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Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
元年度

（自己評価）

１．分野横断的な研究の推進等 （Ａ）

２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等 （Ａ）

３．港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等 （Ａ）

４．電子航法に関する研究開発等 （Ａ）

５．研究開発成果の社会への還元 （Ａ）

６．戦略的な国際活動の推進 （Ａ）

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項

業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 （Ｂ）

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項

財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 （Ｂ）

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項

その他業務運営に関する重要事項 （Ｂ）

評価 総括表

○ Ⅰ－１．～６． …重点化評価項目
○ Ａ評価 …本研究所の目的・業務、中長期目標等に照らし、研究開発成果の最大化に向けて、顕著な成果の創出が認められる
○ Ｂ評価 …本研究所の目的・業務、中長期目標等に照らし、研究開発成果の最大化に向けて、着実に成果の創出が認められる
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Ⅰ-１．分野横断的な研究の推進等 （1/4）
（１）分野横断的な研究の推進

○ 各分野の専門的知見を活用して分野横断的研究を推進し、
成果を創出したか。

主な
評価軸

◆平成２９年度より着手
した同研究を進める。

年度実績

➢ ドローンの運用技術、搭載するセンサおよび取得した画像等データ
による点検技術を統合して、船倉内の構造部材の点検(海技研担当)、
港湾構造物の異常検出（港空研担当）等の実験を実施した。

➢ 法制度面の動向調査（電子研担当）結果を加味し、ドローンを利用し
た海洋分野における点検作業に対するガイドラインを共同作成した。

➢ 今後、本研究がドローン による点検の普及に資すると予想される。

＜年度計画＞

海洋分野におけるドローン技術の活用に関する研究

ドローンの空撮による
港湾構造物の異常検出

◆令和元年度より
着手した同研究を
３研で連携して進
める。

年度実績

➢ 1年目にあたり、地震や津波、台風による大規模災害が想定さ
れる地方公共団体の防災計画等の実態調査の実施や、連絡会
（静岡県、高知県）の開催を通じ、シミュレーション解析の前提条
件となる各種データを収集した。

➢ 災害時輸送シミュレータ（海技研担当）、陸と空の結節点の様
子を模擬する空港面シミュレータ（電子研担当） 及び港湾施設
の可用性を評価するシステム（港空研担当）で構成される災害
時の傷病者輸送全体を模擬するシミュレーションツール構築の
ためのフレームワークを設計した。

＜年度計画＞

大規模災害時における海上・航空輸送に関わるボトルネック解析

傷病者輸送シミュレーションの構成

大規模災害発生時の救助・救援活動（特に、人命救助において一つのリミットとなる発
災後72時間以内）における陸・海・空が連携した輸送、及びその結節点となる空港、港

湾における混雑の発生と対応策について、事前検討を可能にするシミュレーションツー
ルの開発を目的とする。本研究の成果が地方自治体の防災計画や災害対策の立案・
修正において有効に活用されることが最終目標である。

災害時輸送シミュレータ

被災時の港湾機能評価

空港面シミュレータ
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Ⅰ-１．分野横断的な研究の推進等 （2/4）
（１）分野横断的な研究の推進

○ 各分野の専門的知見を活用して分野横断的研究を推進し、
成果を創出したか。

主な
評価軸

➢ 複数AUVを同時運用する際の隊列制御アルゴリズムを開発。これを
用いて、駿河湾（1000m深）で実海域試験を行い、ASV 1機、航行型
AUV ２機での隊列航行による広域の海底探査が可能であることを示

すだけでなく、 開発した技術の民間企業への移転を完了した（海技
研担当）。

➢ 水中音響ビデオカメラについて、音響映像呈示システムのアプリケ
ーションの改良を行うとともに、新門司（Ⅱ期）工事において、床堀浚
渫工、置換工の施工管理システムとして試用した（港空研担当）。

➢ 今後、これらの成果を活用し、港湾施設への広域な適用を可能とす
る予定である（２研連携）。

次世代海洋資源調査技術

◆資源調査技術・生産技術
等と新たな海中施工技術等
の研究を連携して進める。

年度実績＜年度計画＞

３Ｄ音響カメラによる取得画像

＜年度計画＞

◆平成３０年度より着手
した交通データ等活用
技術の研究を進める。

年度実績

首都圏空港の機能強化

➢ 路面損傷の補修履歴（港空研担当）と羽田空港誘導路内の交通量
等の関係を調査し、補修が多い箇所の交通量等の特徴を確認した（
電子研担当） 。
→ 国交省の要望に応え、交通量等のデータを継続して提供する。

➢ 主要な誘導路の地点交通量をパターンとして把握し、交通データを
取得できない場合も通年日々の交通量を推定できる見通しである。
（電子研担当）。
→ 効率的な交通量推定手法の開発を行った。

➢ 連絡調整会合にて情報共有、意見交換を実施した（港空研＋電子
研担当）。
→ 国交省と２研が連携し、継続的な空港機能強化に寄与する。

空港内補修履歴と交通量、滞留箇所の関係
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Ⅰ-１．分野横断的な研究の推進等 （3/4）
（１）分野横断的な研究の推進

○ 各分野の専門的知見を活用して分野横断的研究を推進し、
成果を創出したか。

主な
評価軸

その他の取組 （※年度計画以外の取組）

新たな分野横断的な研究（※年度計画以外の研究）

小型船の自動着桟の研究では、船舶のモデル化および制御技術（海技研担当）、準天頂衛星
「みちびき」による高精度測位技術（電子研担当）を統合し、小型船による実船での自動着桟
試験を行い、仮の桟橋を対象とした順風環境下での自動着桟に成功した。

今後、内航船を対象とした自動着桟に適応できる様、システムの効率性と安全性の向上を目
指して開発を進める。

小型船着桟時の航跡図

３研勉強会の様子

①今後の新たな分野横断的な研究開発テーマの検討に資するため、以下を実施した。
３研連携勉強会を３回開催。
各研究所の研究発表会における相互発表。

３名の研究監による研究評価委員会への相互参加。
３研連携研究案件の定期的な進捗調査。
AI戦略2019に基づき設立されたAI研究開発ネットワークに参加。

３研究所間での研究成果の水平展開

共通基盤技術の理解の促進

研究活動の活性化

②うみそら研が今後目指す姿や展開の方向性等を討論するため、『うみそら研成果報告会』を実施した。

令和元年度に海上技術安全研究所および港湾空港技術研究所で共同提案した科研の「高温高圧ジェットによる高粘度物質の
微細化及び流動化に関する研究」が採択され、研究を開始した。

①油回収技術に関する研究

②「みちびき」 を利用したデータの利活用

重質油等の高粘度物質を効率よく回収する方法として、重油・界面活性剤・水の3成分の分散

混合系のエマルション化による粘度特性の変化に注目し、水に界面活性剤等を加えた混合液
（港空研担当）を高温高圧ジェット（海技研担当）で重質油に加えて高粘度物質の流動化促進
を行うシステムを試作し、実験を実施した。この結果を、日本機械学会における両研究所の研
究者による共著論文として発表した。
これにより、沈没した船舶の燃料油の抽出や、港湾域の流出油の回収に資する。
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Ⅰ-１．分野横断的な研究の推進等 （4/4）
（２）研究マネジメントの充実

