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2012 年度（平成 24 年度）は、国際高等研究所にとって大きな転換点となる公益財団法人への

移行を実現する重要な年となった。 

公益財団法人への移行を踏まえ、事業内容においては設立時の基本理念「人類の未来と幸福のた

めに何を研究すべきかを研究する…」のより具体化を目指し、「新たな学術の芽を見つけ、これを

育てる」べく、「学術における異分野研究者の交流促進と新視点での問題発掘に関する研究事業」、

「学術における先端分野の問題点の発掘と今後の展望に関する研究事業」など主軸とすべき研究事

業を明確にし、それに沿った新たな研究プロジェクトの設定や、高等研カンファレンス及び高等研

レクチャーの継続的な開催を実行した。 

また、法人運営に当たっては、公益性を担保するために求められる「意思決定と、運営の透明性・

公正さが図れる法人統治」の仕組みと体制作りを進め、より効率的な事務機能の発揮を目指して事

務局の再編と所内制度の改正を実行するとともに、新たに経営改革プロジェクトを発足させた。 

 

[Ⅰ．法人運営] 

１．公益財団法人への移行認定 

第 68回理事会・第 61回評議員会（2011年 3月 15日開催）における「新公益法人制度に基

づき、公益財団法人への移行を選択する。」との決議に基づき進められた法人内部での移行手続

き及び諸作業を経て、2012年7月22日に内閣府に対して公益財団法人移行認定申請を行った。

その結果、2013 年 3 月 21 日付にて公益財団法人の認定を受け、当初の予定通り、2013 年 4

月 1 日付にて公益財団法人への移行登記を完了し、正式に「公益財団法人国際高等研究所」が

発足した。 

 

２．法人運営に係る新体制の発足 

2012年 3月末日を以って任期満了となった理事、監事及び評議員の改選に当たっては、第 69

回理事会・第 62 回評議員会（2011 年 6 月 17 日開催）で決議された理事・監事・評議員定数

に基づいた新体制を 2012年 4月 1日付けにてスタートさせた。 

同時に公益財団法人移行後の法人運営が円滑に行われるよう条件整備を進めた。 

（１）理事・監事の体制 

理事は、理事長、法人運営担当及び研究総括担当（研究所長）の専務理事 2名、事務機構

を統括する常務理事（事務局長）1名及び研究推進担当の理事 2名の計 6名構成とし、監事

は、事業監査担当及び会計・財務監査担当の２名構成とした。 

（２）評議員の委嘱 

評議員については、新法人移行後の最初の評議員候補者 10 名を既に選任していることを

踏まえ、その評議員候補者を旧特例民法法人における最後の評議員として委嘱した。 

（３）次期所長候補者の選考 

尾池和夫第５代所長が、2013年3月31日付にて任期満了により退任されることを踏まえ、

2012 年 7 月 30 日に所長選考委員会（委員長：柏原康夫（公社）関西経済連合会副会長・

本法人評議員）を開催し、第６代所長候補者には、志村令郎理事・副所長が選考された。 

（４）事務機構の再編と制度の改正 

法人運営及び事業運営について効率的かつ実効性の高い事務機能を発揮できるように、

2012年 4月 1日付けにて従来の事務局組織を改め、総務部、経理部及び研究企画部の 3部
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に再編した。 

また、就業規則を改めて、業務上の対外的な交渉や他機関との共同した活動を実施しやす

いように、他機関と同様に業務日を各週月曜日から金曜日とし、始業時間を 9時に見直し

た。 

 

