
鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学のののの国際展開国際展開国際展開国際展開とととと地域連携地域連携地域連携地域連携

1
鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学 理事理事理事理事（（（（研究研究研究研究・・・・社会連携担当社会連携担当社会連携担当社会連携担当）））） 愛甲愛甲愛甲愛甲 孝孝孝孝



・・・・地理的特性地理的特性地理的特性地理的特性とととと教育的伝統教育的伝統教育的伝統教育的伝統

・・・・長沢長沢長沢長沢 鼎鼎鼎鼎のののの足跡足跡足跡足跡
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ⅠⅠⅠⅠ. . . . 鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島のののの地理的特性地理的特性地理的特性地理的特性とととと伝統伝統伝統伝統



地理的特性地理的特性地理的特性地理的特性
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【【【【地理的特性地理的特性地理的特性地理的特性】】】】

アジアアジアアジアアジア諸地域諸地域諸地域諸地域にににに開開開開かれかれかれかれ、、、、海海海海・・・・火山火山火山火山・・・・島島島島々々々々からなるからなるからなるからなる豊豊豊豊かなかなかなかな

自然環境自然環境自然環境自然環境にににに恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた地地地地



教育的伝統教育的伝統教育的伝統教育的伝統
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【【【【教育的伝統教育的伝統教育的伝統教育的伝統】】】】

日本日本日本日本のののの変革変革変革変革とととと近代化近代化近代化近代化をををを推進推進推進推進するするするする過程過程過程過程でででで、、、、困難困難困難困難にににに果敢果敢果敢果敢にににに

挑戦挑戦挑戦挑戦するするするする人材人材人材人材をををを育成育成育成育成してきたしてきたしてきたしてきた歴史歴史歴史歴史

若若若若きききき薩摩薩摩薩摩薩摩のののの群像群像群像群像
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長沢長沢長沢長沢 鼎鼎鼎鼎 のののの足跡足跡足跡足跡

・・・・13131313歳歳歳歳のののの若若若若さでさでさでさで英国留学派遣団英国留学派遣団英国留学派遣団英国留学派遣団にににに参加参加参加参加

・・・・10101010年後年後年後年後サンタローザサンタローザサンタローザサンタローザへへへへ、、、、米国人米国人米国人米国人とととと共共共共ににににワイナリーワイナリーワイナリーワイナリー

「「「「ファウンテンファウンテンファウンテンファウンテン・・・・グローブグローブグローブグローブ」」」」をををを創設創設創設創設

・・・・事業事業事業事業をををを展開展開展開展開しししし、、、、カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアののののグレープキンググレープキンググレープキンググレープキング

とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる。。。。

・・・・同氏同氏同氏同氏のののの功績功績功績功績はははは、、、、1983198319831983年年年年11111111月月月月、、、、来日来日来日来日したしたしたしたレーガンレーガンレーガンレーガン

大統領演説大統領演説大統領演説大統領演説のののの中中中中でもでもでもでも紹介紹介紹介紹介されたされたされたされた。。。。

ファウンテンファウンテンファウンテンファウンテン・・・・グローブグローブグローブグローブ

1983198319831983・・・・11111111・・・・11111111 朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞



ⅡⅡⅡⅡ.  .  .  .  鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学がががが目指目指目指目指すものすものすものすもの

・・・・大学大学大学大学のののの現状現状現状現状

・・・・大学憲章大学憲章大学憲章大学憲章

・・・・国際展開国際展開国際展開国際展開

・・・・地域連携地域連携地域連携地域連携

・・・・知的財産知的財産知的財産知的財産
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鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島大学大学大学大学のののの現状現状現状現状
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鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学

8 8 8 8 学部学部学部学部8 8 8 8 学部学部学部学部 10 10 10 10 研究科研究科研究科研究科10 10 10 10 研究科研究科研究科研究科

教育教育教育教育・・・・研究研究研究研究センセンセンセン

ターターターター

教育教育教育教育・・・・研究研究研究研究センセンセンセン

ターターターター

学部生学部生学部生学部生 10,00010,00010,00010,000人人人人学部生学部生学部生学部生 10,00010,00010,00010,000人人人人 大学院学生大学院学生大学院学生大学院学生 2,0002,0002,0002,000人人人人大学院学生大学院学生大学院学生大学院学生 2,0002,0002,0002,000人人人人

教職員教職員教職員教職員 2,3002,3002,3002,300人人人人教職員教職員教職員教職員 2,3002,3002,3002,300人人人人 留学生留学生留学生留学生 330330330330人人人人留学生留学生留学生留学生 330330330330人人人人

大学間学術交流協定大学間学術交流協定大学間学術交流協定大学間学術交流協定 →→→→ １５１５１５１５カカカカ国国国国（（（（地域地域地域地域））））４４４４４４４４機関機関機関機関

部局間学術交流協定部局間学術交流協定部局間学術交流協定部局間学術交流協定 →→→→ ９９９９カカカカ国国国国（（（（地域地域地域地域））））１７１７１７１７機関機関機関機関



