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公益財団法人国際高等研究所 

2017年度（平成29年度）事業計画 

 

 

2015 年度にスタートした長尾真所長の下での事業活動は、新たに活動の基底とすべく設

定された基幹プログラム群、さらに「けいはんなの知的ハブ」としての役割を実践するエジ

ソンの会等、多角的かつ奥行きのあるものとして進められ、とくに 2016 年度においてはア

ニュアルレポートの発刊による社会への問いかけや多方面での産学公民との連携などを通じ

て、その活動をより実効あるものとしてきた。その結果、社会全体に対する高等研の存在意

義ならびにけいはんな学研都市の可視化について、それら向上と認知の拡大が大きく進んだ

実りある一年となった。この間の長尾所長を中心とした研究体制の功績は非常に多大であっ

たと言える。 

来るべき 2017 年度は、現在取り組んでいる基幹プログラムを総括し、一旦の仕上げ・ク

ロージングを図っていくべき時期と捉え、かつ高等研の基本理念について第一期戦略会議

ISC での再定義に基づき、現基幹プログラムの成果を継承し発展させていく次期基幹プログ

ラムの在り方を探り始めるべき時期でもある。そして、高等研が持続的に、100 年先にあっ

ても社会公益活動を継続しているための財政的基盤を築く転機とするべき年度として、さら

なる価値創出とともに、倍旧の支援をいただけるよう活動していくことが求められる。 

 

Ⅰ． 2016 年度（平成 28 年度）事業活動の概要（総括） 

『１』研究活動を中心とする事業展開 

１．基幹プログラムの重点化を柱とする研究活動 

第 1 期戦略会議 ISC 答申において提言された 3 課題、及び、けいはんな学研都市の

30 年先の未来像を課題とする合計 4 課題を基幹プログラムと位置づけ、2015 年度より

重点的に取り組んできた。 

2016 年度は基幹プログラムの一旦の取りまとめとして、2015 年度に取りまとめられ

た「けいはんな学研都市の 30 年後に向けて」（「けいはんな未来」懇談会中間報告書）に

加え、「将来の地球社会を考えた時の科学技術の在り方」、「循環型、定常経済社会の構築

の必要性とその方策」、「多様な価値観を持つ社会や国家の平和的共存のための方策」の

3 プログラムにおいても中間報告書を取りまとめた。 

また、4 基幹プログラムの合同会議を設定し、4 件の基幹プログラムが一丸となるこ

とで、より大きな成果創出を目指す活動に着手した。 

 

２．新研究ドメイン（シンクタンク機能）の具現化に向けた取り組み 

エジソンの会においてオープンイノベーションの創出活動を実践することで、シン

ポジウム開催やキュレーション機能の充実と練度の向上を図れたことで、シンクタン
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クとしての活動の礎を築くことができた。また、行政からの受託事業については今年

度の具体的実行は叶わなかったものの、行政側の来年度計画・予算については具体的

な活動内容と併せて擦り合わせを行うことができた。 

 

３．アライアンス関係の構築・強化 

理化学研究所、京都府及び国際高等研究所は、科学技術イノベーション創出等に向

けた相互の連携・協力に関する基本協定を 2016 年 5 月 24 日に締結した。その他、

大学、企業との協業に向けた連携も積極的に進めた結果、複数の連携体制が構築でき

た。 

 

４．ソーシャルコミュニケーション活動の充実と拡大 

交流事業として定着した「ゲーテの会」については、その企画・運営が高く評価さ

れ、高等研の知的ハブとしての機能をけいはんな地区の幅広いステークホルダーに認

知いただき、2016 年度末まで 45 回の開催に至った。 

さらに、当該活動から派生した「IIAS 塾ジュニアセミナー」については、2016 年

夏季及び 2017 年春季の 2 回開催で、関係者への浸透を図ることができた。 

一方、人工知能（AI）を核とした「エジソンの会」の活動も 8 回に及ぶ大規模な

会合を開催し、具体的な協業事例の創出に至った。 

以上の自主事業に加え、外部組織として発足した「グリーンイノベーションフォー

ラム」への支援・協力の成果として、新たな連携も生まれている。 

 

