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第２回国土交通省国立研究開発法人審議会 

平成２７年７月１３日 

 

 

【吉田技術政策課長】  定刻となりましたので、ただいまより第２回国土交通省国立研

究開発法人審議会を始めさせていただきます。 

【磯部会長】  では、事務局から定足数の確認をお願いしたいと思います。 

【吉田技術政策課長】  本日の審議会でございますけれども、委員総数１４名のところ、

９名のご出席をいただき、過半数を超えておりますので、国土交通省国立研究開発審議会

令第６条第１項第２号に基づき、議事を行うために必要な定足数を満たしておりますこと

を申し添えます。 

【磯部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、まず、開会に当たりまして森技術総括審議官より一言ご挨拶をお願いいたし

ます。 

【森技術総括審議官】  本日、今年一番の暑さということで、大変お暑い中、第２回の

国立研究開発法人審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。先月１８

日に第１回の審議会を開催した後、各部会で各研究開発法人の評価をいただいたわけでご

ざいます。本日の審議会では各部会から評価の状況について、それぞれご報告を賜るとと

もに、国立研究開発法人の見込み評価等に対してご意見をいただければと考えております。 

 前回もご挨拶のときに申し上げましたけれども、今回、審議会としても、形としても変

わりましたし、それから、評価の指針も変わっての最初の評価ということになりました。

審議会の形が変わったということもありまして、委員の先生の皆様方には非常にタイトな

スケジュールの中、評価にご無理を申し上げまして、誠に申しわけございませんでした。

次回から十分な時間をもって評価ができるように工夫をしていきたいと思っております。

また、評価の指針についても、今回、新しい指針に基づいて評価をいただいたのですが、

後ほど事務方のほうからご説明申し上げますけれども、各研究所の結果を見てみますと、

若干、今までの延長で評価を、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価をいただいた部会と、それから、

新しい評価指針を踏まえてやや厳しめといいますか、抑制的な評価をいただいたところと、

結果的には少しばらつきが出る結果となってしまいました。 

 新しい評価指針について、事務局側がきちっと共通した指針をお示しできれば、こうい
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うことにならなかったと思います。先生方にもいろいろとご質問、ご意見をいただいてい

ると聞いておりますので、事務局といたしましても、各省庁の運用の仕方も勉強しながら、

次回にはこういうばらつきが出ないように工夫をしていきたいと思います。いずれにいた

しましても、国土交通省としましては本審議会のご意見を承りながら、研究開発成果の最

大化に向けて、よりよい法人の業務運営につながるよう引き続き努力をしていきたいと思

いますので、委員の先生の忌憚のないご意見をお伺いしたいと思います。本日は、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

【磯部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、取材の方がいらっしゃいましたら、頭撮りはここまでとさせていただきます。 

 では、本日の議事に入らせていただきます。まず、最初に資料の確認を事務局からお願

いいたします。 

【吉田技術政策課長】  それでは、お手元の資料、１枚、２枚めくっていただきますと

配布資料と書かれている１枚紙がございますので、こちらのほうでご説明させていただき

ます。まず、お手元の資料でございますけれども、議事次第、配席図、そして審議会の委

員の名簿。それと１枚紙で業務実績評定集計表という横長の紙がございます。あと、資料

２以降、見込み評価総合評定様式。資料３、見込み評価各部会の審議結果の集計。資料４、

見込み評価におけるＳ及びＡの評定理由。資料５、中長期目標の期間の終了時の検討につ

いての集計表についてでございますけれども、こちらにつきましては、お手元のほうクリ

ップ留めしてありますけれども、５つの法人につきましてそれぞれ法人ごとにまとめた形

でお手元にお配りしてございます。 

 あと、それ以外に参考資料といたしまして、参考資料１、項目別評定調書様式、資料２、

運営規則等々、クリップにとめた形でお手元にお配りさせてございます。脱落、落丁等ご

ざいますでしょうか。もしございましたら、いつでも結構でございますので、事務局まで

ご連絡いただければありがたいです。 

【委員】  それでは、議事に入らせていただきます。本日の審議会では、先日より開催

された各部会でのご審議を踏まえたご審議をお願いしたいと考えています。なお、先日、

第１回の審議会で年度評価につきましては各部会での議決をもって審議会の議決とすると

しておりますので、まず、事務局より各部会での審議結果についてご報告をお願いいたし

ます。 

【吉田技術政策課長】  それでは、各部会の審議結果につきまして、事務局よりご報告
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いたします。まず、資料１をごらんください。こちらは各研究所の平成２３年度から２５

年度までの評価結果と、各部会における平成２６年度の年度評価及び見込み評価の審議結

果となります。黄色の網かけ部分が平成２６年度の年度評価となってございまして、青い

部分が見込み評価ということになってございます。それで、丸をつけておりますところが

総合評定ということになってございます。この年度評価の前提となっております評価項目

ごとの評定につきましては、各研究所の資料、先ほどご説明いたしました、このクリップ

留めしておりますこの各資料の２ページ目に記載してございます。これらの年度評価につ

いては、各部会において評価が確定してございます。簡単ではございますけれども、年度

評価に係る報告は以上でございます。 

 なお、今ご説明させていただきました２６年度の年度評価と１つ目の審議項目でござい

ます見込み評価につきましては、本審議会で議決いただいたものを主務大臣に意見として

提出することとなります。その後、各法人の所管部局において当該意見を踏まえて法人の

評価等を決定し、独立法人評価の取りまとめ部局である政策評価官室の点検を経た上で主

務大臣による評価として法人に通知とするとともに公表することを予定してございます。

また、特に見込み評価については総務省に設置された独立行政法人評価制度委員会にも通

知させていただくということになってございます。 

【委員】  ありがとうございました。 

 何か今のことについてご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、

審議事項に入りたいと思います。１つ目の審議事項といたしまして中長期目標の期間の終

了時に見込まれる中長期目標期間における業務の実績に関する評価、長いですけれども、

いわゆる見込み評価についてご審議をいただきたいと思います。そして、その２つ目の審

議事項として中長期目標の期間の終了時の検討についてご審議をいただきたいと考えてい

ます。 

 それでは、１つ目の審議事項である見込み評価の審議については、資料２及び資料３に

まとめてございますけれども、本日の審議では資料４を用いて、特にＳ、そしてＡの評定

を付している項目について業務実績と評定理由のご説明をいただきたいと思っています。

５研究所、全部で２３項目ありますので、各項目、二、三分をめどといたしまして土木研

究所部会は１２分、建築研究所部会が１２分、海技研、電子研部会が１２分、港湾空港技

術研究所部会が１５分ということで時間が限られていますけれども、ご協力をいただきた

いと思います。全ての部会の報告の後、２０分ほどの時間を設けまして委員の皆様から横
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断的な観点でご質問や、ご意見をいただきたいと思っています。 

 それでは、土木研究所部会からご説明をお願いいたします。 

【委員】見込み評価に対してＡ評価とした項目、これは全部で１５項目の評価項目がある

のですけれども、そのうち６項目について我々の部会ではＡ評価とさせていただきました。

順に説明をいたします。資料４－土研と書いてあるのが、パワーポイントの資料があろう

かと思いますけれども、それで説明をさせていただきます。まず、６項目は表紙に丸で６

つ書いてございます。まず、第１番目の他の研究機関との連携等でございます。２３年度

から２６年度までの間、共同研究２９６件実施されておられます。この件数自体は目標に

比べて若干少ないのですけれども、意図的に共同研究をより効率的にするため、あるいは

相乗効果を発揮するためにあえて従来、それまであった共同研究の契約を統合したりとか

ということを意図的にやられているので、数は少なくても問題ないだろうということでご

ざいます。 

 それよりも中身で申し上げますと、このパワーポイントの２ページに書いてございます

けれども、いろいろな国等の研究所と非常に大規模な連携、共同研究をやられておられま

すし、それは国外にも、例えばアメリカのコロラド大学ということとか、ロシアの水文学

研究所等とやってられるということ及び民間企業との連携も非常に、研究者の交流等につ

いても活発にやってられるということでございます。特に技術研究組合を２つつくられて

おります。１つは次世代無人化施工技術研究組合というものと、もう一つはモニタリング

システム技術研究組合、これからメンテナンスとか、あるいは人手不足の中でほんとうに

必要となることについて活発に連携をされておられますので、十分Ａだろうという評価を

させていただきました。 

 ２番目のＡ項目が競争的研究資金等の積極的獲得でございます。右下の表をごらんいた

だきますと、この中長期目標期間内の競争的資金の獲得件数の推移がすぐわかりますけれ

ども、非常に頑張って取ってられる。こういう伸びはすごいなと思いました。特に内閣府

でやられている戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）にも参画されて、大型の

研究資金をやってられるということでございます。ＳＩＰも１つの分野だけではなくて、

インフラレジリエント、農林水産業創造技術と多岐にわたって獲得されているということ

を高く評価いたしました。 

 ３番目が技術の評価でございます。主な業務実績等に最初に書いてございますけれども、

やはり災害時に国交省全体としてＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動を非常に活発にされておりま
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すけれども、その中核組織としての機能を十分果たしてられるということ。災害地以外に