大学憲章大学憲章大学憲章大学憲章

「「「「地理的特性地理的特性地理的特性地理的特性」」」」「「「「教育的伝統教育的伝統教育的伝統教育的伝統」」」」

・・・・地域特性地域特性地域特性地域特性

・・・・国際社会国際社会国際社会国際社会

・・・・２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀 先導先導先導先導

・・・・世界水準世界水準世界水準世界水準

・・・・地域社会地域社会地域社会地域社会のののの発展発展発展発展

・・・・国際共同研究国際共同研究国際共同研究国際共同研究・・・・教育教育教育教育

・・・・リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ

・・・・社会社会社会社会へのへのへのへの責任責任責任責任

「「「「地域地域地域地域とともにとともにとともにとともに社会社会社会社会のののの発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献するするするする総合大学総合大学総合大学総合大学」」」」「「「「地域地域地域地域とともにとともにとともにとともに社会社会社会社会のののの発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献するするするする総合大学総合大学総合大学総合大学」」」」

教教教教 育育育育 研研研研 究究究究社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献 大学運営大学運営大学運営大学運営

鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学のめざすものめざすものめざすものめざすも のののの

鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学
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平成平成平成平成19191919年年年年11111111月月月月15151515日制定日制定日制定日制定



【【【【若手研究者若手研究者若手研究者若手研究者ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ････ﾄﾚｰﾆﾝｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ゙゙゙････ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑ（（（（ITP)ITP)ITP)ITP)】】】】

熱帯域熱帯域熱帯域熱帯域におけるにおけるにおけるにおける生物資源生物資源生物資源生物資源のののの生物多様性保全生物多様性保全生物多様性保全生物多様性保全のためののためののためののための国際教育国際教育国際教育国際教育プログラムプログラムプログラムプログラム

海外海外海外海外パートナーパートナーパートナーパートナー機関機関機関機関とのとのとのとの連携連携連携連携海外海外海外海外パートナーパートナーパートナーパートナー機関機関機関機関とのとのとのとの連携連携連携連携

インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア科学院科学院科学院科学院

アンダラスアンダラスアンダラスアンダラス大学大学大学大学

サバサバサバサバ大学大学大学大学

トレンガヌトレンガヌトレンガヌトレンガヌ大学大学大学大学

若手研究者若手研究者若手研究者若手研究者のののの海外研究活動海外研究活動海外研究活動海外研究活動をををを支援支援支援支援若手研究者若手研究者若手研究者若手研究者のののの海外研究活動海外研究活動海外研究活動海外研究活動をををを支援支援支援支援

・・・・理工学研究科理工学研究科理工学研究科理工学研究科

・・・・農学研究科農学研究科農学研究科農学研究科

・・・・水産学研究科水産学研究科水産学研究科水産学研究科

・・・・連合農学研究科連合農学研究科連合農学研究科連合農学研究科

・・・・熱帯域熱帯域熱帯域熱帯域のののの標本標本標本標本をををを直接調査直接調査直接調査直接調査・・・・分析分析分析分析

・・・・広範広範広範広範なななな基礎的学術情報基礎的学術情報基礎的学術情報基礎的学術情報のののの獲得獲得獲得獲得

・・・・熱帯域熱帯域熱帯域熱帯域のののの標本標本標本標本をををを直接調査直接調査直接調査直接調査・・・・分析分析分析分析

・・・・広範広範広範広範なななな基礎的学術情報基礎的学術情報基礎的学術情報基礎的学術情報のののの獲得獲得獲得獲得

生物多様性保全分野生物多様性保全分野生物多様性保全分野生物多様性保全分野のののの世世世世

界界界界にににに通用通用通用通用するするするする研究者育成研究者育成研究者育成研究者育成

生物多様性保全分野生物多様性保全分野生物多様性保全分野生物多様性保全分野のののの世世世世

界界界界にににに通用通用通用通用するするするする研究者育成研究者育成研究者育成研究者育成

国際展開国際展開国際展開国際展開
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森林森林森林森林－－－－土壌相互作用系土壌相互作用系土壌相互作用系土壌相互作用系のののの回復回復回復回復とととと

熱帯林生態系熱帯林生態系熱帯林生態系熱帯林生態系のののの再生再生再生再生にににに関関関関するするするする研究研究研究研究

劣化劣化劣化劣化・・・・消滅消滅消滅消滅したしたしたした熱帯林熱帯林熱帯林熱帯林からからからから健全健全健全健全でででで多様性多様性多様性多様性にににに富富富富むむむむ森林生態系森林生態系森林生態系森林生態系

へへへへ！！！！

代表者代表者代表者代表者 鈴木英治理学部教授鈴木英治理学部教授鈴木英治理学部教授鈴木英治理学部教授

本学協力者本学協力者本学協力者本学協力者 ５５５５名名名名（（（（教育教育教育教育・・・・理理理理・・・・農農農農））））

協力機関協力機関協力機関協力機関 東京大学東京大学東京大学東京大学

農水省森林総合研究所農水省森林総合研究所農水省森林総合研究所農水省森林総合研究所

環境省国立環境研究所環境省国立環境研究所環境省国立環境研究所環境省国立環境研究所

インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア科学院科学院科学院科学院

アンダラスアンダラスアンダラスアンダラス大学大学大学大学（（（（協定校協定校協定校協定校））））

【【【【地球環境保全地球環境保全地球環境保全地球環境保全】】】】
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【【【【ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡ研修研修研修研修コースコースコースコース「「「「離島医療離島医療離島医療離島医療」」」」】】】】

鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学・・・・鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける地域医療地域医療地域医療地域医療のののの実績実績実績実績

（（（（医歯学総合研究科国際島嶼医歯学総合研究科国際島嶼医歯学総合研究科国際島嶼医歯学総合研究科国際島嶼

医療学講座医療学講座医療学講座医療学講座））））

鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学・・・・鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける地域医療地域医療地域医療地域医療のののの実績実績実績実績

（（（（医歯学総合研究科国際島嶼医歯学総合研究科国際島嶼医歯学総合研究科国際島嶼医歯学総合研究科国際島嶼

医療学講座医療学講座医療学講座医療学講座））））

東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアのののの離島離島離島離島をををを有有有有するするするする国国国国

（（（（インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン、、、、フィフィフィフィ

ジージージージーなどなどなどなど））））

システムシステムシステムシステム改善改善改善改善、、、、医師医師医師医師ののののリカレンリカレンリカレンリカレン

トトトト教育教育教育教育がががが必要必要必要必要

東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアのののの離島離島離島離島をををを有有有有するするするする国国国国

（（（（インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン、、、、フィフィフィフィ

ジージージージーなどなどなどなど））））

システムシステムシステムシステム改善改善改善改善、、、、医師医師医師医師ののののリカレンリカレンリカレンリカレン

トトトト教育教育教育教育がががが必要必要必要必要

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県とととと連携連携連携連携したしたしたした草草草草のののの根交流事業根交流事業根交流事業根交流事業・・・・地地地地

域提案型域提案型域提案型域提案型のののの国際開発国際開発国際開発国際開発プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県とととと連携連携連携連携したしたしたした草草草草のののの根交流事業根交流事業根交流事業根交流事業・・・・地地地地

域提案型域提案型域提案型域提案型のののの国際開発国際開発国際開発国際開発プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

・・・・離島離島離島離島へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療にににに関関関関わるわるわるわる人材育成人材育成人材育成人材育成

・・・・島嶼地域島嶼地域島嶼地域島嶼地域におけるにおけるにおけるにおける医療医療医療医療のののの質的向上質的向上質的向上質的向上

・・・・離島離島離島離島へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療にににに関関関関わるわるわるわる人材育成人材育成人材育成人材育成

・・・・島嶼地域島嶼地域島嶼地域島嶼地域におけるにおけるにおけるにおける医療医療医療医療のののの質的向上質的向上質的向上質的向上

共同企画共同企画共同企画共同企画・・・・提案提案提案提案 参加参加参加参加

目的目的目的目的

シーズシーズシーズシーズ

ニーズニーズニーズニーズ
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約約約約1111週間週間週間週間、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネスややややハイテクハイテクハイテクハイテク産業産業産業産業、、、、異文化異文化異文化異文化にににに

ついてついてついてついて学学学学ぶぶぶぶ

約約約約1111週間週間週間週間、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネスややややハイテクハイテクハイテクハイテク産業産業産業産業、、、、異文化異文化異文化異文化にににに

ついてついてついてついて学学学学ぶぶぶぶ

参加者参加者参加者参加者のののの感想感想感想感想

・・・・海外海外海外海外でででで働働働働けるけるけるける可能生可能生可能生可能生がががが自分自分自分自分にににに

あることがわかったあることがわかったあることがわかったあることがわかった。。。。

・・・・シリコンバレーシリコンバレーシリコンバレーシリコンバレーでででで10101010年後年後年後年後にににに働働働働くくくく

目標目標目標目標がががが見見見見えたえたえたえた。。。。

・・・・価値観価値観価値観価値観がががが変変変変わりわりわりわり、、、、生生生生きききき方方方方のののの原原原原

点点点点がががが変変変変わったわったわったわった。。。。

・・・・直感直感直感直感をををを大切大切大切大切にににに行動行動行動行動をををを起起起起こしてこしてこしてこして

みようみようみようみよう。。。。

参加者参加者参加者参加者のののの感想感想感想感想

・・・・海外海外海外海外でででで働働働働けるけるけるける可能生可能生可能生可能生がががが自分自分自分自分にににに

あることがわかったあることがわかったあることがわかったあることがわかった。。。。

・・・・シリコンバレーシリコンバレーシリコンバレーシリコンバレーでででで10101010年後年後年後年後にににに働働働働くくくく

目標目標目標目標がががが見見見見えたえたえたえた。。。。

・・・・価値観価値観価値観価値観がががが変変変変わりわりわりわり、、、、生生生生きききき方方方方のののの原原原原

点点点点がががが変変変変わったわったわったわった。。。。

・・・・直感直感直感直感をををを大切大切大切大切にににに行動行動行動行動をををを起起起起こしてこしてこしてこして

みようみようみようみよう。。。。

ハイテクエンジニアハイテクエンジニアハイテクエンジニアハイテクエンジニアややややベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー起業家起業家起業家起業家ハイテクエンジニアハイテクエンジニアハイテクエンジニアハイテクエンジニアややややベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー起業家起業家起業家起業家