５．2015 年度アニュアルレポートの発行 

高等研として過年度の研究活動およびその成果に基づき、社会に問いかける価値の

高いコンテンツを造り込み、2015 年度版（2016 年 3 月度）アニュアルレポートとし

て 2016 年 7 月に発行した。 

 

『２』法人運営 

１．第２期 ISC 活動 

立石理事長からの「人文社会系の学と社会との乖離」および「新たな研究ドメイン

とプロセスの確立」というふたつの諮問に対して、深い議論が展開された。 

「デモクラシー」と「ヒューマニティー」のふたつの観点から、社会に搾取される

存在としての人文社会科学のあり方等を答申すべく活動中であり、2017 年 3 月に理

事長への一次答申を行った。 

 

２．運用財産の見通しに基づく中長期に係る法人運営戦略策定に向けた取り組み 

基本財産の運用益のみに依存せず、収支相償を実現するための取組みとして、シン

クタンク型の受託事業の具体化や理化学研究所との研究連携などを積極的に進める

一方、理事会における議論を重ね、中長期財政戦略の構築を進めた結果、2017 年度

から「経営基盤委員会（仮称）」を創設し、第三者による議論に着手することとした。 
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Ⅱ． 2017 年度（平成 29 年度）活動方針 

2017 年度は、再定義された理念に基づき歩みだしたこれまで 2 年間の活動を総括し、

さらに高次のステップに飛躍するための年度と定義づけたい。2015 年度からスタートし

た様々な活動を一旦総括し、成果として取り纏めていくとともに、これまでの総括から、

そしてさらに求められる社会的使命から、次のステップとして行うべきことを構想すべき

時期ともなる。 

長尾所長を中心とする研究体制が 2 期目に差し掛かるに際して、徐々に成果の創出・

発信に向けた活動を強化していくと同時に、その先のステップのあり方についても考究し

ていく機会を拡大していくべき期間と考える。高等研が地球社会の未来に向けて、そして

けいはんな学研都市のあるべき姿の実現に向けて、持続的に活動していくため、行うべき

ことを確実に行っていく年度とする。 

 

Ⅲ．2017 年度（平成 29 年度）事業計画 

『１』研究事業  

研究事業は、第 1 期戦略会議 ISC 答申において提言された 3 課題、及び、けいはん

な学研都市の 30 年先の未来像を課題とする合計 4 課題を基幹プログラムと位置づけ、

2015 年度より重点的に取り組んできた。 

2016 年度は、基幹プログラムの一旦の取りまとめとして、2015 年度に取りまとめら

れた「けいはんな学研都市の 30 年後に向けて」（「けいはんな未来」懇談会中間報告書）

に加え、「将来の地球社会を考えた時の科学技術の在り方」、「循環型、定常経済社会の構

築の必要性とその方策」、「多様な価値観を持つ社会や国家の平和的共存のための方策」

の 3 プログラムにおいても中間報告書を取りまとめた。また、4 基幹プログラムの合同

会議を設定し、4 件の基幹プログラムが一丸となることで、より大きな成果創出を目指

す活動に着手した。更に、高等研として過年度の研究活動およびその成果を 2015 年度

版（2016 年 3 月度）アニュアルレポートとして 2016 年 7 月に発行した。 

2017 年度は、現在取り組んでいる基幹プログラムを総括し、社会からの反応を踏ま

えながら、成果として取りまとめていく。かつ高等研が地球社会の未来に向けて、そし

てけいはんな学研都市のあるべき姿の実現に向けて持続的に活動していくため、第一期

ISC で再定義された基本理念に基づき、現基幹プログラムの成果を継承し発展させてい

く次期基幹プログラムの在り方を探る。 

 

１．基幹プログラム 

１．最終報告書の策定 

中核を成す基幹プログラムは、2017 年度に 3 年目を迎えることから、各プログラム

の活動を継続しつつも、活動成果の取りまとめと社会への問いかけを実行する年度と

する。 

具体的には、 

① すでに中間報告が発行されている「けいはんな未来」懇談会に加え、3 基幹プロ
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グラムの中間報告を印刷製本し、シンポジウム他において配布、ホームページ上

