。
尚、ビザ所有者が⼀旦出国し、再度⼊国する事は可能であるが、
ワクチン2回接種済の証明書提⽰、および8⽇間のホテル隔離が義
務付けられている。
上記の事情により、後任者を呼ぶ⽬途が付かず、⽇本へ帰るに帰
れない⽇系企業の駐在員が多数。

⾃⾝の感染経験

昨年8⽉に感染。経路は不明。
38〜39℃の⾼熱が約2週間続く。
咳は無く、所謂「重症化」には⾄らず。
嗅覚、味覚共に異常なしも、⾷欲減退し、2週間で
体重が5kg減少。
2週間経過後、回復するも、⼤事を取って更に2週
間後に職場復帰。
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まとめ

8⽉下旬以降、インドネシアの感染状況は⼤きく改
善に向かっており、ワクチンの普及と共にこのま
ま収束へ向かい、コロナ前の経済成⻑著しい活気
あるインドネシアの姿に⼀⽇も早く戻る事を願っ
て⽌まない。
⽂末になりましたが、全てのCOVID-19による犠牲
者の皆様に⼼から哀悼の意を表したいと存じます。

以上
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現地社会が受けている
COVID‐19の影響について

湖尻めぐみ

バリ島における
主要産業

ー観光業

直接的・間接的に

7割以上の⼈が観光
にかかわっている

インドネシア全体の
中でも⽐較的収⼊が

⾼い観光業

バリ島以外からの優
秀な⼈材も多く⼊っ

てきている

観光業で働く⼈

＝消費を回す⼈たち

観光⼈材としての

バリ⼈ クルーズ船
や海外での勤務

バリ島の建設ラッ
シュに伴う労働者の

流⼊

他にめぼしい
産業がない
と⾔う現状

私の略歴

• 1999年7⽉ ⻘年海外協⼒隊⽇本語教師としてイン
ドネシア・バリ島に派遣 STP Bali（国⽴観光専⾨学
校）にて⽇本語教師として勤務

• 2001年5⽉ ⻘年海外協⼒隊活動終了
• 2001年7⽉ バリ島のホテルにゲストリレーション
として就職

• 2002年10⽉ 営業部との兼任を命じられる その後
会社の業務拡張に伴い、バリ島内7つのリゾートホ
テルを運営するホテルマネージメント会社の⽇本
マーケット営業担当として勤務 年2−3回の⽇本出
張有

• その間にインドネシア⼈と結婚＋2⼈出産
• 2021年2⽉ ⽇本へ単⾝⼀時帰国。ホテルの仕事は、
リモートワークでこなし、観光業の回復を待ちなが
ら、現在は派遣社員として⽇本で勤務中。

⼈⼝： 約390万⼈
⾯積： 約5,561平⽅キロ

位置： ジャワ島の東に浮かぶ
宗教： バリ・ヒンドゥー教徒
（9割） 他にイスラム教徒、キ

リスト教徒、仏教徒
⺠族： バリ⼈（⼤多数） 他、
ジャワ⼈、華⼈、外国⼈も多数

住む

元々が正規雇⽤
等制度の
少ないバリ島

不安定な観光業
＝平和産業

契約社員は

契約更新なし

勤務が継続されている⼈も

⼤幅な給料カット

副業は許可されている

ことが多い

現在の給料は10％〜25％程度

（ホテル・会社によって

異なります

無給もあり）

とにかく明るいインドネシア
⼈！ あまり先のことを

⼼配しない国⺠性では

ありますが・・・

しかし、あまりにも⻑く続くこの状況に、

いつ観光が再開されるかと⾔う希望を持ち続ける

むなしさを感じる⼈たちが出ているのも事実

＝メンタルヘルスなどの重要性を考える必要あり

2019年
コロナ以前の
渡航者数
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2020年3⽉末⽇よ
り、観光⽬的での
インドネシアへの
⼊国制限

