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公益財団法人国際高等研究所 

2013年度(平成25年度)事業報告 

 

公益財団法人への移行を実現して 

本法人は、特例民法法人（特例財団法人）から公益財団法人への移行認定を受けるべく、

2012 年 7 月 11 日に内閣府に対し公益財団法人移行認定申請を行った。内閣府における厳正

な審査の結果、内閣府から 2013 年 3 月 21 日付にて申請どおりの内容で公益財団法人移行認

定書の交付を受けることができた。これによって当初の予定どおり、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。 

本法人は、基本理念の下、「国際的な研究機関であること」、「先進的な分野・課題を選ん

で基礎的な研究を行うこと」、「研究課題と研究者が固定しないようにすること」、「産業界と

協力すること」の 4 つを基本的性格として学術の発展に取り組んできたが、公益財団法人へ

の移行を機会に、次世代に向けた新たな「学術の芽」を見つけ、育てていくという研究活動

の骨子に加え、これまで以上に社会に耳を傾け、大局的かつ幅広い見地からの知見を集約し、

社会から見て納得性と公益性が担保された活動を強化していくこととした。 

2013 年度は公益財団法人としての初年度であると同時に、本法人が社会から求められる

役割を、責任を持って持続的に果たしていくための中長期的視点に立った計画を構築するこ

と、さらにその計画を遂行するための基盤を構築し、盤石の体制に移行することを目指した

取り組みを行う初年度と位置付けた。 

 

Ⅰ．総括 

１．2013 年度基本方針と事業計画の狙い 

2013 年度は、本法人が公益財団法人移行の最初の年であると同時に、本法人の設立認可

から約 30 年、「けいはんな」の地に開所してから 20 年目を迎えるが、その間にも社会の状

況や課題は変化し、本法人の研究や運営に係る環境も大きく変化してきた。 

このような環境の変化に対応するため、2012 年 11 月に、よりよい経営の方向性を導き

出すため、外部コンサルタントの参画も得た経営改革プロジェクトを実施した。 

第 72 回理事会・第 65 回評議員会（2013 年 3 月 27 日開催）において決議された経営改

革プロジェクトの答申「経営改革基本方針」を踏まえた 2013 年度事業計画においては、「組

織」、「運営」、「財政」の改革を断行することとし、「本法人のビジョンや方向性を見直すこ

とで社会的な認知を向上すること」、「財政的基盤を再構築することで持続的な運営を担保す

ること」、「社会との関係性を見直し、生み出すべき公益や社会との繋がりを取り戻すこと」

を短期間で実現するための「改革の年度」として 2013 年度を位置付け、中長期的視点に立

った計画構築と、その計画を遂行するための基盤を構築することに軸足を置くことから、法

人運営においてはこれまでの活動を抜本的に見直して再構築を図り、不退転の決意で取り組

むこととし、さらに具体化に向けた活動を加速していくこととした。 
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２．2013 年度事業活動の概要 

2013 年度事業計画に基づいて事業展開を図ったが、同計画においては、新設した企画、

事業、広報の機能を軸に、本法人の中長期ビジョンや方向性の創りこみ、ガバナンスの構築、

持続的運営体制の整備、収益事業への展開が図れるかを試行する交流事業の立ち上げについ

てリーン・スタートアップを進め、経営改革の趣旨である高等研の存在意義の見直すととも

に、経費削減の努力を行うこととした。 

上記のような活動方針に基づき、2013 年度は経営改革を実践する年として、法人運営に

ついては、本法人の中長期ビジョンや方向性を創り込み、中長期戦略を策定する諮問機関と

して ISC の立ち上げを行った。 

法人の根幹をなすものとして、ガバナンスの確立や体制基盤の構築に必要な主たる規程

類の制定を完了した。さらに支出構造を見直し、経費削減を進めた。 

研究活動としては、7 つの研究会を主催し、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、2014 年度研究プロジェクトの企画に反映させた。 

研究事業以外の事業として、収益事業の可能性を模索する試みのため、本法人が「けい

はんな学研都市」の中核機関として知的ハブ機能を果たすべく「けいはんなゲーテの会」の

事業化を図ったことに加え、中堅・ベンチャー企業経営者を対象とする「けいはんな IIAS

塾」を発足させた。 

情報発信の強化については、広報コンセプトを確立し、産・官・学の各方面に本法人の

存在意義の理解に資する方策の検討を進めた。 

 

Ⅱ．法人運営体制の刷新 

１．新法人移行後の法人運営体制 

（１）評議員の一部交替 

評議員については、新法人移行後の最初の評議員選定委員会において選任された 10

名が就任し、新体制がスタートした。 

なお、2014 年 3 月 18 日付にて磯貝彰評議員、西村隆至評議員及び山内修一評議員が

辞任したことを受け、同日付にて小笠原直毅氏、内藤博行氏及び山下晃正氏が新たに評

議員に就任した。  

（２）理事・監事の一部交替 

新法人の理事は、理事長を代表理事とし、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 1 名及び前所長および前副所長の 2 名が

退任後も外部理事として留任した計 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 名構成でスタートした。 

なお、6 月 27 日付にて貝田辰雄常務理事が辞任したことを受け、同日付にて牧井俊明

企画部長が新たに理事に就任した。また、堀田凱樹監事が 2014 年 3 月 18 日付にて辞任

したことを受け、同日付にて小山博之氏が新たに事業監査担当の監事に就任した。 

（３）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、

経営改革プロジェクトの答申を踏まえ、2013 年 4 月 1 日付けにて従来の事務局制を廃止
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し、総務部門、企画部門、経理部門、研究支援部門、事業部門及び広報部門からなる事

務機構に再編した。この組織が、確実で実効性ある戦略及び計画を立てて業務を遂行す

るため、リーン・スタートアップによる機動的な検証を重ねることで中長期を含む確度

を向上させていくこととした。 

具体的には、経営改革担当として決議された専務理事の下、各部門長をメンバーとす

る経営改革推進会議を設置し、経営改革基本方針に基づく具体的な計画推進策について

原則的に週 1 回のペースにて検討した。 

当該会議において検討した法人運営上の諸課題の方向性や具体的な内容については、

順次理事会に諮り、決議を経て具体的な法人運営に反映させた。 

 

２．新たな研究所運営体制への移行 

2013 年 4 月 1 日に公益財団法人への移行を完了した本法人は、第 73 回理事会（2013 年

5 月 24 日開催）の決議を経て、正式に新たな研究所運営体制を整えた。 

第 6 代所長には、志村令郎理事（前副所長：分子生物学）が就任し、副所長には蔵本由

紀京都大学名誉教授（非線形物理学）と小泉潤二大阪大学名誉教授（文化人類学）の２名が、

さらに所長補佐として山尾文明国立遺伝学研究所名誉教授（分子遺伝学）が決定した。 

所長補佐職は、今回の体制整備において初めて設置することとしたもので、科学研究費

補助金申請の構想立案、申請書作成、申請内容の統括、研究成果報告書の作成を含め、所長

の諸業務のすべてについて所長を補佐し、また高等研カンファレンスに関して、担当者との

交渉等を行うものである。 

これらにより、確固たる研究所運営基盤を構築し、盤石の新体制に移行した。 

 

Ⅲ．法人運営の状況 

１．総務及び総括 

（１）定款及び諸規則・規程類の改訂・制定 

定款及び諸規則・規程類について運用の実態に即して見直しを行い、下記の規則及び

規程の改訂を図り、公益法人としての制度運営面の体制整備を図った。 

① 定款の一部改訂 

② 所長選考規程 

③ 会計規程 

④ 旅費規程 

⑤ 文書管理規程 

⑥ 就業規則及びパートタイマー就業規則 

⑦ 諸謝金支給規程 

⑧ 施設利用規程 

（２）施設設備の維持、研究環境整備及び衛生安全管理に係る取り組み 

研究環境保全維持計画の見直しとそれに基づく業務委託契約の再締結を図るべく、施

設設備及び研究環境維持に係る経費の削減については、これを最重要課題として既契約

業者と契約内容の細部に亘る再検証を行い、また他の業者から相見積もりを取るなどし、
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度重なる折衝を経て、経費の削減を断行した。 

個々の業務委託契約をゼロベースで見直すことにより、施設設備や研究環境維持に大

きな影響を与えることなく、大幅な経費削減を達成することができた。 

また施設利用者数の増大に対応するべく、衛生管理に資する設備の良好な維持管理を

きめ細やかに行い、利用者の利便性、快適性の向上に努めたことに加え、事務体制の変

更に伴う実態との整合性を図るために、消防計画等の安全管理計画の見直しを行った。 

（３）事務組織の強化・充実のための人事に関する取り組み 

事務組織の強化及び充実を図るため、長期的視点に立った人材の確保に向けて、各方

面への働きかけを行った結果、経理部門の管理職人材の採用を実現した。（2014 年 4 月

雇用開始）。 

（４）2014 年法人創設 30 周年記念事業の企画推進に関する取り組み 

法人創設 30 周年に向けた記念事業の実施に向けては、企画部門及び事業部門と連携

して、具体化の企画準備を鋭意推進した。 

 

２．法人運営企画 

（１）中長期基本戦略の策定に向けた取り組み 

公益財団法人への移行を踏まえ、本年度を第二創業期初年度と位置付けて、改めて社

会に開かれた本法人の在り方、存在意義及びその存立基盤を再構築するため、基本理念

を踏まえた存立趣意書の再構築を図ること、基本理念及び存立趣意の掘り下げを行うこ

と、本法人として相応しい中長期視点に立った基本戦略の策定に向けた取り組みを行う

こと等を経営改革推進会議において確認した。 

設立当初の基本理念に立ち戻り、理念の下位概念としてのビジョンを明確に位置づけ

ることの重要性を確認し、中長期計画を立案するに当たっての基礎的事項として、社会

環境の変化や学術研究の現状と課題について検証を行った。その結果は下記のとおりで

ある。 

１）背景 

従来の法人運営の側面からは、研究活動の状況を十分に社会に発信出来ず、「公益」

を最大化する仕組みに欠けていたという反省に立ち、本法人に与えられた使命を整理

する中で、公益性を担保する事業を如何に効果的に展開するかの視点に立った中長期

計画を立案する必要性が明らかになった。 

２）基本理念の再認識 

本法人の基本理念及び目的は、関西文化学術研究都市構想を先導した 1982 年の関

西学術研究都市調査懇談会（奥田東・京都大学元総長主宰、通称「奥田懇」）により構

想提言に示された『世界の英知を集め、人類の未来の指針として揺るぎないものを構

想し、示そうとする』ものに由来するのであり、その基本的な考え方は受け継ぐべき

ものである。この構想提言の下の「人類の未来と幸福に寄与する」というキーワード

は不変であり、基本理念を踏まえたビジョンについては、「『けいはんな』に拠点を持

つ組織である特徴を活かして、日本社会の発展に貢献し、それを通して世界の課題解

決に資する」と明記すべきであり、ビジョンとは、基本理念を具現化する道筋と捉え
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るべきものである。 

３）社会環境の変化 

本法人が 1984 年に創設されて約 30 年の節目を迎え、その間にも社会の状況や課

題は変化し、あるいはさらに深刻化を示すものも顕在化している。 

「奥田懇」の発足に大きな影響を与えたとされる、1972 年のローマクラブの提言

「成長の限界-人類の危機-」では、「現状が続けば、人口増加と地球環境の破壊、さら

には資源の枯渇などで、人類の成長は限界に達する」という、今日的課題である「持

続可能性」について警鐘を鳴らせた。 

「成長の限界」から 40年を経て、同書の著者によって、今後 40年を予測した「2052」

が著された。同著では、40 年前の警告に対して結果的に明確な解決策が見出されず、

今後も限界に向かって危機的状況は拡大を続ける。2030 年頃からの経済活動の収縮期

の到来、気候変動の悪化や自然環境の喪失拡大、生命を維持する許容枠の減少、富の

分配格差、世代間不平等、民主主義の限界露呈など、人類は新たな課題に直面すると

指摘する。 

４）学術研究の現状と課題 

わが国では、科学技術偏重の政策が続き、本来の学術が軽視されていると指摘され

る。短期間で投資に見合う成果が求められ、厳正に評価する文化が確立されていない

まま大型予算が支出される。ビッグサイエンスに極端に偏重する現状は、学術全体の

バランスの良い発展に必ずしもつながっていないのではないかとの疑念を持つ。学術

の基本を重視することは時代と共に変わることがないと考えられる。 

一方、学術研究が高度化するあまり専門分化が進み、一般人にとっては理解し難い

ものになっているとも指摘される。 

５）社会環境の変化への適応 

今日の社会が抱える課題はますます複雑化している。これらの大きな課題は様々な

問題が相互に絡み合っており、かつこれまでにない速さで世界的に進行している。こ

のような社会環境の変化を前にして、なお「人類の未来と幸福に寄与する」ためには

何が必要か。複雑で相互に絡み合いグローバルに広がる諸課題に対して、本法人の基

本的性格である「国際的な研究機関であること」、「先進的な分野・課題を選んで基礎

的な研究を行うこと」、「研究課題と研究者を固定しないこと」、「産業界と協力するこ

と」は今こそ意味を持つものであり、この基本的性格を追求することが本法人の個性

となる。 

これまでは、この基本的性格を具現化できていない部分も多くあった。それは法人

運営の視点から明確な理念を掲げず、社会環境の変化を捉えていなかったことにも大

きな要因がある。 

今後は、新たに設置した ISC（後述）を活用して、社会の変化を読み取る仕組みを

構築する。また、研究結果（研究成果、成果に至る前の結果、研究過程・プロセス等

を指す）を積極的に社会に対して発信するなど、公益に資する活動を行う。 

６）高等研における研究活動 

上記４）の現状と課題を踏まえ、社会は真の学術の進展を求めているという認識の
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もと、高等研における研究活動は、経済活動の動向に左右されるような短期的視点か

らみた課題には乗らず、独自の視点を持って社会を主導することが重要となる。対象

領域を広く捉え、異分野を融合協調させながら、「新しい研究の萌芽」、「新たな学問の

立ち上げ」を目指す。このときの社会とは、学界のみならず、経済界・産業界や官界

（政策立案者）、更には市民活動などの分野にまで及ぶ幅広い層を対象とするように捉

える。 

また、従来型の学際研究では、複数の学問領域間の共通課題などを発掘して扱うこ

とには有効ではあるが、今後さらに直面するであろう、より大きな地球的視点に立っ

た人類的課題に対しては、学問的にもより幅の広い捉え方を必要とすることが予想さ

れるため、今後は学問の総合化を目指すことも必要ではないかとの結論に至った。 

７）国際性 

設立当初から東洋と西洋の橋渡しを期待されており、東洋（日本・けいはんな）に

基盤を置く意義を再認識し、地理的条件を最大限に活かすことも重要な視点である。 

・・・・・ 

以上のように整理した基本的事項に基づき、新たに設置した ISC（後述）における検

討過程及び検討内容・結果との整合性を図りつつ、存立趣意書の再構築に必要な草案作

成や正式に承認を得る手順を追うことを決定した。さらに、社会の要請を汲み取り、高

等研における研究活動を基軸として、その結果を社会還元につなげる独自の事業戦略モ

デルの構築に向けて取り組み、中長期基本戦略の明確化を図ることとした。 

なお、中長期基本戦略の策定に向けた取り組みの一環として、本研究所施設の継続保

有の効果や財政面での影響を適正に評価し、継続保有と所有権移転のケーススタディー

を検証する等、施設の戦略的取扱い施策を多角的に検討して方向性を確定するため、関

係方面との協議を開始した。 

（２）IIAS Strategic Committee（ISC）の立ち上げと知見の戦略への反映 

理事長の諮問機関として位置付け、将来の本法人が扱うべき対象とする事業の領域を

明示し、代々の所長を中心とする研究所運営体制によって導かれる研究活動がどのよう

な社会の課題解決に資するのか、本法人として叡智を結集して明確にしていくとの設置

趣旨を踏まえた IIAS Strategic Committee（略称「ISC」）を、 2013 年 10 月 1 日付け

にて発足させた。 

ISC の委員については、設置趣旨を踏まえて検討を行ったところ、多様な見識と広い

知見に基づき、社会の声を取り込むことができるように構想することが適切であるとし

て、下記のメンバー構成（拡充委員を含む）とした。 

議長 長尾  真 京都大学名誉教授 

委員 有本 建男 政策研究大学院大学教授  

 大原謙一郎 公益財団法人大原美術館理事長 

 笠谷和比古 国際日本文化研究センター教授 

 黒木登志夫 日本学術振興会学術システム研究センター相談役 

 村上陽一郎 東京大学名誉教授・国際基督教大学名誉教授 

以上 6 名 
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ISC では、法人運営に係る重要事項について審議し、その結果については提言として