も具体的に技術指導、９,３３５件とか、技術委員会の参画５,０００件以上とか、講師派

遣が１,０００件以上とか数字を書いてございますけれども、こういうことでも活発にやっ

てられる。部会の中でも限られた予算と人員の中で、こういうことをやってられて、リソ

ース上からすると研究成果とリソース的には重なっているのですけれども、立派に両方と

もやってられるということで、Ａ評価だろうということでございます。 

 次の項目が成果の普及でございます。不幸な笹子トンネル崩落事故を受けて３カ月弱と

いう非常に短い期間の中でメンテナンス、総点検実施要領をまとめ上げられて、それが実

際の橋梁の総点検にも活用されているとか、あるいは学会誌、国内外の学会誌に査読付き

論文１,１３３件を投稿されて採用、採択されている。あるいは論文賞なども多数獲得され

ているということでいいだろうということと、あとタイの洪水が数年前、大きな災害とし

てクローズアップされましたけれども、その氾濫シミュレーションの結果とか、北海道の

吹雪、これも痛ましい事故がありましたけれども、それを受けて吹雪の視界情報をきちん

と提供されているということで、成果の普及にも非常にいいということでＡ評価でござい

ます。 

 その次のページが土木技術を活かした国際貢献でございます。これはこの中長期目標期

間中に右側に書いてございますけれども、アンボン島における国際貢献というのを我々は

非常に高く評価をいたしました。土木研究所で開発された水位観測の部位と、それを解析

するシステムをインドネシアのアンボン島というところで洪水の結果できた自然ダムの決

壊予測をされまして、それが物の見事に活躍しまして５,０００人の住民の命を救うことが

できたということで、これだけでＳなのではないかとおっしゃる方も多かったですけれど

も、今の評価の考え方ではなかなかそうもいかないのでＡとさせていただきました。 

 それとあと、最後が技術力の向上、技術の継承及び新技術の活用促進への貢献でござい

ます。先ほどのアンボン島とか、災害に関してはＩＣＨＡＲＭという非常に国際的にも認

められたセンターがございます。あるいは構造物メンテナンス研究センター、ＣＡＥＳＡ

Ｒと書いてございますけれども、ここも日本の研究、あるいは実際のメンテナンスのため

のハブとして、今、国とか地方公共団体と連携をされながら構造物の点検に非常に大きな

役割を果たしておられるということで、Ａ評価でございます。ＩＣＨＡＲＭ、ＣＡＥＳＡ

Ｒのほかにも、これから新材料をどう使っていくかということについてもセンターを設け

られたということでございます。研究成果の最大化の中には国際研究ハブとしての活躍を
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期待するということも含まれておりますけれども、そういうことにも、国際研究拠点にも

十分つながるような立派な成果を上げられているということで、これについてもＡ評価と

させていただきました。 

 以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして建築研究所部会から説明をお願いいたします。 

【委員】  建研の資料のうち、資料４というところをごらんください。表紙は青いイン

クでパワーポイントの画面が印刷されております。建築研究所ではＡ評価の項目が４つご

ざいました。それはいずれも１０項目の研究成果ないしはその普及等にかかわる部分、１

０項目のうちの４項目でございました。この資料４は４項目の各項目について２枚ずつの

スライドを用意しておりますけれども、主にその２枚のうちの１枚目のほうに従って説明

をしてまいります。 

 まず、１番目が社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応という項目でございま

す。これについては、総研究費の約７５％を充当するということが数値目標として掲げら

れておりますが、その充当された７５％により２２課題の個別研究開発課題を打ち立てて

います。これの評価、外部評価につきましては、事前評価は全てＡなのですけれども、事

後評価も可能なものについては１２分の１１課題がＡという結果になっております。それ

から、進捗ヒアリングも、まあ、順調に進んでいるという状況でございます。 

 この重点的課題に関して特筆すべきは、下に「特に」と書いてございますけれども、朱

書きしてある部分ですけれども、３つの課題領域について国の技術基準等に関する、反映

されるべき多くの成果が上がりました。１つは省エネ法・エコまち法等に関する研究開発

です。もう一つは中層・大規模木造建築物の実現に向けた研究開発、３番目が天井の耐震

設計に関する研究開発です。Ａ評価の理由としましては、計画どおり順調に成果を上げた

ということのほかに、今申しました３つの課題領域において顕著な成果を上げて、国の技

術基準の作成に大いに貢献したということを高く評価しております。 

 次のページは、そのうちの都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に関する説明、そ

れに用立てられた技術資料、研究資料が記されております。それから、右のほうには木造

３階建て学校の実大火災実験の写真が出ておりますが、ＣＬＴという大規模木造建築物に

関する技術開発、研究成果も多くございます。 

 ２番目のＡ評価項目は、技術の指導等でございます。それで、この中には１番目と繰り
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返しになるところもあるのですけれども、もたらされた研究成果に基づきまして、それを

もちましてさまざまな委員会その他に出席しまして、国の基準づくりに貢献するというよ

うな活動を多くしております。それで、Ａ評価に値する理由としましては、この中期目標

期間中に建築研究所が関与した３２件の技術基準が策定されたということを高く評価して

おります。 

 次のページは同じ項目なのですけれども、年度別に建築研究所が支援した、あるいは関

与した技術基準等の数が上に示してあります。それから、震災復興に関する支援に関して

も、災害公営住宅の基本計画に関する指導でありますとか、中長期地震動に関する情報提

供のあり方というような支援を行っております。 

 ４つのうち３つ目のＡ評価の項目は、成果の普及です。ここでは１枚目に書いておりま

す主な業務実績のところでは、建築研究資料という研究成果を取りまとめた刊行物があり

ますけれども、これを計３３冊出版している。私どもも分科会で確かめましたけれども、

中には非常に分厚い大部のものもございまして、成果として十分特筆できる内容であった

と評価いたしました。 

 それから、ここでは主な業務実績の下から２つ目のポツなのですけれども、国の省エネ

基準等の段階的改正に対応して、技術情報として計算支援プログラム、解説書をさきの建

築研究資料として７冊出版した。さらにホームページに特設ページを開設して、この段階

的改正ごとに随時計算支援プログラムや補助ツール、解説書や参考資料を掲載・更新し、

２６年度末までに合計１９５万回のアクセスがあった。これは大変ご苦労をされたという

ことと、活用されているということで、これも高く評価しております。その次のページは

建築研究資料というものの表紙の例、それから、先ほどは申しませんでしたけれども、施

設の一般公開の風景等が示されております。 

 最後、４番目は国際地震工学研修の着実な実施ということであります。これは主な実績

のところで、一番上の○の中の２番目の項目なのですけれども、地震工学通年研修では８

４名の研修生を受け入れ、全員に修士号学位を付与しているという実績がございます。こ

れは伺いますと大変な労力を使って、こういった指導支援をしているということでござい

ますので、これを高く評価したいということになりました。 

 それから、今期中に一番特筆すべきことはその次なのですけれども、スペイン語による

中南米地震工学研修を開設、実施したということであります。プログラム自体は昨年度に

つくられておりまして、今年度、２６年度が最初の実施時期となりました。年度評価で申
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しますと、昨年度、プログラムを確立したところ、昨年度ですとＳ、今年で言うとＡ相当