•誰がバリ島に遊びに来れるのか？
•主にジャカルタ・スラバヤなどの⼤
都市からの旅⾏者
•これまで海外に遊びに⾏っていた上
記の⼈たちが、国外に出られない分、
バリ島に来てくれるはずだ
＝よって数的には、帳尻合うでしょ？
と⾔う政府の⾒解（補助をしない⾔い
訳にしか思えない）
•限られたマーケットしかないことに
よる価格の暴落
• PCRなどの制限やバリ島内の⾏動制限
による停滞
•国内マーケットにも希望が持てなく
なってしまった現在

サポート

⽣き残る⼿法

会社オーナーからの

⽀援 スンバコ

⽶・油・砂糖

外国⼈在住による

⾷事⽀援

国から個⼈への現⾦⽀給

ひと家族2,000円から3000円
程度と雀の涙

⾞・家などの

ローンの遅延⼿続き

持っているものを売る

（まだまだセカンド市場の⼤きいインドネシア）

スモールビジネスを始める 主に⾷事を作って売るなど

消費者の財布のひもが固くなっている事実
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2021年度短期留学Ⅰ
最終発表会

経 営 学 研 究 科 博 ⼠ 課 程

D 1 閻 亜 光 ( Y A N Y A G U A N G )

アジェンダ

事前課題にまつわる知⾒

• ⼤学への影響

• 感染後回復できた⼈のケア

• アフターコロナの⽣活

新たな収穫

• コロナ対策に与える⽂化の影響

• 経営学の視点から

• 他側⾯から考える⼈事管理

⼤学への影響

• オンラインによるネット格差

インターネット普及率14.3％(2013年)、⽇本は89.8％(2019年度)

2017年のネット利⽤者増を受け、同国の総⼈⼝に対するネット普及率は55％となった。

• 学習の態度

カメラオンもしくは顔を出すことに抵抗を感じる。

• 邦⼈の学習

⽇本は、部分的な休校や休暇などを除く完全開校が154⽇、完全な休校が11⽇と集計され
ており、休校⽇数について国別で8段階に分けた場合、最も少ないグループだ。⼀⽅、イン
ドネシアは開校が3⽇、休校が102⽇だった。

感染後回復できた⼈のケア

• ワクチンのハラル認識

ワクチンの成分の中に、豚由来成分が含まれるとは驚き

• ワクチンに対する態度

ワクチンの副作⽤をはじめ、⽇本国⺠が半信半疑

• バイト先

ワクチン打っても感染してしまう

アフターコロナの⽣活

デリバリー産業
• フードの安全性

• 注⽂の正確性

• 利便性など

• ユーザー体験

からあげクン216円
サントリー緑茶：128円
ステーキ弁当：550円
合計：894円
元の値段より、約4割増し

コロナ対策与える⽂化の影響
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経営学の視点から

ホテル業界への影響（前職の影響があり、今後どうなるかはインタビューしてみた）

被調査者：Mさん

年齢：３０

現職：某リゾート運営会社

⼊社：6年⽬ 結果

• ホテル経営に苦しんでいる施設をさらに買収

• コロナ前より、仕事が増えた（現場ではない）

• 経営⽅式により、＋になることも

• 補助⾦の捉え⽅

他側⾯から考える⼈事管理

• ⼈をどう捉えるか

⼈と⼈が接触しない現在、⼈が労働⼒とする産業は今後どうすべきなのか

• 従業員のメンタルケアはどのようにしていくべきなのか

研究テーマの⼀つにできるのではないか（復帰後の変化）

• アフターコロナのダイバーシティマネジメント

学校の教育や勤務スタイルが変化し、以下にクラウド上で管理することを実現するか

質疑応答

参考⽂献
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000898/southeast_asia_int_sns.pdf (最終アクセス
2021年9⽉19⽇)