取りまとめ、理事会あるいは評議員会における本法人のビジョンや中長期基本戦略の策

定及び大局的意思決定等に反映させるものとした。 

ISC の委員会は、2013 年 10 月 1 日設置以降の年度内に 2 回開催した。 

１）第 1 回委員会：2013 年 12 月 2 日開催（於：グランヴィアホテル京都） 

本法人設立の趣旨を振り返り、設立当初の１０年間と現在の活動との比較を行い、

本法人の目指すべき方向性について検証した。さらに、２０世紀までが科学技術に根

拠を置く経済の時代であったとすれば、２１世紀はどのような時代であるか、あるべ

きか、という根本的な問題に立ち返って、そこから本法人のこれからの活動がどうあ

るべきかを考えるという視点を確認した。 

今日の世界の政治的混迷、経済的グローバリズム、科学技術の発展などが社会に与

えている影響などを考えた時、人間の生き方、倫理、道徳などについて真剣に取り組

むことが必要であり、日本人の作り上げてきた精神性は、これからの世界における重

大な課題の克服にとって、重要性や普遍性を示すことに資するとの方向性を見出した。 

２）第 2 回委員会：2014 年 1 月 30 日開催（於：国際高等研究所） 

ISC における検討対象の大枠を「地球の未来」とした場合の ISC における検討課

題・テーマについて検討し、議論の展開に資する ISC 委員の拡充について合意した。 

（３）ガバナンス及び内部統制システムの構築に係る基本方針の策定と関連規程案の検討 

本法人の運営に関連して、ガバナンス及び内部統制システムの構築に係る基本方針の

策定並びに法人運営に係る規則及び規程類の新規の整備方針を検討し、さらに法人運営

の実態に鑑み、必要に応じて内容の見直しを図るため、下記の規則・規程案を検討した。 

① 定款の一部改訂案 

② 所長選考規程改訂案 

③ 役員・評議員候補者選考規程案 

④ 倫理規程案  

⑤ コンプライアンス規程案  

⑥ リスク管理規程案  

⑦ 内部監査規程案  

⑧ 特定資産取扱規程案 

（４）創設 30 周年記念事業の基本方針・公開フォーラムの企画案の検討 

法人創設 30 周年の節目を迎える 2014 年度において、「人類の未来と幸福のために何

を研究するかを研究する」ことを基本理念とするその趣旨・原点に立ち返ること、さら

には新生公益法人としての社会的使命の重要性に鑑み、基本理念の掘り下げ、存在意義

や目指すべき方向性等を再確認することを目的とするフォーラムを開催することとし、

新生高等研を世に問う記念事業の企画を開始した。 

事業は単発イベントとはせず、2014 年度を通じて 4 回程度行うことを構想する。具

体的な事業化は、企画する内容や意義付け、社会的インパクト（マスコミを含む）等を

十分考慮して計画し、事業規模は 1,000 万円程度とする。なお、当該事業費は、外部か

らの助成金や寄付金等により全額賄うことを想定する運営基本方針を決定した。 
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Ⅳ．研究事業の推進 

１．総括 

「人類の未来と幸福」を脅かしているさまざまな要因の中で、学問分野の細分化・分断

化と知のはなはだしい偏在性は、本研究所がその克服のために貢献すべき最大の問題である。

断片化された知を互いに関連づけ、目の届きにくい、しかし潜在的に重要な知の発掘のため

に異分野を広く糾合することが今求められている。本研究所は、これを可能とするような斬

新な学問的切り口を見出し、外部に提供すべく努力している。今日、短期的な実益を求める

有形無形の圧力によって、学術がその意義を狭め、浅く偏ったものに変質しつつあることが

危惧されている。本研究所の研究事業は、学術が本来もつべき豊かさを再認識し、社会に広

く訴えていく活動でもある。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。 

この目的を達成すべく、2013 年度は志村新所長のもと、新研究所体制を組織化し、研究

事業をさらに発展させるべく活動を開始した。2013 年 4 月公益財団法人への移行を機に、

本研究所の設立理念に立ち返り、研究事業の在り方について、所長、副所長を中心に議論を

重ねてきた。その結果、次の成果を得ることができた。 

（１）研究企画会議と研究推進会議の機能の見直しと組織化 

研究企画会議規程及び研究推進会議規程の見直しを行い、それぞれ 8 名の有識者を委

員に委嘱し、2013 年度、それぞれ３回の会議を開催した。研究企画会議では、後述の公

募した研究プロジェクトの審査を実施し、国際高等研究所の研究プロジェクトに相応し

いプロジェクトの選定を行った。また、研究推進会議では、「研究結果の検討をする」機

能を新たに付加し、研究代表者との意見交換を通し、単なる進捗確認に留まらず、新し

い展望や展開について建設的な意見交換がなされた。また、様々な助言は、次年度の研

究へのフィードバックとして、研究代表者に意見書を提出した。 

（２）研究プロジェクトの公募制の導入 

従来、研究企画会議、研究推進会議のメンバーからの推薦により、研究プロジェクト

を選定していたが、2013 年度から研究プロジェクトの公募制を導入し、より広く募るこ

とにより斬新な考えをとりいれることができた。初年度にも係わらず、広い分野から 29

件の応募があり、この中から 5 題の研究プロジェクトが厳選され、2014 年度から研究活

動を開始する。また、この公募により、全国の研究機関に本研究所の研究活動を流布す

ることができた。 

（３）研究事業方針を明確にし、次年度からの基幹研究事業の発足 

本研究所の基本理念を希求するものとして、これまでのプロジェクト研究「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」をより発展

的に位置づけ、新たに「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」

とし、これを本研究所の基幹研究事業として半恒久的に実施することとした。この基幹

研究から、各界に対する「IIAS 提言」を生み出すとともに、将来必要となる学術の芽を

より具体的なものにしていく。 
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（４）国際高等研究所研究プロジェクトへの期待を明確化 

研究プロジェクトの在り方をより明確にし、より効果的な研究会の運営を期待して「研

究プロジェクトへの期待」を明文化し、研究代表者を通して研究会メンバーに周知した。 

これにより、IIAS 研究プロジェクトの理念・目的を各メンバーに徹底することができ

た。 

（５）研究プロジェクトの活動状況を随時発信できる WEB ベースサイトの構築 

研究プロジェクトから様々なトピックや面白さをタイムリーに WEB 発信できるよう

に、ベースサイトを構築した。 

このように、次年度以降の研究活動の一層の活発化と成果の拡大に向けた布石を打つこ

とができ、社会の諸課題に目を向け、より効果的な研究が推進できるものと期待する。また、

今後、国際高等研究所がどのような課題認識を持ち、どのような研究をしているのかを世間

に広くアピールし、世に問うことによって、研究事業のさらなる発展を意図する。 

 

２．2013 年度研究プロジェクト（参考資料Ⅲ「2013 年度研究活動実績」参照） 

2012 年度においては、11 研究プロジェクトを実施したが、6 研究プロジェクトが終了し

た。2013 年度においては、次のように、2011 年度からの継続の 1 研究プロジェクト及び

2012 年度からの継続の 4 研究プロジェクト、新たに開始した 2 研究プロジェクトを加え、

合計 7 研究プロジェクトを実施した。 

（１）心の起源 （2011 年度開始、第 3 年次） 

（２）老いを考える （2012 年度開始、第 2 年次） 

（３）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 

  （2012 年度開始、第 2 年次） 

（４）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

 （2012 年度開始、第 2 年次） 

（５）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－

 （2012 年度開始、第 2 年次） 

（６）分子基盤に基づく生体機能への揺らぎとダイナミックネットワークの解明 

  （新規 3 年計画） 

（７）クロマチン・デコーディング （新規 3 年計画） 

以上の研究プロジェクトで開催された研究会は年度を通じて合計 14 回で、延べ 379 名の

研究者が、異分野交流の場の提供により、本務での研究と異なる刺激ある体験をした。また、

研究会では本研究所の宿泊設備を利用して寝食を共にすることにより、研究者ネットワーク

をさらに広げることができた。 

 

３．高等研カンファレンス・高等研レクチャー 

2014 年度に第 3 回となる「高等研カンファレンス」及び「高等研レクチャー」の開催に

向け、その準備を進めた。これらの事業は、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、最先端の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ものである。
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「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。2014 年 5 月に計画する「高等

研カンファレンス」及び「高等研レクチャー」の開催概要は次のとおり。 

（１）「高等研カンファレンス」 

名  称：IIAS Research Conference 2014 “Chromatin Decoding” 
開催場所：公益財団法人国際高等研究所 
開催期間：2014 年 5 月 12 日（月）～15 日（木） 

（２）「高等研レクチャー」 

名  称：高等研レクチャー2014「クロマチン・デコーディング－クロマチンの動態
と高次生命現象への展開－」 

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：2014 年 5 月 16 日（金）13：30～17：00 

 

４．競争的資金等の調達状況 

（１）科学研究費補助金「特定奨励費」2013 年度交付額 

科学研究費補助金「特定奨励費」の 2013 年度交付額は 1,500 万円となった。 

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た。 

（２）その他の研究資金の調達 

2014 年度に３回目の開催となる「高等研カンファレンス」及び「高等研レクチャー」

の実施に際して、「平成 25 年度日本学術振興会外国人招へい研究者（短期 S）事業」に、

海外招待講演者の Thomas R. Cech 博士 (コロラド大学ボールダー校)及び Timothy J. 

Richmond 博士(チューリッヒ工科大学)の 2 名を招へいする申請を行い、審査の結果、研

究者 1 名の招へいが採択され、招へい研究者の旅費、滞在費の支援を受けることが決ま

った。これらの支援により、同事業の内容を充実し、本研究所の事業を広く認知させる

ことを期待する。 

 

５．その他の研究 

（１）チーフリサーチフェローによる研究 

高等研チーフリサーチフェローにより、次の 3 課題の研究を行った。いずれも競争的

資金等の外部資金を獲得したもので、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した。 

１）クロマチン構造変換に導く核内受容体関連蛋白質の構造基盤 
外部資金名：科学研究費補助金 基盤研究（A） 
研究代表者：森川 耿右（大阪大学名誉教授） 

２）In situ 計測による脂質、膜受容体の活性化機構の解明 
外部資金名：科学研究費補助金 新学術領域研究 
研究分担者：森川 耿右（大阪大学名誉教授） 

３）瀕死の海、有明海の再生：森里海連環の視点と統合学による提言 
外部資金名：三井物産環境基金  
研究代表者：田中 克（京都大学名誉教授） 
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Ⅴ．交流事業等の推進 

１．交流事業企画・試行実施 

2013 年度は、事業部門において推進する交流事業の定義を明確にしてそれに相応しい事

業候補を抽出、優先順位付けを行い試行実施に努めるとともに、交流事業に資する情報収集

のためのヒアリングや情報交換を継続的に行った。 

その結果、次のとおりの交流事業を展開した。公益に資する本法人としての認知度及び

評価を向上させ、関西経済連合会をはじめとする経済界、京都府をはじめとする行政、主要

大学などをはじめとする学界、けいはんな学研都市をはじめとする地域社会などとの連携を

醸成しつつあるとの評価を得た。 

これらの試行実績を踏まえ、2014 年度における交流事業の展開に繋げることとした。 

[１]知の連携事業：知的連携のための土壌醸成及び知的連携の促進 

（１）「満月の夜開くけいはんな哲学カフェ“ゲーテの会”」の企画・運営 

「満月の夜開くけいはんな哲学カフェ“ゲーテの会”」（略称：けいはんな「ゲーテの会」）

は、東西文化を融合することのシンボルの一つになることを期待されて寄贈を受けたゲ

ーテ像に因み、客観的普遍的世界を探究する西洋の近代科学と、主観的特殊的自己を探

究する東洋の古来の学問の結合が求められることと捉え、けいはんな学研都市に立地・

関連する法人の関係者や近隣住人など、広く一般を対象に、ゲーテに学ぶ姿勢を「哲学

カフェ」として、有志によって企画し具現化したものである。 

けいはんな「ゲーテの会」の設立・運営を通して、けいはんな学研都市において本法人

が果たすべき役割などについての検討を進めた。 

その結果、本法人が、けいはんな学研都市はじめ広く関西圏において知的ハブ機能を

果たすことを通して、更なる連携感醸成や人脈構築を果たすことへの期待が高いことが

把握された。このことから、2013 年度期中に、けいはんな「ゲーテの会」を事業部の事業

として位置付けて推進することとした。 

これまでに、「近代科学はこのままでいいのか」、「近代科学をいかにして超えるか」な

どの視点の下、次の日程で 8 回開催した。 

１）外部会合として実施 ：8 月 21 日、9 月 19 日、10 月 19 日、11 月 18 日 
２）事業部事業として実施 ：12 月 18 日、1 月 16 日、2 月 15 日、3 月 17 日 

その結果、けいはんな学研都市の立地機関、企業の壁を超えた連携と協働を進めるた

めの機会創りの礎ができつつあるとの評価を得た。 

（２）「けいはんな IIAS 塾」の企画・運営 

参画者の対象枠を設定し、対象毎にテーマを設定し、分野を越え、理論と実践との交

流を図りながら研鑽できる“セミクローズド”の場として、「けいはんな IIAS 塾」の開設

を試行した。 

具体的には、けいはんな学研都市に立地する研究開発型の中堅・ベンチャー企業の幹

部を対象に塾生として公募し、新たな事業展開のアイデアの抽出や後述の「けいはんな

オープンイノベーション拠点」での共同研究・開発のテーマ発掘の契機となるような機

会を提供するワークショップとして開催した。また、京都府から話題提供者を招くなど

して、懇談会も合わせて開催し、効果的な意見交換の場とすることを試みた。 

１）「ケースメソッド及び行政機関などとの意見交換」：2014 年 3 月 14 日 
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その結果、本法人が、けいはんな学研都市に立地する機関が参画しうる交流事業を展

開することへの期待が高いことが把握され、2014 年度においてさらに活動を展開する礎

ができた。 

（３）「けいはんなオープンイノベーション拠点整備」への参画 

2013 年 7 月から、「けいはんなオープンイノベーション拠点整備」の推進に参画した。 

その結果、同事業スキーム（2014 年 1 月 29 日京都大学・京都府協働パネル）」にお

いて、「共同研究等の推進に当たっては、例えば、公益財団法人国際高等研究所などの機

関と連携し･･･」と明記されるなど、その拠点整備について、行政や関係機関との調整を

着実に進めてきた。 

さらに、2014 年度において、「けいはんなオープンイノベーション拠点」における共

同研究等の推進に当たっては、本法人が主導的に参画し、京都大学・京都府・本法人３

者が連携をとって活動を展開するべく、同３者による意見交換を 2014 年 1 月に開催する

に至った。 

「けいはんなオープンイノベーション拠点整備」に係る産・学・公連携会議などへの

参画を通じて、今後、地域に根差した共同研究活動の推進に資する交流事業の展開を図

る礎を構築することができた。 

（４）その他 

さらに、けいはんな学研都市及びその周囲に立地する研究開発型企業において次代を

担う若手研究者や若手技術者を対象として、明確な目的を持ち、分野を越えて一堂に集

う機会を提供することを念頭に、諸大学や研究機関との情報交換に努めた。 

その結果、特に、大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センターとの連携を進め、

「ナノ高度学際教育訓練プログラム」社会人教育プログラムのサテライト教室を本法人

の構内に開設し、受講を促進することの実現に向けて活動を進めているところである。 

[２]知の活用事業：知の公開及び知の派遣  

社会的なニーズに対応するために、研究事業に関わる研究者らの協力を得て、他機関

が実施する教育や研修の場に、本法人の研究事業による「知」を提供することを試みた。 

１）(公社)関西経済連合会評議員会（2014 年 1 月 20 日）において、志村所長が話題提供 

題目「けいはんな発『新たな学術研究のすすめ』」 

その結果、本法人の知的資源を必要としている人に直接接することができ、本法人の

認知度を向上させることができた。 

これにより、来年度以降も引き続き諸機関での話題提供などを進める礎を固めた。 

[３]知的活動拠点の提供事業 

施設貸与の誘致は、本法人の認知度を高めることに大きく貢献できることが判明した。

この認識に基づき、本法人が有する研究資源の一つ、すなわち人的ネットワークを基に

して研究集会などの開催誘致活動を展開した。 

その結果、2013 年度のみならず、2014 年度以降において、「博士課程教育リーディン

グプログラム」や科学研究費補助金「新学術領域研究」など、大規模研究プロジェクト

の研究代表者や主宰者に対して、研究集会などの開催を誘致する礎ができた。 

2013 年度末時点での実績は 3 件及び誘致した 2014 年度の予定は 3 件。 
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１）けいはんな文化・科学コミュニケーション推進協議会第 2 回公開シンポジウム 
開催日：2013 年 10 月 26 日 
代表者：京都大学大学院教育学研究科 高見 茂教授 

２）日本学術振興会 産学協力研究委員会「分子系の複合電子機能第 181 委員会」 
開催日：2014 年 2 月 24 日～25 日 
代表者：大阪大学大学院理学研究科 小川琢治教授 

３）霊長類学･ワイルドライフサイエンス･リーディング大学院発足記念国際シンポジウム 
開催日：2014 年 3 月 6 日～9 日 
代表者：京都大学霊長類研究所 松沢哲郎教授ら 

４）Open Questions on The Origins of Life 
予定日：2014 年 7 月 12 日～13 日 
代表者：東京工業大学大学院総合理工学研究科 瀧ノ上正浩講師 

５）第 25 回 CMD ワークショップ 
予定日：2014 年 9 月 1 日～5 日 
代表者：大阪大学大学院基礎工学研究科 吉田 博教授 

６）新学術領域研究「ユビキチンネオバイオロジー：拡大するタンパク質制御システム」若手
兼国際シンポジウム 
予定日：2014 年 11 月 10 日～12 日 
代表者：京都大学大学院医学研究科 岩井一宏教授 

 

