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NAIST関西フォーラム2006
けいはんな・関西の未来と知の創造

―知の活用を担う人材発信―

物質創成科学研究科
バイオサイエンス研究科

情報科学研究科

2006 年 4 月21日（金）
●場

所：奈良先端科学技術大学院大学 ミレニアムホール

●主

催：国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学
社団法人 関西経済連合会
財団法人 奈良先端科学技術大学院大学支援財団

３月２７日、近鉄けいはんな線の開通により、文化・学術・研究の拠点である「けいはんな
学研都市」と、
「東大阪ものづくりゾーン」
「大阪ビジネスゾーン」
「大阪ベイエリア」が
一つに結ばれました。これにより、
ひと、モノはもちろん、関西における産業、文化、学術
研究の創出、発展に新たな可能性をもたらすことが期待されています。
「けいはんな学
研都市」に位置し、本年創立１５周年記念を迎える国立大学法人奈良先端科学技術
大学院大学（NAIST）。そのNAISTにおける、社会・経済を支える高度な人材育成の
取り組みを紹介するとともに、一方で我が国の産業界さらには国際社会が望む人材と
比較しながら、
「知の創造」を担う大学としての役割、
あり方を考えます。

プログラム
１３
：
３０

開場

１４
：
００

開会の挨拶
辻井 昭雄
社団法人 関西経済連合会 国土・基盤整備委員会 学研都市部会長、近畿日本鉄道株式会社 会長

堺屋 太一（さかいや たいち）
１９３５年大阪生まれ。東京大学経済学部卒業（１９６０年）後、通商産業省入省。日本万国博覧会
の提案、企画・実施に携わる。沖縄開発庁に出向中には沖縄海洋博及び観光開発を手掛けた。
１９６２年通商白書では「水平分業論」を展開し、世界的に注目される。
１９７８年に退官。作家と
して予測小説を開発、
「油断！」
「団塊の世代」
「平成三十年」等のベストセラーのほか歴史小
説「巨いなる企て」
「峠の群像」
「豊臣秀長」等を執筆。また、
１９８５年に出版した経済理論「知
価革命」は世界８カ国語に訳され国際的評価を得ている。
（財）アジアクラブ理事長、国会等
移転審議会委員、政府税制調査委員などを歴任。
１９９８年７月より２０００年１２月まで経済企画
庁長官を務める。現在、早稲田大学日本橋キャンパス学督。

パネリスト プロフィール

安田 國雄

芦田 邦弘（あしだ くにひろ）

国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 学長

住商インテリアインターナショナル（株） 特別顧問 （株）インスパイア 代表取締役会長
１９３７年生まれ。
１９５９年名古屋工業大学機械工学科卒業、
１９５９年住友商事（株）入社。
その後ドイツ勤務を経て１９８９年同社取締役 就任。
取締役副社長、特別顧問（常勤）を経て２００４年同社特別顧問 退任。
現在、東洋紡績 取締役、
日本テレコム 特別顧問、
日本SGI（シリコングラフィック）のAdvisory
Boardメンバー、住商インテリアインターナショナル 特別顧問ほか中小ベンチャー企業の支
援も行っている。

第１部 NAISTにおける知の創造

１４
：
１０

基調講演者 プロフィール

「ユビキタス統合メディアコンピューティング」
情報科学研究科 研究科長 千原 國宏
「フロンティアバイオサイエンスへの展開 −細胞機能を支える動的分子ネットワーク−」
バイオサイエンス研究科 研究科長 小笠原 直毅
「光ナノサイエンスの展開」
物質創成科学研究科 研究科長 片岡 幹雄
第２部

１５
：
００

１６
：
００

けいはんな発、知の活用を担う人材発信 −NAISTに期待するもの−

基調講演

パネル
ディスカッション

「我が国の将来の学術・文化を支える人材育成」
堺屋 太一 氏
先端科学技術は、我が国の将来の学術・文化、そして経済において今後ますます
重要な位置をしめていきます。その先端科学技術分野における人材育成の取り組
みについて、 ひとづくり をテーマにパネリストとともに関西経済における今後の
NAISTの指針、
あり方について打ち出していきます。