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/html/nd252120.html (最終アクセス2021年
9⽉19⽇)

https://www.sankeibiz.jp/macro/news/180302/mcb1803020500009-n1.htm (最終アクセス2021年9⽉19
⽇)

https://globe.asahi.com/article/14325596 (最終アクセス2021年9⽉19⽇)

https://ja.weatherspark.com/y/116847/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%BF
%E3%80%81%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%AB%E
3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%B9%B4%E9%96%93%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%
9A%84%E3%81%AA%E6%B0%97%E5%80%99 (最終アクセス2021年9⽉19⽇)

https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/dailyview/graph_mkhtml_d.php?n=97724&y=2020&m=2
&d=13&s=1&r=0&e=0&k=0 (最終アクセス2021年9⽉19⽇)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/assets/caution_internet_201
225_0001.pdf (最終アクセス2021年9⽉19⽇)

ご静聴ありがとうございます
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医⼯学観点から提案する
COVID-19罹患/重症化予防と
社会保障費負担低減策

増⽥葉⽉

2021/9/25
超創⼈財育成プログラム 短期海外留学Ⅰ 最終発表会

⽴命館⼤学⼤学院理⼯学研究科機械システム専攻ロボティクスコース博⼠前期課程2回

コロナ禍の⽇本とインドネシアの違い 1/15

⽇本 インドネシア
⼩ 医療格差 ⼤

少 PCR検査の普及 多

少 オンライン授業 多

良好 インターネット環境 遅い，切れる

低 喫煙率 ⾼（40%）
⾼齢者 ワクチン優先者 労働世代

ファイザー，モデルナ ワクチンの種類 シノバック，アストラゼネカ

薄い 宗教への信仰⼼ ⾼い（主︓イスラム教）

コロナ禍の⽇本とインドネシアの共通点
•デマの蔓延
•観光，飲⾷業界への経済的打撃
•アウトドア活動の増加
•⼀時的に，マスクや消毒液不⾜
• COVID-19による，社会保障費負担増

2/15 コロナ禍の健康問題 3/15

免疫⼒低下

COVID-19罹患
重症化リスク増

うつ病
糖尿病
肥満
癌

体内時計
⾃律神経の乱れ

COVID-19
後遺症

COVID-19以外の治療延期
病気早期発⾒逃し

⾏動制限
経済的不安

社
会
保
障
費
負
担

増
加病床圧迫

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
⼤

体内時計（概⽇リズム）が乱れると 4/22

時刻

サ
ー
カ
デ
ィ
ア
ン
リ
ズ
ム

14:00~16:00

視交叉上核
SCN

末梢時計

光

出
⼒

• ⽇中の活動困難
• 学⼒低下
• ⾷欲不振
• 精神障害

例︓光を浴びるタイミングが遅くなる

17:00~21:00

位相
後退

中枢時計

概⽇リズム推定問題点 5/22

⾎中の
メラトニン 深部体温 アクチグラフィ

計測精度 ◎ 〇 △
侵襲性 ⾼ ⾼ 低

例

 侵襲性 ⾼
 24時間以上の計測
 ⽇中の運動制限

問題点

http://actigraphcorp.jp/product/img/gt3x_1_2.png

直腸

表1．従来のサーカディアンリズム推定⽅法
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概⽇リズム推定⽅法 6/22

⼼電図 (⼼拍数)

外れ値除去

30秒間隔でリサンプリング
120分未満周期をカット

(∵ウルトラディアンリズム除去)
サーカディアンリズムの最低点推定

ー 30秒間隔でリサンプリング
ー 120分未満周期をLow Pass Filterでカット
・ サーカディアンリズムの最低点

サーカディアンリズムの最⾼点

推定アルゴリズムのポイント 7/22

睡眠中の⼼電図のみから
サーカディアンリズムの最低点の推定に成功

睡眠中

Time

サ
ー
カ
デ
ィ
ア
ン
リ
ズ
ム

2:00~4:00 14:00~16:00

シンプルな
アルゴリズム

ECG

コロナ禍の健康問題を解決する策 8/15

体内時計の乱れを改善により，COVID-19罹患/重症化予防等

⽣体リズムモニタリングシステム × ⽣命保険
⽣体リズムモニタリングシステムとは︖
睡眠中の⼼拍数から概⽇リズム/睡眠リズムを推定するウェアラブルデバイス

体内時計の乱れ少ない⼈
⽣命保険料 安くなる︕

特許申請中︓特願2020-128589
⽣体コンディション管理装置、⽣体コンディ
ション管理システム，⽣体コンディション管
理⽅法，及びコンピュータプログラム
申請時期︓2020年7⽉