にも掲載する。 

② 一般の人々の意見を踏まえ、その後の活動結果を基に、基幹プログラム全体とし

ての 3 年間の探究の成果を最終報告書として取りまとめる。 

③ 2018 年度における最終報告書の書籍化・出版の意義について熟考し、出版する場

合はその形式や出版社の目途をつける。 

④ 日本語のアブストラクトを 2017 年度中に作成し、2018 年において英語化できる

ようにする。 

 

２．社会への問いかけ～シンポジウムの開催 

2016 年度までに各プログラムで中間報告書としてまとめられた内容を基に、シンポ

ジウムを開催する。これにより高等研の研究活動を広く社会に周知するともに、基幹

プログラムの内容について社会に広く問いかけ、さらにその反応を最終報告書に反映

させられるようにしていく。 

日時・場所 ： 6 月 26 日（月）大阪会場 

：大阪大学中之島センター佐治敬三メモリアルホール予定 

   6 月 29 日（木）東京会場：時事通信ホール（東京都中央区）予定 

聴衆・規模 ： 基幹プログラムに関心のある一般の方、200 名程度 

プログラム ： 下記三部構成を想定 

  ・基幹プログラムに通底するテーマに係る基調講演 

  ・各基幹プログラムからの報告 

  ・パネル討論 

遅滞なく、遺漏なく準備を貫徹し、成功裡に進めるための周到な計画を以って進め

る。具体的には、2016 年度中に、タイトル、テーマ、趣旨、講演者、パネリスト、日

時と場所、プログラム等を決定し、案内用ホームページの完成、紙媒体での案内の準

備を進め、2017 年度 4 月に、集客をスタートさせる。4 月以降は、当日の進行に係る

準備を中心に進める。 

シンポジウムの開催に際し、以下の印刷物を配布資料として整える。 

① 各基幹プログラムの中間報告書の印刷製本版 

② 2016 年度の活動をまとめたアニュアルレポート 

 

３．次期基幹プログラムの構想着手 

次期基幹プログラムの構想については、現行の基幹プログラムと引継ぎの時期と内

容を考慮しながら着手していく必要があるため、2017 年度中の現行基幹プログラムの

進捗とクロージングの方向性を見極めながら進めていくこととする。 

全体の構想については、現行の基幹プログラムの志向する方向や目指す社会を受け

継ぎつつ、さらに発展強化させていくのか、あるいは新たな切り口でアプローチして

いくのかを含め議論を重ねていく。 

中間及び最終報告書作成の過程で重要性が認識された具体的なテーマや、第 2 期

ISC と現行の基幹プログラムの接点となるテーマを、新たに研究会として設置するこ
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となども視野に入れ、テーマと取組み体制について、毎月開催される所内会議、研究

企画推進会議、4 基幹プログラム合同会議等において議論をする。 

2018 年度以降の文部科学省科学研究費補助金（特定奨励費）の申請時期である 11

月までに、方針を固める。 

 

４．各基幹プログラムについて 

（１）将来の地球社会を考えた時の科学技術の在り方 

研究会名：21 世紀地球社会における科学技術のあり方 

研究代表者：有本 建男 国際高等研究所副所長 

 2017 年度は世代・分野・国境を越えた人々との対話活動を継続し、中間報告のア

クションプランの実現可能性の検討、ネットワークの構築を行い、最終報告を完成さ

せる。 

（２）循環型、定常経済社会の構築の必要性とその方策 

研究会名：人類生存の持続可能性～2100 年価値軸の創造～ 

研究代表者：佐和 隆光 国際高等研究所研究参与 

2017 年度は 1～2 ヵ月毎の研究会を継続するとともに、適切な話題提供者を招聘

し、中間報告を改訂、最終報告を完成させる。 

（３）多様な価値観を持つ社会や国家の平和的共存のための方策 

研究会名：多様性世界の平和的共生の方策 

研究代表者：位田 隆一 国際高等研究所副所長 

2017 年度は中間報告を踏まえ、パイロット・スタディの一環として海外での現地

調査の実施も検討する。更に、2018 年度以降に様々な地域での現地調査を実施する

ために競争的外部資金の導入を試みるとともに、最終報告を作成する。 

（４）「けいはんな未来」懇談会 

研究代表者：松本 紘 国際高等研究所副所長 

2017 年度は懇談会と専門検討部会を継続し、パブリックコメントとの擦り合わせ

を行い、具体的施策・政策への反映を視野に入れた最終報告を作成する。 

 

