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じて大きな成果を上げて
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設が企図されたのは当然
後︑学部学科の拡充を進
向けた発展の礎を︑移転
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広大な敷地に各種施設を擁する（撮影者：ミヤザキ ツカサ）
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の定住促進で協力するな
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源を使った連携研究・共
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業を行ってきた︒行政上
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００人規模となる教職員

い︒また 年に１万８０

の協力を得て支援した
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活用したい︒
︱産業界︑市との連携
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展開するメリットにもな
る︒総務省﹁ＩＣＴ街づ
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ような世界で︑研究成果
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谷川 期待は久保総長

大学︑地域とどのように

が方針として話された︑

谷川 銀行の役割の一
年

どう進め︑またどのよう

た︒まさに社会のニーズ
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式が典型的だが︑必ずし
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産学官連携は大学のシー
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派遣している︒また研究

学官連携本部には職員を

いただいており︑九大産

策企画塾には先生に参画

ている︒市職員研修の政

は九大と人事交流を進め

との関係で知の蓄積と継

える大学︒そのほか社会

あるのが社会の課題に応

姿を九つ挙げた︒最初に

０周年にあたり︑目指す
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だ︒

を︑医学界だけでなく産

てほしい︒自治体との連

承︑発信を推進する大学

携状況を月形市長に聞き
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だ︒それぞれのテーマや

驚いたが︑当行も銀行と
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地域の特性に応じたベス
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谷川 久保総長が言わ

連携やマッチング

て悪戦苦闘中だ︒

化で︑それに向け

成果といえば事業

生野 産業界で

ラッシュアップしてほし
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情報共有の場を持つこと
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で連携を進めているが︑
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いというのが基本的な願

い︒

ーのニーズ︑特性

か︒

にピントを合わせ

れた社会の課題に応える
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たが︑社会連携事業では
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九州大学は現在︑福岡県糸島市と福岡市西区にまたがる﹁伊都キャンパス﹂への主要施設の
移転を進めている︒開発は学内での施設建設だけでなく︑周辺の環境整備にも及ぶ︒さらに大
学の存在は︑関係機関との共同研究・事業を通じて企業誘致や産業振興︑地域貢献など幅広い
効果を生んでいる︒そこで九大と連携を組む自治体と企業︑金融機関の﹁産学官金﹂による座
談会を行い︑実効性のある地域振興のあり方を見る︒

