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人間文化研究機構長平成 26年度～27年度業務実績報告・自己評価書 
 
人間文化研究機構長選考会議 議長 殿 

役職：人間文化研究機構長 

氏名：立  本  成  文 

（作成 平成 28年 6月 6日） 

 
機構長の業務執行状況の評価に関する規定第 2条第 2項に基づき、定期評価として、

下記評価期間の業務実績報告・自己評価を提出するものである。 

１ ．任期及び評価期間 

 任期：  平成 26年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

 評価期間：平成 26年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

２ ．評価期間における業務実績及び自己評価 

【当初の計画（所信表明事項）】 

機構長選考会議（平成 25 年 6 月）に提出した所信表明の骨子は、以下の通りで、就任

直後、役員会、機構会議でも確認され、機構の方向として教育研究評議会・経営協議会で

了承を得た。 

①人文機構のビジョンを人間文化研究のパラダイム構築とする。 

②機構本部と 6機関が一つになって、機構本部が新領域開拓の触媒の役割を果たす。 

③会議、委員会、理事の役割を見直し、何をしているのか見えやすい形にする。 

④長期的なビジョンとして、各機関が大学共同利用機関として、大学法人とは違った、か

けがえのない、日本になくてはならない存在と認知されること（visibility）を目指す。 

具体的には、平成 26年度に引き続き、平成 25年 3月にまとめた「人間文化研究機構の

あり方」で提言された①総合的研究の新たな展開，②海外との連携・協力の推進、③デジ

タル時代への対応、④社会との双方向的な連携の強化、⑤次代を担う若手研究者の育成の

実質化・可視化を重点課題とした。 

そのうえで、法人化後 12 年目の総括を行い、第 3 期（平成 28 年度～平成 33 年度）を

機構長のリーダーシップ（平成 27 年度の特別枠予算は 1 億円）のもとに新しい研究体制

で出発できる準備に全力をあげた。 

 

【業務実績報告】 

平成 26 事業年度に係る業務実績報告書は国立大学法人評価委員会においてヒアリング

を受け、評価結果が平成 27 年 9 月に出されている。同報告書、評価結果については経営

協議会ならびに教育研究評議会で報告している。平成 26年度の監事報告は平成 27年度に

開示されている。 

平成 27事業年度に係る業務実績報告書は平成 28年 6月に提出され、同 9月には国立大

学法人評価委員会からヒアリングを受ける予定である。すでに、業務実績報告書自体は 6

月の経営協議会、教育研究評議会で審議されている。平成 27年度の監事報告は平成 28年

4月に開示されている。 
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以下、業務執行にあたっての機構長のリーダーシップを中心に報告する。 