としたのですが、今年はその部分は実施を粛々としたということでＢと評価しております。

全体としては、見込み評価としては、これは高く評価されるべきものだと思います。 

 下にＡ評価に値する理由として、真ん中ですけれども、特にスペイン語による中南米地

震工学研修は、研修の飛躍的発展を達成したものと、画期的な段階に到達したと評価して

おります。一番下には研修生、修了生が大変多く出ていますけれども、その年々の成果と

いうばかりではなくて、その後も大きく研修生が世界各地でさまざまな形で活躍している。

それから、その実績によって平成２７年５月、日本地震工学会功績賞を受賞したというこ

とも、あわせて高く評価しております。次のページは研修生の出身地及び日本地震工学会

功績賞の授賞式等の写真を掲載しております。 

 以上、簡単ではございますが、建築研究所分科会の報告でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして海上技術安全研究所、それから、電子航法研究所部会から説明を

お願いいたします。 

【委員】  それでは、海上技術安全研究所、電子航法研究所部会における審議のご報告

をいたします。なお、本日、本部会長が欠席のため、代理でご報告させていただきます。

資料は先ほどと同様に海技研の資料４、電子研の資料４で報告いたします。 

 まず、その前に今回の評価に当たり、全省庁統一の評価の指針が昨年制定されたところ

ですが、当部会では同指針を従前の評価指針と比較して厳格化すべきものと解釈して審議

を行いました。具体的にはＡ評定については大幅に業績を伸ばしていると認められたもの

についてのみ評定を付しております。したがいまして、結果的には２研究所について従前

と同等程度の業務実績であっても、抑制的に評価が付されることとなりましたが、その際、

評価指針の解釈について委員から疑義が呈されたことをまずご報告いたします。 

 それでは、海上技術安全研究所の第３期中期目標期間（見込み評価）に対する部会の意

見についてご報告いたします。９つの評価項目のうち、Ａ評定を付すことが適当との意見

がなされたのは、評定項目１の研究マネジメントの充実と研究成果の普及促進、評価項目

２の海上輸送の安全確保及び評価項目３の海洋環境の保全の３項目となります。まず、海

技研資料４の１ページ目、研究マネジメントの充実と研究成果の普及促進について、その

概要と部会における意見を報告いたします。当該項目について、特筆すべき事項は次の３

点となります。 
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 １つ目にあります新たな政策課題に対し、戦略的に研究課題を企画についてですが、こ

れは平成２６年度から開始された国の戦略的イノベーションプログラムに課題を提案し、

海底熱水鉱床等の効率的な広域探査を可能とするＡＵＶ複数運用手法等の研究開発が採択

されたこと。海洋天然ガス生産システムの安全基準の策定、航路標識の腐食劣化診断方法

の開発等、政策課題を的確に把握し研究テーマにコーディネートしたことなど、戦略的な

研究課題の企画がなされております。２つ目といたしましては、国の政策への迅速かつ的

確な対応についてです。これについては運輸安全委員会等の実施する海難事故原因究明へ

の貢献。東日本大震災における漁船の復興支援への貢献等により、国の政策に対する迅速

かつ的確な対応がなされております。 

 最後に成果の普及に関する数値目標とその結果についてですが、共同研究・受託研究件

数については、４年間平均して計画値の１.３倍、競争的資金獲得件数では計画値の１.９

倍、所外発表数では計画値の１.４倍弱を達成するなど研究成果の普及及び活用に関して設

定された数値の割合を２割以上超過して達成しております。次のページをめくっていただ

きまして、評定理由のところになりますけれども、このような成果について国の委員会へ

の貢献や東日本大震災復興支援など緊急を要する国の政策に的確かつ迅速に対応している。

政策ニーズへの対応や他機関との連携、研究成果への普及促進へとつなげており十分な状

況、マネジメントの充実と強化を図るべく意欲的な取り組みを実施していることを高く評

価したい。継続的な取り組みによってすぐれた成果が継続的に見られると高く評価されて

Ａ評定を付すことが適当と判断したものです。 

 続きまして２つ目になりますが、次、３ページ目です。これは海上輸送の安全の確保に

ついて、その概要と部会における意見について報告いたします。まず、船舶の安全性と確

保への貢献についてですが、船にかかる外力と構造強度を解析するプログラムを開発し、

これを用いてコンテナ船の折損事故解析を行い、事故原因の究明に貢献したこと。そして、

水素燃料電池自動車の輸送にかかる安全性評価手法の確立や液化水素タンカー等の安全基

準案を作成したことなどにより船舶の安全性確保に貢献しております。さらにこれらの研

究成果については、海事分野での国連機関である国際海事機関（ＩＭＯ）において条約な

どの国際基準採択に当たって活用、反映されるなど運輸安全政策における我が国のプレゼ

ンス向上に貢献しております。 

 これらのことによりまして、評定理由といたしまして次のページになりますが、荷重・

構造一貫性能評価、多方向波中での荷重推定法など海上輸送の安全に大きく寄与している。
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また、液化水素タンカーに関する研究業績やガイドラインや基準化に寄与しており、社会

的に貢献している。海難事故再現や解析の研究成果は今後の海上の安全性向上に大きな寄

与が期待される。国際的な規則策定に多大な貢献をしている。すぐれた研究成果を継続し

て出しており、高いレベルでの計画の達成と高く評価され、Ａ評定を付すことが適当と判

断したものです。 

 さらに５ページ目です。５ページ目に３つ目となります海洋環境の保全について、その

概略と部会における意見について報告いたします。これにつきましては、グリーンイノベ

ーションの創出、海事産業の国際競争力向上への貢献というものがあります。波の抵抗を

抑える省エネデバイス装置であるＳＴＥＰやＷＡＤ等の開発や抵抗・推進性能を推定する

ＣＦＤシステムの開発といったものが挙げられます。また、日本周辺の大気環境シミュレ

ーションを用いた国の放出規制海域設定の検討に必要な資料の提供を行ったなどにより、

グリーンイノベーション創出に貢献し、我が国海事産業の国際競争力向上や国の政策決定

に貢献しております。 

 また、国際的な取り組みにつきましては、研究成果の海象を考慮した省エネルギーに関

する指標として採択されており、排ガス洗浄装置ガイドラインの改正に反映されたこと、

汚染塗料の環境リスク評価手法や試運転解析法に関する波浪修正がＩＳＯ規格に反映され

たことなど、国際基準や国際標準に活用されております。 

 これらのことから、次のページにございますような評定理由といたしまして、省エネ装

置ＳＴＥＰの開発、ＷＡＤの開発と実践装備ＣＦＤソフトの開発、大気汚染物質放出規制

海域への貢献など計画以上の成果を上げている。ソフト面とハード面から実海域性能制定

や環境負荷低減に関する研究開発は特に高い評価、また、国際的な貢献とも言える。ＩＭ

Ｏガイドラインへの寄与やＩＳＯへの貢献も評価が高い。限られた予算の中でしっかりと

した成果を上げていると高く評価され、Ａ評定を付すことが適当と判断したものです。 

 これらが海技研に関しますＡ評価選定の理由となります。 

 続きましては、電子航法研究所についてご報告いたします。これにつきましても、お手

元にあります資料４をごらんいただければと思います。電子航法研究所は、この第３期中

長期目標期間見込み評価に関する部会の評価といたしましては、１２の評価項目のうち、

Ａ評定を付すことが適当と意見がなされたものは評価項目１の飛行中の運航高度化に関す

る研究開発及び評価項目７の国際活動への参画の実施の２項目です。まず、こちらの資料

の１ページ目にございます飛行中の運航高度化に関する研究開発について、その業務概要
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と部会における意見について報告いたします。 