アプリケーション 9/22

最⾼コンディション
時間帯
約 16:00

上/中流層の体内時計乱れに起因する病気を予防 10/15

免疫⼒上昇

COVID-19罹患
重症化リスク減

うつ病
糖尿病
肥満
癌

リスク減

体内時計
⾃律神経の乱れ

COVID-19
後遺症
減

COVID-19以外の治療延期
病気早期発⾒逃し

⾏動制限
経済的不安

社
会
保
障
費
負
担

減
少病床改善

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
⼤

⽣体リズムモニタリングシステム使⽤
体内時計の乱れが少ない⼈→⽣命保険料割引

富裕層から貧困層への医療資源分配 11/15

富裕層・中流層 貧困層病床
医療機器

インドネシアは，⽇本より貧富の差が⼤きい

27



まとめ 12/22

概⽇リズム

睡眠リズム

⽣体リズムモニタリングシステム COVID-19罹患/重症化
リスク低減

うつ病，糖尿病，癌
肥満リスク軽減

病床改善

⽣命保険
×

貧困層へ
医療資源分配

社会保障費負担 減
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⽴命館⼤学
理⼯学研究科

後藤直樹

インドネシアにおけるCOVID-19の現状と
⾃⾝の研究について

インドネシアにおける新型コロナウィルス

•最初の感染者
2020年の3⽉に⽇本⼈から

•感染者の推移
2021年7⽉の中旬
新規感染者のピーク

➡感染者数の急増により病床の使⽤率も⾼まり
⾃宅療養中に亡くなる⽅が増えた

2https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/

• ピーク時、感染者数の増加傾向がみられた場合に規制を⾏ってきた
エッセンシャルワーカー以外の外出禁⽌、公共交通機関の利⽤に許可証

インドネシアにおける新型コロナウィルス

3

• ワクチン接種率について
現在インドネシア全⼟での1回⽬のワクチン接種率が30％強

ジャカルタについては40％近くが⼀回⽬の接種
集団免疫獲得のラインとされる70％を年内に達成する

➡⼤統領、インフルエンサーをはじめとする認知度、影響⼒がある⼈からの
積極的な呼びかけ

• インドネシアでの新型コロナウィルス拡⼤の要因
都市部と離島での医療格差➡JICAで遠隔ICUの技術⽀援

フレンドリー、マスクを好まないといったキャラクターも

本講座を経て
•本講座を通じて得た

新型コロナウィルスに対する⽇本とインドネシアの違い

4

新たな視点を⾃⾝の研究に応⽤して研究をアップグレード
はまだできていないので…

⾃⾝の研究分野が新型コロナウィルスに対して
特にインドネシアでどのように貢献できるか

新型コロナウィルスが引き起こす問題
•教育機関のオンライン化による家庭負担
•不⼗分なオンライン環境

5

コロナによる外出⾃粛、オンライン化の促進

⾃殺者の増加

⼈々の精神に与える負荷がとても⼤きい
https://www.asahi.com/articles/ASP7P7K7XP7PULBJ009.html

⾃⾝の研究について
私の専⾨は「半導体」です
半導体は「産業のコメ」と表現される通りなくてはならない

6

半導体が使われているもの
• LED照明
• 太陽電池
• 3Dプリンター
• エアコンの温度センサー
• 炊飯器での温度の制御
• ⾃動運転

通信、コンピュータ、ヘルスケア、軍事システム、輸送、etc.
分野でいくと
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医療⽤LED
•医⽤X線装置
•光療法：222nm UVCが空気中のコロナウィルス消毒できる[1]

7

1.2~1.7mJ/cm2低⽤量の222nm紫外線の照射
で、99.9%のコロナウィルスが不活化されるこ
とが確認。

⻑さ：0.35メートル、重さ：2キログラム
設計︓三⾓形
任意の位置に配置するのに適しており、理論的
には16平⽅メートルの範囲を消毒できる。

このLED装置のおかけで、777⼈の中国五輪団
体もゼロ感染で無事に終了︕

[1]. Buonanno, M., Welch, D., Shuryak, I. et al. Far‐UVC light (222 nm) efficiently and safely inactivates airborne
human coronaviruses. Sci Rep 10, 10285 (2020).