◆研究所全体の研究計画や経営戦略
に関する会議を定期的に開催

◆研究の一層の推進を図るため
に必要な経費の積極的な確保

年度実績

➢ 理事長をはじめとする全役員と経営戦略室により、
役員懇談会を34回開催（テレビ会議を基本）。

➢ テレビ会議の活用による、出張経費削減・時間の有効活用の実現
➢ 研究員に対する研究支援の充実方策の検討

→ 研究所の研究開発環境や研究支援体制などの充実

➢ 外部資金による分野横断的研究を３件実施
➢ 科研費等の競争的資金や受託業務等による外部資金確保

→運営費交付金以外の研究経費の確保

＜年度計画＞

◆ＩＣＴを活用した日常的な研究情報の交換、研究施設
の有効活用、研究者相互のコミュニケ－ションの場、研
究所の役員と職員間での十分な意見交換の場を設ける
等、将来のイノベーション創出に向けた取組を活性化

長期ビジョンにおける研究所の
目指す方向・行動計画

①うみそら研行動計画「研究体制の充実」
➢ 研究監主導による共通基盤技術研究の連携を推進
➢ ３研究所連携による競争的資金研究の立案、応募

②うみそら研行動計画「人づくり」
➢ 研修の定期実施。総務・企画部門の主導・管理による

研究支援能力強化

③うみそら研行動計画「研究交流の促進」
➢ 国内企業や大学等との共同研究を推進
➢ 海外研究機関との連携促進→研究員の在外派遣を推進

◆経営の在り方について継続
して検討

◆国土交通省の政策を取り巻く
環境や最新の技術動向を踏ま
えた戦略的な研究計画の企画
立案を実施

○研究開発成果の最大化に向けて、「社会への還元」や「国際活動の推進」
といった研究開発成果の活用も視野に入れ、戦略的な研究計画や経営の
在り方について企画立案を行ったか。

主な
評価軸

自己評定
➢ ３研究所の研究領域にまたがる分野横断的な研究を、年度計画に基づき、着実に実施し達成したことに加え、当該研

究において実用化に前進する研究成果を創出し、国土交通省に政策実現に貢献する研究結果を提出するなど、３研究
所の統合効果を発揮して、優れた成果を創出した。

➢ 国土交通省の施策である防災減災について新たな研究計画を３研究所が連携して企画・立案し、競争的資金への獲
得につなげたなど、年度計画以外の分野横断的な取組を実施し、統合法人として顕著な成果を創出した。

➢ 研究マネンジメントについて、研究監の体制により共通基盤・連携研究を強力に促進し、またICTの活用等ではテレビ
会議の活用等をより一層推進し、研究部門、管理部門の業務のより一層の効率化に対し、顕著な成果があった。

Ａ
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動的荷重が船体構造部材の最終強度に及ぼす影響に関する研究

船体曲面の高品質化に関する研究

品質工学を活用した新しい疲労強度評価指標開発のため基礎検討

材料の微細構造に基づくキャビテーションによる損傷機構の解明

船底付着生物検出システムの確立に向けた基礎情報の獲得

メタン酸化触媒の水分による性能低下メカニズムに関する研究

戦略的避航ルート生成へ向けたAISデータからの混雑域推定

衝突リスクを考慮した推奨航路の選定に関する研究

任意形状没水体に作用する自由表面影響を考慮した流体力解析

ガスリフトによる海底資源揚収のための内部流評価技術に関する研究

波力発電装置の自動制御についての調査的研究

リアルタイム海象観測データを用いた浮体式風力発電施設のブレードピッチ角制御に関する研究

■次の重点４分野において、１１の研究テーマを実施し、すべて年度計画を達成。（研究成果詳細は業務実績報告書ご参照）
本説明資料では、このうち、特に顕著な成果が得られた研究成果（★赤字）について説明。

（１）海上輸送の安全の確保

１．先進的な船舶の安全性評価手法及び更なる合理的な安全規制の体系化に関する研究開発
★荷重・構造応答一貫解析強度評価システム（DLSA-Professional）の開発
★船舶のリスク評価技術の開発

２．海難事故等の原因究明の深度化、防止技術及び適切な対策の立案に関する研究開発

（２）海洋環境の保全

３．環境インパクトの大幅な低減と社会合理性を兼ね備えた環境規制の実現に資する規制
手法に関する研究開発

★燃料油の硫黄分濃度に関する新規制に対応した研究開発

４．船舶のグリーン・イノベーションの実現に資する革新的な技術及び実海域における運航
性能評価手法に関する研究開発

★実海域性能評価手法の開発

５．船舶の更なるグリーン化を実現するための、粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の削
減、生態系影響の防止に資する基盤的技術及び評価手法に関する研究開発

（３）海洋の開発
６．海洋再生可能エネルギー生産システムに係る基盤技術及び安全性評価手法の確立に

関する研究開発
７．海洋資源開発に係る生産システム等の基盤技術及び安全性評価手法の確立に関する

研究開発
★海洋資源に関する技術開発

８．海洋の利用に関連する技術に関する研究開発
★AUVの運用技術に関する研究開発

（４）海上輸送を支える基盤的な技術開発

９．海事産業の発展を支える技術革新と人材育成に資する技術に関する研究開発
★ICT技術を応用した造船現場の生産支援

造船業の競争力強化や新たなニーズに対応するための新しい生産システムの

構築並びに新材料利用技術に関する研究

１０．海上輸送の新たなニーズに対応した運航支援技術・輸送システム等に関する研究開発
★自律操船（自動離着桟支援技術）に関する研究

ICTを利用した大陸間自律運航に係る支援技術に関する研究

１１．海上物流の効率化・最適化に係る基盤的な技術に関する研究開発

高ボイド率気液二相流流場計測技術の開発

キャビテーション水槽内騒音評価手法の開発

曳航水槽の運用と施設管理技術の高度化と効率化および高精度化に関する調査研究

異方性複合材料を用いた革新的プロペラの設計及び製造に関する研究

高ロバスト性を備えた水位検出手法の開発

省エネルギー付加物付きPOT試験方法の研究

省エネダクト内部の詳細流場計測法の開発

Systems Approachに基づくResearch Facility Management手法の構築（Phase1）

海難事故解析技術及び発生要因の高度化に関する研究

船舶のタンク内点検画像認識処理技術の開発

AIを用いた荷重・応力推定システム開発に資する研究

船体の弾性振動による縦曲げモーメントの推定に関する基礎的研究

年度計画に対応する研究開発課題名

船舶の新構造基準作成に資する先進的な荷重・構造強度評価及び船体構造モニタリングシステム
の開発に関する研究

船舶のリスク評価技術及びリスクに基づく安全対策構築のための影響評価技術の開発に関する研究

安全運航と海難事故防止に必要な技術開発及び基準に関する研究

年度計画に対応する研究開発課題名

年度計画に対応する研究開発課題名
船舶から排出される大気汚染物質に関わる環境対策技術に関する研究

実海域実船性能評価に関する研究

船舶の総合性能評価のための次世代CFD技術の高度化に関する研究

多様なエネルギー源等を用いた新たな舶用動力システムの開発に関する研究

年度計画に対応する研究開発課題名

船舶に起因する海洋汚染防止技術及び生態系影響評価に関する研究

年度計画に対応する研究開発課題名

年度計画に対応する研究開発課題名

海洋資源開発に係る基盤技術及び支援技術に関する研究

年度計画に対応する研究開発課題名

海洋資源開発等に係る探査システムの基盤技術及び運用技術の開発に関する研究

年度計画に対応する研究開発課題名

年度計画に対応する研究開発課題名

年度計画に対応する研究開発課題名

AI等による海上物流の効率化・最適化・予測等に関する研究

その他 年度計画以外の
研究開発課題一覧
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Ⅰ－２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等（1/11）