［パネリスト］ 芦田 邦弘 氏

１７
：
１５

終了

住商インテリアインターナショナル株式会社 特別顧問
（株式会社インスパイア 代表取締役会長）

白井 久美子氏

日本ユニシス・ラーニング株式会社 代表取締役社長

安田 國雄

国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 学長

白井 久美子（しらい くみこ）
日本ユニシス・ラーニング（株） 代表取締役社長 兼 日本ユニシス（株） 人材育成部長
１９８５年日本ユニシス（当時日本ユニバック）入社。金融関連のシステムエンジニアをはじめ、各種
システム開発のプロジェクトマネージャーを経験。２００４年日本ユニシス・ラーニング（株）
（日本ユ
ニシスのIT教育事業であるＨＲ
（ヒューマンリソース）コンサルティングサービスを提供する子会社）
の代表取締役社長に就任。
２００６年４月日本ユニシスグループ全体の人材戦略を立案し、企業コンピテンス強化のための人材
ポートフォリオ・マネジメント、キャリアパス・マネジメントなど人材マネジメント全般を統括する人材
育成部長に就任（兼務）。日本プロジェクトマネジメント協会（PMAJ）理事、国際Ｐ２Ｍ学会（IAP２
M）理事 普及委員長、PMAJ認定PMS（Project Management Specialist）、PMAJ認定
PMR（Project Manager Registered）

安田 國雄（やすだ くにを）
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 学長
１９４２年生まれ。
１９６６年京都大学理学部物理学科卒業、
１９６８年同大学大学院理学研究科物
理学専攻修士課程修了、その後同大学理学部助手を経て１９８６年同大学理学部助教授に就任。
１９９３年奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教授、同大学バイオサイエン
ス研究科長、副学長を経て２００５年同大学学長に就任 現在に至る。専門分野は分子生物学・
発生生物学。
日本分子生物学会会員、
（株）けいはんな諮問委員会委員、
（財）国際高等研究所理事

３月２７日、近鉄けいはんな線の開通により、文化・学術・研究の拠点である「けいはんな
学研都市」と、
「東大阪ものづくりゾーン」
「大阪ビジネスゾーン」
「大阪ベイエリア」が
一つに結ばれました。これにより、
ひと、モノはもちろん、関西における産業、文化、学術
研究の創出、発展に新たな可能性をもたらすことが期待されています。
「けいはんな学
研都市」に位置し、本年創立１５周年記念を迎える国立大学法人奈良先端科学技術
大学院大学（NAIST）。そのNAISTにおける、社会・経済を支える高度な人材育成の
取り組みを紹介するとともに、一方で我が国の産業界さらには国際社会が望む人材と
比較しながら、
「知の創造」を担う大学としての役割、
あり方を考えます。

プログラム
１３
：
３０

開場

１４
：
００

開会の挨拶
辻井 昭雄
社団法人 関西経済連合会 国土・基盤整備委員会 学研都市部会長、近畿日本鉄道株式会社 会長

堺屋 太一（さかいや たいち）
１９３５年大阪生まれ。東京大学経済学部卒業（１９６０年）後、通商産業省入省。日本万国博覧会
の提案、企画・実施に携わる。沖縄開発庁に出向中には沖縄海洋博及び観光開発を手掛けた。
１９６２年通商白書では「水平分業論」を展開し、世界的に注目される。
１９７８年に退官。作家と
して予測小説を開発、
「油断！」
「団塊の世代」
「平成三十年」等のベストセラーのほか歴史小
説「巨いなる企て」
「峠の群像」
「豊臣秀長」等を執筆。また、
１９８５年に出版した経済理論「知
価革命」は世界８カ国語に訳され国際的評価を得ている。
（財）アジアクラブ理事長、国会等
移転審議会委員、政府税制調査委員などを歴任。
１９９８年７月より２０００年１２月まで経済企画
庁長官を務める。現在、早稲田大学日本橋キャンパス学督。