LED無線通信

8

動作原理︓LEDが⼈間の⽬で気付くには速すぎ
るスピードでON、OFFに切り替える、
データを送信し、光センサーがデータを
受信、解読する。

応⽤例︓Light fidelity(Li-Fi)

 ⾼速通信（224Gpsが実現[2]）,blue GaN
Micro LED⽔中無線通信(800Mpsが実現[3])

 電波⼲渉がほとんどない
 省エネ（電波塔が要らない）

メリット
 光は壁を透過しない
 LED照明がある部屋でしか使⽤できない
 屋外では使⽤できない(直射⽇光)

デメリット

電波に敏感および密閉空間
 ⾶⾏機
 病院
 ⾃動⾞

活⽤可能場所

[2]. A. Gomez et al., IEEE Photonics Technology Letters, vol. 27, no. 4, pp. 367-370, 15 Feb.15 (2015)
[3]. Pengfei Tian et al., Opt. Express 25, 1193-1201 (2017)

9
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短期海外留学 最終発表
インドネシアと日本を比較して

スポーツ健康科学研究科 井上 健一郎

インドネシアにおける日本との違い：国民性

 コロナ禍においても親戚・友達と集まって過ごすなど集団行動を好む

 親戚、地域住民とのつながりが深く助け合い精神が根強い

 とりあえずやってみる精神（オンライン授業、スモールビジネス立ち

上げなど）

 手洗いうがい・マスクはなじみがない

→集団行動を好む文化によって、政府は行動制限が難しくコロナ蔓延につ

ながった。一方で、コロナ禍においても日本人にはない力強さを感じた

（草野原でzoomを受けるなんて日本では考えられない？）。

インドネシアにおける日本との違い：宗教

→コロナ対策の難しさを感じた。日本人には理解できない部分が多いが、イ

ンドネシア人にとって宗教は生活の一部であり、欠かすことができないもの。

宗教に寄り添ったコロナ対策ができないか？

 宗教に対する信仰が強い

 コロナ対策よりも宗教による教えを優先するこ

とも（ワクチン拒否や礼拝による密集など）

（e.g. サウジアラビアではソーシャルディスタンスを保ったモスクでの礼拝）

インドネシアにおける日本との違い：医療

→日本だとここまでワクチン優先順を明確化すると、倫理的な批判が出る。

農村部については、自立して医療が発展することを前提に支援が必要

 都市部と農村部の医療格差は大きい

 闇市などで酸素ボンベが取引

 オンライン診療などワクチンの優先順を明確化（都市部優先、高齢者、

働く世代、インフルエンサー）

インドネシアとの比較により見えてきた
日本の良いとこ・悪いとこ

良いところ

 右に倣えの精神（悪いことでもあるがコロナ禍においては対策がしや

すかった？）

 国民の平等

 支援が手厚い

 発展した医療
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インドネシアとの比較により見えてきた
日本の良いとこ・悪いとこ

悪いところ

 ゼロリスクを求めすぎている！

全員を助ける方法を考えているうちに人が死ぬ

コロナ禍において、全員が幸せになる方法なんてない

 緊急時に対する対応が苦手（コロナも地震も）

何を軸として決断をするのかが決まっていない

緊急事態宣言とGo to travelなど相反する政策が同時に起こる原因

 誰かがなんとかしてくれると思っている

政府だって全員を助けるのは無理

スポーツ健康科学の立場から

1544本 2467本

 論文検索エンジン（pubmed）
covid 19 physical activityで検索

コロナウイルス蔓延が身体活動量を低下

 これだけ研究されていても、解
決策はあまり提示されていない

コロナウイルス蔓延に伴う生活習慣病による死亡が増加する
エビデンスをもとに、訴えていく必要性
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スポーツ健康科学研究科