帰国後帰国後帰国後帰国後、、、、学生生活学生生活学生生活学生生活やややや研究活動研究活動研究活動研究活動にににに熱意熱意熱意熱意をををを持持持持っっっっ

てててて取取取取りりりり組組組組めるめるめるめる人材人材人材人材のののの養成養成養成養成

帰国後帰国後帰国後帰国後、、、、学生生活学生生活学生生活学生生活やややや研究活動研究活動研究活動研究活動にににに熱意熱意熱意熱意をををを持持持持っっっっ

てててて取取取取りりりり組組組組めるめるめるめる人材人材人材人材のののの養成養成養成養成

【【【【シリコンバレーセミナーシリコンバレーセミナーシリコンバレーセミナーシリコンバレーセミナー】】】】
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13

【【【【国際戦略本部国際戦略本部国際戦略本部国際戦略本部のののの組織組織組織組織】】】】

学学学学 長長長長

国際戦略本部国際戦略本部国際戦略本部国際戦略本部

理事理事理事理事((((本部長本部長本部長本部長::::担当理事担当理事担当理事担当理事)1)1)1)1名名名名

学長補佐学長補佐学長補佐学長補佐((((副本部長副本部長副本部長副本部長)2)2)2)2名名名名

ＰＤＰＤＰＤＰＤ((((国際機関国際機関国際機関国際機関でのでのでのでの実務経験者実務経験者実務経験者実務経験者))))

ＰＯＰＯＰＯＰＯ((((専任教員専任教員専任教員専任教員1111名名名名::::学内兼任学内兼任学内兼任学内兼任５５５５~10~10~10~10名名名名))))

国際戦略国際戦略国際戦略国際戦略アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー 若干名若干名若干名若干名

そのそのそのその他他他他のののの必要必要必要必要なななな人材人材人材人材

国際学術交流協定校国際学術交流協定校国際学術交流協定校国際学術交流協定校

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター

国際協力機構国際協力機構国際協力機構国際協力機構(JICA)(JICA)(JICA)(JICA)

国際協力銀行国際協力銀行国際協力銀行国際協力銀行(JBIC)(JBIC)(JBIC)(JBIC)

東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア漁業開発漁業開発漁業開発漁業開発センターセンターセンターセンター

(SEFDAC)(SEFDAC)(SEFDAC)(SEFDAC)

連携連携連携連携するするするする

国際機関等国際機関等国際機関等国際機関等

国際事業課国際事業課国際事業課国際事業課

学部学部学部学部・・・・大学院研究科大学院研究科大学院研究科大学院研究科

学内共同教育研究施設等学内共同教育研究施設等学内共同教育研究施設等学内共同教育研究施設等

13



地域連携地域連携地域連携地域連携

14

団団団団体体体体名名名名

社団社団社団社団法法法法人人人人 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県工工工工業業業業倶楽倶楽倶楽倶楽部部部部

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県酒造酒造酒造酒造組合連合会組合連合会組合連合会組合連合会

奄美市奄美市奄美市奄美市

与論町与論町与論町与論町

日日日日本本本本政策投資銀政策投資銀政策投資銀政策投資銀行行行行

垂垂垂垂水水水水市市市市

鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島市市市市

徳之徳之徳之徳之島島島島町町町町

【【【【地方自治体等地方自治体等地方自治体等地方自治体等とのとのとのとの包括協定包括協定包括協定包括協定】】】】

地域地域地域地域をををを巻巻巻巻きききき込込込込んだんだんだんだ事業事業事業事業にににに発展発展発展発展

＊＊＊＊焼酎学講座焼酎学講座焼酎学講座焼酎学講座

＊＊＊＊鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島ルネッサンスアカデミールネッサンスアカデミールネッサンスアカデミールネッサンスアカデミー

工工工工業業業業倶楽倶楽倶楽倶楽部部部部とのとのとのとの連携事業連携事業連携事業連携事業

ララララボツボツボツボツアーアーアーアー

産学連携産学連携産学連携産学連携によるによるによるによる成成成成果果果果

トルコギキヨウトルコギキヨウトルコギキヨウトルコギキヨウではではではでは出出出出ないないないない

色色色色のののの創出創出創出創出



【【【【焼酎学講座焼酎学講座焼酎学講座焼酎学講座】】】】

・・・・鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県酒造酒造酒造酒造組合連合会組合連合会組合連合会組合連合会とととと鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県かかかからららら５５５５年間年間年間年間のののの寄附寄附寄附寄附

・・・・国国国国内内内内のののの大学大学大学大学でででではははは唯一唯一唯一唯一「「「「焼酎焼酎焼酎焼酎学学学学」」」」をををを専門専門専門専門的的的的にににに教育研究教育研究教育研究教育研究