３．公益法人移行を踏まえた経営改革プロジェクトの発足 

2013 年度における公益財団法人への移行を踏まえ、本法人を取り巻く社会状況や法人運

営上・研究活動を中心とする事業運営上の課題や環境の変化に対応し、公益性を担保する今

後の法人の在り方、より良い経営の方向を導き出すために、2012年 11月に外部コンサルタ

ントの参画を得て、「経営改革プロジェクト」を発足させた。「組織」、「運営」及び「財政」

の観点から改革の方向性を検討した結果、 

①「本法人としてのビジョンや方向性の創り込み」 

②「公益財団法人として求められるガバナンスの早期構築」 

③「収支相償を基本とする財政運営方針」 

の 3点を経営改革の柱とする基本方針が策定され、第７２回理事会・第６５回評議員会（2013

年 3 月 27 日開催）において承認された。これらの経営改革の基本方針に基づき、2013 年

度（平成 25年度）事業計画の策定を行った。 

 

４．広報活動 

公益財団法人への移行を踏まえ、公益性を担保する的確な広報活動を推進すると共に、国

際的な事業活動を展開する上で、グローバルレベルでの広報活動として Web サイトを使っ

た広報活動の整備・強化を進めた。                                                                                               

（１）広報誌「ニュースレター」の発行  

「ニュースレター」については、研究プロジェクトの活動紹介などの掲載内容や誌面の

カラー化、文字・デザインの一新などを通じて改善しながら、定期的に年間４号を発刊し

た。 

（２）Webサイトのポータル機能の整備・強化 

Webサイトについては、英文コンテンツの整備などグローバル化対応、研究成果の確実

な発信、国際カンファレンス・高等研レクチャー、公益法人移行における対応など、コン

テンツの拡充を図った。 

（３）研究成果報告書「高等研報告書」 

2012年度は、2011年度までに研究活動を終了した研究プロジェクトのうち、次の研究

プロジェクトの研究成果を取りまとめた高等研報告書 2編の印刷・刊行を行った。これに

より高等研報告書は通算で 73編の刊行となった。 

①「法と倫理のコラボレーション」  

②「受容から創造性へ」 
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[Ⅱ．研究事業] 

国際高等研究所は、従来の学問分野を超えて、異分野の研究者たちの相互理解と緊密な接触

を図る場を提供することを最大の特徴としている。本研究所は、このような特徴を背景に、次

世代の「学術の芽」を発掘し、さらにその「学術の芽」を育てることを主たる目的として研究

事業を実施するものである。 

このような考え方の下に、2012年度においては、研究事業をさらに発展させるべく次の活動

を実施した。 

・従来の研究の成果を継承し発展させるとともに、本研究所の研究事業の中核となる研究プ

ロジェクトを設定した。研究企画会議と研究推進会議での議論をもとに研究事業を推進し

た。 

・2012年度の科学研究費補助金「特定奨励費」は、2011年度の交付額と同様 1,500万円を

獲得した。その結果、中核の研究プロジェクトの実施とともに、研究企画会議で審議した

高等研カンファレンス及び高等研レクチャーを、それぞれ第 2回として開催し、成功を収

めることができた。 

・特定奨励費による研究プロジェクトの他に、財団資金によって実行する研究プロジェクト

に関しても、研究企画会議および研究推進会議の議論の下に実行することができ、多大の

成果をおさめることができた。 

・日本学術振興会の支援によって、昨年度に引き続き、パスツール研究所の J.P. Changeux 博

士とフレッドハッチンソンがん研究所の Linda Buck 博士を招聘して、本研究所の研究プ

ロジェクト「意識は分子生物学でどこまで解明できるか？」に係る研究会や国際シンポジウ

ムなどを開催する機会を得ることができた。さらに、両名の来日中に、本研究所の所長や副

所長らが、高等研の設立目的に照らしたうえで今後どのような研究を推進していくべきかに

ついても意見交換するなど、極めて貴重な機会を得ることができた。 

 