（１）機能強化のための組織改革の方針の提示 

１０年に及ぶ機構の軌跡を基に法人の主体的な構想を立て直すために、機能強化の

ための組織改革の方針を各種会議において周知徹底に努めた。 

（２）ビジョン・ミッションの再定義とその周知徹底 

４月の役員会、機構会議において示された機構長提案のビジョンとミッションを理

事協議会、役員会、機構会議、教育研究評議会、経営協議会、機関職員との懇談会、

準備室立ち上げの会議等で示し、細部にわたって検討を続けていった。 

（３）各機関のミッション・戦略目標を再定義し、PDCA サイクルを導入した。 

（４）中期目標・中期計画への反映 

ビジョン・ミッションに沿って、企画戦略会議で第 3 期中期目標中期計画大綱とし

て作成し、これに基づき第 3期中期計画を策定することとした。 

大綱では基本目標を「大学共同利用機関法人 人間文化研究機構（以下「人文機構」）

は、研究者コミュニティの要請に応えて設立された６大学共同利用機関の統合体とし

て、人間文化が世界における人類の共生・存続の根本的な鍵であり、国民生活の基盤

であるとの基本的認識に基づき、真に豊かな人間生活の実現に貢献することを目指し、

機構・機関が一体となって人間文化の研究を推進する。」とし、次の 7つの重点目標が

おかれた。 

重点目標１：組織運営体制の改革 

重点目標２：研究の機能強化 

重点目標３：文化資源の収集と共同利用の促進 

重点目標４：情報発信の機能強化 

重点目標５：国際連携の強化 

重点目標６：優秀で多様な人材の確保 

重点目標７：次世代研究者の育成 

（５）会議、委員会、理事の役割見直しにより、合議体制で業務を執行 

役員会の回数を減らして、その代わりにより機動的な理事のみによる理事協議会を

設けた。4月、5月と理事協議会、機構会議、役員会で上記の計画への対応を協議して、

6 月の教育研究評議会と経営協議会とに「第 3 期中期目標期間を見据えた人文機構の

将来ビジョンと改革構想の概要」を提出し、審議の結果承認された。 

11 月の教育研究評議会・経営協議会では、「第 3 期へ向けてのビジョン・ミッショ

ン・改革の方向（総括）」として機構長が報告した。それを受けて、第 1回の企画戦略

会議では、第 3期中期目標中期計画大綱の策定に向けて審議され、平成 27年 1月末に

その成案を得て公表した。それより早く、機構内で評価ワーキンググループがボトム

アップ的な各機関の中期計画等を取りまとめる役目を果たした。 

第 3期機構本部組織の改革プラン実装時期を役員会で策定したので、企画戦略会議、

教育研究評議会・経営協議会、臨時機構会議で報告した。 

（ビジョン・ミッションの確定にみられるように）各種会議に当たっては機構長から

基本的な方針あるいは枠組みを提示して審議した後、それに沿って合議で立案してい

く体制を徹底することに努めた。 
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（６）組織整備 

具体的な組織改革については、平成 26年 9月の役員会において、第 3期への準備段

階と第 3期体制とに分けて審議し、同 11月から企画戦略会議と総合人間文化研究推進

センター設置準備室を新たに発足させた。総合情報発信センターについては、情報タ

スクフォースと広報タスクフォースを設けて検討した。 

企画戦略会議の正式発足に先立ち、企画戦略会議懇談会を 3 回開催して、その準備

に当たった。本会議は教育研究評議会と経営協議会の外部委員の内から 3 名ずつ計 6

名の外部有識者に加えて、機構本部から役員などの参加する会議で、機構長が主宰し

議長となる。外部有識者の意見を機構の運営に適切に反映させることで年 3 回の評議

会、協議会を補うとともに、機構・機関に対する外部社会の要請・期待を的確かつ速

やかに取り入れるためのものである。 

＊平成 27 年 4 月の役員会、機構会議で、平成 27 年度からの理事業務分掌を見直し、

機構本部の両輪となる 2センターの設置に当たっての運営体制を審議した。 

＊ 第 2期の中期目標期間における業務実績評価、第 3期の中期目標中期計画の確定に

向けて作業を進めた。機構のビジョンと 6機関を総括したミッションは、平成 25年

度に確定していたが、さらに各機関のミッションを戦略目標として再確認し、それ

らを第 3 期中期計画に反映させる作業を本部と機関が連携したワ－キンググループ

で行って、各機関のミッションが反映された機関拠点型基幹研究プロジェクトを各

機関から一つずつ発足することになった。 

＊ 評価システムについては、「評価に係る基本方針」として機構会議で承認されたの

ち、第 3期における評価体制の準備に取り掛かった。 

＊ 平成 27 年 7 月には機構長室を設置し、機構本部組織の整備を図った。委員会、ワ

ーキンググループ、タスクフォース等で審議の対象とならなかった案件について常

に監視し、必要とあればアドホックにチームを作って対処することとし、IR検討チ

ーム、評価検討チーム、環境整備検討チームなどを立ち上げた。 

＊ 機構としての監査体制を強化するために、機構長直属の監査室を平成 26 年度から

設けているが、さらに監事機能を強化するために、職務概要を明確にして監事の選

任に当たった。 

＊ 年俸制の導入に伴う評価体制の準備を行った。 

＊ クロスアポイントメント制度を導入した。 

＊ YKK 株式会社による５年限定の日本研究功労賞は当初の計画どおり、平成 27 年度

に第 5 回で終了した。この５年間を総括する行事を平成 28 年度に行う計画である。

そのうえで、第 3 期に資金の目途が付けば新しい事業を総合情報発信センターで行

う計画を持っている。 

 