２．広報活動の推進 

2013 年度の広報活動においては、公益法人移行後の広報戦略を策定するため、広報の対

象と、対象に伝わる本法人の目指す姿やイメージ（「広報コンセプト」と呼ぶ）を明確にし

た。それらを進めるに当たっては、主に過去の資料や文献の調査、本法人に関わった方々や

関係機関へのヒアリングを中心とし、広報コンセプトの作成に当たっては、コンサルタント

の協力も得ながら進めた。 

広報の対象は、法人設立の経緯や本法人が学術研究を主たる事業としていることから、

大学及び公的研究機関などに所属する研究者及び出捐企業やけいはんな学研都市に関わる

行政などの関係機関、とした。広報コンセプトについては、法人設立時の基本理念と基本的

性格が広報コンセプトそのものであり、その広報コンセプトをすべての法人事業の具体的な

活動へ落とし込んでいくことが広報戦略であるとの結論に至った。コンサルタントの協力を

得て取りまとめた広報コンセプトを各部門に周知し、具体的な活動を推進することを提案し

た上で、連携して業務を進めた。 

これらを踏まえ、より本法人への理解・参画・連携が促進されるよう、2013 年度内に既

存の広報媒体の改訂を行う予定にしていたが、ISCの議論などを通して策定されるビジョン

や中長期計画の策定を広報媒体に反映する必要があること、30 周年記念事業の実施が決ま

ったことなどにより計画を変更し、各部門と連携して 2014年度に実施することとした。 

広報戦略の策定のほか、広報誌「ニュースレター85 号」の企画発行（2013 年 8 月発行、

以降の発行は上記の動きに併せて見送り）、ホームページのコンテンツの充実を図り、情報

発信力の強化に努めた。 

また、「社会とのつながり」をキーワードに、特に事業部と連携を取り、交流事業の実施

に際して産・官・学の各方面の関係者の元に出かけ、本法人の認知度の向上に努めるととも

に、人的ネットワークを構築した。関係機関の広報部やポータルサイトとの関係も新たに構

築し、2014 年度における広報活動の基盤を固めた。 
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Ⅵ．財務・収支状況 

 １．経常収益の概要 

基本財産運用益では、基本財産受取利息について仕組債の利息等が見込を上回ったため

予算比 1,519 千円の増となった。特定資産運用益は、特定資産受取利息で米国債の利息等

が見込を下回ったため予算に対して 113 千円の減となった。受取補助金等は、文部科学省

よりの助成金である受取国庫補助金を予算と同額の 15,000 千円を計上している。また 

雑収入は、科学研究費の間接経費に加え、大学の研究会を積極的に誘致し施設利用料を

確保したこと等より、予算比 1,167 千円の増となった。 

 これに、研究活動推進基金の収入への振替額を受取寄付金等振替額として計上したこ

とを含めた結果、計上収益計は予算比で 11,996 千円減の 123,412 千円となった。 

 

 ２．経常費用の概要 

経常費用のうち、事業費は研究事業の費用等に、全体の管理に要する費用のうち一部を

配賦計算に基づいて加えた金額を計上している。また、管理費は同じく全体の管理に要す

る費用のうち、法人の運営に必要な部分の費用を計上している。 

事業費の内訳では、給料手当などの人件費の該当科目の合計が 4,465 千円減少している。

施設設備の維持管理等に関連する費用等については経営改革に伴い予算額を例年より大幅

に圧縮したが、結果的に修繕費と委託料が予算を上回っている。また、各研究プロジェク

トでの旅費交通費と諸謝金が予算比で減少したことや、広告宣伝費の執行を一部にとどめ

たことなどにより、事業費計は予算比 11,648 千円の減少となっている。 

管理費については、人件費や旅費交通費が予算比で減となっていることなどにより、管

理費計は予算比 396 千円の減となった。 

この結果、経常費用計は予算比で 12,044 千円減の 168,502 千円となった。 

 

３．最終収支 

収支相償うための、研究事業推進基金から収入への振替額は、予算に比べ 14,569 千円減

の 39,188 千円である。なお、減価償却費と修繕積立金取崩額等を反映した一般正味財産増

減額は、減少が予算より 67 千円減となっており、基本財産と研究事業推進基金の合計額の

増減を表す指定正味財産増減額は、研究事業推進基金から収入への振替額の予算比減と債

券の評価益の計上により予算比は減少が 24,004 千円少なくなっている。これらを総てあわ

せた結果、正味財産期末残高は予算より 23,937 千円増の 5,146,566 千円となった。 

 

４．今後の見通し 

2014 年度も、2013 年度と同様に研究事業推進基金を取崩す予定であり、2014 年度の取

崩予定額 78,467 千円を差し引いた期末の研究事業推進基金の残高は、189,034 千円になる

見込みである。 
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参考１．収支構造 (収支計算書（資金増減）ベース) 

 

・ 収支のマイナスギャップは、2004 年度から継続。 

・ 安全性最重視の資金運用シフトにより、利息収入が年々低下する中、支出の抑制に努

めるも、研究事業推進基金の取崩による事業運営が継続。 

・ 2014 年度は、収支差約 78,467 千円を計上する見込みである。 

 

 

 

 

参考２．財団保有金融資産の推移と主要収入の推移 

 

・ 収支構造としては、事業費支出（83％）と管理費支出（16％）が支出の大半を占めて

いる。また、調達としては資産運用益が（49％）と国庫補助金（12％）のほか、33％

は資産取崩によって支えられている財務構造にある。 
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低金利状況が続く中、「資産運用基準」に則り収入の確保に努めているが、かつての利

回り率 4.1％（2003 年度）の運用も、安全性最優先での運用の結果、2013 年度の利回り

率は 1.6％の水準となり、運用収入は大幅に減少傾向が続いている。 

現在保有している金融資産は 37 億 3 千万円であるが、この内、取崩可能な研究事業推

進基金は 267,501 千円である。 

 

 
注 運用方針 

格付機関：「Ａ」評価のものとする。又、リスク管理の視点から「海外債券」から「国内債
券」へ現状の保有 30債券のうち、海外債券は 2件、残る 28件は国債、地方債を主に国内債券
に投資。 
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参考資料Ⅰ-１

（敬称略）

氏名       所属機関　・　役職

評議員

磯貝　　彰 奈良先端科学技術大学院大学前学長　　　　

大﨑　　仁 大学共同利用機関法人人間文化研究機構機構長特別顧問　

岡田　清孝 大学共同利用機関法人自然科学研究機構基礎生物学研究所前所長　

柏原　康夫 公益社団法人関西経済連合会副会長　　　　

立本　成文 大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所前所長　　　

田中　成明 京都大学名誉教授　　　

西村　隆至 近畿日本鉄道株式会社執行役員　　

丸野　　進 パナソニック株式会社先端技術研究所技監・理事　

山内　修一 京都府副知事　　　　

吉田多見男 株式会社島津製作所技監・顧問　

以上　１０名

公益財団法人国際高等研究所　評議員名簿

2013年4月1日



参考資料Ⅰ-２

（敬称略）

氏名       所属機関　・　役職

評議員

大﨑　　仁 大学共同利用機関法人人間文化研究機構機構長特別顧問　

岡田　清孝 大学共同利用機関法人自然科学研究機構基礎生物学研究所前所長　

小笠原直毅 奈良先端科学技術大学院大学長　　　　

柏原　康夫 公益社団法人関西経済連合会副会長　　　　

立本　成文 大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所前所長　　　

田中　成明 京都大学名誉教授　　　

内藤　博行 近畿日本鉄道株式会社執行役員　　

丸野　　進 パナソニック株式会社先端技術研究所技監・理事　

山下　晃正 京都府副知事　　　　

吉田多見男 株式会社島津製作所技監・顧問　

以上　１０名

公益財団法人国際高等研究所　評議員名簿

2014年3月18日



参考資料Ⅱ-１

（敬称略）

氏名       所属機関　・　役職

理事長

立石　義雄 オムロン株式会社名誉会長

京都商工会議所会頭

専務理事

岡橋　　誠 オムロン株式会社取締役室参与

尾池　和夫 前財団法人国際高等研究所長

常務理事

貝田　辰雄 前財団法人国際高等研究所事務局長

（4月3日付け辞任届受理につき理事交替まで任務継承者）

理　事

天野　文雄 前財団法人国際高等研究所副所長

志村　令郎 前財団法人国際高等研究所副所長

（5月24日付け公益財団法人国際高等研究所長就任）

監　事

髙橋　一浩 有限責任監査法人トーマツ パートナー

堀田　凱樹 東京大学名誉教授

理事 　　　　　６名
監事 　　　　　２名

公益財団法人国際高等研究所

2013年4月1日

役員名簿



参考資料Ⅱ-２

（敬称略）

氏名       所属機関　・　役職

理事長

立石　義雄 オムロン株式会社名誉会長

京都商工会議所会頭

専務理事

岡橋　　誠 オムロン株式会社取締役室参与

志村　令郎 公益財団法人国際高等研究所長

理　事

天野　文雄 大阪大学名誉教授

尾池　和夫 京都大学名誉教授

学校法人瓜生山学園・京都造形芸術大学長

牧井　俊明 公益財団法人国際高等研究所企画部長

監　事

髙橋　一浩 有限責任監査法人トーマツ パートナー

堀田　凱樹 東京大学名誉教授

理事 　　　　　６名
監事 　　　　　２名

役員名簿

2013年6月27日

公益財団法人国際高等研究所



参考資料Ⅱ-３

（敬称略）

氏名       所属機関　・　役職

理事長

立石　義雄 オムロン株式会社名誉会長

京都商工会議所会頭

専務理事

岡橋　　誠 オムロン株式会社取締役室参与

志村　令郎 公益財団法人国際高等研究所長

理　事

天野　文雄 大阪大学名誉教授

尾池　和夫 京都大学名誉教授

学校法人瓜生山学園・京都造形芸術大学長

牧井　俊明 公益財団法人国際高等研究所企画部長

監　事

髙橋　一浩 有限責任監査法人トーマツ パートナー

小山　博之

理事 　　　　　６名

監事 　　　　　２名

役員名簿

2014年3月18日

公益財団法人国際高等研究所

公益財団法人奈良先端科学技術大学院大学支援財団専務理事
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参考資料Ⅲ「2013 年度研究活動実績」 

 

 

 

 

１．研究事業（研究プロジェクト）実施状況 

 

2013 年度においては、新たに開始した 2 研究プロジェクト、2011 年度からの継続の 1 研

究プロジェクト及び 2012 年度からの継続の 4 研究プロジェクトの合計 7 研究プロジェクト

を実施した。 

各研究プロジェクトのテーマは下記のとおり。なお、詳細は次頁以降に記載。 

 

（１）心の起源 （2011 年度開始、第 3 年次） ・・・・ 2 

 

（２）老いを考える （2012 年度開始、第 2 年次） ・・・・ 8 

 

（３）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 

 （2012 年度開始、第 2 年次） ・・・・ 12 

 

（４）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

 （2012 年度開始、第 2 年次） ・・・・ 16 

 

（５）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－ 

 （2012 年度開始、第 2 年次） ・・・・ 18 

 

（６）分子基盤に基づく生体機能への揺らぎとダイナミックネットワークの解明 

 （新規 3 年計画） ・・・・ 24 

 

（７）クロマチン・デコーディング （新規 3 年計画） ・・・・ 28 

 

 

２．研究企画会議委員名簿  ・・・・ 32 

 

 

３．研究推進会議委員名簿  ・・・・ 33 
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１．研究事業（研究プロジェクト）実施状況 

（１）心の起源（2011～2013 年度） 

研究代表者：松沢 哲郎（京都大学霊長類研究所教授） 

研究概要：本研究の目的は、日本から発するオリジナルな「心の起源」の先端研究である。

日本語の「心 kokoro」という概念は、欧米でいう mind、emotion、intelligence、heart、

psychological、will、intention、consciousness 等を、すべて含んでいる。本研究にお

いては、「心」や「人」といった 1 文字に集約される日本人が無意識にもっている全体

観、対象に対する全体的アプローチをたいせつにする。心を担う器官が脳だということ

は自明である。しかし、欧米が主導してこれまでおこなわれてきた要素還元的アプロー

チの対極として、新しい心と脳の研究につながる萌芽を育てる必要があるだろう。それ

が心の働きを社会や文化や生態環境や進化といった視野から捉える全体的アプローチ

である。さらに、現代社会が直面する課題としての発達障害のように、現実に立脚した

課題を視野に入れた基礎科学研究を推進する必要がある。そうした研究萌芽の創出に応

える「心の起源」の先端研究を推進することを目的とする。 

 

本年度の研究実績： 

本研究の目的は、日本から発するオリジナルな「心の起源」の先端的研究である。日

本語の「心 kokoro」という概念は、欧米でいう mind、emotion、intelligence、heart、

psychological、will、intention、consciousness 等を、すべて含んでいる。本研究にお

いては、「心」や「人」といった 1 文字に集約される日本人が無意識にもっている全体

観、対象に対する全体的アプローチをたいせつにする。心を担う器官が脳だということ

は自明である。しかし、欧米が主導してこれまでおこなわれてきた要素還元的アプロー

チの対極として、新しい心と脳の研究につながる萌芽を育てる必要があるだろう。それ

が心の働きを社会や文化や生態環境や進化といった視野から捉える全体的アプローチ

である。さらに、現代社会が直面する課題としての発達障害のように、現実に立脚した

課題を視野に入れた基礎科学研究を推進する必要がある。そうした研究萌芽の創出に応

える「心の起源」の先端研究を推進することを目的とする。 

本年度の主要な目標は、この研究プログラム 3 年間の最終年度としてプロジェクトに

一定の区切りをつけて、将来を展望することである。前年度(2012 年度)に、国際高等研

究所が主催する第 2 回国際高等研カンファレンスと国際レクチャーとを 2012 年 12 月

に開催した。そこでは、霊長類学、認知科学だけでなく、神経科学とロボティクスを加

えて、人間の心の起源の解明をめざした。そこで明確に意識されたことは、「比較認知

科学」と称する学問分野の確立である。人間の心の進化的起源を解明する学問分野だ。

そのために必要な 2 つのことが意識された。第１に、人間にもっとも近縁なチンパンジ

ーやその他の霊長類だけでなく広範な種を研究対象にする必要があること。第２に、か

れらが野生であることに鑑みフィールドワーク（野外研究）に確固とした基盤をもつこ

とである。その２つの問題点を念頭において、2013 年度の進捗状況および活動実績と

して、3 回の研究会を開催した。 

研究成果として顕著なことは、「心の起源」の研究から、「ワイルドライフサイエン

ス」という新しい学術の芽が育ったことである。人間を含めた自然のまるごと全体を対

象に、フィールドワークに基盤をもった学問である。そもそも、人間とは何か、どこか

ら来たのか、どこへ行くのか、という一連の本質的な問いに対して、よりマクロな視点

から、そして地面に足をつけた手法によって迫りたい。 
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参加研究者リスト：30 名（◎研究代表者 ）  

＊参加研究者とは、研究プロジェクト推進期間を通じて参加する方です。 

◎ 松沢 哲郎 京都大学霊長類研究所教授 

浅田   稔 大阪大学大学院工学研究科教授 

足立 幾磨 京都大学霊長類研究所国際共同先端研究センター助教 

伊佐  正 自然科学研究機構生理学研究所教授 

石黒  浩 大阪大学基礎工学研究科教授（2012 年度から参加） 

入来 篤史 理化学研究所脳科学総合研究センター 

   象徴概念発達研究チームシニアチームリーダー 

内田 伸子 筑波大学監事/十文字学園女子大学特任教授 

岡ノ谷一夫 東京大学大学院総合文化研究科教授（2013 年度から参加） 

亀田 達也 北海道大学社会科学実験研究センター教授・センター長 

 （2011 年度途中から参加） 

菊水 健史 麻布獣医大学獣医学科教授（2013 年度から参加） 

北澤  茂 大阪大学大学院生命機能研究科教授（2013 年度から参加） 

幸島 司郎 京都大学野生動物研究センター教授 

坂上 雅道 玉川大学脳科学研究所教授 

下條 信輔 カリフォルニア工科大学教授（2013 年度から参加） 

積山  薫 熊本大学文学部教授 

高橋里英子 日本科学未来館サイエンスコミュニケーター 

 （2011 年度途中から参加） 

友永 雅己 京都大学霊長類研究所准教授 

西田 眞也 ＮＴＴコミュニケーション科学基礎研究所主幹研究員 

長谷川寿一 東京大学大学院総合文化研究科教授・研究科長 

服部 裕子 京都大学霊長類研究所研究員（2013 年度から参加） 

平田  聡 京都大学霊長類研究所特定准教授 

藤田 和生 京都大学文学研究科教授（2012 年度から参加） 

松林 公蔵 京都大学東南アジア研究所教授 

明和 政子 京都大学大学院教育学研究科准教授（2011 年度途中から参加） 

山川 宗玄 正眼短期大学学長 

山岸 俊男 東京大学進化認知科学研究センター特任教授 

吉川左紀子 京都大学こころの未来研究センター教授・センター長 

吉田 正俊 自然科学研究機構生理学研究所助教（2012 年度から参加） 

渡辺  茂 慶応義塾大学名誉教授（2012 年度から参加） 

渡邊 正孝 東京都医学総合研究所特任研究員（2012 年度から参加） 

 