１．研究所運営に係る会議等の実施状況（参考資料Ⅲ １頁参照） 

（１）所長会議 

所長会議は、所長・副所長及び事務局長を構成員として、本研究所の運営及び研究活動の

進め方等について検討、審議するためのものであり、概ね月に 1回の頻度で実施し、2012

年度内に 8回開催した。 

（２）研究企画会議・研究推進会議  

「次世代に向けた学術の芽の発掘と育成に関する研究」を研究事業の目的として、2010

年度で従来の企画委員会を廃止し、外部有識者を含めた、企画・立案・実施・評価などの機

能を有した新たな企画推進体制を構築し、強力なリーダーシップのもとに、本研究所の中核

研究事業の基本的考え方とその内容について焦点を絞り込み、明確にすることとした。 

新しい体制では、「研究企画会議」を所長会議の下に設置し、次の機能を設定した。 

①研究プロジェクトの立案と選定 

 ②高等研カンファレンスに係るテーマ設定とオーガナイザーの任命 

③学術の動向や研究テーマの在り方と展望に関する調査と研究 

④研究推進会議委員、フェロー等の選考 
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⑤その他、高等研の研究活動における諸課題に関する所長の諮問に応じた検討、あるい

は所長への建議 

構成員は、所長・副所長に、４名の学術参与を加えた計８名とした。 

また、「研究推進会議」を設置して、研究企画会議で決定した研究事業について、その実行

計画を具体化するために、 

①研究プロジェクトの推進に係る所長・副所長の補佐、研究プロジェクトの進捗状況

の把握と評価 

②高等研カンファレンスの実施計画の策定 

③学術の動向や研究テーマの在り方と展望に関する調査と研究 

④その他、研究所の研究活動に係る諸課題への対応 

などの機能を担うものとし、必要に応じて適宜ワーキンググループを設置することもある。 

構成員は、副所長に、様々な分野の著名な９名の外部有識者を加えた計 12名とした。 

以上のように、研究企画会議と研究推進会議が、研究事業を全面的に統括するように改定

し、これを受けて、2012年度においては、研究企画会議及び研究推進会議を各３回開催し

た。 

 

２．研究プロジェクト（参考資料Ⅲ ５頁参照） 

2011年度においては 15の研究プロジェクトが存在したが、現状の学術の動向と展望、高等研の

存在意義を踏まえ、また研究企画会議、研究推進会議及び外部意見も考慮し、2012年度において

は、次のように、新たに開始した 4研究プロジェクト、2010年度からの継続の 5研究プロジェク

ト及び 2011年度からの継続の 2研究プロジェクトの合計 11研究プロジェクトを実施した。 

（１）交渉学の可能性－新しい世界の関係構築と紛争の予防のために 

  （2010年度開始、第３年次：終了） 

（２）ジェンダーからみた家族の将来 （2010年度開始、第３年次：終了） 

（３）アジア・デザイン・エンサイクロペディアの構築 （2010年度開始、第３年次：終了） 

（４）宗教が文化と社会に及ぼす生命力についての研究－禅をケーススタディとして－ 

  （2010年度開始、第３年次：終了） 

（５）意識は分子生物学でどこまで解明できるか？ （2010年度開始、第３年次：終了） 

（６）心の起源 （2011年度開始、第２年次） 

（７）『ケア』からみた社会保障の新たな展望 （2011年度開始、第２年次） 

（８）老いを考える （新規３年計画） 

（９）ゲノム工学とイメージングサイエンスに基づく生命システム研究の新展開 

  （新規３年計画） 

（10）我が国の学術研究の現状の解析と将来のあり方に関する考究とアカデミアへの提言

 （新規） 

（11）東アジア古典演劇の「伝統」と「近代」－「伝統」の相対化と「文化」の動態把握の試

み－ （新規３年計画） 

 

なお、このうち、自然科学と人文・社会科学の分野を超えて、大きなインパクトを与えるこ

とが期待され、新しい学術上の課題が生まれることが期待される（５）（６）（７）（８）（９）
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及び（10）の６研究プロジェクトについては主軸プロジェクトとして推進した。 