Ⅰ－２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等（2/11）
（１）海上輸送の安全の確保

①先進的な船舶の安全性評価手法及び更なる合
理的な安全規制の体系化に関する研究開発

◆体系化された荷重・構造強度評価システムの実
用化を加速するため、DLSA-Professional の開
発・実用化を行う。特に縦曲げ最終強度評価の
機能を体系化された荷重・構造強度評価システ
ムに追加を行う。また、これまでに開発した
DLSA-Professional の高度化や損傷後の残余
強度評価機能を追加したDLSA-Ultimate の開
発を行う。さらに、DLSA の解析結果に基づく海
象設定手法のシステム化、データ同化・補完手
法を開発する。

②海難事故等の原因究明の深度化、防止技術及
び適切な対策の立案に関する研究開発

◆波漂流力に関する模型実験と荒天下操船運動
評価テストプログラムによる船速低下推定精度
の把握、水槽試験による低速時の変針及び通
常航行時の旋回性能向上装置の有効性検証及
び改良、遠隔計測等による船体運動状況分析シ
ステムを用いた操船支援方法の検討、貨物船・
タンカー等の衝突(単)事故分析に基づく損傷実
態の把握と損傷モデルの検討及び損傷船舶の
船内区画進展浸水との連成を考慮した波浪中
運動推定法の検討を実施する。

年度実績（達成状況）

➢ 年度計画に基づき、２つの研究テーマを重点的に実施し、こ
れらを含むすべてについて着実な成果を創出。（各研究成果
の詳細は「業務実績報告書」に記載）

➢ このうち、「荷重・構造応答一貫解析強度評価システム
（DLSA-Professional）の開発」、「船舶のリスク評価技術の開
発」について、船舶の合理的な安全規則体系の構築に向けて
著しく貢献したことなど、顕著な成果が得られた。

＜年度計画＞
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Ⅰ－２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等（3/11）
（１）海上輸送の安全の確保

荷重・構造応答一貫解析強度評価システム（DLSA-Professional）の開発

◆安全性と環境規制のバラン
スのとれた合理的な構造強度
評価法の策定及び規則体系の
再構築を目標に、縦曲げ最終
強度評価の機能を体系化され
た荷重・構造強度評価システム
（DLSA-Professional）の実用化
を加速する。

年度実績

➢ 昨年までに開発した荷重解析・線形構造解析評価システム
（DLSA-Basic）を海象条件によるリアルタイムな強度評価を可能す
るよう改良し、新たに造船所１社で利用を開始（合計４社） 。

➢ 発展版ソフト（DLSA-Professional）の開発により、全船体を対象と
した構造の動的応答及び崩壊強度の評価が可能。網羅的な強度
評価と作業コスト低減を両立し造船所の設計への適用も可能とした
世界でも例を見ないシステム。

➢ 急速に進展しつつあるデジタルツイン技術にかかる取り組みとし
て、船体の余寿命予測や過大荷重への警告を主眼とした船体構造
デジタルツインの研究開発を開始。

➢ 衝突安全性に優れた「船体用高延性厚鋼板の開発」が第8回「も
のづくり日本大賞（製造・開発技術部門 九州経済産業局長賞）」を
受賞。（権威ある第三者から評価）

➢ 本研究に関して、米国機械学会（安全・構造・信頼性部門）最優秀
論文賞（Best Paper Awards）受賞、査読付き論文１0件。

＜年度計画＞

【DLSA-Professionalの解析結果】
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【船体構造デジタルツインの波浪中実験】
（最新の模型船で実施）

船舶のリスク評価技術の開発

◆安全性と環境規制のバランスのとれ
た合理的な規制構築を目標に、リスク
評価技術をベースとした基準を検討。

年度実績

＜年度計画＞
➢ 液化水素運搬船の構造被害度評価用の実船モデルを開発する

とともに部分モデルを用いた水素爆発試解析を実施。造船事業者
が世界初の液化水素運搬船の建造に着手。

➢ バーチャルAIS（船舶自動識別装置ＡＩＳにより航海用レーダー画
面上にシンボルマークを仮想表示）を活用した、伊豆大島西岸沖
での世界初の推薦航路設定（多くの船舶が遵守していることを確
認済）が評価され、海上保安庁長官から表彰。

➢ 本研究に関して、査読付き論文５件。 【液化水素運搬船の全船リスクモデル】
（出典：Hystraより）【海上保安庁長官表彰授与式】

【第8回ものづくり日本大賞賞状】



①環境インパクトの大幅な低減と社会合理性を兼
ね備えた環境規制の実現に資する規制手法に関す
る研究開発

◆テストエンジンを用いた計測データに基づく船舶
排出量データの精度検証、PM 及びPM2.5 前駆
物質の実船計測を実施する。

②船舶のグリーン・イノベーションの実現に資する
革新的な技術及び実海域における運航性能評価
手法に関する研究開発

◆標準化した実船モニタリング解析法を用い、経
年劣化・生物汚損影響評価を検討する。

③船舶の更なるグリーン化を実現するための、粒
子状物質（PM）等の大気汚染物質の削減、生態系
影響の防止に資する基盤的技術及び評価手法に
関する研究開発

◆排ガス規制対応のための計測・分析技術の開
発、燃料・排ガス中の環境負荷物質評価手法の
確立、SOx スクラバの小型化のための技術開発、
SOx・GHG 排出削減規制対策のための排ガス
処理技術開発を実施する。

年度実績（達成状況）

➢ 年度計画に基づき、３つの研究テーマを重点的に実施し、こ
れらを含むすべてについて着実な成果を創出。（各研究成果
の詳細は「業務実績報告書」に記載）

➢ このうち、「燃料油の硫黄分濃度に関する新規制に対応した
研究開発」、「実海域実船性能評価手法の開発」について、排
ガス規制に対応するための船舶燃料の実船試験や実海域実
船性能評価プロジェクトの実施を通じて、政府や社会のニー
ズに迅速に対応するとともに、環境負荷低減や国際競争力の
強化に著しく貢献したことなど、顕著な成果が得られた。

＜年度計画＞

Ⅰ－２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等（4/11）
（２）海洋環境の保全
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Ⅰ－２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等（5/11）
（２）海洋環境の保全