焼焼 焼焼
酎酎 酎酎

製
造
学

製
造
学

製
造
学

製
造
学

焼焼 焼焼
酎酎 酎酎

製
造
学

製
造
学

製
造
学

製
造
学

醸
造
微

醸
造
微

醸
造
微

醸
造
微

生
物
学

生
物
学

生
物
学

生
物
学

醸
造
微

醸
造
微

醸
造
微

醸
造
微

生
物
学

生
物
学

生
物
学

生
物
学

焼焼焼焼 酎酎酎酎 学学学学 講講講講 座座座座焼焼焼焼 酎酎酎酎 学学学学 講講講講 座座座座

風土風土風土風土とととと文化文化文化文化がががが育育育育んだんだんだんだ焼酎焼酎焼酎焼酎のののの世界世界世界世界のののの深化深化深化深化とととと新新新新たなたなたなたな価値価値価値価値のののの創造創造創造創造

・・・・焼酎焼酎焼酎焼酎をををを世界世界世界世界のののの酒酒酒酒にににに

・・・・文化文化文化文化とととと伝承者伝承者伝承者伝承者のののの育成地域育成地域育成地域育成地域

・・・・産業活性化科産業活性化科産業活性化科産業活性化科

・・・・焼酎焼酎焼酎焼酎をををを世界世界世界世界のののの酒酒酒酒にににに

・・・・文化文化文化文化とととと伝承者伝承者伝承者伝承者のののの育成地域育成地域育成地域育成地域

・・・・産業活性化科産業活性化科産業活性化科産業活性化科

・・・・社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献

・・・・総合大学総合大学総合大学総合大学のののの強強強強みみみみ

・・・・地域研究地域研究地域研究地域研究のののの拠点拠点拠点拠点

・・・・社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献

・・・・総合大学総合大学総合大学総合大学のののの強強強強みみみみ

・・・・地域研究地域研究地域研究地域研究のののの拠点拠点拠点拠点

地域地域地域地域ニーズニーズニーズニーズ地域地域地域地域ニーズニーズニーズニーズ
大学大学大学大学ニーズニーズニーズニーズ大学大学大学大学ニーズニーズニーズニーズ

共同開発焼酎共同開発焼酎共同開発焼酎共同開発焼酎

きばいやんせきばいやんせきばいやんせきばいやんせ

共同開発焼酎共同開発焼酎共同開発焼酎共同開発焼酎

春秋謳歌春秋謳歌春秋謳歌春秋謳歌
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【【【【鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島ルネッサンスアカデミールネッサンスアカデミールネッサンスアカデミールネッサンスアカデミー】】】】

16

社会人社会人社会人社会人をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとしたリカレントリカレントリカレントリカレント教育教育教育教育

食食食食のののの安全管理安全管理安全管理安全管理コースコースコースコース(10(10(10(10名名名名////年年年年））））

最新最新最新最新のののの発酵技術発酵技術発酵技術発酵技術のののの科学科学科学科学・・・・分析技術分析技術分析技術分析技術、、、、品質管理品質管理品質管理品質管理などをなどをなどをなどを修得修得修得修得したしたしたした人材養成人材養成人材養成人材養成

微生物学微生物学微生物学微生物学、、、、酒類酒類酒類酒類・・・・食品分析法食品分析法食品分析法食品分析法、、、、品質管理品質管理品質管理品質管理、、、、知的財産管理知的財産管理知的財産管理知的財産管理（（（（実務実務実務実務））））

食食食食のののの安全管理安全管理安全管理安全管理コースコースコースコース(10(10(10(10名名名名////年年年年））））

最新最新最新最新のののの発酵技術発酵技術発酵技術発酵技術のののの科学科学科学科学・・・・分析技術分析技術分析技術分析技術、、、、品質管理品質管理品質管理品質管理などをなどをなどをなどを修得修得修得修得したしたしたした人材養成人材養成人材養成人材養成

微生物学微生物学微生物学微生物学、、、、酒類酒類酒類酒類・・・・食品分析法食品分析法食品分析法食品分析法、、、、品質管理品質管理品質管理品質管理、、、、知的財産管理知的財産管理知的財産管理知的財産管理（（（（実務実務実務実務））））

経営管理経営管理経営管理経営管理コースコースコースコース(10(10(10(10名名名名////年年年年））））

最新最新最新最新のののの技術経営技術経営技術経営技術経営をををを習得習得習得習得したしたしたした人材養成人材養成人材養成人材養成

技術経営技術経営技術経営技術経営、、、、知的財産戦略知的財産戦略知的財産戦略知的財産戦略、、、、経営経営経営経営フィロソフィーフィロソフィーフィロソフィーフィロソフィー、、、、コーオプコーオプコーオプコーオプ教育教育教育教育((((実地教育実地教育実地教育実地教育))))

経営管理経営管理経営管理経営管理コースコースコースコース(10(10(10(10名名名名////年年年年））））

最新最新最新最新のののの技術経営技術経営技術経営技術経営をををを習得習得習得習得したしたしたした人材養成人材養成人材養成人材養成

技術経営技術経営技術経営技術経営、、、、知的財産戦略知的財産戦略知的財産戦略知的財産戦略、、、、経営経営経営経営フィロソフィーフィロソフィーフィロソフィーフィロソフィー、、、、コーオプコーオプコーオプコーオプ教育教育教育教育((((実地教育実地教育実地教育実地教育))))

健康健康健康健康････環境環境環境環境････文化文化文化文化コースコースコースコース(30(30(30(30名名名名とととと上記上記上記上記2222コースコースコースコース各各各各10101010名名名名、、、、計計計計50505050名名名名////年年年年))))