２．研究プロジェクト 

１．位置づけと実施プロジェクト 

研究プロジェクトは、研究活動について基幹プログラムと両輪となり、相補的充実

を図る中で独自性を発揮する事業と位置付ける。 

来年度実行する個別研究プロジェクトは下記の通り。 

（１）「領域横断型の生命倫理プラットフォームの形成に向けて」 

研究代表者：児玉  聡 京都大学大学院文学研究科准教授 

（２）「人工知能に関する問題発掘型対話基盤と新たな価値観の創出」 

研究代表者：江間 有沙 東京大学教養学部附属教養教育高度化機構特任講師 
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２．公募について 

2013 年度から新たな試みとして研究プロジェクトの公募制度をスタートさせ、2015

年度において上記 2 件の公募課題を採用した。これらは、2017 年度を以って当初の 3

年計画の終了年を迎える。 

公募の意義のみならず研究活動の自主性確保や運営上の課題も明らかになったこと

から、2016 年度は公募による研究プロジェクトの新規採用を見送った。2017 年度おい

ては、公募の在り方を再検討し、2018 年度以降の研究プロジェクト採用方法に係る公募

可否を判断する。 

 

３．若手研究者の参画 

研究プロジェクトは 30～40 代の若手研究者から構成されていることを活かし、合同

会議等の場を通じて、次代を担う若手研究者の意見反映を図っていくとともに、次期基

幹プログラム等に参画可能な人材の発掘を図る。 

 

３．その他研究事業について 

１．文部科学省科学研究費補助金（特定奨励費 ）の申請 

現在の特定奨励費は 2017 年度が 3 年目の最終年にあたるため、2018 年度以降の申

請を行う。 

申請にあたり、2018 年度以降の 3 年間の基幹プログラムを軸とした研究の目的、テ

ーマ、方法等の見通しをつけるとともに、書籍の発刊やシンポジウムの開催といった能

動的な発信、国際的な視点や規模での議論も視野に入れ、適切かつ実態に即した経費額

で申請する（申請 11 月頃、ヒアリング 1 月頃）。  

また、2017 年度交付申請（4 月）、2016 年度実績報告（5 月）も適切に滞りなく行う。 

 

２．国際的アクティビティ 

内外の財団やシンクタンクと協働し国際的な視点や規模で研究事業を実施するため

の準備として、協働先候補の調査・発掘を行い、候補となる組織の理念や活動の調査を

行う。更に、協働先候補とのネットワークの構築に努め、架橋に繋がる人脈を醸成する。

そのために、 

① 4 基幹プログラムの中間報告における引用・参考文献や資料を土台に、基幹プロ

グラムに通底する学術的背景の調査、関連機関・キーパーソン の探索を行う。   

② 日本国内での先行成功事例における協業先や協業内容について把握と検証を行

う。 

また、2018 年度の国際的な視点や規模での議論につなぐために、最終報告書のアブ

ストラクトの英語版の作成に着手し、国際的な協働の推進に長けた人材の発掘も行う。 

 

３．未来予測に関する調査 

高等研の理念の実現のために永続する活動として、俯瞰的な未来予測・課題抽出・解

決方向性の提示を行うための基盤を整える。事務局において現存する未来予測について
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調査し、それを踏まえ所内の会議体において、課題抽出と解決方向性について議論をす

る。 

特に 2017 年度は「けいはんな未来」懇談会の未来予測と連動したアクティビティと

することで、検討の切り口を明確化するとともに、高等研として共通的にシェアできる

未来像を獲得する。また、前述の過程で抽出される課題や未来の在り様が基幹プログラ

ムの新たなテーマの候補となり得るか否か、研究企画推進会議等において議論していた

だく。 

 