実海域実船性能評価手法の開発

◆排ガス規制（特に、2020年
から新たに強化される船舶の
排ガス中の硫黄分濃度規制）
に向けた対策技術の動向調
査と評価及び規則実施のた
めの計測・分析手法を確立。

◆実船の実海域性能を高
度化する研究プロジェクト
（船舶の実海域（燃費）性
能評価のための客観的な
「ものさし」づくりを目的とし
て、参加25社で実施）にお
いて、標準化した実船モニ
タリング解析法を用い、経
年劣化・生物汚損影響評
価を検討。

年度実績

➢ 規制導入前に、国内外の石油業界の多種多様な性状の低硫黄燃
料（LSC）で陸上燃焼試験及び実船試験を実施し、品質、信頼性、安
全性に関する内航海運業界の懸念の緩和・払拭に貢献。

➢ 実船試験は、小型貨物船やRORO船など多種の船種12隻で実施し、
低硫黄燃料の性状変化などの基本的な知見を業界と共有。成果は
「2020年SOx規制適合舶用燃料油使用手引書（第2版）」（国交省、9月
発行）に反映（政策課題即応能力の発揮）。

➢ 内航船への搭載を想定した世界一小型のSOｘ洗浄装置（スクラ
バー）を開発し、脱硫性能を確認・社会実装可能（特許申請済）。

➢ ゼロエミッション燃料の要素試験を実施し、その結果に基づくGHG削
減技術の将来シナリオと削減効果を作成。国交省「国際海運のゼロエ
ミッションに向けたロードマップ」策定に貢献。

年度実績

➢ ライフサイクルの実海域実船性能を評価するため、
GLOBUS（全球の波と風のデータベース）を活用した海
象影響評価を実施。GLOBUS詳細版が完成し、外部
有償提供を開始（４社販売）。

➢ 船体抵抗＋プロペラ＋主機特性の連成計算プログラ
ムを開発。波浪中の主機への負荷状態の把握が可能。

➢ 主機の異常状態を検知するシミュレーションプログラ
ムを開発し、実機による有効性も確認。船社の協力の
もと主機デジタルツイン技術を用いた船舶主機状態監
視システムの開発に移行。

➢ 本研究に関して、日本船舶海洋工学会英文論文集
優秀論文賞受賞、査読付き論文２２件、特許出願７件。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

【小型SOｘスクラバー】

【船体抵抗＋プロペラ＋主機応答連成プログラム】

燃料油の硫黄分濃度に関する新規制に対応した研究開発
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【技術開発による
GHG削減効果の推定】

（海技研シナリオ）

【長期統計（GLOBUS）を利用して調査した海象影響】



①海洋再生可能エネルギー生産システムに係る基
盤技術及び安全性評価手法の確立に関する研究
開発

◆海洋再生可能エネルギー浮体式風力発電につ
いては、3 翼独立制御制御の効果を模型試験等
により検証する。浮体式波力発電については、
実用化を目指した高効率制御システムの検討を
行う。

②海洋資源開発に係る生産システム等の基盤技術
及び安全性評価手法の確立に関する研究開発

◆商業化に向けた採鉱システムに係る安全性・稼
働性評価、計画支援プログラムの開発、厳海象
下で用いられる浮体システムの係留設計法の開
発、大型海底機器揚降作業に関する安全性評
価技術の検討、海底フローライン中の流動現象
モデリングの検討を実施する。

③海洋の利用に関連する技術に関する研究開発
◆第2 期SIP プロジェクト（戦略的イノベーション創

造プログラム：革新的深海資源調査技術）を遂
行して行く中で、複数AUV 利用法の拡張に関す
る研究開発を行う。

年度実績（達成状況）

➢ 年度計画に基づき、３つの研究テーマを重点的に実施し、こ
れらを含むすべてについて着実な成果を創出。（各研究成果
の詳細は「業務実績報告書」に記載）

➢ このうち、「海底熱水鉱床に関する研究開発」、「AUVの運用
技術に関する研究開発」について、海底熱水鉱床に関する技
術開発やAUVの運用に関する技術開発を通じて、わが国の
海洋資源開発や海洋再生可能エネルギーの普及に著しく貢
献したことなど、顕著な成果が得られた。

＜年度計画＞

Ⅰ－２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等（6/11）
（３）海洋の開発
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Ⅰ－２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等（7/11）
（３）海洋の開発

海洋資源に関する研究開発

AUVの運用技術に関する研究開発

◆商業化に向けた採鉱
システムに係る安全性・
稼働性評価、計画支援
プログラムの開発、等を
実施する。

◆AUV（Autonomous
Underwater vehicle）
を運用するために必
要となる要素技術の
研究を進め、複数
AUV 利用法の拡張
に関する研究開発を
実施。

年度実績

➢ 海底熱水鉱床の商業生産システムを想定した計画
支援プログラムを開発するとともに、揚鉱から陸上で
の荷役までを考慮した全体システムの稼働性評価プ
ログラムを開発。実用化を加速させる研究成果を創出。

➢ 洋上風力発電施設の損傷時復原性の国内への適
用条件を明確化（H30年度実施）。その成果が「浮体式
洋上風力発電施設技術基準安全ガイドライン改正」
（国交省、3月公布）に反映。

➢ 本研究に関して、エンジニアリング奨励特別賞、日
本船舶海洋工学会論文賞等受賞４件、査読付き論文
３３件、特許出願１件
（海洋開発国産技術への貢献）。

年度実績

➢ ASV（Autonomous Surface vehicle）によるAUV複
数機を同時運用する際の隊列制御アルゴリズムを新
たに開発することにより複数機の管理が安定し、広
大な海底域の探索が可能。駿河湾１０００ｍ水深海
域にて有効性を確認（「分野横断研究」再掲）。

➢ 風力発電施設の基部点検の試行試験を継続する
ほか、AUV充電ドッキング技術開発を実施することに
より、将来の広範なAUV活用に貢献（国内再生エネ
普及への貢献）。

➢ 本研究に関して、査読付き論文８件、
特許出願１件。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

【計画支援プログラムのインターフェース】
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【複数AUV隊列制御アルゴリズム
実証実験の海底地形観測結果】

【風力発電施設の損傷実験】

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/

release/release_id696.html

【AUVほばりんによるドッキング試験】

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/


①海事産業の発展を支える技術革新と人材育成に
資する技術に関する研究開発

◆造船現場データの高度解析技術、造船作業を
支援するインタフェース技術を開発する。

◆騒音に影響を及ぼす振動対策を検討し、ニュー
ラルネットワークによる騒音予測の誤差評価を
実施する。

②海上輸送の新たなニーズに対応した運航支援技
術・輸送システム等に関する研究開発

◆操船シミュレータ上に組み込んだ自律操船が可
能なテストベッドの避航操船機能に対して、安全
評価方法を検討し、評価実験を行う。

③海上物流の効率化・最適化に係る基盤的な技術
に関する研究開発

◆平時輸送については国内貨物及び輸出入貨物
を対象に、貨物経路選択手法を高度化して性能
向上を図る。また、災害時輸送については地震
発生後の被害発生から評価までの輸送シミュ
レータの機能モデルを完成させる。