 本項目は、混雑する空域での航空交通容量拡大と運航の効率化向上及び消費燃料節減に

よる環境保全への貢献などを目指し、航空機の位置と時刻を精密に予測・管理し、航空管

制への活用を目的とする研究開発等を行ったものです。具体的な研究開発例として、まず

軌道予測モデルの開発や飛行経路の効率向上の研究といったものがございます。各航空機

が出発から到着まであらかじめ調整された軌道を整然と飛行する新たな管制方法が実施さ

れれば、安全かつ効率的な運航管理が可能となりますが、このためには航空機の位置と時

刻を精密に予測・管理するための軌道予測モデルの精度向上が必要です。研究所において

は、モデルの精度向上に取り組んだ結果、４.５％あった飛行時間誤差を目標の３％上回る

２.４％まで低減し、新たな管制方法の実施の技術的可能性を示しております。 

 また、航路航空経路の効率向上の研究では、混雑した日本と北米経路における効率的な

飛行経路システムの研究の結果、１便当たりの燃料１,０００ポンド、飛行時間５分の削減

効果が得られる新たな経路を設定しております。この成果を日米航空管制調整グループ会

議へ提案し、平成２５年３月より実運用が開始されております。さらに国際民間航空機関

やアジア太平洋地域の航空機に関する環境保護への枠組みであるアジア太平洋環境プログ

ラムにおいて評価されるなど国際的な評価を得ております。このような成果につきまして、

部会におきまして継続的にすぐれた成果が出ており、高く評価できる。各研究は国の方針

や社会のニーズに合致するものであり、いずれの研究も有用な成果を達成している。国際

的な評価を得ている。研究者の役割をしっかりと果たしていると高く評価され、Ａ評定を

付すことが適当と判断されたものです。 

 続いて２ページ目になります。国際活動への参画について、その概要と部会における意

見について報告いたします。本項目では航空にかかわる多くの技術や運航方式等は世界で

の共用性を考慮する必要があることから、各国の航空関係当局や研究機関及び企業等と積

極的に技術交流や連携を進め、国際的に調和のとれた研究開発に貢献することを目的とし

て、次のような活動に取り組んだものでございます。具体的には、まず第３回国際ワーク

ショップの開催が挙げられます。平成２５年２月に開催された本ワークショップでは、国

際民間航空機関の現職幹部として航空技術局長による基調講演を実現したほか、ＮＡＳＡ

やＦＡＡをはじめとする各国の関係機関から参加者を集め、パネルセッションを実施する

など国内外の研究者間の連携拡大に大きな貢献をしております。さらなる連携、発展を目

指して第４回を本年秋に開催する予定となっております。 
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 また、基準策定機関における活動としましては、衛星を利用した高精度な新しい着陸シ

ステムであるＧＢＡＳ ＣＡＴⅢの国際標準案の最終とりまとめを行う会議を電子航法研

究所が実験を行っている石垣島へ誘致して開催し、データや技術資料の提供により、その

策定に貢献しております。加えてアジア地域における国際交流、貢献を図るため、各国と

技術セミナーを多数開催しており、数値目標をはるかに上回る開催実績を達成したのみな

らず、いずれも終始熱心な討議が行われるなど質的に大成功したとこちらのほうで判断い

たしました。このような成果が部会においても評価されまして、国際標準策定作業への堅

実な貢献を認める。アジアの中核的存在として重要な役割を担っている。アジア地域への

技術貢献も高く評価できる。積極的な展開が見られ、高く評価できるとの意見を踏まえて

Ａ評価を付すことが適当であると判断したものです。 

 以上、２研究所についての報告でした。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 それでは、最後になります港湾空港技術研究所部会ですが、報告をさせていただきます。

お手元の資料の表が黄色く見えるものの最後であります。資料２と書いてあるものですが、

これを中ほど後までくっていただきますと、資料４というものが始まります。これの表紙

をくっていただきまして１ページを開けていただきますと、全体が書いてあります。全体

１８項目ありまして、その中のＳ評価が１項目、Ａ評価が７項目、合計８項目ありますの

で、その８項目について順次ご説明をさせていただきます。 

 ２ページをごらんください。研究の重点的実施ということであります。これは社会・行

政ニーズが高く、重要性・緊急性の高いテーマの研究を重点的に実施したということであ

りますけれども、特に東日本大震災における港湾の施設等の被災メカニズムの解明という

ことで、これは研究所が従来やってきた研究の蓄積というシーズと、それから、東日本大

震災という非常に悲しい災害ではありましたけれども、そこで研究ニーズが生じたという

こと、それに対して十二分に貢献をしたということであります。そのほかリーフ上護岸の

越波量推定法の検証、それから、右上に行きますけれども、コンテナターミナルのターミ

ナル内オペレーション荷役機器のシミュレーションに関する研究というようなことをやっ

ておられます。 

 東日本大震災に戻りますと、そういう復旧復興に関して研究所が技術的貢献を極めて高

く発揮したということであります。リーフ上護岸の越波量推定法については、リーフとい

うのは非常に特殊な地形で、独特の評価が必要であるというところを実務に使えるような
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段階に研究で貢献をしたということであります。また、コンテナターミナルにつきまして

は、国際競争力の強化に不可欠な国際コンテナ戦略港湾のターミナル運営の効率化にかか

わるような解析を実施したということであります。研究の重点的実施では、このように港

湾空港整備事業に必要不可欠な行政ニーズの高い研究を実施したということで、部会では

Ａ評価といたしました。 

 続いて３ページであります。基礎研究の重視ということであります。これの主な実績は

四角に囲ってあります新しい津波伝播計算法、それから、右側のブルーカーボン計測手法

ということであります。津波に関しましては、従来、津波の計算法というのはある程度確

立されているという見方もできたわけですけれども、実は遠隔地の津波の到達時刻の計算

において、最大で十数分程度の誤差が生じていたところ、水の圧縮性、それから、地球の

弾性変形の影響を新たに考慮することによって、その誤差を数分に縮小することに成功し

たということで、学術的にも新しい概念を導入することによって、実務的にも資する研究

成果が出たということであります。また、ブルーカーボン計測手法につきましては、これ

はアマモ場のＣＯ２吸収効果について実証的に世界で初めて明らかにしたということであ

ります。このようなことで、自然現象のメカニズム、原理、現象の解明が着実に進んでい

るという顕著な成果を得ているので、部会ではＡ評価といたしました。 

 続いて次の４ページであります。萌芽的研究の実施ということで、将来の可能性のある

萌芽的研究を先見性と機動性を持って実施しているということでありまして、この結果と

して所内の応用的な研究段階に移行する発展とか、あるいは共同研究や外部競争資金の獲

得等に発展するケースがありまして、将来につながる大きな成果を上げているということ

であります。これは機動的な運用が重要だということで、平成２３年度から２６年度を通

して１８件実施されたもののうち、１９件を年度の途中で採択を、追加採択でやるという

ようなことで、内部的にも機動的にやっておられるということであります。 

 研究の内容でありますが、水中音響カメラの開発、これは戦略的イノベーション創造プ

ログラム（ＳＩＰ）にも採用されるというようなことにもなっていますし、また、複合災

害時の施設被害予測法、これについては粒子法という新たな手法を使って、地震によって

構造物基礎部分が液状したときに津波が作用した場合の施設被害の予測精度が向上すると

いうようなことにつながっています。先ほど申しましたように、萌芽的研究の完了後、重

点研究の中の研究項目になるとかいうことで発展をしているということもありまして、部

会ではこれをＡ評価といたしました。 
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 次が５ページでございます。国内外の研究機関・研究者との幅広い交流、連携というこ