『２』Think Tank 機能 

１．行政等に対する研究協力 

行政等との協業関係のもと、両者に価値を齎す研究を協力して、具体的な研究会やシン

ポジウム、セミナーのカリキュラムやコンテンツなどを造り込み、企業や住民を巻き込ん

だ実践的なテーマで具体的な価値創造を実現する。 

さらに、Think Tank 機能運営のためのプロセスを早期に確立し、それらをコンテンツ

やカリキュラムとともに今後の運営上の財産とできるように進める。 

 

２．協業関係拡大に向けたアプローチ 

行政等との協業にとどまらず、企業をも含む幅広いステークホルダーとの協業の可能

性を探索する。具体的にはエジソンの会での協業をベースに、企業等産業界との研究協

力の可能性を探索していく。 

 

『３』Social Communication 機能 

１．研究活動や成果の社会への問いかけ 

１．2017 年 3 月版アニュアルレポートの取りまとめ 

2016 年度の研究活動及びその成果に基づき、社会に問いかける価値の高いコンテン

ツの作りこみと、当該コンテンツによる 2017 年 3 月版アニュアルレポートの取りまと

め、発行を行う。 

 

２．基幹プログラムのシンポジウムの開催 

2017 年 6 月に、大阪と東京においてシンポジウムを開催する。開催に際しては企画、

準備、集客案内などを総員にて周到に実施し、開催を成功に導くこと。特に経済団体と

の協調を今後の関係強化の糸口とするため、経団連等の共催、後援を通じて参加者の動

員を図る。 

 

２．地域（けいはんな学研都市）から始める事業展開 

１．エジソンの会 

エジソンの会は、けいはんな学研都市が標榜する「立地機関間の連携とそれによる成

果の創出」を促進するために、高等研が知的ハブとしての役割を果たし、立地機関の研究

者や技術者のコミュニティーを形成し、具体的な「オープンイノベーション」の成功事例
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の確立に寄与することを目的として 2016 年度から本格的な活動を開始した。2016 年度

事業活動の特徴は下記のとおりである。 

・ AI の現状に関する知識のシェア及び情報共有、民間企業・研究機関との共同研究に

係るテーマ出しを推進するとともに、オーソリティを招聘した最新かつ先端情報を獲

得できる会合を実施した。 

・ 理化学研究所との連携により、個別グループでの共同研究に係る具体的活動を促進

した。 

○2017 年度事業計画 

2017 年度計画については、引き続き 1）セミナーの開催、2）交流・共創の場の設

定、3）個別の共同研究開発の実施の 3 点を展開し、当面の目標として掲げていた以

下の点の実現に引き続き注力する計画である。 

・AI の最新動向及び知識のシェア 

・AI の齎す社会への影響を考慮した指針の確立 

・けいはんな学研都市立地機関を中心に、あらゆる人が出入り自由で、興味のあるこ

とや得意なこと、足らないことを交換し合うことに基づくオープンイノベーション

に係る技術面・連携面での基盤の構築 

・理研などの国研、大学、企業を結び、科学技術シーズと社会ニーズの間に双方向の

流れを作り、各々の力を活かした産業化 

さらに、2017 年度については新たな基軸を設けて、下記テーマ仮説のようにエジ

ソンの会メンバーの共通課題に基づくグループ別取り組みを進める。 

・今日の様々な社会課題の解決のための AI 活用方策 

・人類と社会における持続可能性の追求に際して、AI の発展により社会が仮説検証

型からデータ駆動型に移行するパラダイムシフトの活用方策 

・AI による新たなソリューションを社会に普及させるに当たり、富の偏在を是正し

つつも AI による便益を広く行き渡らせることの出来る新たなエコシステムの構築

と、そのために誰もが AI を使えるようにする方策 

 

２．IIAS 塾ジュニアセミナー 

本ジュニアセミナー「独立自尊の志」養成プログラムについては、2017 年度は、2016

年度に開催した 3 回の実績から得られた成果及び反省点を踏まえ、今後継続的・持続的

に実施していけるよう、企画・運営実施面からの体制を見直し、コンテンツ・カリキュ

ラムの確立、一流講師陣を含む開催実行に必要なリソース（ヒト・モノ・カネ）の確保、

さらに運営支援を期待するスポンサー確保の各課題に対して、具体的な方策を確立して

進めることとする。 

○2017 年夏季ジュニアセミナー 

2017 年度においては、夏季ジュニアセミナーを、過去のゲーテの会での講演内

容を参考に、下記のとおり講義の題材を取り上げることとし、8 月 2 日～4 日の 2

泊 3 日の日程で開催を計画する。 
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１）思想・文学分野  