◆国際海運・造船における経済状況を表す貨物
流動データ等と、海運会社や造船会社の活動を
表す運航データや船腹・建造データにおける
データフュージョン（データ融合）技術の検討を
実施する。

年度実績（達成状況）

➢ 年度計画に基づき、３つの研究テーマを重点的に実施し、こ
れらを含むすべてについて着実な成果を創出。（各研究成果
の詳細は「業務実績報告書」に記載）

➢ このうち、「ICT技術を応用した造船現場の生産支援」、「自
律操船（自動離着桟技術）に関する研究」について、曲げ加工
支援ARアプリケーションや音声情報を活用した着桟操船支援
システム等を行うことにより、我が国海事産業の国際競争力
の強化及び経済の持続的な発展に著しく貢献したことなど、
顕著な成果が得られた。

＜年度計画＞

Ⅰ－２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等（8/11）
（４）海上輸送を支える基盤的な技術開発
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Ⅰ－２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等（9/11）
（４）海上輸送を支える基盤的な技術開発

ICT技術を応用した造船現場の生産支援

自律操船（自動離着桟支援技術）に関する研究

◆造船現場データの高
度解析技術、造船作業
を支援するインタフェー
ス技術を開発。

◆操船シミュレータ上に
組み込んだ自律操船が
可能なテストベッドの避
航操船機能に対して、安
全評価方法を検討し、評
価実験を行う。

年度実績

➢ 造船作業手順等を示した「フィードバック型現場曲げ
加工支援システム」（特許出願済）を開発し、造船所１社
が導入。熟練作業者と同等程度の工数で作業が可能。

➢ 上記を鋼板上で表示する「曲げ加工支援ARアプリ
ケーション」を開発改良し、実証実験による実用性を確
認。造船所1社が導入。

➢ 本研究に関して、査読付き論文１件、特許出願４件。

年度実績

➢ 自律運航を可能とするための課題の１つである
離着桟技術に関し、音声情報を活用した着桟操
船支援システムを開発。操船シミュレータや実船
による実証実験を通じ、その有効性や操船経験
の少ない操船者の精神的作業負担を低減するこ
とを確認。

➢ 本研究に関して、特許出願２件。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

【着桟支援システムの音声ガイダンスの例】

【曲げ加工支援ARアプリケーション】
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【操船シミュレータによる着桟実験（左：音声支援あり、右：音声支援なし）】



Ⅰ－２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等（10/11）

主な評価軸 自己評価

○成果・取組が国の方針や社
会のニーズに適合し、社会的
価値（安全・安心の確保、環境
負荷の低減、国家プロジェクト
への貢献、海事産業の競争力
強化等）の創出に貢献するも
のであるか。

荷重・構造応答一貫解析強度評価システム（DLSA-Professional）の開発及び液化水
素運搬船のリスクモデルの開発は、社会実装を果たすだけでなく、「安全・安心の確
保」という社会的価値の創出に対する貢献が大きいと評価できるものである。硫黄分
規制対応やGHG削減のためのロードマップ作成、実海域性能評価法の開発など、「環
境負荷の低減」に関する社会的ニーズに適合した社会的価値の高い研究が多く進め
られている。
海洋開発に必要なインフラや海洋の価値の創造につながる研究は、国家プロジェクト

において主導的な役割を果たしており、研究としても高いレベルで進めていることは、
非常に高く評価できる。また、上記に加え、船舶のリスク評価や設計面に関連する研
究など、多くの研究で民間企業との積極的な連携していることは、海事産業の国際的
な競争力強化に大きく貢献している。
一方、働き方改革や人員不足、ヒューマンエラー低減や無人化に対応した研究は現

代一体となって社会的に推進すべきものであり、それらは社会要請に対して合致し貢
献しているといえる。

○成果の科学的意義（新規性,
発展性,一般性等）が、十分に
大きいか。

数多くの研究開発の成果が多数の査読付き論文の提出や国内外の学会で表彰され
る等高く評価されたことは、科学的意義が十分認められたこととなる。
また、日本の強みとされる高品質な製品開発を維持するため、高いレベルでの技術

継承を短期で実践できる作業支援システムの開発や船舶運航の無人化に向けた研究
は、多分野にも広く波及していくことが期待できる

前述の年度計画に対する実績結果を踏まえ、中長期目標策定時に設定した評価軸を基本とした自己評価は以下のとおり。
（以下の自己評価は、平成３１年度（令和元年度）外部評価委員会（船舶・海洋・経済系大学、造船・海運・舶用工業会社の有識

者により構成）の主な委員コメントを参考にしつつ記載）
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自己評定 ➢ 成果・取組が国の方針や社会のニーズに適合し、安全・安心の確保、環境負荷の低減等の社会的
価値の創出に貢献するとともに、成果の科学的意義についても十分に大きいものであり、国際的な
水準に照らして非常に大きく、我が国の海事産業の競争力強化に大きく寄与するなど、期待された以
上の顕著な成果を挙げた。

Ａ

Ⅰ－２．船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術に関する研究開発等（11/11）

主な評価軸 自己評価

○成果が期待された時期に創
出されているか。

荷重・構造応答一貫解析強度評価システムや実海域性能評価手法の開発は、今後
デジタルツインにつながる成果が得られており、時宜を得た発展性の高い成果である。
船舶のリスク評価技術の開発が液化水素運搬船の一番船の建造に合わせて実施で
きたことはタイムリーな研究であったことを表している。また、硫黄分規制導入前に、現
状品質レベルの明確化や規制適合のための業界向け手引書の作成に貢献したことは、
国立研究開発法人としての重要な使命の１つとして、業界の懸念を緩和や払拭するこ
とができ、時宜を得た成果が出たといえる。

○成果が国際的な水準に照ら
して十分大きな意義があり、国
際競争力の向上につながるも
のであるか。

GHG削減に関する研究は、直接的で効果的な国際貢献であると同時に今後の製造
面や運航面での国際競争力の向上や付加価値を得るために十分大きな意義がある
研究である。海底熱水鉱床の開発は世界的に例がなく、国際的にも最先端なAUV開
発は運用を実施しながら経験を蓄積しており、国際的な水準を持っていると考えられる。

○萌芽的研究について、先見
性と機動性を持って対応して
いるか。

実海域実船性能評価手法の開発においては、ビッグデータ時代を先取りしており、今
後の成果が期待できると評価できる。また、ICT技術を応用した造船現場の生産支援
や自動離着桟支援技術に関する研究は、人工知能技術の産業応用や通信と情報処
理技術の双方の将来の進展をタイムリーに取り込めるような開発であり、先見性と機
動性もって社会に貢献できる研究である。
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Ⅰ－３．港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等(1/10)

■重点４分野において、９の研究テーマを実施し、すべて年度計画を達成。（研究成果詳細は業務実績報告書ご参照）
本説明資料では、４重点分野９研究テーマ毎に、特に顕著な成果が得られた研究成果（★赤字）について説明。