研究会開催実績： 

第 1 回 2013 年 4 月 13 日 （於：高等研） 

第 2 回 2013 年 7 月 6 日～7 日 （於：京都大学霊長類研究所） 

第 3 回 2014 年 3 月 6 日～9 日 （於：高等研） 

※PWS キックオフシンポジウム（京都大学霊長類学ワイルドライフサイエンス・ 

リーディング大学院、京都大学霊長類研究所共同利用研究会「第 42 回ホミニゼー 

ション研究会」三者共催 
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話題提供者：56 名 

阿形 清和 京都大学理学部教授 

揚妻 直樹 北海道大学准教授 

阿部 修士 京都大学こころの未来研究センター特定准教授 

伊谷 原一 京都大学野生動物研究センター教授 

今井むつみ 慶應義塾大学環境情報学部教授 

今井 啓雄 京都大学霊長類研究所准教授 

大橋  岳 JMC 研究員 

大平 英樹 名古屋大学大学院環境科学研究科教授 

岡本 宗裕 京都大学霊長類研究所教授 

岡安 直比 WWF Japan 

小倉 匡俊 北里大学獣医学部助教 

柏野 牧夫 NTT コニュニケーション科学基礎研究所上席特別研究員 

金森 朝子 京都大学霊長類研究所教授 

狩野 文浩 マックスプランク研究所特別研究員 

岸田 拓士 京都大学理学部 

坂本 龍太 京都大学白眉センター助教 

斎藤 亜矢 京都大学野生動物研究センター 

杉浦 秀樹 京都大学野生動物研究センター准教授 

杉山  茂 静岡大学情報学部准教授 

高橋 英之 大阪大学大学院工学研究科特任助教 

田中 正之 京都大学野生動物研究センターセンター長 

中川 尚史 京都大学理学部教授 

橋本 千絵 京都大学霊長類研究所助教 

林  美里 京都大学霊長類研究所助教 

平井 啓久 京都大学霊長類研究所教授 

古市  剛 京都大学霊長類研究所教授 

堀江 正彦 Global Environmental Affairs Office, Ambassador for Global 

  Environmental Affairs 

宮川  剛 藤田保健衛生大学総合医学研究教授 

村山 美穂 京都大学野生動物研究センター 

森阪 匡通 京都大学野生動物研究センター 

森村 成樹 京都大学野生動物研究センター 

山極 寿一 京都大学理学部教授 

山口 真美 中央大学文学部教授 

山越  言 京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科 

山本 真也 神戸大学准教授 

山梨 裕美 京都大学野生動物研究センター学振 PD 

湯本 貴和 京都大学霊長類研究所教授 

山本 真也 京都大学霊長類研究所准教授 

イエナ・キム 京都大学霊長類研究所 

クリス・マーチン 京都大学霊長類研究所 

ユ・リラ  京都大学霊長類研究所 Augustin Kanyunyi BASABOSE 

  コンゴ民主共和国中央科学研究所生物学部門主任 
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Fred Bercovitch 京都大学霊長類研究所教授 Cecile GARCIA Centre national 

  de la recherche scientifique（CNRS） 

  Research Scientists 

David Hill 京都大学霊長類研究所教授 

Michael Huffman 京都大学霊長類研究所准教授 Sékou Moussa KEITA 

  Général-Centre d’Études et de Recherche en Environnement 

   (CERE) Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Professor 

Sanha KIM  Biodiversity Foundation, Ewha Womans University,  

  Managing Director 

LONG Yongcheng 大自然保護協会中国部主席科学者 

Alfred NGOMANDA ガボン共和国熱帯生態研究所（IRET）Director 

Andrew MacIntosh 京都大学霊長類研究所助教 

Shahrul Anuar Mohd Sah School of Biological Science, Universiti Sains 

  Malaysia, Associate Professor 

Bambang SURYOBROTO Animal Biosciences, Bogor Agricultural University 

  講師 

Charles S VAIRAPPAN Institute for Tropical Biology and Conservation  

  Universiti Malaysia Sabah, Director   

Anna WONG Yayasan Sabah Group (Sabah Foundation), Senior Lecturer 

  ZHANG Peng 中山大学 Associate Professor 

 

その他参加者：135 名 

 

3 年間の活動の総括： 

本研究の目的は、日本から発するオリジナルな「心の起源」の研究である。日本語の

「心 kokoro」という概念は、欧米でいう mind、emotion、intelligence、heart、psyc

hological、will、intention、consciousness 等を、すべて含んでいる。本研究において

は、このような欧米の要素還元的に細かく分析するアプローチではなく、より大きな枠

組みの中で人間の心の働きおよびその基盤である脳の機能を研究しようとするもので

ある。心を担う器官が脳だということは自明だ。また脳を含む身体の物質的基盤がゲノ

ムすなわち全遺伝情報にあることも論を待たない。心の働きを脳機能に還元し、脳機能

を神経細胞活動と神経伝達物質に還元し、それをまた遺伝的基盤としてのゲノムに還元

するのがひとつの理解の方法だ。すなわち欧米でさかんな要素還元的アプローチである。 

それに対して、より大きなシステムの中で心の働きを理解することも重要だろう。人

と人のあいだに成り立つ心の働きや、社会のなかでの心の働き、さらに生態環境から来

る心の働きの制約に目を向けることも重要だ。この全体的ないし反還元的なアプローチ

は、日本から世界に向けて発信してきた霊長類学という学問の成果でもある。「心も進

化の産物である」という視点から、人間の心の進化的起源を問う研究だといえる。全体

構想の特徴は、心のまるごと全体を対象とし、全体的アプローチを採ることである。そ

こで、心の科学的研究である認知科学のみならず、神経科学、発達心理学、実験社会科

学、さらには霊長類学や認知ロボティクスといった日本が世界に先駆けて発信してきた

研究分野を基盤に、総合的に心の働きに迫る。心、脳、ゲノム、社会といった 4 つのキ

イワードを掲げて、異なるレベルでの独創的な研究を同時並行的に推進しつつ、相互討

論と共同研究を通じて、その相違や相克を止揚した新しい理解をめざした。 
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本研究の学術的背景を述べる。本研究を実施すべきとの着想に至った経緯として、わ

が国におけるこれまでの研究、他国でおこなわれている研究への反省がある。従来の心

や脳の研究とくに欧米主導の研究に何が欠けているか。今後の研究に必須な日本独自の

科学貢献は何かを考えた。その結果、脳を包みこむ身体全体、それを包み込む 2 人の間

に成り立つ関係、さらにそれを包む社会や文化、その基盤である生態環境、そうした大

きなシステムの中に心や脳の機能を位置付けて研究することがきわめて重要だという

着想に到った。こうした全体的アプローチは、欧米にはない発想だ。しかし現在、欧米

の脳研究者の中には、こうしたユニークな全体論の枠組みに多大な関心を寄せている人

が少なくない。心の働きの包括的理解は、今後、学問として大きく発展していくことが

予想される。 

本研究の 3 年間の研究期間において、オリジナリティの高い新たな学術の「芽」を生

み出し、心の働きの包括的理解を目指した「心の起源」の先端研究を発展させるために、

４つの視点を明確に意識した。具体的には、①脳と心はひとつのまとまりとしてどう機

能するか。②脳と心の特徴として、より大きな系（人と人との間）の中でどう機能する

か。③さらにもっと大きな系、つまり社会や文化や生態環境のなかで、脳と心はどう機

能するか。④脳と心は進化という歴史のなかでどう形作られてきたか、という視点であ

る。要約すると、「脳と心という二分論の克服」、「個人を超えた複数の人間のあいだ

に成り立つ心」、「社会や環境が育む心」、「心の進化」、である。過去 3 年間の活動

を振り返る。 

2011 年度は、『比較認知科学』という学問を標榜してきた代表者の立場から、とり

わけ「心の進化」という視点に焦点を当てた。認知科学や神経科学だけでなく、霊長類

学や認知ロボティクスなど日本発のユニークな研究分野を交差させて、活発な討議をお

こなった。もうひとつ特記すべきは、宗教の取り込みである。禅や浄土宗など異なる立

場からの話をきき、そこに現代の終末期医療の実態もからませながら、生老病死のまる

ごと全体をとりだして議論の俎上に乗せようとした。従来の科学の範疇を越えて、人間

の心のまるごと全体を理解するとともに、現実の暮らしの中から発想するような基礎科

学というものを目指した。そうした問題意識を参加者のあいだで共有することができた

のが 2011 年度の実績だといえるだろう。 

2012 年度は、この研究プログラムが中核を担って、国際高等研究所が主催する第 2

回国際高等研カンファレンスと国際レクチャーとを 2012 年 12 月に開催した。そのため

に、4 月と 9 月に、ともに外国人研究者を外部資金で招聘して、すべて英語で話題提供

する研究会を組織した。要は、12 月に開催する本番の国際集会に向けての練習の意味が

あった。会の運営、会場設営、宿泊施設の利用など、実際の現場経験を積むことで、ず

いぶんと改善することができた。国際高等研の事務方の万全の支援体制もあって、国際

カンファレンスと国際レクチャーはつつがなく終了できた。こうした国際集会の開催を

通じて、本研究プロジェクトがめざす、日本から発するオリジナルな「心の起源」に関

する先端的研究が推進されたといえるだろう。この問題を認知科学や神経科学だけでな

く、霊長類学や認知ロボティクスなど日本発のユニークな研究分野を交差させて、活発

な討議をおこなった。国際カンファレンスにおいては、研究プロジェクトの包含する宗

教までは取り込めなかったが、開催初日の狂言「三番叟」のように、身体性を基盤にも

った深い精神性のある芸術を体験できた。従来の科学の範疇を越えて、人間の心のまる

ごと全体を理解するという問題意識をもとに、参加者のあいだで活発な討論と意見交換

のできたのが 2012 年度の実績といえるだろう。 

2013 年度は、この研究プログラム 3 年間の最終年度としてプロジェクトに一定の区
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切りをつけた。前年度(2012 年度)に、国際高等研究所が主催する第 2 回国際高等研カン

ファレンスと国際レクチャーとを 2012 年 12 月に開催した。そこでは、霊長類学、認知

科学だけでなく、神経科学とロボティクスを加えて、人間の心の起源の解明をめざした。

その会議で明確に意識されたことは、「比較認知科学」と称する学問分野の確立の必要

性・必然性である。人間の心の進化的起源を解明する学問分野だ。さらに、そのために

必要な 2 つのことが明確に意識された。第１に、人間にもっとも近縁なチンパンジーや

その他の霊長類だけでなく広範な動物種を研究対象にする必要があること。第２に、か

れらが本来は野生であることに鑑みフィールドワーク（野外研究）に確固とした学問基

盤をもつことである。その２つの問題点を念頭において、3 回の研究会を開催した。 

高等研の基本理念や目的である、「研究萌芽の創出・新領域の開拓」、あるいは「新

たな学術の芽を見つけ、学術の芽を育てること」について述べる。活動総括として、新

しい学問領域の芽が生み出されたと思う。まず、心の起源を多面的に検討することで、

心の進化を解明する比較認知科学という学問の有用性を明確に意識できた。さらに、そ

の発展のためには、多様な動物種の比較と、フィールドワークの重要性が意識できた。

そうした２つのベクトルの交じり合う場所として、新しい学術の芽が見つかったと思う。

「ワイルドライフサイエンス」である。人間を含めた多様な生命の営みを現場（フィー

ルド）で検証する学問である。しいて日本語に訳せば「自然学」というのがそれに近い。

研究者の眼がよりミクロな世界の生命科学に向くという世界の潮流のなかで、よりマク

ロな世界に眼を向けて広い視野から人間の本性を考える学問が、これからの時代さらに

必要になるだろう。「ワイルドライフサイエンス」という、心の起源の研究から生まれ

た新しい着想をこれから育んでいきたい。 
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（２）老いを考える（2012～2014 年度） 

研究代表者：松林 公蔵 （京都大学東南アジア研究所教授） 

研究概要：我が国では、75 歳以上の後期高齢者人口は今後 20 年間に倍増（１千万人増）

し、65-74 歳の前期高齢者人口を数においてはるかにうわまわる。近年、老化に関する

分子遺伝学的研究は急速に進んでいる。一方、臨床老年医学の領域では、高齢者の慢性

疾患の増加によって、Disease の治療だけでなく、Disease が結果としてもたらす Disa

bility の予防・介護に重点が移ってきた。申請者たちは、臨床老年医学、認知症学、分

子遺伝学、老年心理・社会学、進化学など、それぞれ老化に関する個別 Discipline の学

問研究を推進しつつも、これらを統合し止揚する観点が重要であるとの認識から、本研

究では、「老い」に関する領域横断的な新たな学問パラダイムの構築をめざす。 

  

本年度の研究実績： 

2013 年度の研究会においては、期初の研究目的である「老いの研究」の基礎構造で

ある少子高齢社会に関する実態概念を討論・共有した。将来の人口構造の推計とその対

策に関しては、さまざまな観点が可能であるが、日本のみならず現在世界中で進行して

いる現実は、歴史上かつてない人口動態の革命ともいうべきものである。この人口革命

は、将来の世界秩序を形づくる点で、その重要性にもかかわらず、人口学研究者の間で

すらその地政学上の波及効果に関する評価は一定していない。政策決定者の間でもこの

変化がもたらし得る最悪の結果を緩和するための政策を今実行すべきかどうかという

議論がようやく行われるようになった。日本を先頭とする世界中の国々が今、深遠な人

口動態上の変化にみまわれており、出生率の低下と寿命の延長が同時に、大きく継続的

におこっており、これは人類の歴史上かつて経験のない事態ともいえる。今後の 20-30

年で間違いなく多くの国々が今よりも総人口が減少し、かつ高齢者の割合が高い国とな

る。国によっては、この人口動態上の衰退があまりに激しく、経済成長はもとより、社

会保障費の負担など、国際的安全保障の履行まで困難になることも予想される。少子高

齢化は世界全体を通して共通の現象といえるが、その進展の度合い時期は国によって、

また地域によって大きく異なる。 

とくに、少子高齢化と総人口減少のフロンティアに位置するのが日本である。日本国

内でも、過疎高齢化は郡部を中心として現在でも深刻に進行しているが、同時に近年、

都市部の高齢者の割合の増加も顕著で、コミュニティーの絆の薄い都市部では、高齢者

をケアーする施設の相対的な不足が医療・介護難民をもたらし、高齢者の孤独死も今や

少なくない。 

2013 年度の研究会では、以上のような、人口動態の激変の渦中に私たちは存在して

いるという基本認識にたって、2013 年の 2 回にわたる研究会を通じて、下記のような

各論的議論の共有をおこなった。 

１）基礎生物学的な研究の進展 

基礎生物学分野では、寿命のメカニズム研究、アンチ・エージング研究、iPS 細胞の

応用研究などが進展し、寿命の延長の方向に滔滔として進んでいる。今まで、人間の寿

命の限界と考えられていた 120 歳をこえて、150 歳くらいを想定する研究者もでてきて

いる（ソニア・アリソン「寿命 100 歳以上の世界」）。ただ、これら基礎研究の方向性

と現実の老年医療、高齢者介護、労働人口をもとにする財政基盤、死生学の哲学との議

論は、まだ道半ばである。 
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２）病院医学とフィールド医学 

高齢者医療が病院医学のみでは完結しないことは明らかであり、地域におけるフィー

ルド医学的予防、地域における介護が重要であることが認識されている。国がすすめて

いる地域包括支援センター構想は、医療・介護費用の削減がその目的の前提にはあるも

のの、さまざまな慢性疾患をかかえた高齢者の医療・介護を病院のみで対応することが

困難であるといった現実的な実情にも由来している。「住み慣れた地域で安心して自分

らしく」ということをめざす、いわゆる“Aging in Place”という概念は、徐々に全世界

に広がりつつあるが、本研究会では、都市部の柏市、郡部の高知県土佐町、秋田県、ま

た本研究会会員が推進しているブータンにおけるヘルスケア・デザインなどの社会実験

実績をもとに、高齢者医療・介護の多様性を論じて、地域固有のヘルス・ケアデザイン

の重要性を議論した。 

３）高齢者の健康実態と終末期医療 

日本では、高齢者の約８５％は元気であり、１５％が介護を必要としている。高齢者

のためのヘルスケア・デザインでは、前者の元気な高齢者に対しては健康増進と健康寿

命の延伸が求められる。一方、後者の要介護高齢者には、質の高いケアーシステムの構

築が要請される。とくに、身体介護を要する高齢者と同時に、認知症高齢者のケアーを

どのように行うべきかについては、2012 年に国は、「認知症施策推進５カ年計画（オ

レンジプラン）」を策定して、実施にのりだした。現時点では、認知症の根本的な治癒

は困難であるので、認知症高齢者の Quality of Life を維持しつつ、家族の介護負担を

軽減させる方策が種々議論された。これに対しても、医療機関、ヒューマンリソース、

地政学的状況などによってそれぞれに異なる地域固有の状況に照らした対応が求めら

れるが、全国一律の医療制度のもとでの運用には数多くの課題が発見されている。また、

欧米では、長期にわたる延命措置は患者に帯する虐待ととらえる倫理観が存在するが、

日本では生命重視の考え方が根幹にあるために、延命措置からの医療の撤退に関しては、

賛否両論に分かれる。意識のない高齢患者さんに対する人工呼吸機の中止は、現行の法

律制度のもとでは違法とされるケースが多く、終末期医療と法との整合性も今後の課題

である。 

４）医療・介護に関する財政制度 

医療・介護を支える財政基盤の予測は困難である。しかし、いま何ができるのかを考

えることが重要である。65 歳から 74 歳の層をどうみるかが一つの鍵となる。限界集落

では、この年代が後期高齢者を支える側であることは通常である。高齢者の定義を 75

歳以上とし、かつ生産年齢人口（支え手）の年齢幅を 15-69 歳と再定義すれば、30 年

後の超高齢化社会においても現在と同じレベルで、一人の高齢者を 2.7 人でささえるこ

とになる。今後、首都圏では 85 歳以上の独居老人が増加するほか、各地域で高齢化率

が急増し、都道府県内の分布では軒並み県庁所在地に高齢者が集中して多くの地域で人

口密度は低下する。徒歩圏内に生鮮食料品店が存在しないことは高齢者単独世帯数にと

って問題となるが、2050 年にはこの世帯は倍増する。また、現在国土の 5 割に人が居

住しているが、今後居住地域は 4 割にまで減少する。これは、賃金や有効求人倍率の地

域間格差と人口集中には高い関連性があり、地方との経済格差により首都圏や都市部に

人口が流入することによる。若者の安定雇用、女性の出産後雇用継続、年齢にかかわり

なく働きつづけることができる社会づくり等全員参加型社会の実現がその対策となる。

今後、税金や社会保障をめぐる世代間分配論争について考えていかねばならない。 

５）死生観 

若さを重視する価値観は、速さに価値があり、高齢者の尊敬につながりにくい。一方、
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心を重視する価値観では、人のため・風雅・品・聖なる、など深さの価値観で、高齢者