博士課程後期課程 1回生

西山美聡

最終プレゼンテーション

～インドネシアの良さを活かして～

2021/09/25

短期海外留学Ⅰ

印象に残ったこと

8/28 Hasanuddin大学 Astuti先生

授業のオンライン化

若者向けのコンテンツを取り入れる

他大学と連携して授業やセミナーを充実させる

印象に残ったこと

9/11 湖尻さん

9/11 松島さん

観光業に携わるバリの人々

楽観的に考える
笑いヨガで乗り切る

昔の日本のようにみんなで助け合う

1人行動が珍しいものとして捉えられる

相互扶助の精神

印象に残ったこと

②人情味に溢れている

①物事をポジティブに捉える

インドネシアの方の国民性として…

COVID‐19の感染拡大を招く

苦しい時にお互いに助け合う

自身の研究・取り組みに関連して

高齢者の方 慢性疼痛患者さん

健康にも深刻な影響が及ぶ

周りの助けが必要な人

人との交流が希薄に…
疼痛・抑うつ症状が悪化 身体・認知機能が低下

自身の研究・取り組みに関連して

ウエルネスツーリズム

健康 観光

同じ悩みを抱える人同士が助け合う場

気持ちを前向きにする場
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将来的には…

ウエルネスツーリズム事業

高齢者の方 慢性疼痛患者さん

周りの助けが必要な人

インドネシアの方の力をかりて実現してみたい
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短期海外留学I 最終発表

~ CGによるアプローチ 〜

1

令和 3年 9⽉ 25⽇
⻘井⼤⾨

インドネシアの⽂化
•相互扶助

•複数⼈で⾏動する
• 1⼈で⾏動することを嫌う
•⼈の距離が近い

•性格
•陽気で朗らか
•強制をすることも/強制をされることも嫌う

2

学校の授業について
•ほとんどがオンライン  (⼀部ハイブリット)

•WhatsApp で授業を実施

•不安定なインターネット環境

•⽣徒にセンサーを付けて,
⽣徒同⼠の距離が1m未満になるとブザーがなる

3

⼩学校の思い出

4

デジタルコンテンツによる校外学習補助
• 具体的なデータ

Borobudur寺院

• メリット
• 場所に制限されない
• 現実とは異なる⾃由度
• ダウンロードコンテンツ

• ⽬指す世界
プラネタリウムのような満⾜感

5https://www.his-j.com/tyo/zekkei/borobudur/
https://www.youtube.com/watch?v=hGF09ws_LoM[2]

[1]

[1]

[2] MinecraftによるBorobudur寺院の再現

なぜインドネシアで︖

• ⼤きな世界遺産がある

• 新しい技術に迎合的である

• 相互扶助の精神

6

表 : インドネシアにおける世界遺産⼀覧

⾃然遺産

ウジュン・クロン国⽴公園

コモド国⽴公園

ロレンツ国⽴公園

スマトラの熱帯⾬林遺産

⽂化遺産

サワルントのオンビリン炭鉱遺産

プランバナン寺院遺跡群

サンギラン初期⼈類遺跡
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まとめ
提案 : 世界遺産のデジタルコンテンツによる校外学習補助