（１）沿岸域における災害の軽減と復旧…災害の軽減と迅速な復旧復興

１．地震災害の軽減や復旧に関する研究開発

★液状化地盤の挙動評価と対策

２．津波災害の軽減や復旧に関する研究開発

★港湾構造物変形への粒子法の適用

３．高潮・高波災害の軽減や復旧に関する研究開発

★台風1915号への対応

（２）産業と国民生活を支えるストックの形成…インフラの維持、更新及び修繕の効率的かつ効果的な実施

４．国際競争力確保のための港湾や空港機能の強化に関する研究開発

★コンテナターミナルへのICTの導入

５．インフラのライフサイクルマネジメントに関する研究開発

★海洋コンクリート構造物の補修・補強技術

６．インフラの有効活用に関する研究開発

★微視構造を考慮した複合地盤材料の力学特性評価の
高精度化

複合地盤材料の力学特性
（３）海洋権益の保全と海洋の利活用 …海洋開発拠点形成のための港湾整備や地形保全、海洋資源や海洋再生エネルギーの調査・開発

７．海洋の開発と利用に関する研究開発
★水中機械化施工

（４）海域環境の形成と活用…環境や地形の保全及び気候変動の緩和策としての活用

８．沿岸生態系の保全や活用に関する研究開発

★沿岸生態系シミュレーション

９．沿岸地形の形成や維持に関する研究開発

★海浜地形変化予測

複合観測情報に基づく津波予測技術の開発

津波による構造物周辺の局所洗掘量の推定手法の構築

津波による港湾構造物変形への粒子法の適用

海象観測データの集中処理・解析に基づく海象特性の解明

日本沿岸におけるうねり性波浪の季節・海域特性とその出現機構の検討

港内の強風による波や航走波の造波・静穏度解析手法の開発

構造物の被災状態に応じた波浪変形・伝播特性の評価

高潮・波浪結合モデルを用いた最大級の高潮ハザードに関する研究

高潮高波・津波時の外郭施設の構造部材に作用する波力に関する研究

年度計画に対応する研究開発課題名

コンテナターミナルシステムへのAI、ICT等新手法導入効果の評価手法の
提案
暴露試験によるコンクリート、鋼材及び各種材料の長期耐久性の評価
海洋環境下におけるサステナブルマテリアルの適用性評価
海洋構造物の被覆防食工法における性能評価手法の開発
過酷環境下における各種材料の耐久性評価
空港コンクリート舗装鉄網の設計施工面における効果の検討
海洋コンクリート構造物の補修・補強技術の体系化

年度計画に対応する研究開発課題名

孤立リーフ海域に適用可能な波浪制御技術に関する研究
港湾内の船舶の新型係留装置に関する技術開発
炭酸塩で形成された離島の地形動態に関する解析手法開発
水中機械化施工におけるマシンガイダンス技術に関する研究

年度計画に対応する研究開発課題名

次世代油濁対策技術の高度化に関する研究開発
気候変動に伴う全球的海浜地形変化予測手法の開発
波崎海洋研究施設における観測と海岸地形変化予測モデルの開発
河口域周辺での土砂輸送および航路・泊地への集積機構の解明
海域における沿岸地形モニタリングへの航空深浅測量の適用性に
関する検討

海洋構造物の性能評価の高度化に向けた点検診断技術の導入・運用
に関する検討
点検装置の作業外乱への対応技術の開発
港湾施設群のLCC最適化のための維持管理計画策定手法の検討
物理探査を用いた改良地盤の品質評価方法の開発
桟橋の性能規定の高精細化のための桟橋構造の破壊過程の解明
微視構造を考慮した複合地盤材料の力学特性評価の高精度化
浚渫土砂処分場の高容量化に関する技術開発

港湾地域および空港における強震観測と記録の整理解析

地震災害および被災要因調査

震源近傍強震動の予測手法の開発

地震動の連成作用下の液状化地盤の挙動評価・分析と対策

沿岸構造物の吸い出し・陥没等安定性評価と対策技術の開発

沿岸域施設の耐震性能早期発現のための対策技術開発

最大級の地震に対する洋上風力発電設備・沿岸域構造物の耐震性能
照査の技術開発

地盤工学的観点からの高波に対する海岸施設の安定性評価手法の検討

三次元漂流物シミュレーションモデルの開発と平面二次元モデルへの適用
手法の検討
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次世代音響画像システムの開発
波力発電機能付き浮消波堤に関する研究
洋上風力発電施設に働く波力算定法に関する研究
多様な変動荷重を受ける洋上風力発電施設の杭基礎の水平抵抗
特性の解明

浅海域における二酸化炭素吸収速度と浸水抑制効果を予測する全球
動態モデルの検証
減災と生態環境を両立する沿岸地形・地盤デザインの創成
大気・海洋に関する湾口横断観測と解析
沿岸生態系シミュレーションにおけるマクロ生物の動態解析
アマモ場生態系の機能向上技術の開発
流動シミュレーションとデータ同化による沿岸域の流動の数値解析

年度計画に対応する研究開発課題名



地震災害の軽減や復旧（液状化地盤の挙動評価と対策）

◆大規模災害の発生リスクが高まるなか、今後起
こりうる災害をいかに軽減し、また迅速に復旧復
興を図ることに重点を置く。

年度実績（達成状況）

➢ 年度計画に基づき、３つの研究テーマを重点的に実施し、これらを含むすべてに
ついて着実な成果を創出。（各研究成果の詳細は「業務実績報告書」に記載）

➢ このうち、台風1915号等に対し、被災した港湾施設の現地調査を通じて原因を究
明し、速やかな復旧を支援。また、従来知られていなかった地震液状化に伴う津波
の発生機構を明らかにし、世界的に注目される顕著な成果を生み出した。

＜年度計画＞

◆地震動の連成作用下の液状化地盤
の挙動評価・分析と対策に関して、液状
化地盤の挙動をふまえた有効な地盤対
策技術および液状化被害抑止技術を開
発・提示する。

年度実績

➢ 人工排水材を用いた液状化伝播・ボイリング被害抑止工法ならびに従来の課題を抜本
的に克服した隆起抑制型CPG工法を開発・提示した。前者は従来コストの関係で十分な
対策ができなかったコンテナヤード・臨港道路等の対策への応用が期待される。

➢ 2018年インドネシア・スラウェシ地震津波災害を対象とし、地震液状化に伴う海岸・海底
地すべりによる津波の発生機構を世界に先駆けて明らかにした。

＜年度計画＞

Ⅰ－３．港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等（2/10）
（１）沿岸域における災害の軽減と復旧①

【海底地すべりによる津波の発生機構】【液状化伝播・ボイリング被害抑止工法】

表面付近に人工排水材を導入することで、液状化の発生を許
容しつつも、液状化域の伝播を抑制することにより、液状化に
伴う噴砂・ボイリングと地表面付近の変状を抑制する。