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県のののの発酵発酵発酵発酵・・・・醸造文化醸造文化醸造文化醸造文化をををを地域再生地域再生地域再生地域再生のののの手段手段手段手段としてとしてとしてとして活用活用活用活用できるできるできるできる人材人材人材人材のののの養成養成養成養成

ESDESDESDESD地域再生論地域再生論地域再生論地域再生論、、、、鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島のののの自然循環自然循環自然循環自然循環、、、、焼酎文化焼酎文化焼酎文化焼酎文化とととと長寿長寿長寿長寿////健康論健康論健康論健康論、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな開発開発開発開発とととと産業産業産業産業

製品品製品品製品品製品品質質質質のののの安安安安定化定化定化定化とととと向上向上向上向上

企業企業企業企業経営経営経営経営のののの安安安安定化定化定化定化とととと発展発展発展発展

ササササポポポポーーーータタタターネットーネットーネットーネットワワワワークークークーク

か
ごしま

か
ごしま

か
ごしま

か
ごしまブランド

ブランド

ブランド

ブランド

か
ごしま

か
ごしま

か
ごしま

か
ごしまブランド

ブランド

ブランド

ブランド

のののの
確
立

確
立

確
立確
立

のののの
確
立

確
立

確
立確
立

地域地域地域地域再再再再生人材生人材生人材生人材創出拠創出拠創出拠創出拠点点点点のののの形形形形成成成成プロプロプロプロググググラムラムラムラム（（（（文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省 科学科学科学科学技技技技術術術術振興振興振興振興調調調調整費整費整費整費））））



【【【【産学官連携推進体制産学官連携推進体制産学官連携推進体制産学官連携推進体制】】】】
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産学官連携推進機構産学官連携推進機構産学官連携推進機構産学官連携推進機構産学官連携推進機構産学官連携推進機構産学官連携推進機構産学官連携推進機構

機構長機構長機構長機構長機構長機構長機構長機構長

【【【【管理部門管理部門管理部門管理部門】】】】

（（（（研究協力課研究協力課研究協力課研究協力課））））

【【【【管理部門管理部門管理部門管理部門】】】】

（（（（研究協力課研究協力課研究協力課研究協力課））））

【【【【産学官連携部門産学官連携部門産学官連携部門産学官連携部門】】】】

・・・・共同研究等共同研究等共同研究等共同研究等のののの推進推進推進推進

・・・・産学官交流産学官交流産学官交流産学官交流

・・・・研究研究研究研究シーズシーズシーズシーズ公表公表公表公表

・・・・学外機関学外機関学外機関学外機関とのとのとのとの連携連携連携連携

【【【【産学官連携部門産学官連携部門産学官連携部門産学官連携部門】】】】

・・・・共同研究等共同研究等共同研究等共同研究等のののの推進推進推進推進

・・・・産学官交流産学官交流産学官交流産学官交流

・・・・研究研究研究研究シーズシーズシーズシーズ公表公表公表公表

・・・・学外機関学外機関学外機関学外機関とのとのとのとの連携連携連携連携

【【【【知的財産部門知的財産部門知的財産部門知的財産部門】】】】

・・・・知的財産戦略知的財産戦略知的財産戦略知的財産戦略とととと管理管理管理管理

・・・・知的財産研修知的財産研修知的財産研修知的財産研修とととと調査調査調査調査

・・・・知的財産契約知的財産契約知的財産契約知的財産契約

・・・・商標商標商標商標・・・・営業秘密管理営業秘密管理営業秘密管理営業秘密管理

【【【【知的財産部門知的財産部門知的財産部門知的財産部門】】】】

・・・・知的財産戦略知的財産戦略知的財産戦略知的財産戦略とととと管理管理管理管理

・・・・知的財産研修知的財産研修知的財産研修知的財産研修とととと調査調査調査調査

・・・・知的財産契約知的財産契約知的財産契約知的財産契約

・・・・商標商標商標商標・・・・営業秘密管理営業秘密管理営業秘密管理営業秘密管理

【【【【ﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ﾝﾁｬｰﾋﾝﾁｬｰﾋﾝﾁｬｰﾋﾝﾁｬｰﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾈｽﾈｽﾈｽﾈｽ部門部門部門部門】】】】

・・・・起業化可能研究発掘起業化可能研究発掘起業化可能研究発掘起業化可能研究発掘

・・・・人材育成人材育成人材育成人材育成（（（（MOTMOTMOTMOT教育教育教育教育））））

・・・・起業起業起業起業ｱﾄｱﾄｱﾄｱﾄﾞ゙゙゙ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｲｽｲｽｲｽｲｽ

・・・・ｼﾘｺﾝﾊｼﾘｺﾝﾊｼﾘｺﾝﾊｼﾘｺﾝﾊﾞ゙゙゙ﾚｰﾚｰﾚｰﾚｰ研修研修研修研修

【【【【ﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ﾝﾁｬｰﾋﾝﾁｬｰﾋﾝﾁｬｰﾋﾝﾁｬｰﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾈｽﾈｽﾈｽﾈｽ部門部門部門部門】】】】