⽤途 : ⼩学⽣の校外学習

対象 : Borobudur寺院

使う⼿法 : VR, 半透明可視化, ⽴体視, Minecraft

メリット : 現実ではできないことができる
いつでも楽しむことができる

7
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⽇本とインドネシアと
COVID-19

情報理⼯学研究科 情報理⼯学専攻
サイバーセキュリティ研究室

学籍番号:6650210005‐0 横井 雅⼦

⽬次
•COVID-19と宗教の
在り⽅
• ⽇本の宗教観

• インドネシアの宗教

• イスラム教

•⽂化と環境の違い
• マスクの習慣

• マスク不着⽤の罰則

• 医療環境

•講義と研究

COVID-19と宗教の在り⽅
⽇本の宗教観
• 神教と仏教が調和

• 他宗教⽂化の受け⼊れ

• 多神教の精神が受け継がれる

• 神は信じるが森羅万象が神

インドネシアの宗教
• イスラム教約87%

• キリスト教約9%

• ヒンドゥー教約2%

イスラム教
• ハラール

• イスラム教の戒律に則って調理・
製造された⾷品

→予防接種の成分（豚）

• ラマダン

• 断⾷⽉の終わり

→帰省ラッシュ

• 1⽇5回の礼拝

→モスクでの集まりやコミュニティ
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⽂化と環境の違い

マスクの習慣

•⽇本

• 花粉症、⾵邪やインフルエン
ザの予防

• インドネシア

• ⺠間の認知度が低い

→値段と気温が⾼い

マスク不着⽤の罰則
•公共活動

•棺桶にオレンジのベストを
着て寝る

⽇本 インドネシア

医療環境

2021/10/18

• 都市部

• ＩＴでコロナ⾒える化
• 病床とコロナ隔離⽤ホテルと
病院の連携が出来てる

• 予防接種（ほぼ完了）

• ⽥舎 （地⽅）
• 予防接種 （不明）
• ⼗分治療が⾏えない

• 都市部

• 予防接種（⾏き渡ってない）
• ⼀部病床ひっ迫はあれど、医療
は回っている

• ⽥舎 （地⽅）
• 予防接種（完了しつつある）
• 不⼗分な場所もあるが、⼀定⽔
準の治療が受けられる

講義と研究

⼤動脈のシミュレーション
先進医療

発展途上の医療地域にも
理解を得られるような
展望を考える必要性

2021/10/18

38



2021 年度 超創人財育成プログラム 短期海外留学Ⅰを終えて 

 

国連 UNHCR 協会 芳島 昭一 

 

本来であれば学生の皆さまを海外に派遣し、現地で様々なものを五感で感じていただき

たかったが、新型コロナウイルス感染症の影響でそれが叶わなかったのはとにかく残念だ

った。しかし、オンラインという形でインドネシアと繋ぎ、現地で様々な形で働いておら

れる方々から、このコロナ禍においてそれぞれが置かれた状況をお話しいただけたことで、

学生の皆さんそれぞれの研究テーマに活かせるポイントを考察していただける機会はご提

供できたかなと思う。 

 

今回は民間企業や大学、JICA 等に勤務されているインドネシア在住の日本人 4名、イン

ドネシア人 4名（＋学生さん数名）の計 8名の方々に講師を務めていただいたが、それぞ

れ私がインドネシア駐在中に公私ともに大変お世話になり、人となりもよく知っている

方々だったこともあり人選には困らなかったが、皆さんとてもお忙しい立場にも関わらず、

コロナ禍で海外に行けない学生たちの置かれた状況を理解し、快く引き受けてくださった

ことに心から感謝したい。 

 

 しかし、これまでオンラインによる単発の講演は何度か実施させていただいてきたが、

今回のように複数日にわたりオンライン講座を実施するという経験は初めてだったことか

ら、学生の皆さまには何かとご迷惑をお掛けしてしまったと思うため、その点については

学生の皆さまにお詫びしたい。今回は試行錯誤状態だったが、今回得た教訓を来年度の本

講座に活かしたい。 

 

本講座でお話しいただいた 8名の講師の方々の講義が、学生のみなさんのこれからの研

究活動に活かされ、それが日本、さらに世界に貢献できる成果となって現れることを願っ

ている。自分自身の大学院時代を思い出しても、研究活動は本当に大変だと思うが、引き

続きお身体に気をつけて頑張っていただきたい。 

 

最後に、様々な分野について研究されている皆さんから私自身が色々と学ばせていただ

ける大変貴重な機会ともなったため、その点についても心から感謝申し上げたい。 

 

夏季休暇中の短期間ではありましたが、皆さんとご一緒できたことを大変嬉しく思いま

す。どうもありがとうございました。 
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