え︑﹁九大百年︑躍進百
推進を考えてい

パスでは学内施

る︒

て久保千春氏が就任しま
設の建設が着々

月には新総長とし

した︒総長から自己紹介
と進んでいま

今年

久保 １９７３年に九
す︒

と抱負をお願いします︒

大医学部を卒業後︑心療

究として免疫学を約７年
節夫前総長が進めてこら
する︒糸島市内に﹁水素

年に

間研究︒米国に２年間留
年に第３期に入っ
エネルギー製品研究試験

久保

学し︑食事と免疫︑寿命
れ︑
年度までに完成す

内科に入局した︒基礎研

に関する研究をした︒そ
た︒

現・国立病院機構福岡 る方向で進めている︒

年目︒有川

の後︑国立南福岡病院
生野 当社は創業 年
のモーター製造会社で典

ハイトレッ

ク ﹂﹁三次元半導体研

センター
型的な中小企業︒新規事

︱キャンパス移転で︑

業で小型電気自動車

産学官連携の推進だ︒社
九大には﹁九州大学学術

用モーター開発に取

会とともに発展する大学

なり︑ 年から６年間九

大学と糸島市の関係は密
究センター﹂などが立地
Ｖ

勤務を経て︑ 年

したのは九大があるから
り組む中︑電動バイクが

病院

こそ︒関連企業や研究機
九大生の定住化に役立つ

に九大心療内科に戻っ
月形 九大の伊都キャ
関の誘致にも期待する︒

Ｅ

ンパス移転を契機に︑旧
九大生の起業も金融機関

として︑社会との連携を
研究都市﹂の核として︑

接になりましたか︒

１市２町が産業振興や教

年に内科の教授と

州大学病院長を務めた︒
育などに関する連携協力

た︒

月１日に第 代総長に

長く九大にいたが︑この

推進したい︒四つ目に箱
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ル人材の育成を掲げまし

総長は就任時にグローバ

０人のグローバ

合わせて約１０

の国際コースを

ースと︑各学部

う︒英語だけで

た︒従来も留学生の受け
ル人材をつくっ

卒業する学際コ

入れや国際的研究に積極

︱ここから国際化につ

的でしたが︑改めてどう
ていく︒

カ国２０００人の留

に外国人との交流面では

の育成は続けてきた︒特

が

り︑約３８０人

秋入学制度はあ

久保 現在も

はアジア向け国際化支援

︱西日本シティ銀行で
において︑深い洞察は大

る︒ただ特に経済学分野

して進出相談を受けてい

については︒

生野 秋入学

取り組みますか︒
久保 九州大学ではこ

約
半数が﹁協奏館﹂で暮ら
に取り組んでいます︒

れまでもグローバル人材

学生を受け入れている︒
しており︑入寮できて良

アの存在が近く︑自然に

く福岡の人は昔からアジ
共催で国際セミナーを開

ない︒ 月

月入学︒留学生の約

寄宿施設﹁伊都協奏館﹂
かったと話していた︒
︱国際化への近道は接

学からでなければ得られ

も完成し︑６１１人の日

触を多く持つことです︒

谷川 九州︑なかんず

本人と留学生が居住空間

を共にできる︒九大には
催した︒３部構成で３人

日に九大と

同様の環境で︑延べ１０
韓国や中国に行くなど外

員︒パネリストを含める

久保 そのような場所

と

００人が生活できる設備

込んでいる︒地場企業も

のモデレーターは全員︑

アジアの成長を取り込

大学院経済学研究院の教

み︑アジアとともに発展

国という意識が比較的薄

そ︒学生の海外留学を支

﹂に選 間 が 確 保 で き た か ら こ

する戦略をとっていると

い︒日常にアジアがとけ

援するシステムも用意し
ころが多い︒当行はコン

ができるのは︑伊都キャ

ている︒﹁スーパーグロ
サル子会社のＮＣＢリサ

ンパスに移転して広い空

ばれていたが︑ 年度に

ーバル事業﹂で掲げた︑
ーチ＆コンサルティング

がある︒本学は文部科学

﹁スーパーグローバル大

の目標のうち九大では

省﹁国際化拠点基盤事業

学創成支援事業﹂に採択

国際化推進︑学生の留学
福岡市博多区 の国際

仮称 ﹂を

ようになった︒それを市

日常的に海外の方が住む
支えたい︒

け橋になりアジア進出を

アに足場を持つ︒市が懸

谷川 グローバル人材

て提携を進めたい︒

し︑セミナー開催を含め

先ネットワークを活用

した観点から当行の取引

競争力を強めたい︒そう

通じて︑地元企業の国際

要だ︒そのようなことを

の国際化と発展に大変重

ただくことは︑地元企業

上の問題などを教えてい

経済情勢やリスク︑制度

員だった︒アジア地域の

れた留学生のその後の仕

いう形で︑大学が受け入

産業界の一員としてこう

に企業のニーズが強い︒

よ﹂と教えていく︒非常

﹁日本人はこうやるんだ

生向けセミナーを開いて

んだという悩みに︑留学

入れたがどうすればいい

が好評だ︒留学生を受け

ビジネスマナー講座など

る︒外国人社員のための

就職後の支援を行ってい

ングを通じて︑留学生の

リサーチ＆コンサルティ

題になる︒そこでＮＣＢ

業にとって今後重要な課

パス移転したおかげで︑

った︒だが九大がキャン

国人に会うことはまれだ

いる︒これまで市内で外

とに大きな期待を寄せて

プ１００大学を目指すこ

ル事業﹂で︑世界のトッ

誘致につなげ

の研究企業の

境エネルギー

関や国内の環

ジアの研究機

っており︑ア

プレベルを走

素分野でトッ

ー︒九大は水

境とエネルギ

きな問題は環

ある︒アジアの今後の大

総合特区の指定区域でも

グリーンアジア国際戦略

大学南口泊研究団地﹂は

リサーチパーク﹂﹁九州

している︒当市の﹁糸島

開かれた拠点都市を目指

特区という形でアジアに

う取り込むか︒福岡市は

ンティティーを持ちなが

れた土地に対するアイデ

市としても︑自分の生ま

ことを目標にしている︒