の尊敬につながり精神は奥深い歴史に帰属して続く。在宅での他界により、家族・親戚

での看取りが重要と思われる。死に関する自己決定をしておかないと自分が望む医療は

受けられないのみならず、医療者や家族に困惑を起こさせ、社会資源の無駄遣いをする

可能性ある。死や終末期医療の現実についてさまざまな教育が必要である。日本にはお

仏壇やお墓参りを通じて、この世とあの世をつなぐ絆を感じる経験智がある。往生とは

「往き生まれる」を意味するが、死者も遺族と繋がっていると感じることができる死生

観を大事にしたい。死者の気配や臨終体験、お迎え現象については欧米の大学医学部で

も研究対象となってきた。しかし、日本では、医師は患者の死によって敗北感を味わい、

看護師・介護者のなかには燃え尽きてしまうものもいる。介護における燃え尽きは、情

緒的疲弊(→医療ミス)、離人化(→冷淡な態度)、非自己成就(→離職)などにつながる。介

護者の燃え尽きの要因は患者の認知症、夜間起床回数と関連する。介護者が、患者の行

動を理解、対応できるか、意味ややりがいを感じるかどうかが、介護の質と関連してい

ることがあきらかになった。 

これまで、「死」の問題は、タブー視されてきた観があるが、老年学では、Quality 

of Death を議論する必要がある。 

 

参加研究者：18 名（◎研究代表者 ） 

◎ 松林 公蔵  京都大学東南アジア研究所教授（老年フィールド医学） 

秋山 弘子 東京大学高齢社会総合研究機構教授（社会心理学） 

井口 昭久 愛知淑徳大学教授（老年医学） 

大塚 邦明 東京女子医科大学東医療センター教授（時間医学老年総合内科） 

奥宮 清人 総合地球環境学研究所准教授（フィールド医学） 

小澤 利男 東京都健康長寿医療センター名誉院長（老年医学） 

葛原 茂樹** 鈴鹿医療大学教授 

坂本 龍太 京都大学白眉センター・東南アジア研究所特定助教（フィールド医学） 

佐倉  統 東京大学大学院情報学環教授（進化生物学） 

佐々木英忠 仙台富沢病院顧問（老年医学） 

陣内 陽介** 中村病院・院長 

瀬戸 嗣郎 静岡県立子ども病院院長（小児科学） 

出水  明 出水クリニック院長（在宅終末期医療） 

平田  温 北秋田市民病院副院長（神経内科/高齢者医療） 

 （2012 年度途中から参加） 

藤澤 道子 京都大学東南アジア研究所特任助教（老年医学） 

カール・ベッカー 京都大学こころの未来研究センター教授（死生学） 

 （2012 年度途中から参加） 

米原  伸 京都大学生命科学研究科教授（分子遺伝学） 

和田 泰三 京都大学東南アジア研究所特任准教授（終末期医療学） 

 

研究会開催実績： 

第 1 回 2013 年 9 月  6 日～9 月 7 日  （於：高等研） 

第 2 回 2014 年 1 月 31 日～2 月 1 日 （於：高等研） 
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話題提供者：12 名 

今井 必生 京大医学研究科フィールド医学 

岩本 康志 東京大学大学院経済学研究科教授 

宇野 雅晴 京都大学大学院生命科学研究科研究員 

木村 友美 京大東南アジア研究所連携助教 

葛原 茂樹 鈴鹿医療大学教授・三重大学名誉教授 

陣内 陽介 高知・中村病院院長 

陳・ブンレイ 京都大学大学院医学研究科フィールド医学 

成田 康子 うえだクリニック看護部長 

広崎 真弓 関西大学人間健康学部助教 

水島  希 東京大学情報学環佐倉統研究室特任助教 

山首 尚子 高知県土佐町社会福祉協議会 

山中  崇 東京女子医科大学東医療センター在宅医療部准教授 

渡部麻衣子 東京大学情報学環学佐倉統研究室日本学術振興会特別研究員 

 

その他参加者：3 名 

木村 友美 京都大学東南アジア研究所連携助教 

平田 和男 桑名南医療センター院長 

松橋 雅子 一般財団法人たかのす福祉公社理事長 
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（３）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 

（2012～2014 年度） 

研究代表者：川上 浩一（国立遺伝学研究所教授） 

研究概要： 次世代シーケンサー等により、ヒトをはじめとした脊椎動物ゲノムに関する

膨大な塩基配列データが蓄積されつつある。しかしながら、高等動物の全体像の理解や

そこに到る戦略は不十分である。とりわけ脳神経系の機能の解析には様々な困難があり、

期待されるように進んでいない状況にある。このような状況においては、行動と遺伝子

とを連関させる新しい遺伝学の開拓が是非とも必要である。本研究では、モデル生物の

一つであるゼブラフィッシュを用いて「行動突然変異体」を系統的に分離・収集し、そ

れらをゲノム工学とイメージングサイエンスの手法を駆使して、ゲノム・遺伝子レベル、

細胞レベル、器官レベル、個体レベルで解析した結果を糾合して、次世代の「行動遺伝

学」「神経遺伝学」「神経系の進化学」などの新しい遺伝学の分野を創出することを目

指すものである。 

 

本年度の研究実績： 

2013 年度は、海外からの講演者を交えた研究会を開催する。海外研究者招聘の経費

等を考慮して年１回の会議の２月２７−２８日に開催した。 

今回の会議では、イメージング手法、オプトジェネティクス手法を開発、あるいはそ

れらを駆使してモデル動物における脳神経回路機能研究の分野で活躍している国内外

の研究者が、講演・話題提供を行なった。 

海外から３名の研究者を招聘し、以下のテーマで話題提供を行ない、それらについて

議論・考察した。 

Thomas Oertner (Center for Molecular Neurobiology Hamburg)： 

Synaptic Plasticity Regulates Network Wiring 

Johann Bollmann (Max-Planck-Institut)： 

From vision to action: visually guided behavior in zebrafish 

Feng Zhang (MIT)：Neuroengineering - Molecular and Optical Axes of Control 

 

国内からは、参加研究者以外の３名の研究者を招き、以下のテーマで講演・話題提供

を行ない、それらについて議論・考察した。 

八尾 寛（東北大学） ：Optogenetic patterning of somatosensory perception 

林康 紀（理研 BSI） ：Role of cytoskeleton in hippocampal synaptic plasticity 

松田信爾（慶応大学） ：Molecular mechanism and controlling method for long

term depression 

参加研究者からは３名が以下のテーマで講演・話題提供を行ない、それらについて議

論・考察した。 

中井淳一（埼玉大学） ：Analysis of C. elegans neuromuscular system with 

  genetics,imaging and optogenetics 

日比正彦（名古屋大学）：Deciphering cerebellar neural circuitry using the 

   zebrafish model 

川上浩一（国立遺伝研）：Genetic dissection of functional neuronal circuits 

   by the Gal4-UAS approach 

参加研究者の研究室から、５名の若手研究者が以下のテーマで話題提供を行ない、そ

れらについて議論・考察した。 
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久野 悠（理研 QBiC、川原敦雄研究室） ：Genome modifications by the CRIS

PR/Cas9 system in zebrafish 

宮坂信彦（理研 BSI、吉原良浩研究室） ：Olfactory Projectome in the Zebrafi

shForebrain Revealed by Genetic Single-Neuron Labelin

g 

水野秀信（国立遺伝研、岩里琢治研究室） ：NMDAR-regulated dynamics of layer 

4 neuronal dendrites during thalamocortical reorganizatio

n in neonate 

大倉正道（埼玉大学、中井淳一研究室） ：GECI overview 

江川 遼（東北大学、八尾寛研究室） ：ChRd overview 

 

これらを通じて、カルシウムセンサー等最新のイメージング技術、チャネルロドプシ

ン等の最新の光遺伝学（オプトジェネティクス）の技術、Crisper/CAS9、Talen、Tra

nsposon 等最新の遺伝子工学技術について洞察を深め、神経科学研究、脳機能研究から

新しい概念を生み出すためのアプローチについて研究した。 

 

参加研究者：13 名（◎研究代表者 ） 

◎ 川上 浩一 国立遺伝学研究所教授 

 （ゼブラフィッシュの遺伝学、トランスポゾンを用いたゲノム工学） 

岩里 琢治 国立遺伝学研究所教授（マウス遺伝学による脳機能研究） 

岡本  仁 理化学研究所脳科学総合研究センター・シニアチームリーダー 

 （ゼブラフィッシュを用いた神経科学・行動遺伝学研究） 

川原 敦雄 理化学研究所生命システム研究センター研究ユニットリーダー 

 （2013 年度から参加） 

 （ゼブラフィッシュを用いた器官形成研究、分子生物学研究） 

近藤  滋 大阪大学大学院生命機能研究科教授 

 （パターン形成機構の理論的・実験的研究） 

瀬原 淳子 京都大学再生医科学研究所教授 

 （マウス、ゼブラフィッシュを用いた器官形成） 

中井 淳一 埼玉大学脳科学融合研究センター・脳機能解析部門教授 

 （新しいカルシウムプローブの開発、カルシウムイメージング） 

東島 眞一 自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター准教授 

 （2013 年度から参加） 

 （ゼブラフィッシュを用いた神経回路形成研究、オプトジェネティクス） 

日比 正彦 名古屋大学生物機能開発利用研究センター教授 

 （ゼブラフィッシュを用いた器官形成、小脳研究） 

平田 普三 国立遺伝学研究所・新分野創造センター准教授 

 （ゼブラフィッシュを用いた神経回路形成研究） 

堀田 凱樹 東京大学名誉教授 （アドバイザー） 

松井  広 東北大学大学院医学系研究科准教授（2013 年度から参加） 

 （マウスを用いた脳機能研究、オプトジェネティクス） 

吉原 良浩 理化学研究所脳科学総合研究センター・シニアチームリーダー 

 （ゼブラフィッシュ、マウスを用いた嗅覚システム研究） 
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研究会開催実績： 

第 1 回 2014 年 2 月 27 日～2 月 28 日 （於：高等研） 

 

話題提供者：11 名 

Johann H. Bollmann  Max Planck Institute for Medical Research, Germany

 Group Leader 

Thomas G. Oertner  Institute for Synaptic Physiology, Germany, Professor 

  Feng Zhang MIT, USA, Professor 

江川  遼 東北大学生命科学研究科学振 PD 

大倉 正道 埼玉大学脳科学融合研究センター准教授 

林  康紀 理化学研究所脳科学総合研究センターシニアチームリーダー 

久野 悠 理化学研究所生命システム研究センター特別研究員 

松田 信爾 慶應義塾大学医学部生理学教室専任講師 

水野 秀信 国立遺伝学研究所形質遺伝研究部門助教 

宮坂 信彦 理化学研究所脳科学総合研究センター副チームリーダー 

八尾  寛 東北大学生命科学研究科教授 

 

その他参加者：7 名 

坂口 和弥 埼玉大学脳科学融合研究センター技術補佐員 

佐藤 文規 京都大学再生医科学研究所研究員 

永村ゆう子 埼玉大学大学院博士課程 1 年 

吉野 彬子 総合研究大学院大学大学院生 

Ailani Deepak 国立遺伝学研究所博士研究員 

Pradeep Lal 国立遺伝学研究所博士研究員 

Andrew Miller 国立遺伝学研究所博士研究員 
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（４）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 

（2012 年度～） 

研究代表者：志村令郎（国際高等研究所所長） 

研究概要：本プロジェクトの目的は、わが国における学術研究の現状を検討し、学術の将

来的なあり方を展望するとともに、これらの作業を通じて得られた成果を節目ごとにア

カデミアをはじめとする外部世界に発信していくことにある。 

 

本年度の研究実績： 

2013 年 9 月、12 月および 2014 年 2 月の計３回にわたって研究会を開催した。第１

回研究会では、今後当研究会において取り上げられるべき重要なサブテーマのいくつか

が提起された。こられを念頭に置きつつも、第２回研究会からは必ずしもサブテーマに

とらわれない話題が参加研究者の一人から提供され、それをめぐって活発な討論が繰り

広げられた。具体的には、第２回は村上陽一郎氏から「Science, Wissenschaft そして

科学」と題して「二つの科学」に関して、また第３回は広田襄氏から「分野融合」に関

する話題が提供された。いずれにおいても、科学史を踏まえつつ、科学研究のあり方を

根底的に捉えなおす上できわめて刺激的かつ有益な議論が展開された。都合３回の研究

会における討論の詳細な内容は、今後さまざまな形で活用可能なようにすべて記録され

保存されている。 

 

参加研究者：20 名（◎研究代表者） 

◎ 志村 令郎 国際高等研究所所長 

石井 紫郎 日本学術振興会学術システム研究センター顧問・東京大学名誉教授 

大竹 文雄 大阪大学社会経済研究所教授 

苧阪 直行 京都大学大学院文学研究科名誉教授・日本学士院会員 

勝木 元也 基礎生物学研究所名誉教授 

唐牛  宏 東京大学数物連携宇宙研究機構特任教授・国立天文台名誉教授 

川那部 浩哉 京都大学名誉教授 

九後 太一 京都産業大学理学部客員教授・益川塾副塾頭・京都大学名誉教授 

蔵本 由紀 国際高等研究所副所長 

小泉 潤二 国際高等研究所副所長 

坂野  仁 福井大学医学部特命教授・東京大学名誉教授 

清水  潔 弁護士・明治大学研究・知財戦略機構特任教授 

土屋 和雄 京都大学名誉教授 

永田 和宏 京都産業大学総合生命科学部教授・京都大学名誉教授 

中村 桂子 JT 生命誌研究館館長 

廣田  襄 京都大学名誉教授 

観山 正見 広島大学学長室特任教授・国立天文台名誉教授 

村上 陽一郎 東洋英和女学院大学学長・東京大学名誉教授 

山尾 文明 国際高等研究所所長補佐 

吉川 研一 同志社大学生命医科学部教授・京都大学名誉教授 
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研究会開催実績： 

第 1 回 2013 年 9 月 24 日 （於：高等研） 

第 2 回 2013 年 12 月 6 日 （於：高等研） 

第 3 回 2014 年 2 月 21 日 （於：高等研） 

 

話題提供者：2 名 

村上 陽一郎 東洋英和女学院大学学長・東京大学名誉教授 

廣田  襄 京都大学名誉教授 
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（５）「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－」（2012～2014 年度） 

研究代表者：毛利 三彌（成城大学名誉教授） 

研究概要： 日本、中国、韓国の古典演劇（能、狂言、歌舞伎、人形浄瑠璃、京劇、崑劇、

川劇、儺劇、タルチュム、パンソリ）が、科学技術の進歩とともに到来した近代という

時代に、どのように変質したかを、「演劇という芸術の近代化」という視点や、近代に

おける東アジアの民俗芸能の変容という視点をもまじえて検証し、「伝統」というもの

の実態を把握し、「文化」の動態把握のモデルを提示する。 

 