また、本年度において、５研究プロジェクトが研究活動を終了した。   

これらの成果の中から、特に（６）の研究プロジェクト「心の起源」の議論の中から、次に

述べる高等研カンファレンス及び高等研レクチャーのテーマが取り上げられ、集中的な議論が

行われることとなった。 

さらに、学術の動向調査については、次の３件について実施した。 

○ヨーロッパ諸国のクロマチン・デコーディング機構と生命科学分野の動向調査 

○日米におけるクロマチン・デコーディング機構と生命科学分野の動向調査 

○アメリカの脳科学・神経科学や生命科学分野の動向調査 

 

３．高等研カンファレンス・高等研レクチャー（参考資料Ⅲ 56頁参照） 

本年度において、第 2回の「高等研カンファレンス」及び「高等研レクチャー」を開催した。 

これらは、現在、最も大きく展開している学術の分野ないし課題について、国際的な視野に

立って、最先端をいく研究者を集めて議論を深め、その過程を踏まえて、今後さらに展開され

ると予想される問題点や方向性を明らかにすることも、重要な事業としており、その新たな取

り組みの一つとして実施しているものである。「高等研カンファレンス」は、分野を超えた視

野に立ち、広い領域から選ばれたテーマについて、国際的にも一流の研究者が集い、同一のテ

ーマについて一方向ではない密度の高い議論を主体とする場を提供するもので、「高等研レク

チャー」は、参加者から講演者を選んで、学生・若手研究者や一般市民向けに開催する講演会

である。 

このような「場」を提供することにより、単に研究成果の発信ということだけでなく、広く

研究者、学界等に向かって、新たな学術研究が展開する可能性を示すことができた。さらに、

本研究所が、国際的に一流の研究者を招へいし、そこで質の高い議論する「場」を提供できる

機関として、招待講演者や参加者はいうまでもなく、それ以外のコミュニティにもその存在を

知らせることができた。 

いずれも成功裏に終わり、この成功を礎にして今後も継続することで、本研究所の主たる目

的がより具現化されることは間違いなく、本研究所の存在を世界に大きくアピールすることが

でき、ひいては日本の学術の地位を高めることとなる。また、このような非常に高い水準での

国際的・学際的な研究交流の機会は、国際的な研究機関と本研究所との連携を今後深めるため

に、大変有効であった。「高等研カンファレンス」及び「高等研レクチャー」の概要は次のと

おり。 

  

「高等研カンファレンス」 

 名  称：IIAS Research Conference 2012 “Evolutionary Origins of Human Mind” 

 開催場所：財団法人国際高等研究所 

開催期間：2012年 12月 3日（月）～6日（木） 

 参加者数：64名 海外：6ヶ国、12機関、12名 

          国内：16機関、52名 
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 「高等研レクチャー」 

 名  称：高等研レクチャー2012「心の進化的起源」 

 開催場所：東京大学伊藤国際学術研究センター内伊藤謝恩ホール 

 開催日時：2012年 12月 8日（土）13時 30分～17時 

参加者数：約 160名 

 

４．外部資金の獲得（参考資料Ⅲ 58頁参照） 

（１）科学研究費補助金「特定奨励費」の交付額は、2012年度から、研究事業名を新たに「次

世代に向けた学術の芽の発掘と育成に関する研究」とし、研究事業期間を３年間とし高等研

カンファレンス、高等研レクチャー、新たな研究プロジェクトなどについて取り組むことと

して、2012年度の交付額は 1,500万円となった。 

（２）2011年度からの新たな取り組みである「高等研カンファレンス」、「高等研レクチャー」

の実施に関して、「平成 23 年度日本学術振興会外国人著名研究者招へい事業」に、Linda 

Buck博士及び Jean-Pierre Changeux博士の 2名を招へいする申請を行い、審査の結果、

この研究者２名の招へいが採択されており、2012 年度においては、約 450 万円の支給を

受けた。 

これらの支援により、同事業の内容を格段に充実できたことはもちろんのこと、本研究

所の事業を広く国内外に知らせる絶好の機会となった。 

 