とであります。これに関しましては、沿岸災害にかかわる分野で非常に先導的な役割を果

たしたということでありまして、平成２３年度の当初では２２機関であった研究協定の締

結機関が現在は３０機関に拡大し、その中で地球規模課題対応国際科学技術協力プログラ

ム、ＳＡＴＲＥＰＳと言っているものですけれども、これを通じて沿岸防災等をテーマと

する国際会議ワークショップ等を合計で１３件開催や共催をしているということでありま

す。 

 特に平成２３年にチリ国の大学等との研究協力協定を締結いたしまして、この２３年か

ら２６年の間に日本とチリの大学や行政機関など２６機関がプロジェクトに参加して、港

空研が日本側の総括機関として活躍をされたということであって、その結果、２６年７月

には安倍総理とチリ国大統領の同席のもと、チリ国との研究協定が締結されたというよう

なことがございます。このように他の国や国内の研究機関との協力協定の拡大、研究者交

流、共同研究というようなものを通じて港空研の存在感を世界レベルで高めることにつな

がったということでありますので、この項目についてもＡ評価といたしました。 

 続いて６ページであります。行政支援の推進・強化ということであります。これについ

ては国などが抱える技術的課題解決に向けた対応ということでありまして、これは港空研

としてのミッションを果たされたということであります。特にこの期間に最も大きいイン

パクトを持った東日本大震災からの復旧というところで、防波堤等の施設の被災メカニズ

ムを解明し、そして、新たに復旧に関しては粘り強いという概念が出てきたわけですけれ

ども、それを具体的に裏付けるような技術開発を行い、復旧に貢献したということであり

ます。 

 その結果として、防波堤の対津波設計ガイドラインができるとか、あるいは港湾におけ

る防潮堤の耐津波設計ガイドライン、それから、港湾の津波避難施設の設計ガイドライン

等、ガイドライン、マニュアル等に反映されて復旧、復興に貢献したということでありま

す。また、それと同時にいろいろな研究者について、国などの技術委員会への派遣も活発

に行ったということで、４年間で５年間の目標である５００人を上回る６８３名を派遣し

たということもあります。これらを含めて当部会では、この項目についてもＡ判定という

ことにいたしました。 

 続いて７ページであります。行政支援の推進・強化ということです。港空研では自然災

害や、あるいは事故災害時における国などへの技術的支援について、迅速かつ適切に対応
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したということでありまして、発災直後から理事長の号令のもとで迅速に現地に入って、

そして行政と協力しながら被災メカニズムの早期解明に努めたということでありまして、

具体的には海外にも行っていまして、米国のハリケーン・サンディであるとか、２０１４

年のフィリピンを襲った台風３０号、ハイヤンですね。こういうものについても調査をし

て、現地の復旧に貢献するというようなことを行いました。また、国内では昨年末の根室

の高潮災害などについても調査等を行っているということであります。こういうものは、

発災直後に迅速に対応する。そして、レベルの高い調査をするということが大事で、こう

いうことを実際に実現したという意味で、当部会ではこの項目についてもＡ評価といたし

ました。 

 続いて８ページであります。研究成果の公表、普及ということであります。これにつき

ましては、ちょうど写真も載っていますが、平成２４年度に高橋理事長が米国土木学会の

国際海岸工学賞を受賞された。これは年間に世界で１人というものでありまして、日本人

では、これまで大学の教員で３名いたわけですけれども、それ以外では初めてという受賞

でありますし、また、土木学会論文賞という年間７件という土木学会の賞を４年間で３件

受賞したというようなこともありまして、論文として発表したものが高く評価されている

ということがあります。数におきましても、平成２３年から２６年までの間の４年間で、

論文の発表件数、これは四角の中にありますけれども、ほぼ４年間で５年分を達成したと

いうようなことになっています。こういうことで、特に非常に受賞することが難しいもの

を連続して受賞したというようなことも含めて、この項目についてはＳ評価ということに

いたしました。なかなかこういうことは、１つの研究機関でこういうことが実現すること

は稀であるということであります。 

 続きまして９ページでございます。研究業務の効率的・効果的実施ということで、これ

は研究の重複の排除、それから、共同研究の推進、外部の競争的資金の獲得というような

ことで効率的・効果的な研究業務を行っているということであります。平成２６年度まで

の４年間で、既に目標２５０件を上回る２８６件の共同研究を実施する。あるいは中身と

いたしましても、そこに写真がついていますようなＲＯＶ関係、それから、ライフサイク

ルマネジメント、それから、津波被害軽減、液状化対策というようなことで、それぞれの

研究に関して顕著な成果が認められるということであります。したがいまして、これらを

勘案して、この項目についても部会ではＡ判定ということにいたしました。 

 そして続いて１０ページが総合評価ということになります。総合評価につきましては、
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単年度ごとの総合評価ではＢということでありますけれども、これは算術平均をしますと

全て３.４ということになります。中期見込みにつきましては算術平均が３.５になったと

いうことで、ギリギリ単年度ではＡとＢの間のＢの一番上ということを４年間続けてきて

いること、そして全体として評価したところで３.５ということになったことがまずありま

す。特に研究上の評価において中身ですけれども、研究所ですから最も重要と思われる研

究開発業務にかかわる評価項目、これは１８項目のうち前半のほうに固まっていますけれ

ども、そこについては過去４カ年にわたって平均値も４という評点が卓越してきていると

いうこともあります。また、研究開発法人の目的である研究開発成果の最大化という観点

から、研究成果の公表・普及において過去４年間について量的にも質的にも顕著な成果を

上げた。たくさんの論文を発表した。そして、その論文か高く評価されたということがあ

ります。 

 そこでまた、この期間は特に港湾空港技術研究所からしますと、先ほども申し上げまし

たけれども、沿岸災害というものが多発して、特に東日本大震災のようなものがあって、

そういう研究成果を生かす場が与えられた。与えられた場に対して、それまでの蓄積もあ

り、社会の要望、要請、必要性に応えてきたというようなこともあり、この期間のパフォ

ーマンスが非常にすぐれたものであったという評価ができるかと思います。そういうこと

を、全体を見て定量的なもの、あるいは定性的なものを含めまして、研究開発成果の最大

化に向けて顕著な成果を創出していることから、部会では総合評価をＡといたしました。 

 港空研の報告については以上であります。 

 それでは、司会としての私に戻りまして、これまでの説明を踏まえまして見込み評価の

審議を行いたいと思います。５つの研究開発法人の評定に対して、ご審議を賜れば幸いと

考えております。どなたかございますでしょうか。何か事務局から補足等ありますでしょ

うか。あるいは委員の方々からご意見ございますでしょうか。どうぞ。 

【吉田技術政策課長】  事務局から、先ほど若干審議会の評定について委員のほうから

疑義が出されたというご報告がなされました。この件についてでございますけれども、先

ほど森総審のご挨拶の中でも若干触れさせていただきましたけれども、本年度の審議から

委員各位におかれましては、新たに制定された総務大臣決定の評価指針に基づいてご意見

をいただいているところです。このような先ほどの委員等の部会でのご指摘を踏まえまし

て、事務局といたしましても国土交通省及び他省庁所管の独立行政法人に対する評価結果

及び国土交通省において評価を司る立場の政策評価官室、制度を所管する総務省から評価
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基準に関する情報収集等行いまして、これらを適宜委員の皆様にフィードバックすること

におきまして、今後のご審議のさらなる充実に努めてまいりたいと、かように考えてござ

います。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 どうぞ。 

【委員】  土木研究所の部会でも総合評価を考えるときに、どういう考え方をすればい

いのだろうかと。土木研究所は１５の項目がございまして、Ａ評価はそのうち６つであっ

たと。単純に平均をとるとＢ決定なのですけれども、でも、研究成果の最大化という観点

からすると、前半の研究絡みのところが１０あって、そこのうち６つがＡ評価なのですね。

残りのマネジメント等に関するところは、昨年度と比べて、あるいは前回と比べてよっぽ

どの効果を上げないとＡ評価はつけてはならないというお達しでございますので、なかな

かＡをつけるというのは難しゅうございまして、そうすると結構こっちの数が多いもので

ありますので、結果は、総合評価はもう検討するまでもなくＢで決まりみたいな、そんな

感じになってしまうのですね。 

 どうしましょうかという議論を土木研究所の部会でやりまして、やっぱり研究成果の最

大化なのだから、研究のところを何点とか何倍とかという、そういう数値的なウエートづ

けはしないまでも、重要視してやりましょうという議論をしておりまして、港湾空港技術

研究所部会では、もう既にやってられるということで敬服いたしましたし、来年度からは

そういうことで進めたいと思いますけれども、それは別にいろいろな総務省の政独委とか、

あんまりうるさいことはおっしゃらないのですかね。それは質問です。 

【委員】  質問がありましたので、何か今の時点で情報はありますか。 

【吉田技術政策課長】  今の質問についてなかなかお答えは難しいかなと思います。先

ほども少し申し上げましたけれども、もともと前回、評価の指針についてご説明させてい

ただいたときに、要するに標準はあくまでＢである。順調にやっていればＢにしてくださ

いよという話も来てございます。他省庁、今現在、国交省と同じようにいろいろ評価され

ているところでございますので、またそういった全体の評価の中で、そういう相場観です

とか何とかとか、出てくるのではないか。ただ、先ほど若干お話になりました評価の重み

づけにつきましては、評価指針の中にもそういう適切な重みづけをするようにというよう

な話はあります。 

【委員】  そうですか。 
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【吉田技術政策課長】  この「適切な」が、これからご議論があるのかなと思ってござ