・・・・起業化可能研究発掘起業化可能研究発掘起業化可能研究発掘起業化可能研究発掘

・・・・人材育成人材育成人材育成人材育成（（（（MOTMOTMOTMOT教育教育教育教育））））

・・・・起業起業起業起業ｱﾄｱﾄｱﾄｱﾄﾞ゙゙゙ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｲｽｲｽｲｽｲｽ

・・・・ｼﾘｺﾝﾊｼﾘｺﾝﾊｼﾘｺﾝﾊｼﾘｺﾝﾊﾞ゙゙゙ﾚｰﾚｰﾚｰﾚｰ研修研修研修研修

運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会

知的財産知的財産知的財産知的財産



Nanotech

23

Manufacturing

26

Life Sciences 
64

Environment

19

IT
11

Frontier 
2

Infra
1

TOTAL
146

【【【【日本特許出願日本特許出願日本特許出願日本特許出願】】】】

2004200420042004年年年年～2006200620062006年年年年のののの累積件数累積件数累積件数累積件数

＊＊＊＊Life SciencesLife SciencesLife SciencesLife Sciences

分野分野分野分野にににに注力注力注力注力

＊＊＊＊年年年年々々々々出願件数増加出願件数増加出願件数増加出願件数増加

のののの傾向傾向傾向傾向

＊＊＊＊学内学内学内学内でのでのでのでの知的財産知的財産知的財産知的財産

にににに関関関関するするするする認識認識認識認識もももも高揚高揚高揚高揚



Life Sciences 
59

Nanotech
5

Manufacturing 2

IT 1 Environment 1

TOTAL
68

【【【【外国特許出願外国特許出願外国特許出願外国特許出願】】】】

2222000000004444年年年年～～～～2222000000006666年年年年のののの累積件数累積件数累積件数累積件数

JUNBAJUNBAJUNBAJUNBAテクノテクノテクノテクノ ロジーロジーロジーロジー

フェアフェアフェアフェアにおいにおいにおいにおい ててててププププ

レゼンテーションレゼンテーションレゼンテーションレゼンテーション

馬場馬場馬場馬場 昌範教授昌範教授昌範教授昌範教授

小戝健一郎教授小戝健一郎教授小戝健一郎教授小戝健一郎教授

伊東祐二准教授伊東祐二准教授伊東祐二准教授伊東祐二准教授



・・・・新規抗新規抗新規抗新規抗エイズワクチンエイズワクチンエイズワクチンエイズワクチンのののの開発開発開発開発 馬場昌範馬場昌範馬場昌範馬場昌範 医歯学研究科教授医歯学研究科教授医歯学研究科教授医歯学研究科教授

・・・・遺伝子治療遺伝子治療遺伝子治療遺伝子治療とととと再生医療再生医療再生医療再生医療のののの実用化実用化実用化実用化 小戝健一郎医歯学研究科教授小戝健一郎医歯学研究科教授小戝健一郎医歯学研究科教授小戝健一郎医歯学研究科教授

・・・・有用有用有用有用ペプチドペプチドペプチドペプチドのののの設計設計設計設計 伊東祐二伊東祐二伊東祐二伊東祐二 工学部准教授工学部准教授工学部准教授工学部准教授

・・・・植物植物植物植物ヘモグロビンヘモグロビンヘモグロビンヘモグロビン活用植物活用植物活用植物活用植物のののの機能開発機能開発機能開発機能開発 内海俊樹内海俊樹内海俊樹内海俊樹 理学部准教授理学部准教授理学部准教授理学部准教授

・・・・新規刺激応答性高分子新規刺激応答性高分子新規刺激応答性高分子新規刺激応答性高分子のののの応用研究応用研究応用研究応用研究 青柳隆夫青柳隆夫青柳隆夫青柳隆夫 工学部教授工学部教授工学部教授工学部教授

・シュガーチップシュガーチップシュガーチップシュガーチップによるによるによるによる診断方法診断方法診断方法診断方法のののの開発開発開発開発 隅田泰生隅田泰生隅田泰生隅田泰生 理工学研究科教授理工学研究科教授理工学研究科教授理工学研究科教授

・・・・新花色新花色新花色新花色のののの創成創成創成創成 橋本文雄橋本文雄橋本文雄橋本文雄 農学部准教授農学部准教授農学部准教授農学部准教授
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【【【【JUNBAJUNBAJUNBAJUNBAテクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー・・・・フェアフェアフェアフェア出展出展出展出展テーマテーマテーマテーマ】】】】



ⅢⅢⅢⅢ....今後今後今後今後のののの展望展望展望展望

・国際産学官連携機構国際産学官連携機構国際産学官連携機構国際産学官連携機構へのへのへのへのステップステップステップステップ

・・・・国際人材育成国際人材育成国際人材育成国際人材育成とととと国際事業支援国際事業支援国際事業支援国際事業支援のののの展開展開展開展開

・・・・第第第第1111回国際技術移転回国際技術移転回国際技術移転回国際技術移転フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム
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ⅢⅢⅢⅢ....今後今後今後今後のののの展望展望展望展望