５．その他の研究（参考資料Ⅲ 59頁参照） 

（１）高等研学術道場プログラム 

2010年度及び 2011年度に引き続き、次世代の研究者養成を念頭において、若手研究者、

特に大学院博士後期課程の学生のための「高等研学術道場プログラム」を実施し、2012年

度は 2名を受け入れた。 

（２）所長・副所長による研究 

尾池所長を研究代表者とする研究会を次のとおり実施した。 

①「ジオ多様性の研究」 

②「複雑系情報の社会への発信」 

③「地震前兆現象の研究」 

（３）フェローによる研究 

本研究所における研究活動の活性化、高度化を図るため、研究者招へい事業に係る従来

の制度を廃止し、優れた研究者にフェローの称号を付与する新たな制度を 2011年度に定め

た。 

この制度により、学術研究において優れた業績を上げた研究者または競争的資金等の外

部資金を獲得した研究者で、自らの研究を進めるとともに、研究者との研究交流を通じて、

本研究所の研究活動を推進することが期待できる研究者として、2012 年度においては、次

の 3名に対してチーフリサーチフェローの称号を付与した。 

○谷本 親伯 大阪大学名誉教授 

○森川 耿右 大阪大学名誉教授 

○田中  克 京都大学名誉教授 
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（４）覚書等に基づく共同研究等 

国内外の大学や学術研究機関等と研究交流を推進するため、2012年度においては、次の

２つの機関及び組織と学術交流・共同研究の覚書を締結している。 

①京都大学数理解析研究所との共同研究に関する協定に基づく事業 

②山田科学振興財団との研究協力 

 

以上の１．から５．に述べた研究事業全体を通して、本研究所が、国際的にも認知される研

究機関として確立されていくことに努める方針のもと、2012年度の諸活動が実施された。 
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［Ⅲ．財務・収支状況 ] 

 １．事業活動収入の概要 

基本財産利息収入については、円安傾向により、予算では見込んでいなかった所謂仕組債

の利息が発生したことによる増収があった。また配当金収入についても、予算を上回る配当

率となり、利息収入と配当金収入で予算比 4,842千円の増となった。 

特定資産利息収入についても、保有する米国債の利息が円安によって増収となり、976 千

円の増となった。 

また、見込んでいた寄付金収入はゼロとなったが、予算では計上していなかった国庫補助

金等収入として特定奨励費 15,000千円の収入を得たことにより、事業活動収入合計としては

予算比 19,308千円の増となった。 

 

 ２．事業活動支出の概要 

2012 年度支出概要は、当該年度収支予算書における事業費及び管理費の区分に基づいて

記載した。（新公益法人会計での従前管理費の事業費への配賦前のデータによる） 

事業費支出については、予算比 32,999 千円の減となった。研究交流推進費では、高等研

カンファレンスに関わる費用を予算比 6,372 千円削減するとともに、各研究プロジェクトで

予算の削減を図ったことなどにより、合計で予算比 17,617千円減となった。給料手当支出で

は予算で見込んでいた人件費以下に抑えることができたこと、また、予算では事業費として

見込んでいた人件費の一部を管理費に計上したことなどにより予算比 7,133 千円の減となっ

た。また情報関係費については、保守委託料の契約見直しにより約 2,800 千円削減できたこ

と等によるものである。 

管理費支出については、予算比 18,077 千円の増となった。給料手当で、事業費から振り

替えたことなどにより 7,027 千円の増となったほか、手数料支出として、予算で見込んでい

なかった経営改革のために導入したコンサルタント費用を 9,181 千円計上したこと等による。 

以上の結果、事業活動収支差額は予算差額 34,229千円の収支改善となった。 

 

３．投資活動収入・投資活動支出 

事業活動収支の収支改善によって、今年度の研究交流推進費取崩収入を、予算比     

41,166千円の減とすることができた。 

 

４．今後の見通し 

2013年度も、2012年度と同様に、収支相償うために研究事業推進基金を取崩す予定であ

り、2013年度の取崩予定額 53,758千円を差し引いた期末の研究事業推進基金の残高は、

252,761千円になる見込みである。 