講義：「天地の人・三浦梅園」 

講師：小川晴久 東京大学名誉教授 

２）政治・経済分野  

講義：「北一輝と昭和超国家主義」 

講師：筒井清忠 帝京大学文学部教授・文学部長 

３）科学・技術分野  

講義：「日本人のものづくりの源流：田中久重を生んだ江戸時代再考」 

講師：鈴木一義 国立科学博物館産業技術史資料情報センター長 

○2018 年春季ジュニアセミナー 

2017 年夏季開催に引き続き、2018 年春季ジュニアセミナーを 2018 年 3 月下旬

に開催することとして企画を進め、年度内 2 回の定例開催に向けた運営を軌道に乗

せる。 

併せて今後のセミナーの持続的実施及びその運営を担保するために、収支相償を

実現するための収支計画を策定し、産業界に当該セミナーの意義を認識いただける

よう働きかけ、スポンサー企業の発掘を進める。 

さらに、本セミナー実施にとって要となることが明確になった大学院生によるチ

ューターについては、実施当日の役割に期待するのみならず、本事業の企画運営に

まで取り込むこととし、事務方との両輪として活躍が期待できる要員として確保を

図る。 

 

３．ゲーテの会 

2017 年度は、これまでの活動の成果と課題、連関するジュニアセミナー実行委員会

の議論を踏まえて日本の「未来社会」を拓くことに視点を移して、「未来に向かう英知を

探る：時代の裂け目の中で、人々は何に希望を見出してきたか」を主テーマとして展開

する。 

これまでの開催実績を踏まえ、月 1 回、年 12 回の定例開催を遵守しながら、ジュニ

アセミナーで取り上げるべきコンテンツ・カリキュラムの企画に繋がるジュニアセミナ

ーの講師として相応しい一流講師陣の確保と、ジュニアセミナーへのコンテンツの提供

など、協力を取りつける。 

さらに、ゲーテの会を通じて参加者同士のコミュニケーションの場（サロン的役割）

が醸成されつつあり、今後の継続的な積み重ねが、立地機関同士の協業に繋がる可能性

があると期待されることを踏まえた企画も念頭に置く。 

○ゲーテの会を超える効果 

ゲーテの会を起点とし、18 歳前後の若人を対象とする独立自尊の志を養成する

プログラム「IIAS 塾ジュニアセミナー」の発想が生まれた。 

当該セミナーは、ゲーテの会の講演内容を活かした講義を中核に据えて、2016

年春季から試行的に実施しており、2017 年度においては夏季と翌年の春季開催を計

画するが、ゲーテの会が、IIAS 塾ジュニアセミナーに相応しい講師の発掘を担う場

であることを念頭に置いたゲーテの会の講師選定を進める。 
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４．高等研ホームページ 

2016 年度にホームページをリニューアルしたことに伴い、新生ホームページを最大

活用すべく、CMS や SNS の活用によるタイムリーなコンテンツのアップデート、SNS

によるフォロワーの獲得、データベースシステムと連携した各種 Web 申込・登録システ

ムの運用、英語ページの充実による海外へのアピール強化などを実行する。 

 

『４』General Affairs 機能 

１．法人企画・総務活動 

１．第２期 ISC 活動の展開 

第２期 ISC 活動については、2016 年度末には第 2 期 ISC への理事長諮問に対する答

申を以って委員は任期を終える予定であったが、当該答申以降にさらなる検討の継続を

行うこととする。 

2017 年度においては、答申内容から展開されるべき研究テーマの探索や、基幹プロ

グラムとの繋がりなどについて議論を継続し、高等研の研究ドメインのさらなる強化と、

社会との連携拡大に向けた提言をいただく。 

 