・・・・国際産学官連携機構国際産学官連携機構国際産学官連携機構国際産学官連携機構へのへのへのへのステップステップステップステップ

・・・・国際人材育成国際人材育成国際人材育成国際人材育成とととと国際事業支援国際事業支援国際事業支援国際事業支援のののの展開展開展開展開

・・・・第第第第1111回国際技術移転回国際技術移転回国際技術移転回国際技術移転フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム
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国際産学官連携機構国際産学官連携機構国際産学官連携機構国際産学官連携機構へのへのへのへのステップステップステップステップ

・・・・国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力のあるのあるのあるのある大学大学大学大学へへへへ

・・・・国際社会国際社会国際社会国際社会のののの変革変革変革変革をををを先導先導先導先導するするするする大学大学大学大学をををを目指目指目指目指してしてしてして

・・・・地域地域地域地域とともにとともにとともにとともに展開展開展開展開

国際産学官連携機構国際産学官連携機構国際産学官連携機構国際産学官連携機構

国際戦略国際戦略国際戦略国際戦略

本部本部本部本部

ベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー

ビジネスビジネスビジネスビジネス部門部門部門部門

産学官連産学官連産学官連産学官連

携部門携部門携部門携部門

知的財産知的財産知的財産知的財産

部門部門部門部門

・・・・研究研究研究研究シーズシーズシーズシーズのののの共有共有共有共有

・・・・海外情報海外情報海外情報海外情報のののの共有共有共有共有

・・・・スーパーエキスパートスーパーエキスパートスーパーエキスパートスーパーエキスパートのののの育成育成育成育成

関係部局関係部局関係部局関係部局関係部局関係部局関係部局関係部局

国際情報国際情報国際情報国際情報のののの

収集収集収集収集とととと対応対応対応対応

世界世界世界世界にににに通用通用通用通用すすすす

るるるるベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー

育成育成育成育成

国内外企業国内外企業国内外企業国内外企業

とのとのとのとの連携連携連携連携

知財戦略知財戦略知財戦略知財戦略のののの

立案立案立案立案とととと実施実施実施実施
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国際国際国際国際TLOTLOTLOTLO構想構想構想構想国際国際国際国際TLOTLOTLOTLO構想構想構想構想

24

途上国途上国途上国途上国（（（（貢献貢献貢献貢献））））途上国途上国途上国途上国（（（（貢献貢献貢献貢献））））

鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学

国際人材育成国際人材育成国際人材育成国際人材育成とととと国際事業支援国際事業支援国際事業支援国際事業支援のののの展開展開展開展開

先進国先進国先進国先進国（（（（共同共同共同共同、、、、競争競争競争競争））））先進国先進国先進国先進国（（（（共同共同共同共同、、、、競争競争競争競争））））

地域連携地域連携地域連携地域連携シーズシーズシーズシーズ地域連携地域連携地域連携地域連携シーズシーズシーズシーズ

国際産学連携国際産学連携国際産学連携国際産学連携

機構機構機構機構

国際産学連携国際産学連携国際産学連携国際産学連携

機構機構機構機構

研究資金研究資金研究資金研究資金研究資金研究資金研究資金研究資金

技術研修技術研修技術研修技術研修技術研修技術研修技術研修技術研修

技術支援技術支援技術支援技術支援技術支援技術支援技術支援技術支援 特許特許特許特許、、、、共同研究共同研究共同研究共同研究特許特許特許特許、、、、共同研究共同研究共同研究共同研究

人材人材人材人材・・・・研究交流研究交流研究交流研究交流人材人材人材人材・・・・研究交流研究交流研究交流研究交流

人的人的人的人的

財産財産財産財産

知的知的知的知的

財産財産財産財産

在外日本人子弟在外日本人子弟在外日本人子弟在外日本人子弟在外日本人子弟在外日本人子弟在外日本人子弟在外日本人子弟 協協協協 定定定定 校校校校協協協協 定定定定 校校校校

国際人材国際人材国際人材国際人材のののの養成養成養成養成国際人材国際人材国際人材国際人材のののの養成養成養成養成



第第第第1111回国際技術移転回国際技術移転回国際技術移転回国際技術移転フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

テーマテーマテーマテーマ： 新花色新花色新花色新花色のののの創成創成創成創成についてについてについてについて

日日日日 時時時時：：：： 2008200820082008年年年年1111月月月月12121212日日日日（（（（土土土土））））16:0016:0016:0016:00----18:0018:0018:0018:00

場場場場 所所所所：：：： 鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学鹿児島大学VBLVBLVBLVBLシリコンバレーオフィスシリコンバレーオフィスシリコンバレーオフィスシリコンバレーオフィス

参加者参加者参加者参加者：：：：在米鹿児島県出身者在米鹿児島県出身者在米鹿児島県出身者在米鹿児島県出身者をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした花卉栽培花卉栽培花卉栽培花卉栽培

農業従事者及農業従事者及農業従事者及農業従事者及びびびび関係者関係者関係者関係者などなどなどなど50505050名名名名
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鹿児島大学国際産学官連携活動鹿児島大学国際産学官連携活動鹿児島大学国際産学官連携活動鹿児島大学国際産学官連携活動のののの第一歩第一歩第一歩第一歩



ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。
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