います。 

【委員】  ありがとうございました。 

 今回、とにかく今年度が初めての経験ですので、委員の方々からもいろいろご意見やら

ご感想やらあるかと思います。そういったものを限られた時間ではありますけれども、お

伺いしたいと思います。 

 どうぞ。 

【委員】  こちらの海技研と電子研の部会におきましては、先ほどのお話がありました

ようにちゃんとしていればＢということであるから、Ｂが普通であって、よほどのことが

ない限りＡはないというふうに、どちらかと言えばほんとうに抑制的に厳しくつけようと

いう観点で評価委員の方でも、もうオールＢが普通だから全部Ｂって、最初、全部Ｂにな

るのではないかなというぐらい、かなり抑制的というか、Ｂでオーケーであるという前提

のもとで始めたようなところがございまして、この間お話を聞いたときも、そういうふう

に私も伺ってはいたのですけれども、決して内容を見直してＡ、Ｂという、バランスがい

ろいろあるかなと思ったところですが、なかなかその辺の考えが人の話を聞いていたり、

立場、立場にしても違ったというところがございますので、もう少し何かわかりやすく、

めり張りをつけるように方針がございましたら、次年度のときにはもう少しお話をいただ

けると、こちらのほうも比較がしやすくなるかなと思っております。 

【委員】  ありがとうございます。 

 ほかには、いかがでしょうか。どうぞ。 

【委員】  土木研究所の評価の際に毎回同じように悩んでいるところがありまして、要

するに国総研と土木研究所との仕事の、研究の割り振りのところがあるかと思っているん

ですね。どちらかというと、国総研は、多分、どこかに書いてあるはずですけれども、行

政の政策課題に対して直結するようなものをやるというような、何かそんなことが書いて

あるはずですね。そうすると、人的ネットワークという意味では国総研も土木研究所もみ

んな同じように勉強している、大きい意味ではグループなのですけれども、外から見ると

政策に直結するという意味では、国総研のほうが素人的に言うと見栄えのするようなテー

マが多いというのも事実なんですね。 

 例えば去年、私と国総研でＸバンドレーダーの国土交通大臣賞をもらいましたけれども、

それがＸ ＲＡＩＮという形で気象庁にも出しているし、民間にも情報を出していて非常に
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活躍しているのだけれども、広い意味では、そういうことも含んでいるのだけれども、そ

っちは国総研に行ってしまって、より玄人受けするようなところが土研の守備範囲になっ

ているというところがあって、学生の点をつけるときでも、いつも同じに悩むのですけれ

ども、絶対評価なのか、相対評価なのかというところで大学人としては常に悩まざるを得

なくて、そう思うと私などは、もう限りなくＡに近いＢダッシュみたいな、発言したこと

もあるのですけれども、だけど、そうは言っても評価の仕方というのは書いてある以上、

そんな余りにも勝手な個人の評価というのは入れられないなと思いつつも、少しそういう

点には、評価には表に出ないコメントみたいなものも重要視しておいてほしいなと思って

います。これは私の希望ではなしに、私というのではなしに、土木研究所の人たちの努力

というものを単にＡとかＢではなしに、そこのコメントの部分に結構強い評価が入ってい

るのだというのも評価してあげてほしいなと思っております。 

 以上です。 

【委員】  ありがとうございます。 

 そのほかに、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ご意見をいただきました。まず

は、今年度は初めて国立研究開発法人というものが始まったということで、初めての経験

なので、これから２年目、３年目に今年やった経験を生かして改善すべきところは改善し

ていくということがまずは基本だと思います。その中で具体的にはという話で言いますと、

Ａが基本、基準になって、それが非常に基準といっても強いといいますか、幅の広いＢな

のか、あるいは少し上に行けばＡにして、少し下に行けばまた下がるのかとかという感覚

というのがまだ一定ではないのだと思います。 

 そこら辺を、統一性を持ってという言葉もありましたけれども、特にそういうことを考

えるときに私のような大学にいる人間からすると、かなりＢの幅が広いですと言ってしま

うと、ほとんど評価しないのに等しいという裏返しにすれば、何をやってもＢだから、ま

あ、どうでもいいやということにもなりかねなくて、やはり評価する立場からするとある

程度よくやったときに褒め、悪かったときに叱るという意味では、ある程度差を、その中

でもいい悪いを明確にしていくという方向性も中には入れなければいけないというところ

があるし、しかし、上にばかりそう甘くしてはいけませんというのももちろんそのとおり

だし、そこら辺のところを最初に委員からも、その辺を考えたときに絶対なのか、相対な

のかというようなこともありましたので、少し来年に向けて研究をしながら進めていくと

いうふうにさせていただきたいと思います。いろいろなご意見をいただきまして、どうも
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ありがとうございました。 

 そうしましたら、今のご意見の中で、特に評価そのものについては、各部会でやった評

価に異論は出されなかったと思いますので、各部会の審議結果について了承したいと思い

ますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。（委員了）。どうもありがとうご

ざいました。 

 それでは、続きまして、中長期目標の期間の終了時の検討について審議を行いたいと思

います。こちらにつきましても先ほどと同様に各部会での審議状況について、各部会長よ

りご報告いただきたいと思います。各研究所につきまして、申しわけありません、３分程

度でご説明いただきたいと思います。全ての部会の報告の後、２０分ほどの時間を設けま

して、委員の皆様から横断的な観点でご質問やご意見をお受けしたいと思います。 

 それでは、先ほどの順番と同じで土木研究所部会から説明をお願いいたします。 

【委員】  土木研究所部会でございます。資料５－土研と書いた１枚紙をごらんいただ

ければと思います。最後にクリップどめされております。部会の意見としては、ここに書

いてあるとおりであります。３分でありますので、全部一々説明することはいたしません

けれども、そのときの、先ほど委員もおっしゃいましたけれども、ニュアンスみたいなも

のについて少し説明させていただきたいと思います。例えば事務及び事業の見直しで国際

貢献活動を強化するとか、国際的な研究開発拠点としての機能の充実を図ると書いてござ

いますけれども、この真意はよくやっているのだから、もう少し頑張ると研究ハブになる

から、もう少し頑張ってよねという、そういうエンカレッジの意味でございまして、だめ

だから頑張れよという、そんな感じではございませんでしたので、念のため申し上げてお

きます。 

 それと、運営の効率化のところで上から３つ目のポツに調達を適切に実施すると書いて

ございまして、これもこういう書き方をすると、まだまだ一般競争入札になっていないか

らまずいと捉えられるのが一般的だと思いますけれども、ここはむしろ逆で、研究所なの

だから、ほんとうの研究成果の最大化のためにふさわしい調達の仕方というのが随意契約

も含めてちゃんとあるはずだから、そういうことを考えてくださいねという趣旨だったと

思います。その効率化の一番下のところの内部統制とかマネジメントに関しては、今回の

評価点検報告書にもあまり記述がありませんでした。新しい研究開発法人の評価の考え方

では、理事長のリーダーシップとか、ビジョニングとかということが大事ですので、これ

は頑張ってよねということでございました。 
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 それと、財務内容の改善につきましても、当該予算による運営の効率化を図るというこ