パネリスト プロフィール

安田 國雄

芦田 邦弘（あしだ くにひろ）

国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 学長

住商インテリアインターナショナル（株） 特別顧問 （株）インスパイア 代表取締役会長
１９３７年生まれ。
１９５９年名古屋工業大学機械工学科卒業、
１９５９年住友商事（株）入社。
その後ドイツ勤務を経て１９８９年同社取締役 就任。
取締役副社長、特別顧問（常勤）を経て２００４年同社特別顧問 退任。
現在、東洋紡績 取締役、
日本テレコム 特別顧問、
日本SGI（シリコングラフィック）のAdvisory
Boardメンバー、住商インテリアインターナショナル 特別顧問ほか中小ベンチャー企業の支
援も行っている。

第１部 NAISTにおける知の創造

１４
：
１０

基調講演者 プロフィール

「ユビキタス統合メディアコンピューティング」
情報科学研究科 研究科長 千原 國宏
「フロンティアバイオサイエンスへの展開 −細胞機能を支える動的分子ネットワーク−」
バイオサイエンス研究科 研究科長 小笠原 直毅
「光ナノサイエンスの展開」
物質創成科学研究科 研究科長 片岡 幹雄
第２部

１５
：
００

１６
：
００

けいはんな発、知の活用を担う人材発信 −NAISTに期待するもの−

基調講演

パネル
ディスカッション

「我が国の将来の学術・文化を支える人材育成」
堺屋 太一 氏
先端科学技術は、我が国の将来の学術・文化、そして経済において今後ますます
重要な位置をしめていきます。その先端科学技術分野における人材育成の取り組
みについて、 ひとづくり をテーマにパネリストとともに関西経済における今後の
NAISTの指針、
あり方について打ち出していきます。

［パネリスト］ 芦田 邦弘 氏

１７
：
１５

終了

住商インテリアインターナショナル株式会社 特別顧問
（株式会社インスパイア 代表取締役会長）

白井 久美子氏

日本ユニシス・ラーニング株式会社 代表取締役社長

安田 國雄

国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 学長

白井 久美子（しらい くみこ）
日本ユニシス・ラーニング（株） 代表取締役社長 兼 日本ユニシス（株） 人材育成部長
１９８５年日本ユニシス（当時日本ユニバック）入社。金融関連のシステムエンジニアをはじめ、各種
システム開発のプロジェクトマネージャーを経験。２００４年日本ユニシス・ラーニング（株）
（日本ユ
ニシスのIT教育事業であるＨＲ
（ヒューマンリソース）コンサルティングサービスを提供する子会社）
の代表取締役社長に就任。
２００６年４月日本ユニシスグループ全体の人材戦略を立案し、企業コンピテンス強化のための人材
ポートフォリオ・マネジメント、キャリアパス・マネジメントなど人材マネジメント全般を統括する人材
育成部長に就任（兼務）。日本プロジェクトマネジメント協会（PMAJ）理事、国際Ｐ２Ｍ学会（IAP２
M）理事 普及委員長、PMAJ認定PMS（Project Management Specialist）、PMAJ認定
PMR（Project Manager Registered）

安田 國雄（やすだ くにを）
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 学長
１９４２年生まれ。
１９６６年京都大学理学部物理学科卒業、
１９６８年同大学大学院理学研究科物
理学専攻修士課程修了、その後同大学理学部助手を経て１９８６年同大学理学部助教授に就任。
１９９３年奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教授、同大学バイオサイエン
ス研究科長、副学長を経て２００５年同大学学長に就任 現在に至る。専門分野は分子生物学・
発生生物学。
日本分子生物学会会員、
（株）けいはんな諮問委員会委員、
（財）国際高等研究所理事