液状化が地盤内で発生

液状化した層より、
地表に向けて水圧が伝播

ボイリングが発生

地表面が噴砂により破壊

人工
排水
材

上層への水圧の伝播を防ぎ
噴砂を抑止、地表変状を防ぐ

【隆起抑制型CPG工法（アップダウン施工）】

従来のCPG施工に比べて、施工時に発生する地盤隆起量を大
幅に低減すると共に、施工後の地盤密度、N値、並びに，液状
化強度を増加させることができる。

海底地すべりと津波の因果関係を現地調査
により明らかにした（Sassa and Takagawa,, 
2018, Landslidesより）。 18



津波災害の軽減や復旧

高潮・高波災害の軽減や復旧（台風１５号での対応）

◆粒子法の港湾構造物の
変形への適用に関する研
究では、洗掘、ポーラス、剛
体挙動等の各モデルの接
続を検討する。

◆最大級の高潮ハザードの
研究では、非常に強い台風
による波浪・高潮の推算精
度を検証するとともに、最大
級の台風の設定方法を検
討する。
◆高潮高波・津波時の外郭
施設の構造部材の安定性
の研究では、昨年度に続き
防砂シート等の実験を行う
とともに、ANNを用いた直立
壁の波圧評価式を提案する。

年度実績

➢ 各モデルを統合し、マウンドやブロック、ケーソン等の
剛体物の挙動の一括計算を可能に。波高のみを境界条
件とし、2次元平面計算モデル等とも容易に接続可能な、
新しい造波モデルも開発。

➢ 本研究に関して査読付論文4件（うちジャーナル2件）。

年度実績

➢ 日本の主要な海域でROMSによる高潮とSWANによる波
浪の推算精度を、推算に用いた気象モデルごとに整理。台
風の緯度による既往最低中心気圧の変化が、台風の成長
限界強度に概ね対応していることを確認。

➢ 護岸背後の防砂シートの浮き上がり防止対策工の効果を
大型水理模型実験で検証。複雑な構造断面をもつ護岸の
衝撃波力を実験で計測、そのデータにANNを適用して最大
波力や波力時系列の推定方法を検討。

➢ 台風1915号の直後に東京湾沿岸の港湾でUAVも用いて
施設の変形や浸水域を現地調査、被災護岸の衝撃波力や
越波を計算、それらの結果を国市に提供。非常に小さな半
径をもつ本台風に対し、既存モデルによる気象場と高潮の
再現性も検証。

➢ 本研究に関して査読付き論文13件。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

Ⅰ－３．港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等（3/10）
（１）沿岸域における災害の軽減と復旧②

【防波堤周辺の津波の解析】

【護岸の被災状況と衝撃波力の再現計算】

19



0	

50	

100	

150	

200	

250	

300	

350	

1時
	

4時
	

7時
	

10
時

	

13
時

	

16
時

	

19
時

	

22
時

	

1時
	

4時
	

7時
	

10
時

	

13
時

	

16
時

	

19
時

	

22
時

	

1時
	

4時
	

7時
	

10
時

	

13
時

	

16
時

	

19
時

	

22
時

	

1日	 2日	 3日	

（秒）	

(GCwaitTRK)Ave.	

(RTGwaitTRK)Ave
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(TRKwaitGC)Ave.	

国際競争力確保のための港湾・空港の機能強化

◆国際コンテナ戦略港湾の生産性向上のため、
オペレーション効率化、ICTの利用によるゲート前
渋滞防止の評価手法の研究を進める。

年度実績

◆インフラの老朽化が進む中、如何に国際競
争力を確保するか、インフラの維持更新を効
率的に実施するかに重点を置く。

➢ 横浜港新本牧埠頭SH−１〜２
を対象として、CONPAS、遠隔
RTG、オンドック等の効果、につ
いてシミュレーションによる定量
的に評価、改善の検討をした。

年度実績（達成状況）

➢ 年度計画に基づき、３つの研究テーマを重点的に実施し、これらを含むすべてに
ついて着実な成果を創出。（各研究成果の詳細は「業務実績報告書」に記載）

➢ AI や ICT を活用したコンテナターミナルへの導入は、国際コンテナ戦略港湾のオ
ペレーション効率化を推進し、LCCを考慮した維持管理計画手法の開発は、構造物
の長寿命化と経済性の向上に貢献する顕著な成果をもたらす。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

Ⅰ－３．港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等（4/10）
（２）産業と国民生活を支えるストックの形成①

シミュレーションモデル
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施設配置計画の想定

上図：荷役機械相互の待ち時間。RTGとトラック（TRK）が互いに
待ち合っていることがわかる。下図：遠隔RTGとオペレータの待
ち時間。RTGにも待ちが出ている。両図ともCONPAS、オンドック
、遠隔RTG使用の条件であり、今後AIによる適切な蔵置と荷役
機械の配置のシステムによる効果が求められる。

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

1時
	

4時
	

7時
	

10
時

	

13
時

	

16
時

	

19
時

	

22
時

	

1時
	

4時
	

7時
	

10
時

	

13
時

	

16
時

	

19
時

	

22
時

	

1時
	

4時
	

7時
	

10
時

	

13
時

	

16
時

	

19
時

	

22
時

	

1日	 2日	 3日	

（秒）	

平均	

最小	

最大	
横浜港新本牧埠頭を対象として、ゲート、蔵置場、運用を横浜港南本牧埠頭MC –
1、2、3、4を参考にGC、RTG、ゲートレーン数を設定、計画取扱量を上回る100万
TEU/年、及び150万TEU/年としてAutoModによりシミュレーションした。この際に
、CONPAS（予約システム、事前クラークシステム）、遠隔RTG、オンドックにつ
いてモデル化し、評価した。



インフラのライフサイクルマネジメント

インフラの有効活用（耐震改良、海面処分場の上物利用）

◆海洋コンクリート構造物の補修・補強技術の体系化
に関して、保有性能と維持管理レベルを考慮した補修
・補強設計の考え方を提示する。
◆港湾施設群のLCC 最適化のための維持管理計画

策定手法に関して、『（仮称）港湾施設群マネジメント
計画』についての技術資料を作成する。

◆海洋環境下におけるサステナブルマテリアルの適
用性評価の検討を開始する。 等

◆微視構造を考慮した複合地盤材料の力
学特性評価の高精度化に関して、デジタル
サンプリング装置の開発とそれにより得ら
れた供試体による擬似的力学試験等のとり
まとめを行う。

◆浚渫土砂処分場の高容量化に関する技
術開発に関して、護岸直背後の嵩上げ設
定についての解析を行い、仮仕切り堤の構
造を検討する。

◆物理探査を用いた改良地盤の品質評価
方法の開発を開始する。 等

年度実績

➢既存ケーソンの補強のための中詰固化
工法の設計・施工やPC桟橋上部工の補
修設計に関する資料を取りまとめた。エ
トリンガイトの遅延生成（DEF）に対する
補修・補強効果について実験・解析によ
り評価した。
ASR膨張評価の試験法が、国際学会
（RILEM）規格化採用が内定した。
➢「港湾の施設の点検診断ガイドライン」

（港湾局、R2.3）に成果の一部が反映。

年度実績

➢ 土のデジタルサンプリングの実現に向けて必要なツール
として国際的にも先駆的な地中撮影型小型X線CTスキャナ、
デジタルサンプリング装置を開発した。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

水平スライス画像
例

【デジタルサンプリング装置の開発】

Ⅰ－３．港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等（5/10）
（２）産業と国民生活を支えるストックの形成②

地中撮影型小型
X線CTスキャナ
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取得画像例（水
平ｽﾗｲｽ）