とを書いてあったのですけれども、先ほどもチラッと申し上げましたけれども、いろいろ

な対外的な活動をされている。ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥとか災害派遣とか、それとリソース的

には基礎研究の部分というのはかなり重なり合っているというか、同じ運営費交付金でや

ってられるわけですから、そのことでやっぱり両立させるためにも予算の増額をお願いで

きればしましょうよねという、そういう議論をいたしましたので申し添えておきます。 

 以上でございます。 

【委員】  ありがとうございました。 

 それでは、建築研究所部会、お願いいたします。 

【委員】  建研につきましても、資料の最後の資料５をごらんいただきたいと思います。

一番上の建研のミッションにかかわる部分ですけれども、従来のミッション、位置づけを

踏襲するということですけれども、研究開発成果の最大化ということをはっきりうたった

という形になっているということでございます。 

 分科会での議論は、業務、運営、組織等の見直しよりも、むしろ評価のあり方をどう見

直せばいいのかという議論を多くいたしましたが、それらが適切に入るところがございま

せんので、これらの中に入っている、含意されている部分がございます。例えば組織の見

直しのところの適切な役割分担の上でいろいろな外部機関との連携を図るということ、限

られたリソースの中で最大化を図る。それから、機動的に対応できるような柔軟な組織運

営を図るという部分もそうです。 

 それから、３番目の運営の効率化のところに書きましたけれども、課題の設定、見直し

に関するアカウンタビリティを確保するということですけれども、逆に申せば課題のアカ

ウンタビリティがあれば柔軟に課題の修正等にも果敢に挑んでいただきたいというような

ニュアンスでございます。強調すべきところは、それぐらいかと思います。 

 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして海技研、電子研、よろしくお願いいたします。 

【委員】  海技研、資料５と電子研、資料５、両方を一緒に見ていただければと思いま

す。これは来年度から海上技術安全研究所、電子航法研究所、それに加えまして港湾空港

技術研究所の３機関が統合することとなっております。それを踏まえまして、事業の見直

しというところでいきますと、今、海技研と電子研の両方についてのものをあわせて見て
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いただいて少し話ができればと思います。 

 最初の事務及び事業の見直しに係る方向性ということでありますが、これにつきまして

は、それぞれの研究所、それぞれ海技研、電子研ともに非常に高いレベルで研究や行政に

対する貢献をしているところですので、今後とも優秀な研究者の確保をして育成、そして

社会、行政ニーズを踏まえた研究開発の実施、国際機関における活動の参画、外部機関に

おける連携強化、他分野との融合を推進してくださいということで、これにつきましては、

これまでどおり粛々と進めていただきたい。そして、何ら特に統合によって落ちることは

ない、何か下の方向に行くようなことはないようなことに努めていただきたいというとこ

ろです。 

 組織の見直しに係る方向性といたしましては、先ほど申し上げましたように３研究所の

統合ということがありますので、その中でそれら一体化することでシナジー効果をしっか

り発揮して、各研究所が持つ研究開発能力とかプレゼンスは維持しつつも、連携業務を推

進するための企画部門の強化など的確な業務の実施に必要な組織、マネジメント体制の整

備と研究施設等の確保を行ってくださいということが、意見が出ております。 

 また、運営の効率化にかかわる見直しとしましては、これは統合ということになります

ので、また内部統制にかかわるところにつきましても体制を整備したところでありますの

で、統合後も必要な体制の整備を行う必要があるかと思いますので、それを行ってくださ

いということですね。財務内容の改善にかかわる見直しの方向性といたしましては、両方

とも随意契約の見直しということがありますが、これにつきましてはこう決まっているこ

とをきちんと進めてくださいということと、あとそれぞれ研究所において自己収入をプロ

グラム等によって、プログラム等の知的財産権から収入を得る糧があるかと思いまして、

それについても今後とも確保してくださいということで、統合に向けてもこれまでの成果

をさらなる発展をさせながら、統合していただきたいという意見でございました。 

 以上です。 

【委員】  ありがとうございました。 

 それでは、最後に港湾空港技術研究所につきまして、報告させていただきます。皆さん

と同じでして、資料に港空研というのが、最後のページが資料５ということになっていま

す。これをただいまの電子研、海技研を比べていただくと明確にわかるかと思いますが、

基本的に組織統合のところについては、この３つの研究所で効率的に、効果的になるよう

に努力をしますという趣旨であります。具体的な内容ですけれども、まず、１点目の研究
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開発成果の最大化ということについては、特にポツが３つ打ってありますが、優秀な人材

の確保と育成、すぐれた技術ニーズを実務に結びつける橋渡し機能の強化、それから、こ

れまでの研究成果の蓄積や強みを生かした研究計画策定と、それに基づく研究業務という

ことで、これをもって研究成果の最大化に結びついていきたいということであります。 

 もう一つは、国内外の機関との連携強化ということで、これは研究ニーズの把握に努め

て、行政機関との密な連携も図ることで研究ニーズの把握に努め、技術支援等における研

究成果の現場への還元に取り組むということを挙げています。また、海外の各機関との連

携交流を深めて、引き続き国際社会における港空研のプレゼンス向上や国際競争を推進す

るということを挙げています。 

 次の枠ですけれども、組織の見直しにかかわる方向性、これにつきましては統合する海

技研、電子研と同様に組織形態の見直し、組織体制の整備という２点を挙げております。

また、運営の効率化にかかわる見直しの方向性ということにつきましても、同じ２つの研

究所と同様に業務運営体制の整備ということを挙げています。 

 最後に財務内容の改善にかかわる見直しの方向性でありますけれども、これは３つ○の

部分を挙げています。まず、随意契約の見直しであります。研究成果の最大化に向けて研

究業務の効率的な推進を図るために随意契約によることができる事由を明確化するという

ことであります。２点目、競争的資金のより一層の確保ということで、現在取り組まれて

いるＳＩＰなどの競争的資金について引き続き積極的な獲得に努め、必要な研究資金の確

保を図るということであります。３点目、保有資産の見直しということでありますけれど

も、３研究所の統合も踏まえて効率的な業務運営のために引き続き最低限の保有資産に限

られるよう、保有資産の見直しに取り組むということであります。 

 以上が港空研の事務事業の見直しということであります。 

 それでは、４方の報告を済ませましたので、ここでご意見等について審議に入りたいと

思います。中長期目標の期間の終了時の検討について、５つの研究開発法人の検討につい

てご審議をいただきたいので、ご意見のある方はどなたでもご発言をお願いしたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。研究開発成果の最大化という非常に大きな目標が、

方向性が定まったということでありますし、また、特に３研究所については来年度からの

統合ということを生かしていくという、スムーズに進めながら生かしていくということに

なろうかと思いますが、何かございますでしょうか。どうぞ。 

【委員】  研究成果の最大化というときに、相手は何なのだという問題があると思うん
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ですね。つまり、国内においてその成果を最大に使ってもらう、使い切るというようなこ