本年度の研究実績： 

今年度は、研究発表の仕方に独自の工夫をした。すなわち、個別発表の他に、プロジ

ェクトの課題に沿っ特別なテーマのもとに、それに関する重要な文献、論文を、あらか

じめ全員が読み、それぞれコメンテーターに批判的報告をしてもらった上で、全員で質

疑し、討論するシンポジウムを行ったことである。 

今回選んだテーマは、〈劇場〉で、まず一般的な〈劇の場〉について理論的考察をし

た論文をとりあげ、そのあと、能、歌舞伎の上演の場の、近代における外的、内的変化

を扱った著書を検討した。 

個別発表とともに、非常に活発な討論が行われ、各研究員の研究に大いに寄与すると

ころがあったと思われる。 

以下に、研究会後、全員に送付した、研究代表者による全体の総括文を掲載し、活動

実績の報告とする。 

１）伝統文化の変化の要因 

今回の討論で明らかになったことの一つは、芸能や演劇が変化する要因として、大き

く三つが考えられるということである。一つは、その芸態自体の要請、いわば美学的意

思による変化。二つ目は、その芸能、演劇を享受する社会の趣向、感性に合わせた変化。

もう一つは、当事者に直接かかわらない支配権力の強制による変化である。これらを、

かつて流行ったコミュニケ―ション理論の用語をかりて言えば、次のように区別できる

だろう。 

①送り手による変化――美学的 

②受け手に対する変化――社会的 

③第三者からの変化――政治的 

言うまでもなく、これらは孤立してではなく、互いに重りあって生じるが、それぞれ

の比重、度合の違いを見極めるのは、そう容易ではない。たとえば、山路氏の述べたよ

うに、石見神楽の明治以降の変化は、政府による神職関与禁止という政治的圧力による

もので、これで消失するのが一般的であるところを、石見地方では、村の若ものに神職

に代わる参与の意思があったことで、今日の石見神楽が存続した。当然、それなりの芸

態の変化をきたしたに違いないが、そこでは、この神楽を存続させようとする村自体の

いわば社会的深層心理ともいうべきものも働いていただろう。その比重の差を量る術は

あるであろうか。その判断には、どうしても、研究者の主観的、印象的なものが入って

くる。言い換えれば、その変化の歴史的事実は、今日のわれわれの感性、ひいては今日

の社会の要請によって成り立つ。つまり、二重のスクリーンを通してしか、その変化の

理由を考えることができないということである。 

今日のわれわれの感性による判断の問題は、大西氏の紹介した明治、大正、昭和の浄

瑠璃語りの名人たちの録音を聞いたときにも、浮上したことである。その語りかたが、
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通俗的な感じから次第に高尚なものへと変化しているのは、たしかに言われたように、

山城少掾の個人的な感性と力によるところが大きく、それはまた当時の知識層の支持の

下に生じたことだろう。しかし、これも大西氏の指摘したように、われわれの耳がすで

に、山城少掾によってその美的尺度の方向付けをされているということがある。私には、

明治の録音からは、少なからず浪曲のような印象を受けたが、この印象自体が近代のも

のであるということと同時に、そこにこそ、明治の人形浄瑠璃の圧倒的な人気の源があ

ったのかもしれず、山城少掾を高く評価する風潮が高まれば高まるほど、文楽の大衆的

人気は下降したとも言えるかもしれない。もともと歌舞伎や人形浄瑠璃は、大衆的、通

俗的なものであった。その、かつての感性のありどころを、それと無縁に近いわれわれ

が、わずかな録音やフィルムから推しはかることは、考古学者が、僅かな骨の出土から、

見たこともない恐竜の全体像を復元するのと同じような具合に行くのかどうか。 

録音や映像が出る以前のことになれば、もちろんすべて文書記録に頼るしかない。た

とえば、昨年第一回研究会の「総括」で、内山氏と山路氏による人形浄瑠璃における三

業合体の仕方、時期についての議論に言及して、私は、慶長十九年に三者が合体してい

たという記録が残るだけだとすれば、それ以前に三業のいずれがいずれと先に結びつい

たかは、所詮推測の域をでないだろう、と書いた。その後、内山氏から、慶長十九年の

記録で明らかなのは、浄瑠璃と人形の結合のみで、三味線が加わっている画証の初出は

1630 年頃まで待たねばならないと指摘された。そうであればなおのこと、「浄瑠璃」

という名称の一般化の問題とともに、いずれの説も決定的な記録文書によって確証され

るものではなく、ここで事実関係を云々しているのも、われわれの感性によることでし

かないわけである。われわれの感性もまた、明らかに他からの作用（さまざまのかぎら

れた資料、また権威によるその解釈）に左右される。屋内に入った能楽堂でも、能舞台

が屋根に覆われている理由について、天野氏と山路氏で必ずしも見解の一致は見られな

かったが、そもそも歴史とはそういうものであるとすれば、すべては水掛け論というこ

とになる。時代によって、歴史観によって、異なる歴史が書かれる所以だが、伝統と近

代という比較的近い時期の問題でさえ、この歴史の制約をまぬがれるものではないとい

うことであろうか。だが、水掛け論は、評論には許されても、研究では許容されない。

とすれば、せめて論争の中から何かをくみ取ることによって、単なる水掛け論の域を出

ようとするしかないのではあるまいか。 

２）感性と論理 

近代的論理では説明できない過去の事例や行為や要素に、宗教的儀式の意味をみて納

得する風潮は、いつの頃から一般的になったのであろうか。おそらく、十九世紀半ば以

降、われわれの発想を圧倒的に支配していたいわゆる進化論的論理が、二十世紀後半に

くずれてきたこと、民俗学、人類学が社会的認知を獲得してきたことなどと時期を同じ

くしているのだろう。特に伝統芸能、演劇の諸々の要素に儀礼的意味をみてとることは、

いまや研究者の間で自明のことのように行われている。考古学的出土品でも、謎めいて

いることは宗教的意味をもつとして納得されるのが一般的である。それがわれわれに、

抗しがたい説得性をもつのは、かつて進化論的論理がほとんどすべての分野で疑問を感

じさせなかったように、二十世紀後半になると、宗教的感性論が圧倒的な支配力を発揮

してきたからに違いない。それは、そもそも社会がそういう感性を失ってきたことを証

する。欧米で特にその風潮が強いのは、非西欧の文化伝統に宗教的感性を見ることで、

彼らの感性の希薄さを補っているのではないかと勘繰りたくもなる。言うまでもなく、

論理は普遍的だが、感性は個的なものである。欧米研究者が、日本の伝統芸能に宗教的、

儀礼的な意味を見て称揚するとき、その見解が、往々にしてわれわれに違和感をもたせ
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ることがあるのは、彼らとわれわれの感性の違いに由来するものであろう。状況の違い

もある。岩波新書『仏像の顔』は、フェノロサが奈良の寺社の仏像調査で、法隆寺の百

済観音を覆う白衣をとってはじめてその実像を目にしたとき、エジプト彫刻に似ている

印象をもったこと、だが、和辻哲郎は、異議を唱えて、エジプトの像は人間的だが、こ

れは瞑想的、非人間的だと述べたと記している。著者は、ここに日本人と西洋人の感性

の違いをみているが、同時に、はじめて思いがけなく百済観音をみたフェノロサと、幾

多の評判を聞いた後で実像を見たに違いない和辻との状況の違いもまた、大きく作用し

たはずである。おそらく、同様のことが、われわれの外国の芸能・演劇の研究にも生じ

ているだろうし、過去の歴史事例の研究の場合にも見られるに違いない。 

また、山下氏の発表した中国の伝統的な人形劇に、ロシアの近代的な人形劇の技術が

注入されたとき、中国人が感じた違和感と、それによる演劇的感性の変化がどれほど中

国化してきたか、という問題も、日本の演劇近代化の問題につながる。伝統演劇の中で

さえ、ほとんど無自覚に近代的論理に従った表現に変化していることは多々ある。平林

氏の報告にあるように、京劇の場合は、周囲の近代化への反動として出てきた「古装新

戯」が、同時に近代化への歩みでもあったことは、その後のあり方も含めて、九代目團

十郎以後の歌舞伎に類似するところもあると思われる。ただ、女形としての梅蘭芳の世

界的評価にもかかわらず、その後の京劇では女優が支配的になった。これはもちろん批

評家をはじめ観客一般の感性的支持によるのであろう。日本の新派の場合も、戦後まで

女形が重要視されたとはいえ、女優にとって代わられる趨勢は止められなかった。これ

が劇団の事情によるのか、俳優の感性の変化によるのか（新派女形を志す俳優が出てこ

ない)、新派観客の好みののせいなのか、ここでもそれらの比重の大きさを決めることは

難しいだろう。それは、新派が歌舞伎と新劇の中間的性格をもつことの証左であるよう

にもいわれるが、それならば、近代京劇もまた、伝統劇と近代劇の中間的なものとなっ

ていったといえるのかどうか。 

しかし、こういった演劇・芸能の近代の変化を支えるのが、社会の一部にかぎられる

感性であることも、また一つの近代的あり方である。外国人には、しばしば、それが一

般化されたものに見えてしまうのだろう。 

３）第三者の力 

支配層による禁令や法令の出されたことが文書記録として残っている場合は、権力の

作用は明らかであると思われがちである。だが、その法令がどこまで遵守されたかとい

う問題になると、これまた、にわかには決め難い。木村氏の報告したチベット仏教に対

するモンゴル政府の関わりや、中国の特に共産党政府の関与の仕方などに、社会一般の

状況や感性がどう重なっていたか。権力による強圧で否応なく変化させられたのか、実

際には、社会の深層的な支持があって変化したのか。いずれの実例も過去の歴史に事欠

かない。伝統儀礼の形が厳守されても、それを破るのが子供であるときには寛容である

事例が報告されていたが、これもまた宗教的意味によるのか、幼少児の社会的扱いによ

るのか、あるいは儀礼芸能自体のルーズさのせいなのか、これを正しく判断するには、

木村氏のように長くその地にあって、対象だけでなく、社会慣習を知る必要があるだろ

う。通常の外国人研究者に困難な所以である。 

逆に、支配層が奨励しても、広がらない場合もある。明治になって、女優と男優の共

演が許されたが、新派のみならず新劇でも、男女共演はなかなか一般的とならなかった。

その反面、劇場自由令はかなり早くに結果をもたらした。能楽も、芸態はそれほど変わ

らず、変わることがそれほど要請されもしなかったが、劇場(能楽堂)は、大きく変化し

た。昨年の第一回研究会で私が紹介した近代化理論では、内的要素より外的要素の方が
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早く容易に変化するという法則が出されたが、外的変化は、当然、内的変化もきたして

いるに違いない。そして男女共演というようなことは、実は外的なことで、問題はそれ

によってどのように演技が変わったかということ、また、どのようなドラマが作られる

ようになったかということが、内的な要素となる。新歌舞伎でも女優は混じらなかった。

能や新派では、女性の上演が許容されているが、その事情は異なる。いずれにしても、

男性のみであった演劇に女性が混じるようになるのは、明らかに西洋の影響であろうが、

この近代西洋の感性を、日本人の演劇的感性が受け入れるには、なにが必要だったのか。

これは、舞台表現だけでなく、中尾氏が問題にした「夢幻能」の呼び方にも関わること

かもしれない。彼女が先回は言及していたストリンドベリの「夢幻劇」を私は「夢の劇」

と言いかえているが、それは「夢幻」の語が必ずしも原作の「夢」の意味と同じではな

いからである。逍遙が歌舞伎を夢幻的といったときも、夢とは違う意味で使ったと思わ

れるが、能の種類として、「複式夢幻能」の言い方が広まってしまうと、語の本来の意

味から離れて、われわれの語感と齟齬をきたさなくなる。女優の登場も、舞台の西洋化

も、同様に慣れてしまえば、それが本来のあり方だと思われて来る。断るまでもなく、

これが支配層の権力行使を社会に受け入れさせる常套手段だが、社会的感性が受け入れ

たのか、受け入れたようにみせているのか、実際には、違和感が底に沈んでいるのか、

それらを判然とさせるのは難しい。 

４）劇場の範囲 

劇場とは必ずしも建物ではなく、劇を行う場ということだが、議論は舞台形態の方に

集中して、見る側の場所については、あまり注意が向けられなかった。しかし、演劇は

観客がいて初めて存在する以上、劇の場は観客の占める場があって劇場となる。それに

は客席だけでなく、劇が始まる前や休憩時に観客がいる場所も、当然含まれる。だが、

ここに注目した研究は稀である。資料として出した西洋の舞台変遷の一覧図も、舞台・

客席が中心で、その外には、あまり頓着していない。日本の劇場の図でも同様である。

ブロードウェイの劇場では、客席から扉一枚ですぐに街路にでる構造も珍しくないが、

そのくせ欧米では、ごく小さな劇場でも、休憩時に飲食するところ、少なくともバーは、

必ずある。客の飲食する場、その時間、メニュー等は、西洋の近代劇場では変化が著し

かったが、日本の劇場ではどうか。ここに西洋の影響はあったのであろうか。歌舞伎劇

場では、茶屋制度がくずれていくとき、どのような場所が代替として一般的となったの

か。 

朝鮮王朝期には、屋内劇場は存在せず、二十世紀になって初めてそれができたという。

とすれば、朝鮮・韓国での劇場形態の近代の変化は、他に類を見ない急激なものだった

と言えよう。中国でも、京劇の場合、二十世紀には、いわば能舞台が歌舞伎舞台に変わ

ったくらいの形態の変化があった。それは、歌舞伎が、「能舞台」での上演から始まっ

て、長い歴史の中で、少しづつ舞台形態を変えていった流れを、あっという間に実現し

たということであろうか。 

劇場でも、「１）で述べた変化をうながず三つの要因を見ることができるだろう。外

的要素としての舞台形態の変化に対し、内的要素の変化、つまりそこでの俳優の動き、

声の変化を知ることの重要性が指摘されたが、それを知るのは難しい。歌舞伎劇場の花

道の形は、江戸期に江戸と上方で違っていたらしいが、現在も花道は適宜変化させるこ

とが許容されている。おかげで、一般の舞台でも歌舞伎を演じることは可能だが、能の

場合も、橋掛かりの長さ、角度はある程度自由のようである。だから外国の劇場でも、

舞台の上に能舞台の大きさを設定することで、基本的に演出を変えることなく上演でき

る。だが、花道や橋掛かりの形の違いは、出や入りの演出を変えさせるだろうが、そこ
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での演技には、違いをきたさないであろうか。 

また、客席の形、性質の変化は、そこに入る客層の変化ももたらすだろう。また逆に、

近年の日本人の体の変化は、客席の椅子の大きさを変えさせてきた。年配者の多い演劇

分野では、若もの中心の劇場と同じような椅子というわけにはいかない。日常の家具の

変化に伴って、劇場の椅子は、以前よりはるかによくなったが、客層は、客席の大きさ、

形も左右する。演劇に不可欠とされる観客に関する研究は、どの意味でも重要でありな

がら、これまで、東西ともに、等閑視してきた。それは、歴史的な記録が少ないせいも

あるが、やはり、実践者、研究者の側で、sceno-centrism(舞台中心性)が支配してきた

からではないか。いま行われている舞台の映像化でも、客席の様子を十分に映している

ものは稀である。 

 

参加研究者：17 名（◎研究代表者 ） 

◎ 毛利 三彌 成城大学名誉教授／比較演劇 

天野 文雄    大阪大学名誉教授／能楽（2013 年度から参加） 

岩井 眞実 福岡女学院大学人文学部教授／歌舞伎 

内山 美樹子 早稲田大学名誉教授／文楽 

恵阪  悟 帝塚山大学人文学部専任講師／能楽 

大西 秀紀 京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター非常勤講師 

神山  彰 明治大学文学部教授／歌舞伎 

小田中 章浩 大阪市立大学大学院文学研究科教授／フランス近代演劇 

佐藤 かつら 青山学院大学文学部准教授／歌舞伎 

田草川 みずき 日本学術振興会特別研究員 RPD／日本古典演劇 

中尾  薫 大阪大学大学院文学研究科専任講師／能楽 

野村 伸一 慶応義塾大学文学部教授／韓国演劇 

平林 宣和 早稲田大学政治経済学術院准教授／中国演劇 

正木 喜勝 大阪大学大学院文学研究科招へい研究員／日本近代演劇 

山下 一夫 慶応義塾大学理工学部准教授／中国演劇 

山路 興造 世界人権問題研究センター第 2 研究部長／日本芸能史・民俗芸能 

横山 太郎 跡見女学園大学文学部准教授／能楽 

 

研究会開催実績： 

第 1 回 2013 年 8 月 27 日～28 日 （於：高等研） 

第 2 回 2014 年 2 月 27 日～28 日 （於：高等研） 

 

話題提供者：１名 

木村 理子 東京大学教養学部教養学科非常勤講師 

 

その他参加者：１名 

木村 理子  東京大学教養学部教養学科非常勤講師 

重田 みち 早稲田大学演劇博物館招へい研究員 
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（６）分子基盤に基づく生体機能への揺らぎとダイナミックネットワークの解明 

（2013～2015 年度） 

研究代表者：寺嶋 正秀（京都大学大学院理学研究科教授）  

研究概要：ここでは、DNA, RNA, タンパク質、膜分子の機能、構造変化などの化学反

応と共に起こる分子間相互作用の分子論的機構や、ダイナミクス・分子認識を含めた生

体内の化学反応過程を、揺らぎを含めた動的立場で理解し、生命をもたらす機能の本質

であるネットワークを、分子を基盤とした言葉で明らかにする。このために、従来は分

野が異なるため異なる学会で活躍していた研究者を融合させ、分野間の垣根をなくした

新しい先端領域を作り、その領域の発展を発信することを目的とする。こうした試みに

より、分子の視点で新たな疾病治療法などの応用が開発されることを期待している。 

 