（７）広報・対外関係 

就任早々、機構長のビジョン・ミッション、機構の改革の方向の概要が、『文部科学

教育通信』3014 号（7月 28日号に「機構長インタビュー 人間文化の在り方を見直す」

として掲載された。 

また、平成 26年 9月 9日には、科学技術・学術審議会 学術分科会 研究基盤部会

で、参考人として、人文機構としての大学共同利用機関における共同利用・共同研究体

制の強化についてプレゼンテーションを行い、人文機構の特殊性をアピールした。その

趣旨は機構会議において報告し、機構内で認識を共有した。 
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平成 26 年 10 月から 11 月にかけて、「人文機構役員と機関職員との懇談会」を各機

関において開催し、機構長のプレゼンに対して質疑応答を行い、機関長レベルだけでな

く職員全体と新しいビジョン、ミッションを共有することを目指した。この効果は大き

かったと考えている。 

 

（８）提言された重点目標の達成状況 

① 総合的研究の新たな展開 

総合人間文化研究推進センター準備室が調整して、機構本部と各機関とが一体とな

って推進する基幹研究プロジェクトを発足させ、平成 28 年度より順調に研究開始す

ることができた。 

② 海外との連携・協力推進 

   従来の機構事業として、機関との関係が明確でなかった地域研究推進事業、日本関

連在外資料調査研究事業について、機構本部と機関とが一体となり主体的に推進して

いくネットワーク型基幹研究プロジェクトとして整理し直した。第 3期においては推

進センターと各機関が協力していく体制である。 

マレガプロジェクトについては、先方のバチカン図書館長の訪日において、バチカ

ン図書館との連携協定を確認し、平成 27年 9月にバチカンにおいて開催されたシン

ポジウムに、機構長、国際関係担当理事が出席した。 

各機関でも活発な国際連携が行われていることを踏まえ、ネットワーク型基幹研

究プロジェクトを計画的に効率的に行うために、アジア、ヨーロッパにリエゾンオフ

ィス（仮称）を設置する準備を始めた。モンゴルとは協定を締結した。 

Arts and Humanities Research Council（AHRC）との大学院研究員受け入れ事業に

ついては継続していくことを確認し、先方の長の訪問を受けた。 

③ デジタル時代への対応 

デジタル時代への対応については、本部の遅れは否めない。ただし、研究資源共有

化事業は従来通り進めており、IRへの対応、総合情報発信センターでの広報体制整備

によって、第 3 期にはデジタル化を推進していく準備はできた。各機関で、その対応

に差があるものの、全体としては一定の成果を上げている。 

④ 社会との双方向的な連携の強化 

＊ 平成 27年には、兼務理事にかわって、機構外から広報担当の専任理事を就任させた。 

＊ 人文機構役員と機関職員との情報交換会を各機関において平成 27 年 5 月に行った。

機構長あいさつの後、担当理事から懸案の課題について説明し、質疑応答を行った。

改革路線の周知徹底に大きな効果があった。 

＊ 平成 28年度の最重要事項である基幹研究プロジェクトのキックオフシンポジウムを

平成 28 年 1 月から 2 月にかけて行ったが、機構長のあいさつのなかで、その趣旨を

徹底させた。また、その他機構公開講演会・シンポジウムや要請のあった機関のシン

ポジウム等の開会挨拶などを通して、人文機構の周知に努めた。 

＊ 従来機構本部では実施していなかったプレス懇談会を平成 27年度に 2回行った。人

文機構の性格からプレス関係だけではなく出版など広くメディア関係者に発信すべ

きということで、名称をメディア懇談会と改称し、第 3回を平成 28年 1月に行った。 
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⑤ 人材育成 

基本的には各機関独自で育成しているのが現状である。改革の一つとして、本部に URA

的な人材を養成しながら、各機関に派遣したり、各機関から出向させたりして研修させ

る仕組みを推進センターに導入した。また、サイエンスコミュニケーターのような新し

いキャリアパスを情報発信センターで用意する。 

総研大との連携関係の見直しは当初から懸案であったが、大きな進展があったとは言

えない。法人化前の基盤機関との関係に加えて、大学共同利用機関法人との連携も不可

欠で、その調整のために審議組織として大学院教育協議会をおいているが、その見直し

を引き続き行う必要があると考えており、同協議会の機能発揮に努めたい。 

 