２．中長期法人運営戦略策定への取組み 

高等研の研究事業を中心とする事業活動を通じて、高等研の活動は公益法人に相応し

い本来的な価値を創出しつつあるとして、社会からの期待の高まりを背景に、改めて高

等研の存在意義を検証・評価し、未来に繋がる高等研の法人運営・経営戦略ならびに財

務的な基盤を確固たるものにするべく、「経営基盤委員会（仮称）」を 2017 年度上期中

に設置を図り、当該委員会の検討結果に基づく示唆、答申を以って、2017 年度中にある

べき中長期法人運営戦略を構築する。 

 

３．研究連携に伴う理化学研究所 AIP センターの円滑な受け入れ 

理化学研究所との研究連携により、高等研内に他組織が立地するにあたって、研究活

動を支援し、相互の運営の円滑を確保するため、具体的な擦り合わせを実行し、遅滞な

く日常の研究活動に入れるよう支援する。 

なお、幅広い研究連携の受け入れの可能性を念頭に置いた柔軟な対応、AIP センター

以外の理研の機能受け入れについても対応可能とするよう進める。 

 

４．研究所施設及び設備に係る計画的改修の実施 

理化学研究所との研究連携に基づく理研による研究機能の一部高等研立地に基づき、

研究活動に係る円滑な相互運営を図るため、研究所施設及び設備に係る改修項目の優先

順位付け、改修費用の年度ごとに係る平準化などを念頭に、計画的改修を進めることと

し、理研との協議に基づき、必要に応じて研究環境保全維持計画の見直しを進める。 

 

５．ICT システムの見直しによる効率化 

これまでの ICT システムを見直し、本来得られるべき効率や効果の獲得を図る。具
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体的には、データベースシステムの見直し、一元化されたデータのマスター管理体制の

整備、データベースシステムと Web システムとの連携、サーバー運用、セキュリティの

強化・見直し、無線 LAN システムの最適化、ICT 支援人材の位置づけと外注方針の見

直しなどを実行する。 

 

６．諸規則・規程の整備の継続 

文部科学省による公的研究費（科学研究費補助金等）交付団体・機関に係る運用チェ

ックリストに基づき、研究不正への対応に係る体制整備及び取組状況について改善すべ

き点が示されたことを受け、2016 年度中に本研究所における「公的研究費の取り扱い規

則」の一部改訂を行ったところである。当該規則の整備と適切な運用は、公的研究費の

交付条件でもあり、引き続き適切な見直しを図ることとし、公的研究費の取り扱いにつ

いては、改訂された当該規則に基づいて厳正な運用を図る。 

また、改正個人情報保護法の全面施行（2017 年 5 月末日）を踏まえ、マイナンバー

の取り扱いに関する所内規程を基礎に置いて、情報管理に関する規程の体系化を図るな

ど、規則・規程の整備を図る。 

 

２．財務会計活動 

１．資産運用計画 

マイナス金利下であり、かつ世界経済を取り巻く環境も大きく変化する年となること

から、運用利回りの目標は置かないこととしたが、定められた運用基準の範囲内での最

善の運用を心掛ける。 

 

２．財務面での中長期に係る法人運営戦略策定に向けた取り組み 

運用財産の見通しに基づく持続可能な法人運営に資する中長期運営戦略の策定に向

けた取り組みを進める。2017 年度においては、場合によっては年度中の基本財産取崩

しによる資金確保が必要なこともあり得ることを前提としながら、新規事業の収入など

による財源の確保に基づく財政運営を図るとともに、「経営基盤委員会（仮称）」の審議

を基に 2018 年度以降の財政計画を策定する。 

 

３．基本財産から研究事業推進基金への振替額の決定と決裁処理 

2017 年度予算と 2016 年度末の収支・財務状況を勘案し、2017 年度予算に必要な基

本財産から研究事業推進基金への適正な振替額を決定し、2017 年 3 月度の評議員会にお

いて、2017 年度予算の決議に合わせて、基本財産からの振替を決議する。 

 