０人くらいまで増大する

大の留学生は今後４７０

健全育成につながる︒九

ることができ︑子どもの

ろから世界の人々と接す

いうことで︑子どものこ

やしたい︒九大があると

との交流人口もさらに増

いに紹介いただき︑海外

って自国の友達や知り合

型サイト

観光大使として参加交流

ことを勉強してもらい︑

学生を任命した︒糸島の

使として 人の九大の留

月形 糸島国際観光大

どうですか︒

︱市民との交流面では

民に理解してもらうこと
が大事だ︒成長著しいア

をどう生かすかという︑
事をさせていただいてい

ジア市場を我々の中にど

留学生の雇用も大事︒昨
る︒

いろいろな企業が参加し
少ない状況もあり︑これ

方︑九州で就職する人は

︱留学生数は多い一

もアジア進出

立地した企業

当地域に最近

に九大生が地域にとけ込

など歴史的文化を守るの

少と高齢化の中で︑祭り

を育てたい︒また人口減

ら︑世界に目がいく人材

か︒

た︒当行グループでは︑

んで支えてくれている︒

ＳＮＳ を使

年﹁九州グローバル産業

︱人材面ではどうです

人材協議会﹂が開かれ︑

協議会とＮＣＢリサーチ

の希望を持っ

る︒インターナショナル

ている︒日本

スクールを分校でも良い

で定着が図れそうです︒

ジェトロ

ので誘致できないかと考

アジアの活力は市として

や金融機関︑

えている︒

＆コンサルティングが連

月形 糸島市は福岡都

特に西日本シ

携し︑昨年５月に﹁九州

市圏では知名度もあるが

ティ銀はアジ

研究者の方も増えてい

ア２０１３ｉｎ福岡﹂を

国際的にはまだまだ︒九

貿易振興機構

開催した︒だが︑日本企

大が﹁スーパーグローバ

どう結びつけますか︒

業に就職した留学生をど

グローバル人材交流フェ

う活用するかは︑地元企

鉄工の部分はインドネシ

ろは押さえる︒水車など

で︑付加価値の高いとこ

クトも電気部分は日本

る︒小水力発電プロジェ

は中国生産を活用してい

えば︑当社の電動バイク

内生産はありえない︒例

主義のような１００％国

ところと日本を対比する

を経験した︒海外の良い

ローバル企業で海外駐在

うこともあった︒私もグ

に出なくてどうするとい

人間は少ない︒昔は海外

海外に行った経験がある

なと︒新卒の技術者でも

古代の人の方が偉かった

いと感じる部分もある︒

業員を見るとそうでもな

ありたい︒つまりローカ

逆の意味でグローカルで

営者になった立場では︑

とだった︒地場企業の経

ネスで地域にとけ込むこ

ローバル企業が現地ビジ

﹁グローカル﹂とは︑グ

化が大事だ︒これまで

雇用した︒内からの国際

国人の元留学生を社員で

きい︒当社もようやく中

でも期待するところは大

ーンシップ 就業体験

ており︑海外トップクラ

なく４学期制導入も考え

ステムでは秋入学だけで

ログラムになる︒教育シ

業﹂が大きく加速するプ

ローバル大学創成支援事

一つとして﹁スーパーグ

することが必要だ︒その

てる教育システムを整備

学にグローバル人材を育

輩出が大事︒そのため大

ル人材の育成と社会への

久保 一番はグローバ

か︒

の期待にどう応えます

割は大きいです︒国際化

え付ける点でも大学の役

︱学生に国際意識を植

︱ありがとうございま

人材を輩出していける︒

携を推進し︑グローバル

る︒それにより産学官連

４ユニットをつくり進め

・マネジメント﹂という

革﹂﹁レピュテーション

際化﹂﹁ガバナンス改

﹁研究国際化﹂﹁教育国

ーバル化を推進したい︒

化推進本部を設けてグロ

る︒九大ではグローバル

や研究拠点の交流があ

手教員の海外研修の促進

究の国際化推進でも︑若

ーという方法もある︒研

グリー︑ダブルディグリ

検討中だ︒留学先で単位

アを活用する︒自社の強

ことで︑改めて日本の良

ルでありながら︑グロー

ように基金を使うなど対

みと海外調達のメリット

さを知ることもある︒若

バルな競争力を持つ企業

を取れるジョイントディ

を組み合わせることが大

い人にもそういうことを

スの大学との授業共有も

策しているところだ︒

事だ︒それにつけても人

経験してほしいし︑企業

を目指すということで︑

人の半数が九大の教

年間進め

増加︑大学の国際評価の

グローバル

年秋をめ

る︒また﹁国際教養学部

向上も役割にある︒

され︑今後

どに開講したい︒全科目

材は大切︒九州の人は海

九大と進化していきた

島に工場を残したいと頑

国内生産にこだわって糸

市場をチャンスと考え︑

が言われたようにアジア

も仕方がない︒谷川頭取

ているが︑そうは言って

バル化の脅威にさらされ

りをする企業は︑グロー

生野 国内でモノづく

どのように︒

強化で大学との連携では

供給しています︒競争力

ただ︑製品自体は世界に

産にこだわっています︒

︱明和製作所は国内生

外に開かれているという

化を受け入れた

文化でもグローバルな文

ところ︒その意

留学や海外派遣のプログ

ていたが︑最近は学生の

した︒
話があったが︑当社の従

張っている︒ただ︑国粋

い︒
行かなくなったというの

谷川 日本人が海外に

い︒
︱社内の国際

味で九大の秋入

ラムにより増えている︒

久保 本学でも減少し

はよく聞きます︒

学や留学生２０

ポストが切れる状況もあ

教員はシステム上で︑留

る︒なんとか留学できる

学するとパーマネントの
元︑また雇用だ

００人というの

けでなくインタ

は︑人材の供給

遠いのが正直な
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いてお聞きします︒久保

人材と技術でアジアを近づける