本年度の研究実績： 

本研究では、生体分子の反応を理解するために、生体分子反応に揺らぎがどのように

関わっているのか、その揺らぎというダイナミクスをどのように利用して機能を作り出

しているのかなどを明らかにするための研究会を開催し、異なった分野の研究者が共通

の言葉で生体分子反応についての理解を深めることを目的にしている。更に、そうした

生命分子の反応に続く、様々な時空間スケールにおける生命分子の集合離散プロセスを

追跡するとともに、各構成要素の原子レベルの内部運動の変化を対応付ける科学の方法

論を構築する方策について議論し、発展させることもターゲットとした。 

こうした目的のために、4 月 21 日に以下のようなプログラムで第一回研究会を行っ

た。 

寺嶋 正秀「揺らぎと分子間相互作用の時間分解検出」 

上久保裕生「弱い相互作用で関連づけられたタンパク質分子集団の構造学的解析」 

佐藤 啓文「溶液内過程の理論化学：量子化学と統計力学」 

平岡 秀一「分子の噛み合いの半定量評価と自己組織化ダイナミクスの追跡」 

芳坂 貴弘「タンパク質への非天然アミノ酸の導入技術の開発と応用」 

佐藤 宗太「タンパク質オーダーの分子サイズを持つ巨大カプセル状錯体」 

加藤 晃一「生命分子のダイナミクスと自己組織化」 

稲垣 直之「神経細胞の対称性の破れと軸索伸長のメカニクス」 

岡本 祐幸「拡張アンサンブル法による複雑系の計算機シミュレーション」 

加藤 晃一「動的秩序形成と高次機能発現」 

 

本研究会によって、生体分子の関わる揺らぎの性質や、その機能とのかかわりを明ら

かにするための手法の概略が明らかになった。NMR や中性子散乱、あるいは量子化学・

分子動力学シミュレーションを組み合わせることで、揺らぎと機能との関わりが示され、

メンバー間の言葉の統一性が図られた。 

こうした進展を踏まえて、8 月 8 日、9 日に第 2 回研究会を行った。そのプログラム

を以下に示す。 

寺嶋 正秀「揺らぎと生体機能概観」 

上久保裕生「光センサー蛋白質からみた階層間の連動性」 

芳坂 貴弘「非天然アミノ酸導入技術を応用したタンパク質の新規合成・解析法の

開発」 

野口 博司「エントロピー駆動による膜間結合サイトの凝縮体形成」 

山口 拓実「NMR を用いた糖鎖のコンフォメーション揺らぎとクラスター特性の
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解析」 

楯  真一「揺らぎにより過渡的に形成される低存在率タンパク質構造と機能」 

西村 千秋「滴定法と遺伝子工学法による天然変性蛋白質揺らぎ構造のＮＭＲ検出」 

平田 文男「“非生物的揺らぎ”から“生物的揺らぎ”への“水”の役割」 

佐藤 啓文「構造揺らぎと集積化の分子理論」 

上岡 龍一「ハイブリッドリポソームを用いる難治性疾患ナノ治療を目指して」 

岡田 誠治「細胞膜揺らぎ修飾による造血器腫瘍の制御とその臨床応用」 

鈴木  元「セラミド合成酵素 CerS6 の肺癌における役割とそれを利用した治療法

の開発」 

飯野 亮太「生体分子モーターの揺らぎと機能」 

元島 史尋「シャペロニン援助フォールディングにおける揺らぎ抑制の役割」 

浜田 大三「免疫グロブリン軽鎖可変ドメインの構造揺らぎとアミロイド線維形成

能」 

加藤 晃一「生命分子システムにおける動的秩序形成と高次機能発現」 

稲垣 直之「ゆらぐシグナルを利用した神経細胞の対称性の破れ」 

佐藤 宗太「多成分からなる巨大球状錯体の動的秩序化」 

平岡 秀一「金属錯体型自己組織化体の形成メカニズム」 

これらの講演者以外に、参加者を募り、学部の４回生を含めて多くの参加者が集まっ

た。 

本研究会では、第一回研究会で深めた議論をもとに、更に具体的な揺らぎの性質と、

分子間相互作用を検出する手法を議論した。化学的な人工分子の集合体形成は、比較的

単純なエネルギー表面を辿り最安定種へ収束してしまうのに対して、生命分子は自己組

織化ダイナミクスによる生成種の変化や、準安定種への変換を起こすことで機能を発揮

すること、そして生命はそれをどのように達成しているのかなどについて議論した。ま

た、抗癌作用などの医学的な面への展開も議論された。もちろんこうした課題は、これ

から明らかにしていかなくてはならない分野であり、今後、物質やエネルギーの出入り

を伴う散逸構造や時間発展を実現している組織化された分子系の理解と創出を目指す。

また、人工的に分子構造揺らぎを司る分子を作り出したり、人工細胞作製などへの発展

についても考慮すべきであろうという認識が得られた。 

 

参加研究者：17 名（◎研究代表者 ） 

◎寺嶋 正秀  京都大学大学院理学研究科教授（分子科学） 

稲垣 直之 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科准教授 

 （生物物理） 

上岡 龍一 崇城大学大学院工学研究科名誉教授（医科学） 

岡田 誠治 熊本大学エイズ学研究センター教授（医学） 

岡本 祐幸 名古屋大学大学院理学研究科教授（理論化学） 

片岡 幹雄 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科教授（生物物理） 

加藤 晃一 自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター教授 

 （生物物理） 

上久保裕生 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科准教授 

  （生物物理） 

桑島 邦博 総合研究大学院大学学融合推進センター特任教授（生物物理） 

佐藤 宗太 東北大学原子分子材料科学高等研究機構准教授（有機化学） 
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佐藤 啓文 京都大学工学研究科教授（理論化学） 

鈴木  元 名古屋大学大学院医学系研究科分子腫瘍学分野講師（医学） 

平岡 秀一 東京大学大学院総合文化研究科教授（有機化学） 

平田 文男 立命館大学生命科学部（理論化学） 

廣田  襄 京都大学名誉教授（物理化学） 

芳坂 貴弘 北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授 

  （生物物理） 

山口 拓実 自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター助教 

  （生物物理） 

研究会開催実績： 

第 1 回 2013 年 4 月 21 日 （於：高等研） 

第 2 回 2013 年 8 月 8 日～9 日 （於：高等研） 

 

話題提供者： 

飯野 亮太 東京大学大学院工学系研究科講師 

楯  真一 広島大学大学院理学研究科教授 

西村 千秋 帝京平成大学薬学部教授 

野口 博司 東京大学物性研究所准教授 

浜田 大三 神戸大学大学院医学研究科特命助教 

元島 史尋 京都産業大学総合生命科学部生命システム学科助教 

 

その他参加者： 

市原 英明 崇城大学生物生命学部応用生命科学科准教授 

遠藤 玉樹 甲南大学先端生命工学研究所助教 

岡村恵美子 姫路獨協大学薬学部医療薬学科教授 

奥村 久士 分子科学研究所計算科学研究センター准教授 

川久保達之 桐蔭横浜大学非常勤講師 

川下理日人 大阪大学大学院薬学研究科助教 

北原  亮 立命館大学薬学部薬学科准教授 

月向 邦彦 広島大学サステナブル・ディベロップメント実践研究センター特 

 任教授 

古水 雄志 崇城大学応用生命科学科博士研究員 

近藤 正人 日本原子力研究開発機構関西光科学研究所博士研究員 

笹原 健二 神戸大学大学院医学研究科学術推進研究員 

重田 育照 大阪大学大学院基礎工学研究科准教授 

高橋 一暢 富山大学先端ライフサイエンス拠点伊野部研究室研究員 

中曽根祐介 京都大学大学院理学研究科助教 

堀川  彩 大阪府立大学生命環境科学部学部生 

前野 貴則 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科研究員 

松本 陽子 崇城大学応用生命科学科教授 

丸山 伸之 京都大学大学院農学研究科准教授 

丸山 如江 京都大学農学研究科特別研究員 

三浦 伸一 金沢大学数物科学類准教授 

宮田 竜彦 愛媛大学大学院理工学研究科助教 
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山本 武志 京都大学理学研究科助教 

吉田 紀生 九州大学高等研究員/理学研究院准教授 
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（７）クロマチン・デコーディング（2011～2012 年度） 

研究代表者：石川 冬木（京都大学大学院生命科学研究科教授） 

研究概要： ヒトは約２万個の遺伝子をそのゲノム DNAに有するが、個々の細胞は、そ

れが行う細胞機能を実行するために必要な遺伝子のみを発現する。すなわち、細胞の分

化とは、全ての遺伝子の中から果たすべき機能に必要な遺伝子セットを特定することに

あり、その仕組みの破綻は、細胞のがん化、老化、機能低下をもたらす。細胞が発現す

べき遺伝子セットを決定する過程には、ゲノム DNA と多数の蛋白質が集合してできた

複合体クロマチンが中心的な役割を果たす。しかし、これまでのクロマチン研究は、特

定のモデル生物が特定の細胞種となる個別の研究対象を用いて各論的に行われており、

今後、それらを統合的に理解することが必要である。本研究では、原子・分子の微小レ

ベルから、ナノ・マイクロメーターの巨視的レベルにいたるまでの多層階層をなすクロ

マチン制御機構をそれぞれの専門家の発表をもとに討議し、クロマチンがもつ遺伝情報

を解読（デコード）する仕組みを総合的に理解することを目指す。この作業によって、

クロマチンに刻まれた生物進化過程を理解する視座が与えられる。 

 

本年度の研究実績： 

これまでのクロマチン研究は、特定のモデル生物が特定の細胞種となる個別の研究対

象を用いて各論的に行われてきた。本研究では、原子・分子の微小レベルから、ナノ・

マイクロメーターの巨視的レベル、さらには個体行動、環境と個体の相互作用にいたる

までの多層階層をなすクロマチン制御機構をそれぞれの専門家の発表をもとに討議し、

クロマチンがもつ遺伝情報を解読（デコード）する仕組みを総合的に理解することを目

指している。 

H25 年度は、2014 年３月 28〜30 日に 2014 年度第１回研究会を高等研において実

施した。研究プロジェクトメンバー21 名中、19 名が参加し、それに加えて、田中智之

（Dundee 大）、高木雄一郎（Indiana 大）、木村宏（阪大院生命機能）、高橋秀尚（北

大院医）、舛本寛（かずさ DNA研）、横山明彦（京大院医）、定家真人（京大院生命

科学）、樽本雄介（京大院生命科学）の 8 名のゲスト発表者・討論者を含む総計 27 名

の参加者によって 17 件の発表に対して熱心な討論が行われた。本研究プロジェクト推

進の観点から重要と思われる代表的な発表を以下に紹介する。 

クロマチンの基本構造は、ゲノム DNAとヒストン蛋白質からなるヌクレオソームで

あり、ゲノム機能は、DNA 配列によって規定されるだけではなく、ヒストン蛋白質の

メチル化、アセチル化、リン酸化、ユビキチン化などのクロマチン蛋白質の化学修飾に

よって制御される。ヒストンは、H1, H2A, H2B, H3, H4 の 5 種類に大別され、その

うち、H2A, H2B, H3, H4 がそれぞれ 2 個ずつ、合計 8 個のヒストンによってヒスト

ンオクタマーと呼ばれるヌクレオソームの基本構造が形成される。これらの各ヒストン

の特定のアミノ酸は先に述べた蛋白質修飾を受け、ヌクレオソームの化学的性質を変化

させることで、それに結合するゲノム DNA 機能を調節する。たとえば、ヒストン H3

の 9 番目のリジン残基（H3K9）は、アセチル化もしくはメチル化を受け、アセチル化

H3K9 は結合 DNA 遺伝子の活性化、メチル化 H3K9 は抑制をもたらす（図１）。 
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これらのヒストン修飾の有無は、従来、アセチル化 H3K9 などの特定のヒストン修

飾を特異的に認識する抗体を用いて解析されてきた（図１）。しかし、抗体を用いた実

験は、細胞や組織を生化学的に抽出あるいは固定した後に行われるため、生きた細胞・

組織内で、特定のヒストン修飾がどのような時空間的変化を示すのかを経時的に追跡す

ることはできなかった。 

木村（阪大）は、アセチル化 H3K9 を特異的に認識するモノクローナル抗体を産生

するハイブリドーマから、抗原であるアセチル化 H3K9 を認識する抗体認識部位に相当

する遺伝子をクローニングし、それを GFP 蛋白質などの蛍光蛋白質と融合させて細胞

内で発現する（modification-specific intracellular antibody, mintbody）ことにより、

生細胞、正組織における各細胞のアセチル化 H3K9 量、分布を時空間にわたって追跡す

ることに成功した（Scientific Reports, 3:2436, 2013）。この成果は、組織・個体の発

生、老化、病態における特定のヒストン化学修飾の変化を追跡することを可能にし、そ

れらの修飾ヒストンが生理的・病理的生命現象に果たす役割を明らかにする突破口を開

いたといえ重要である。 

iPS 細胞は、Oct-3/4, Sox2, Klf4, Myc からなる山中 4 因子を分化細胞に強制発現さ

せることで得られる多能性分化能をもつ未分化細胞をさす。分化細胞を未分化状態に変

換する（リプログラミング）最初の成功例は、1958 年に英国の Gurdon による、カエ

ル分化体細胞核をカエル卵に移入する核移植によって得られた。その後、核移植による

リプログラミングは、羊（ドリー）その他の哺乳類生物でも成功することが報告されて

いる。石井（理研）は、精子特異的ヒストン H2A, H2B として報告された TH2A（tes

tis H2A）, TH2B が精子のみならず卵子にも発現されており、生殖細胞特異的ヒスト

ンといえることを示した。そこで、核移植リプログラミングが体細胞ヌクレオソームを

卵という生殖細胞環境におくことを意味することから、TH2A, TH2B 遺伝子が体細胞

核のリプログラミングを促進するのではないかと考えた。そこで、TH2A, TH2B 遺伝

子を山中 4 因子遺伝子とともに体細胞で強発現させると、iPS 作成効率が有意に向上す

ることを示した（Cell Stem Cell, 14, 217, 2014）。 

動物の精子が形成される過程では、ゲノム量を体細胞の半分にするために減数分裂が

行われる。減数分裂は特徴的な段階を経て行われるが、そのうち、ザイゴテン期からパ

キテン期に移行する間に、精子ゲノムから遺伝子発現抑制性のメチル化 H3K9 が消失す

ることが知られていた。メチル化 H3K9 は脱メチル化酵素 Jmjd1a によって脱メチル化

されることが知られていたため、立花（徳島大）は、Jmjd1a ノックアウトマウスを作

成した。その結果、意外なことに、性染色体が XY のオス型ノックアウト個体には、外

形上、オスの特徴を示すもののほか、メスに見えるもの、オスとメスの両方の特徴を示
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す（半陰陽）ものが存在し、遺伝的なオス個体が性分化異常を示すことを発見した。オ

ス個体のオスとしての性分化は、Y 染色体上にある Sry 遺伝子が誘導することが知られ

ている。立花は、正常オス個体では、Jmjd1a が Sry 遺伝子を抑制するメチル化 H3K9

を十分に消去してその発現を誘導してオス化させるが、オス Jmjd1a ノックアウトマウ

ス個体では、それができないために十分な Sry 遺伝子発現がおこらず、メス化、半陰陽

化などの性分化異常がおこることを証明した（Science, 341, 1106, 2013）。 

以上の石井および立花による二研究は、特定の細胞種あるいは組織において特異的に

発現されているヒストンやヒストン修飾酵素が、生殖細胞の未分化能の維持や性分化な

ど、重要な生物機能をもたらすことを示す研究成果として注目される。 

遺伝子が転写されて mRNA が作られるときには、転写反応を活性化する転写因子が

エンハンサーに結合するとともに、RNA 合成酵素が転写開始部位であるプロモーター

にリクルートされることが必要である。エンハンサーとプロモーターは共に遺伝子上流

にある DNA 配列をさすが、それらは同一部位にはなく互いに離れているため、RNA 合

成酵素による転写反応の開始が効率よくおこるためには、エンハンサーとプロモーター

の間の DNA 配列がループアウトして両者が接近する必要がある。メディエーター複合

体は、エンハンサーとプロモーターの間を橋渡しして、両者が空間的に接近することを

促進する蛋白質複合体である。出芽酵母メディエーター複合体は 25 種類の蛋白質から

なり、総分子量が 1 MDa を越える巨大複合体である。高木（Indiana 大）は、メディ

エーター複合体がいくつかのモジュールから構成されることを利用して、モジュールの

ひとつである 7 蛋白質からなる頭部（223 kDa）の立体構造をリコンビナント蛋白質の

結晶回折像から得ることに成功した（Nature, 475, 240, 2011）。その結果、メディエ

ーター頭部は、RNA 合成酵素 II と TFIIH と呼ばれる重要な転写因子と結合するドメイ

ンをもつ動的に構造を変化しうることを明らかにした。TFIIH は、RNA 合成酵素 II を

リン酸化してその転写活性を促進することが知られている、そこで、メディエーター頭

部は RNA 合成酵素 IIと TFIIH を近接させるハブ蛋白質として機能し、そのリン酸化

を容易にさせていると提唱された。本研究においては、７つのリコンビナント蛋白質を

効率よく調製してメディエーター複合体のサブドメインを再構成し、その結晶の X 線回

折像から立体構造を得ている。一般に、クロマチンを修飾・制御する蛋白質は、複数の

構成成分が巨大な複合体をつくって機能することが多く、本研究は、そのような複合体

の立体構造を明らかにし、複合体の生体機能を原子レベルで理解するモデル研究である

といえる。今後、同様の解析が他のクロマチン制御複合体に応用され、そのクロマチン

を介した生体調節の理解が深まることが期待される。 

以上紹介した 4 件の発表は、クロマチンによるゲノム制御を原子レベルで理解すると

同時に、その効果が遺伝子発現のオンオフにとどまらず、動物の性決定、ゲノムリプロ

グラミングによる多分化能の確立などの個体レベル高次生命現象を決定することを示

している。これらの発表以外にも、原子レベルから個体レベルにいたる、生物の種とし

ての維持、遺伝子発現振動を介した体制のパターニング、発がんと老化などの幅広いさ

まざまな生命現象におけるクロマチンの役割について多くの優れた発表と討論が行わ

れた。そのような討議を通じて、第 2 回研究会はクロマチン研究の新しい解析技術とそ

れを応用した研究のフロンティアについて議論することとした。 

次に、本研究会と関連して、2014 年 5 月 12〜15 日に高等研カンファランス「Chro

matin Decoding」を開催し、海外招へい講演者 12 名、本研究参加研究者を含む国内招

待講演者 15 名が口頭発表を行い、それに加えて公募による討論者約 20 名、公募による

ポスター発表者約 30 名が参加する予定である。 
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このように、今年度においては、本研究の目的、今後討論するためのプラットフォー