４．経理業務の円滑な実施・適正化及びマニュアル化 

経理部門が、少人数で効率的かつ適正な経理実務を実行できるように、引き続き経理

業務の ICT 化と手順の整備に努める。 
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Ⅳ．2017 年度（平成 29 年度）財務・収支計画 

１．2017年度財務・収支計画 

（１）経常収益 

基本財産受取利息については、マイナス金利政策が続く環境において満期償還に対

し、適切なリスクの範囲内で再運用を実施することとし、為替変動による増減の可能

性はあるものの 46,645 千円を見込む。また、保有株式の予想配当額は 8,355 千円と

している。さらに、科学研究費補助金収入を前年同額の 15,000 千円、雑収入として

は、理化学研究所との研究連携に基づく施設共同利用の負担金を 18,507 千円、交流

事業の参加費等 4,961 千円に加えて、ジュニアセミナー実施に際しては賛助企業を募

り賛助金収入 3,000 千円を見込むこととする。 

これらによる合計額は 96,468 千円となり、ここに研究事業推進基金からの振替額

を加えた経常収益は、2016 年度予算比 3,667 千円減の 157,400 千円を予算とした。 

 

（２）経常費用 

事業活動費においては、まず研究活動費では基幹プログラム活動成果の取りまとめ

と社会への問いかけを実行するため、基幹プログラム中間報告書の発刊やシンポジウ

ムの開催を実施するが、研究プロジェクトについては新規採用の見送りによってプロ

ジェクト数が減少したことにより、2016 年度比 3,471 千円減の予算となった。また、

ソーシャルコミュニケーション事業としては、基幹プログラムの成果を社会に問いか

けるための事業、エジソンの会、ジュニアセミナー事業等の充実・強化を図るべく、

昨年度比 4,104 千円の増額の予算としている。 

一方運営関係では、研究施設・宿泊施設に係る施設維持費用を 2016 年度予算比

3,047 千円減とするほか、人件費を含む諸費用としては、ソーシャルコミュニケーシ

ョン事業等の充実を図る目的での体制強化により、昨年度比 5,485 千円の増額の予算

とした。 

以上により、事業活動費と運営費を合わせた経常費用は、2016 年度予算と比較し

て 95 千円減の 205,507 千円を予算とした。 

 

（３）最終収支 

2017 年度の研究事業推進基金から経常収益へ補填する振替額は、2016 年度予算に

基づく 2016 年度期末残高 60,932 千円とする。なお、当期計上増減額の 48,107 千円

は、減価償却費 42,826 千円ほかに加えて、以前に積み立てを行い、設備の修繕及び

施設維持資金して例年計画的に取り崩す原資とする修繕積立金の有効活用を図り、

2,017 年度は当該積立金から 5,564 千円を収支差額補填に充当する。 

なお、研究事業推進基金の 2016 年度期末残高は、2016 年度決算を経て確定する

ため、現時点では決定していないが、期末残高が予算額を上回るときの 2017 年度収

支差額の補填については、当該基金の 2016 年度期末残高から優先して充当すること

とする 
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（４）基金の取扱いについて 

過去の高金利下での運用収入と支出との差額を積み立てていた研究事業推進基金

については、2006 年度以降の年度収支の補填に充当してきたが、その研究事業推進

基金の残高は 2016 年度予算において 83,466 千円の取崩しを見込んでおり、その結

果 2016 年度期末には 60,932 千円となる。 

2017 年度予算においては、この研究事業資金残高を全額取崩して経常収益に充当

することとしている。この状況において、2017 年度期中に予算を上回る支出を伴う

ような不測の事態が発生した場合には、運営資金が不足する恐れがあることも考えら

れる。 

この対応については、別途、2017 年度において基本財産を取り崩して研究事業推

進基金に振替ることについて、必要に応じて理事会ならびに評議員会において決裁審

議を求めることとする。また、2018 年度以降の財政計画については、「経営基盤委員

会（仮称）」の答申審議を基に、中長期財政計画として取りまとめるとともに、社会

に認められ、必要とされる事業展開を充実強化していくことで、収支相償に向けた抜

本的な取り組みを行うこととする。 

 

研究事業推進基金の推移（予想） 

 

 

（注） 期末残高は債券・株式の時価評価後の金額である。 

以上 