ともあると思うのですけれども、今、技術というのはほとんどグローバル化していて、例

えば私が関係するような川の流量のはかり方だとか、川のコンピュータソフトウェアとい

うのはヨーロッパ、アメリカを中心にＩＳＯ化が進んでいるわけですよね。 

 例えば土木研究所などは、そういうことを一生懸命やってきているのだけれども、国際

的に認知されなければ、これはＩＳＯ基準ではドーンと先にやられてしまうわけですね。

そういう意味で、少なくとも土木研究所、港空研などもそうなのですけれども、ものすご

くいいはかり方だとか、ソフトウェアを持っているけれども、それが世界で認知されるよ

うな活動に対する評価というものも入れないと、あるいは今までやってこられた方に対す

る評価もしてあげないと、グローバル化に対応できないのではないか。 

 少なくとも例えばよくあるのは、国際会議、国際学会の事務局を研究所のどこかの組織

が担ってほしいのだけどなんて、よくあるのだけれども、一大学とか、一個人だけでとて

もカバーできないことを組織、日本国としてカバーするシステムがないと、韓国、中国に

もうあっという間に取られてしまうという現状があるので、それを研究成果の最大化の中

に、相手は世界もあるよというのをぜひ評価の基準、軸に置いてあげて、あるいは置くべ

きかなと思っているのですけれども、これは今すぐどうのこうのではなくて、少しコメン

トに近い話なのですけれども。 

【委員】  ありがとうございました。 

 そのほかにご意見、いかがでしょうか。ございませんでしょうか。どうぞ。 

【委員】  今の最大化ということのお話で、私も研究所である以上、この研究開発の最

大化を担うものなのですけれども、研究が研究に終わるのではなしに、最大化というとき

に、いかに現実に実施されていくか、それが現場に生かされ、商品化になったりするとき

もあるでしょうし、実現になるのだと思うのですけれども、論文で、学会発表で終わるの

ではなく、それが今の抱えているいろいろな課題解決のための実施につながる研究という

のが恐らく最大化の意味で、またこういった研究所の本来の使命だと思いますので、そこ

のところを研究のための研究と言ったら失礼になったら申しわけないのですけれども、研

究にとどまらないというか、実現していくというところに最大化というのを最終ゴールに

置くべきではないか、そういうことが最大化なのだろうと読んで現実実施していただきた

いと思います。 

 それから、先ほど委員も評価のときにもおっしゃって、私もこの港湾空港技術研究所の
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評価をしましたときに、この研究所のところのウエートづけを少し、マネジメントのとこ

ろと少し別に考えるべきではないかと考えた１人でもあるのですが、この研究所、マネジ

メントのところは、研究所も恐らくみんなしっかりやっていらっしゃいますので、むしろ、

ウエートを変えて研究の最大化というところがやっぱり、こういった組織の一番のミッシ

ョンなのだというような評価にもまた変えて、２つに分けて評価するだとかという工夫も

要るのではないかと思います。 

 以上です。 

【委員】  ありがとうございました。 

 ほかには、いかがでしょうか。どうぞお願いします。 

【委員】  私、国立大学法人におりまして、よく一般社会からは改革の深さがないとか、

スピード感がないとか絶えず責められているところにおります。そこで、研究成果の最大

化に向けて、研究開発法人がどのような仕組みになっているのかわからないのですけれど

も、資源、特に予算と人の配分を柔軟に行えるようなシステムがあるのかどうか、もしな

かったらぜひそこら辺を考えてほしいなと思っています。年度当初、決めた予算で常に走

るのか、最大化が目前となってきたら資源を集中化するとか、そういう柔軟性を持って事

業を進めてほしいなという気がします。 

【会長】  ありがとうございます。 

 これは資源配分に自由度はあるのかというご質問も含まれていたので、何かお答え、あ

りますか。研究所から。では、これについては、恐らくそれぞれの部会で研究所について

は、ずっと具体的に見ておられると思うので、どのくらいの自由度があるかとかいう感覚

はあると思いますが、せっかくここで全体の６研究所が集まるわけですので、こういう発

言があったということを議事録に記録するということにさせていただきたいと思います。 

【田村技術調査課長】  今の発言に関連いたしまして、予算という意味では、毎年度の

予算の中の枠外があるのですが、例えば人的資源の活用みたいなところはかなり、そこは

裁量で任されている部分が実はございます。民間との交流とか、そういうところも含めて、

そういった柔軟性というのはある程度あるかなと思います。ですから、その時々の状況に

応じてどういう人的配分をするとか、あるいは民間との交流をどうするかとか、そういっ

たところはそれなりのものはあるかなと思っております。ただ、どこまでのレベルを求め

るかによって、今のままでいいのか、さらにもっと柔軟にできる部分があるのではないか

という議論は今後あり得るかとは思います。 
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【委員】  研究開発成果の最大化、それから、委員からお話のあった、言ってみれば研

究論文を書くという範囲にとどめておかないで、もっと実務に生かされるようなところま

でをターゲットにしてほしいというご発言もありました。それと同時に長期的な意味で研

究開発成果を最大化するためには、人材育成であるとか基礎的な研究をしっかりやるであ

るとかいうことがあって、これは大学でも同じことなのですが、基礎的なところと応用的

なところとどういうバランスの感覚でやっていくのか、常に目先のことに追われるだけで

いくというのは、よくないというのは恐らく間違いないことだと思いますし、また、基礎

的、基礎的と言いながら、なかなか実務的な適用にまで至らないというわけにもいかない

という、そこら辺の研究所の運営の按配というのがなかなか、ここでは「適切に」という

言葉しか使えないわけですが、この「適切に」という言葉の意味が非常に重いのだと思い

ます。 

 どうぞ。 

【委員】  今年度から参加させていただいていますので、これまでの経緯はわからない

ままの発言になりますけれども、多分、各研究所の評価の項目の数というのが、それぞれ

少しずつ数も違っていたりするわけなのですけれども、多分、基本的なところの考え方は

同じ考え方をもとに、その研究所の独自性でもって評価項目がいろいろ考えられたことだ

と思っておりますが、部会長から研究課題の最大化ということでいろいろコメントをなさ

っておられるのを伺い、かつ港湾空港技術研究所の評価項目のご説明を伺っていて、長期

的な観点で研究の最大化を図ろうとしたときには、基礎的なものですとか重点的な課題だ

けではなく、萌芽的研究の実施というのがこの港湾空港技術研究所のところの評価項目に

入っているようです。 

 私が細かく評価させていただいたのは建築研究所なのですが、そこにはそういった項目

は盛り込まれておりませんでした。ですが、長期的なことを考えると、基盤研究ですとか

重点的な課題もとても重要なことですが、さらにもう一つ、萌芽的研究の実施というのが

わりと研究所横並びでもあったほうが長期的展望に立って、多角的にその研究のテーマを

発掘しているというようなことになるのではないかなと思った次第です。感想ですが。 

【委員】  ありがとうございました。 

 ほかに委員から。どうぞ。 

【委員】  全部の法人のことがわかっているわけではないので、現状の認識に不足があ

るかもしれません、間違っているかもしれないのですけれども、私、建築研究所と土木研
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究所、何年か前から携わらせていただいております。その２つについては、自己収入を図

るという観点よりは、自分たちの研究成果をしっかり守ってくださいという点から知的財

産権のことを少しお話させていただいてきました。いつも業績報告などにも特許について

の、どういう状況というようなことが報告されています。研究成果を最大発揮するための

基礎的なものとして、各法人のほう、知的財産権の確保、今、世界はグローバルな時代な

ので、せっかくお金を使って日本で開発し、研究したものが世界的なところでは特許を取

り負けているので、どこか外国のほうに勝手にまねされてしまうとか、そういうことのな

いような視点も持っていただきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

【委員】  よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。なかなかいろいろな意味の

バランスというのは難しいのかもしれませんけれども、象徴的に言えばこういう研究所の

研究者はぜひ現場を見るようでなければいけないということと、それから、自分の机にあ

る程度はじっくり座っていなければいけないということと２つがあるということなのでは

ないかという気がします。意味は、もう皆さんおわかりだと思いますけれども、ほかにい

かがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、大変いろいろなご意見をいただきました。以上を踏まえまして審議会として

は各部会の審議結果について了承したいと思いますが、よろしいでしょうか。どうもあり

がとうございます。なお、コメントの修正等についてはご意見を踏まえ、事務局にて最終

案を作成の上、後日、照会させていただきます。なお、最終的な意見の確定については、

部会長了承のもとで会長に諮って決定させていただくということでよろしいでしょうか。

ありがとうございました。 

 それでは、本日の審議はこれをもって終了させていただきます。以上をもちまして、本

日の議事を全て終了いたしました。進行を事務局にお返しいたします。 

【吉田技術政策課長】  長時間のご議論、ありがとうございました。本日の審議内容に

つきましては、部会運営規則等の記載に基づきまして議事録を作成の上、公表させていた

だきます。また、本日配付させていただきました資料につきましては、後日、送付させて

いただきますので、席上に置いてお帰りいただいて結構です。その際、ご連絡、お問い合

わせ事項等がございましたら、事務局までお願い申し上げます。 

 それでは、以上をもちまして第２回国土交通省国立研究開発法人審議会を終了させてい

ただきます。どうもありがとうございました。 
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