【自己評価】 

業務執行については当初示したビジョンに沿って進んだと考えているが、社会への情

報発信と対話については、さらに意を注ぐ必要があると認識している。 

そのなかで大学共同利用機関については、大学人、研究者の間でも、密接に関連する

分野の関係者以外には認知されていない現状をまず改善することに努力した。また、機

構内部での相互理解を目指して、人間文化研究の意義及び大学共同利用機関としての自

覚を全職員が共有することを喫緊の課題としたが、一定の効果を上げたのではないか。 

第 3 期出発にあたっての準備は、十全に行われたと自己評価する。ただ、平成 28 年

度からの事業遂行の予算獲得、外部資金獲得状況は極めて悪く、平成 27 年度は機構長

のリーダーシップ強化のための特別枠予算で凌ぐことができ、今後は一層の努力が必要

だと考えている。 

次代を担う若手研究者の育成については、各機関でそれなりの工夫をしているが、ま

だ十分ではない面も多い。特に総研大の活用が今後の課題である。 

 

３．上記の評価期間における特記事項について 

＊平成 26年度から 27年度について、文部科学省から出された大学改革実行プランや国立

大学改革プランに基づく施策が次々と打ち出されたが、機構では本部役職員が一丸とな

って協力した結果、2 年間にわたる機構長リーダーシップ特別枠経費の支援の効果もあ

って、予想以上の成果を上げた。 

ただし、機構長リーダーシップ特別枠経費は 2年間のみで終わったので、第 3期概算 

ではその事業を継続して推進する運営交付金が不足する事態となり、外部資金獲得を機

構として、両センター中心にどれだけ確保できるかが平成 28年度以降は問われる。 

＊『毎日新聞』（平成 28年 5月 19日朝刊 11面上半面）の「オピニオン そこが聞きたい 

危機に直面 人文学の役割：自分で判断する知力」は、評価期間中の総括に基づいて、

社会に訴えるとともに、研究者の意識改革を求めるメッセージでもある。 

 

以上 
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参考資料１ 所信表明 

【人間文化研究のパラダイム構築】 

 人間文化研究機構は、狭義の the humanities（人文学、具体的には古典文学、語学、文学、歴史などの

既成学問分野の総称）ではなく、構成 6機関の特色を活かした、人間文化研究の基礎研究とそれに基づ

いた新領域の開拓（人間文化研究のパラダイム構築）を目指していると理解しています。英語名の The 
Humanities は既成学問領域に固執していると誤解されやすいと思います。 

【機構と構成機関との関係】 

 法人化後 10 年を経た今、改めて法人と各機関のミッションを再定義するだけでなく、本部と各機関

の関係をより実り多いものにすることが大切です。 

 機構本部自体は研究を遂行していく主体ではなく、ある意味では各機関がそれぞれのミッションを果

たしていく上での象徴的なプロモーターであるべきです。言い換えれば、それぞれの機関のミッション

を束ねて、多様な人間文化研究を牽引していくのが法人の役割です。しかし、このことは普遍的な人間

文化概念によって本部が構成機関を統合するのではなく、各機関が人間文化研究の理念をそれぞれ作っ

ていくシナジーの場を法人として提供し、新領域開拓の触媒の役割を果たしていくことだと考えます。 

【会議、委員会、理事の役割の見直し】 

 機構が推進しているいろいろな事業を整理してまとめ、何をしているのか見えやすい形にすることが

求められます。地域研究推進事業、連携研究、国際連携協力などを一括して、機構として新領域開拓を

推進するハブとすることが効果的でしょう。たとえば、総合人間文化研究推進センターCenter for 
Transdisciplinary Innovation Research を設置して、ヴァーチャルなネットワーク型研究調査機能（Research 
Administration の役割）を持つユニットとすることも考えられます。なお他機構には「新分野創成センタ

ーCenter for Novel Science Initiatives」や「新領域融合センター Transdisciplinary Research Integration Center」
があります。 

 そして研究資源共有化事業を核として、日本関連在外資料調査研究事業、連携展示事業、情報発信な

どを一括して、研究資源共有化センターとして強化する必要があると考えます。 

【長期的な展望】 

 法人の行く末については学術行政の推移を見守る必要もありますが、大学共同利用機関として、人

文社会科学における教育と研究とのあり方を大学法人とは違った形でビジョン化し、（法人ではなく）

各機関がかけがえのない、日本になくてはならない存在と認知されること（visibility）が肝要だと思

います。 