ムおよび今後の研究方針を本研究会メンバーが共有することができた。 

 

参加研究者：21 名（◎研究代表者） 

◎ 石川 冬木 京都大学大学院生命科学研究科教授（分子生物学） 

有吉眞理子 京都大学・物質−細胞統合システム拠点特任准教授（構造生物学） 

五十嵐和彦 東北大学大学院医学系研究科教授（分子生物学） 

石井 俊輔 理化学研究所・石井分子遺伝学研究室上席研究員（分子生物学） 

岩間 厚志 千葉大学大学院医学研究院教授（幹細胞生物学・分子生物学） 

上田 泰己 東京大学大学院医学系研究科教授（システム生物学） 

太田 邦史 東京大学大学院総合文化研究科教授（分子生物学） 

影山龍一郎 京都大学ウイルス研究所・物質−細胞統合システム拠点教授 

  （分子生物学） 

胡桃坂仁志 早稲田大学理工学術院先進理工学部研究科教授（構造生物学・生

化学） 

塩見美喜子 東京大学大学院理学系研究科教授（RNA 生物学） 

白髭 克彦 東京大学分子細胞生物学研究所教授（ゲノム機能情報） 

眞貝 洋一 理化学研究所主任研究員（分子生物学） 

立花  誠 徳島大学疾患酵素学研究センター教授（分子生物学） 

中西  真 名古屋市立大学大学院医学研究科教授（分子生物学） 

中山 潤一 名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科准教授（分子生物学） 

西田 栄介 京都大学大学院生命科学研究科教授（生化学・細胞生物学） 

平岡  泰 大阪大学大学院生命機能研究科教授（細胞生物学） 

深川 竜郎 国立遺伝学研究所分子遺伝研究部門教授（分子細胞生物学） 

村上 洋太 北海道大学大学院理学研究院科学部門教授（エピジェネティクス） 

本橋ほづみ 東北大学加齢医学研究所遺伝子発現制御分野教授 

  （生化学・分子生物学） 

森川 耿右 京都大学物質−細胞統合システム拠点客員教授（構造生物化学） 

 

研究会開催実績： 

第 1 回 2014 年 3 月 28 日～3 月 30 日 （於：高等研） 

 

話題提供者：6 名 

木村  宏 大阪大学生命機能研究科准教授 

高木雄一郎 Department of Biochemistry and Molecular Biology Indiana

 University of Medicine 

高橋 秀尚 北海道大学大学院医学研究科助教 

田中 智之 University of Dundee College of Life Sciences 

舛本  寛 かずさ DNA 研究所先端研究部細胞工学研究室室長 

横山 明彦 京都大学大学院医学研究科特定准教授 

 

その他参加者：2 名 

定家 真人 京都大学大学院生命科学研究科助教 

樽本 雄介 京都大学大学院生命科学研究科助教 
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２．研究企画会議委員名簿 

 

2014.3.31 

 

石 井 紫 郎 日本学術振興会学術システム研究センター顧問 

 東京大学名誉教授（日本法制史） 

 

勝 木 元 也 基礎生物学研究所名誉教授（基礎生物学） 

 

川 那 部 浩 哉 京都大学名誉教授（動物生態学・群衆生態学） 

 

坂 野  仁  福井大学医学部特命教授、東京大学名誉教授（分子生物学） 

 

清 水  潔  弁護士、明治大学研究･知財戦略機構特任教授（高等教育政策） 

 

中 村 桂 子 JT 生命誌研究館館長（生命誌） 

 

観 山 正 見 広島大学学長室特任教授 

 国立天文台名誉教授（理論天文学） 

 

村 上 陽 一 郎 東洋英和女学院大学学長・東洋英和女学院副院長 

 東京大学・国際基督教大学名誉教授（科学史・科学哲学） 

 

以上の委員の任期は 2013 年 9 月 10 日から 2015 年 3 月 31 日まで 

 

志 村 令 郎   国際高等研究所所長（分子生物学） 

 

蔵 本 由 紀   国際高等研究所副所長（非線形物理学） 

 

小 泉 潤 二 国際高等研究所副所長（文化人類学） 

 

山 尾 文 明  国際高等研究所所長補佐（分子遺伝学） 

 

以上 12 名 
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３．研究推進会議委員名簿 

 

2014.3.31 

 

大 竹 文 雄 大阪大学社会経済研究所教授（経済学） 

 

苧 阪 直 行 京都大学大学院文学研究科名誉教授・日本学士院会員 

 （実験心理学） 

 

唐 牛  宏  東京大学数物連携宇宙研究機構特任教授・国立天文台名誉教授 

 （天文学） 

 

九 後 太 一 京都産業大学理学部客員教授・益川塾副塾頭 

 京都大学名誉教授（素粒子物理学） 

 

土 屋 和 雄 京都大学名誉教授（制御工学） 

 

永 田 和 宏 京都産業大学総合生命科学部教授・京都大学名誉教授 

 （細胞生物学） 

 

廣 田  襄  京都大学名誉教授（物理化学） 

 

吉 川 研 一 同志社大学生命医科学部教授・京都大学名誉教授（実験物理学） 

 

以上の委員の任期は 2013 年 9 月 10 日から 2015 年 3 月 31 日まで 

 

志 村 令 郎   国際高等研究所所長（分子生物学） 

 

蔵 本 由 紀   国際高等研究所副所長（非線形物理学） 

 

小 泉 潤 二 国際高等研究所副所長（文化人類学） 

 

山 尾 文 明 国際高等研究所所長補佐（分子遺伝学） 

 

以上 12 名 
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参考資料Ⅳ「2013年度交流事業実施状況」 

 

知の連携事業 

 

知的連携のための土壌醸成及び知的連携の促進を図るために、「満月の夜開くけいはんな哲

学カフェ“ゲーテの会”」の開催、「けいはんな IIAS 塾」の実施、及び「けいはんなオープン

イノベーション拠点整備」への参画、その他を推進した。 

特に、「満月の夜開くけいはんな哲学カフェ“ゲーテの会”」の開催及び「けいはんな IIAS

塾」の実施状況について、次のとおり取りまとめた。 

 

１．「満月の夜開くけいはんな哲学カフェ“ゲーテの会”」開催状況 

けいはんな学研都市に立地する法人や企業の関係者、近隣住人など、広く一般を対象と

し、40 名程度を上限として参加者を募ったが、人的ネットワークに基づき京都市内や大阪

市内など、より広範囲からの参加者も認められた。 

2013年度は「近代科学はこのままでいいのか」あるいは「近代科学をいかにして超える

か」などの視点の下に、毎回講師を招き、話題提供の後に懇談の機会を持ち、講師との活発

な質疑応答や意見交換を行う形態をとった。 

当初は、諸内外の有志によって立ち上げ、かつ運営にあたった。年度後半からは正式に

法人の試行事業として実施することにした。 

 

（１）第１回 

１）開催日 ：2013年 8月 21日（水） 

２）テーマ ：近代科学はこのままでいいのか－ゲーテが描くもう一つの近代－ 

（Part I） 

「もしもゲーテが今の日本に生きていたら」 

３）講師 ：高橋 義人 京都大学名誉教授、平安女学院大学教授 

４）講演内容 ：「反自然としての近代」に向けられるゲーテの近代批判。現代社会のあ

り様を探求する出発点として、ゲーテのテーゼ≪近代科学は新手の錬金

術※≫であることを明らかにする。 

        ※近代経済学、近代生化学、機械化と産業革命、近代の公共土木事業 

５）参加者 ：34名 

 

（２）第 2回 

１）開催日 ：2013年 9月 19日（木） 

２）テーマ ：近代科学はこのままでいいのか－ゲーテが描くもう一つの近代－ 

（Part II） 

「形と色の普遍学がひらく未来」 

３）講師 ：粂川 麻里生 慶應義塾大学文学部教授 

「ゲーテ自然科学の集い」代表 

４）講演内容 ：今、欧米で再評価されるゲーテの自然学。ゲーテがしばしば訪れたハル

ツ山地、そこで育まれたゲーテの自然学の実相が、興味深い逸話を交え

て明らかにする。 

５）参加者 ：24名 
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（３）第 3回 

１）開催日 ：2013年 10月 19日（土） 

２）テーマ ：近代科学はこのままでいいのか－ゲーテが描くもう一つの近代－ 

（Part III） 

「現代に甦ったゲーテとエッカーマンが FUKUSHIMA について語る」 

３）講師 ：高橋 義人 京都大学名誉教授、平安女学院大学教授 

久山 雄甫 神戸大学人文学研究科講師 

４）講演内容 ：ゲーテの詩「魔法使いの弟子」を読み解きながら、「現代に甦ったゲーテ」

に FUKUSHIMA について、また原発に代わる動力源としてドイツで導

入されている「風力発電」や「菜の花栽培」について語る。 

５）参加者 ：21名 

 

（４）第 4回 

１）開催日 ：2013年 11月 18日（月） 

２）テーマ ：近代科学はこのままでいいのか－ゲーテが描くもう一つの近代－ 

（Part IV） 

「現代に甦ったゲーテとエッカーマンが日本について語る」 

３）講師 ：高橋 義人 京都大学名誉教授、平安女学院大学教授 

久山 雄甫 神戸大学人文学研究科講師 

４）講演内容 ：ヨーロッパの作家の中でも最も「東洋的」と評されるゲーテが、ドイツ

と日本を比較しながら、日本的集団主義と個人主義、かつて世界に類を

見ない循環型社会を形成していた日本と現代の日本等について、文明論

的立場からエッカーマンと語る。 

５）参加者 ：29名 

 

（５）第 5回 

１）開催日 ：2013年 12月 18日（水） 

２）テーマ ：近代科学をいかにして超えるか－自然と人間との関係性を考える－ 

（Part I） 

「大地を造る力」 

３）講師 ：尾池 和夫  京都造形芸術大学長 

４）講演内容 ：21世紀の人びとにとって、資源、エネルギー、地球環境の問題など、考

えるべき課題がある。これらを考えるとき、地球のことを知らずに考え

ても無意味である。西日本で今後いくつかの活断層が動き、2040年頃に

活動期のピークとして南海トラフの巨大地震と大津波が起こる。そのよ

うな地震を知って、震災に備えてほしいと思っている。このような具体

的事例の理解から、天地人－三才の世界の仕組みを考え、大地の多様性

について語る。 

５）参加者 ：29名 
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（６）第 6回 

１）開催日 ：2014年 1月 16日（木） 

２）テーマ ：近代科学をいかにして超えるか－自然と人間との関係性を考える－ 

（Part II） 

「自己組織化するリズム」 

３）講師 ：蔵本 由紀 国際高等研究所副所長 

４）講演内容 ：生命界・非生命界を問わず、どこにでもリズムは存在する。リズムとリ

ズムが出会うと、あたかも示し合わせたかのようにそれらは足並みをそ

ろえてより大きなリズムを形成しようとする。自然に潜むこの自己組織

化能力は同期とよばれる。同期現象はどのように私たちの命と社会を支

えているだろうか、また、同期現象をめぐる科学は現代科学のありかた

に対してどんな問題を投げかけているだろうか。身近な題材も取り扱い

ながら、これらについて紹介する。 

５）参加者 ：43名 

 

（７）第 7回 

１）開催日 ：2014年 2月 15日（土） 

２）テーマ ：近代科学をいかにして超えるか－自然と人間との関係性を考える－ 

（Part III）  

「トランスサイエンス時代の科学のあり方」 

３）講師 ：池内 了 総合研究大学院大学教授 

４）講演内容 ：「科学に関係しているが科学のみでは答えられない」、そんな問題群をト

ランスサイエンス問題と呼ぶ。コモンズの管理をどうするか、原発で想

定される危険性はどこまで許されるのか、予防接種の副作用をどう考え

るのか等々、科学が示すことができるのは大枠に過ぎず、実際の選択を

行なうのは市民であり、さまざまな立場や得失・長所短所を考えて慎重

に選ばれなければならない。しかし現実には、政府・官僚・企業・マス

コミ・科学者が一体となって推奨し決められてきた。原発がその典型で

ある。科学・技術文明の未来を展望するとき、私たちは哲学や倫理の観

点をも採りいれてトランスサイエンス問題にいかに対応すべきかを考え

る習慣を身につけねばならない。その糸口を探るとともに、その流れの

中で、地下資源文明から地上資源文明への移行が必然であることを議論

する。 

５）参加者 ：35名 

 

（８）第 8回 

１）開催日 ：2014年 3月 17日（月） 

２）テーマ ：近代科学をいかにして超えるか－自然と人間との関係性を考える－ 

（Part IV） 

「合理的な神秘主義～命を破壊する暴力についての厳密な学の構想～」 

３）講師 ：安冨 歩 東京大学東洋文化研究所教授 

４）講演内容 ：20世紀は「計算」が「論理」にとってかわる時代であった。そのなかで

理性の限界は、ますます顕となった。原発事故もまたその一例に過ぎな
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い。「もちろん語りえぬものはある。それは自ら表れる。それが神秘であ

る。」「語りえぬものについて人は、沈黙せねばならない。」というヴィッ

トゲンシュタイン(Wittgenstein)の言葉を真剣に受け止めるなら、神秘を

明らかにしようとする冒涜を放棄し、神秘的な生きる力を破壊するもの

を、厳密に解明し、それを除去する方法を明らかにすべきである。この

ような学問のあり方は、仏教・儒教・道教などの東アジアの伝統に合致

する。キリスト教を背景とする近代科学とは異なった宗教的基盤の上に、

新しい厳密な学を再構築することが、人類の知識をより客観化し、現代

の危機を切り開く智慧を生み出す道であると考える。これらの考えにつ

いて紹介し議論する。 

５）参加者 ：36名 

 

２．「けいはんな IIAS塾」実施状況 

参加者対象枠を設定し、対象毎にテーマを設定し、分野を越え、理論と実践との交流を

図りながら研鑽できる“セミクローズド”の場を提供することを考え、「けいはんな IIAS塾」

を 1回試行実施した。 

１）試行概要 ：ハーバードビジネススクールで開発されたケースメソッドを活用して、

想定した経営課題に対して、受講者が自主的判断で目的達成に向けて、

企業の枠を超えて協力していく機会とした。個人予習、グループ討議、

全体討議を通して、意思決定や戦略構築のみならず、企業の壁を超えた

コミュニケーションの醸成やコラボレーションを実体験できる場として

開催した。 

２）日時 ：2014年 3月 14日（金）13：00～20：00 

３）場所 ：公益財団法人国際高等研究所「セミナー室-１」 

４）プログラム ： 

13：00～17：00 ケースメソッドの事例体験 

保有事業をベースとして新たな市場を見つけ出す「新用途開拓」と、新たな技

術を生み出すことによる「新製品開発」、さらにそれらを組み合わせることによ

る「新需要創造」で、事業拡大を図る企業経営を事例として展開した。 

ケース ： 日東電工株式会社 －グルーバルニッチトップ－（©慶應義塾大学） 

講 師 ： 国際高等研究所専務理事 岡橋 誠 

 株式会社クロス・ディメンション 代表取締役 黒須悟士 

17：30～18：30 京都府との意見交換 

「けいはんな学研都市の近況及び今後の展開について」、「関西イノベーショ

ン国際戦略総合特区について」及び「けいはんなオープンイノベーション拠点に

ついて（旧「私のしごと館の整備」）」をテーマに意見交換した。 

講 師 ：京都府 政策企画部 理事（未来都市・総合特区担当） 重松千昭 

18：30～20：00 懇談会 

５）参加者：8名 

（立地企業：5名、産学連携コーディネーター：2名、行政関係者：1名） 
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今回の開催概要やアンケート結果並びに参加者との意見交換を踏まえて、立地機関・企

業を対象としたこのような実践型の「ワークショップ」や、行政との議論の場を提供するこ

とは非常にニーズが高いことが明らかとなった。 

このことから、2014年度の事業展開として、 

①ケースメソッド教授法を活用して様々なテーマでワークショップを実施すること 

②行政と立地機関・企業との議論の場として継続的に開催すること 

などについて試行を進めることとした。 

 

以上 

 