DEFによる膨張によるRCはりの変形挙動
の追跡が可能に

劣化度に応じた
補修フローの
提案

【デジタルサンプリングに向けた検討の流れ】

DEFによりプレ

キャスト部材が
膨張・劣化

予測モデル
開発

破損

中詰材
（砂）

を固化

蒸気養生
等

耐力を
向上

DEF解析



水中機械化施工におけるマシンガイダンス技術

◆水中施工機械の遠隔操作化へ
の取組みとして、マシンガイダン
ス・音響外界計測センサ・均し作
業用アタッチメントを統合し、実用
化に関する検討を実施する。

年度実績

◆海洋開発の拠点形成のためのインフラ整備や
地形保全、海洋資源や海洋再生エネルギーの調
査・開発に重点を置く。

➢ マウンド本均し作業を遠隔操作で行うための支援機構として、油圧ブレーカを用いた叩き均しア
タッチメントの実験機を製作し、沖縄県宮古島平良港において水中での性能確認試験を実施。

➢ 水中バックホウに水中マシンガイダンスシステム、叩き均しアタッチメント、音響プロファイラによ
る外界計測センサを統合し、遠隔操作支援システムを構築。

➢ 沖縄県宮古島のケーソン仮置きマウンドを対象として、遠隔操作化に向けた予備試験を実施し、
実用化に向けた課題点を抽出。

年度実績（達成状況）

➢ 年度計画に基づき、研究テーマを重点的に実施し、すべてについて着実な成果
を創出。（各研究成果の詳細は「業務実績報告書」に記載）

➢ このうち、水中機械化施工におけるマシンガイダンス技術に関する研究では、外
界計測センサをマシンガイダンスに統合した遠隔操作支援システムを構築し、実工
事での運用試験によりその有効性を確認するなど顕著な成果が得られた。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

Ⅰ－３．港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等（6/10）
（３）海洋権益の保全と海洋の利活用

22



沿岸生態系シミュレーションモデルの開発

◆沿岸環境の総合的な理解のため、これまで開
発してきた低次生態系モデルに、魚類等を含む
高次の生態系モデルを付加する。

年度実績

◆地球規模の環境問題への対応が益々重
要になる中、環境・地形の保全、気候変動
の緩和策に重点を置く。

➢ 既存の低次生態系モデルに、魚類を表現するモデルを組み込み、より上位の
食物連鎖を表現できるモデル化を実施、魚種によって実測値の再現性が異なる
が、概ね良い再現性を得た。

年度実績（達成状況）

➢ 年度計画に基づき２つの研究テーマを重点的に実施し、これらを含むすべてにつ
いて着実な成果を創出。（各研究成果の詳細は「業務実績報告書」に記載）

➢ このうち、気候変動に伴う全球的海浜地形変化予測手法の開発では、全球的な
海浜地形の将来予測への適用が期待される汀線変化予測モデルを開発し、その
妥当性を検証するなど顕著な成果が得られた。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

Ⅰ－３．港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等（7/10)
（４）海域環境の形成と活用①

カタクチイワシの生育段階別の分布

23

漁獲量と計算結果との比較稚魚期には伊勢湾内全域で均等に分布、
成魚期には湾内から湾外に分布が変化



気候変動に伴う全球的海浜地形変化予測

◆波崎海岸の地形変化観測データに基づき
開発された汀線地形変化予測モデルを汎用
化し、全球的に多様な海浜における適用と
100年スケールの将来予測を行う。

年度実績＜年度計画＞

➢ 開発した汀線変動モデルによって、波
崎海岸、表浜海岸、オーシャン・ビーチの
地形変化を高精度に再現。今後、汎用化
に向けてモデルパラメータと物理指標と
の関連付けを実施。

➢ 北太平洋上の気圧配置の年々変動が
地形変化へ与える影響を統計的に説明。

Ⅰ－３．港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等（8/10）
（４）海域環境の形成と活用②
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汀線変動の過去再現計算

(a)波崎海岸，(b)表浜海岸，(c)オーシャン・ビーチ

沿岸生態系の保全や活用に関する研究開発（ブルーカーボン）

◆ブルーカーボンによる気候変動の
緩和効果と適応効果の全球推計の研
究では、炭素循環・生態系モデルおよ
び波浪・地形モデルの開発と検証、全
球推計のための地形・生態系データ
の収集とGIS解析を行う。

年度実績

➢ 沿岸生態系分布範囲を特定するために、全球の生態系の分布をGIS上で整理し、代表
的な海岸線毎に平均岸沖地形断面を作成し、浅海生態系面積の将来予測を実施。

＜年度計画＞

開発中のモデル計算によって得られた全球における浅海域生態系面積の将来予測



Ⅰ－３．港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等（9/10）
＜自己評定＞

前述の年度計画に対する実績結果を踏まえ、中長期目標策定時に設定した評価軸を基本とした自己評価は以下のとおり。

主な評価軸 自己評価

○ 成果・取組が国の方針や社会
のニーズに適合し、社会的価値
（災害の軽減・復旧、ストックの
形成、海洋権益の保全、沿岸
環境の形成・活用等）の創出に
貢献するものであるか。

粒子法による港湾構造物の変形への適用に関する研究は、大規模地震の際の津波を受けて防波
堤のマウンドやブロック、ケーソンなどがどのような挙動を示すかを一括して計算することを可能にす
るもので、高い確率で発生が予測される大規模な津波による災害の軽減を図るための港湾施設の構
造を検討する上で重要な技術である。また、我が国の港湾の国際競争力を確保するため、国際コン
テナ戦略港湾の生産性を向上させることは不可欠であり、AIやICTの導入を考慮したシミュレーション
による最適なシステムの検討は、その実現に大きく寄与するものである。さらに、港湾施設群のLCC
最適化のための維持管理計画手法の開発等は、構造物の長寿命化を図るための指針となるもので
あり、社会インフラの有効活用や維持管理の効率化に資するものである。よって、研究の成果・取組
は社会のニーズに適合するとともに、社会的価値の創出に大きく貢献すると考える。

○ 基礎的な研究を積極的に実施
しており、成果の科学的意義
（新規性,発展性,一般性等）が、
十分に大きいか。

インドネシア・スラウェシ地震津波災害を対象とした研究は、地震に伴い発生した海岸・海底の地す
べりが津波を引き起こすという従来知られていなかった連鎖機構を明らかにしたもので、世界に先駆
けた科学的に意義の大きい成果を生んでいる。また、微視構造を考慮した複合地盤材料の高精度化
は、礫質の地盤のように乱さない試験体を採取しにくい環境に対し、原地盤でデジタルサンプリング
を行うことにより土の力学的試験を効率的に行うための手法を開発したものとして、科学的意義は大
きい。これらの研究は、今後の発展が大いに期待されることから、基礎的研究を通じて科学的意義の
大きい成果が得られていると考える。

○ 成果が期待された時期に創出
されているか。

最大級の高潮ハザードの研究は、近年ますます大型化・猛烈化する台風による港湾施設の被災の
メカニズムを解明するとともに、実際に発生した災害の現地に赴いて被災調査を実施し、原因の究明
や復旧方策の提案を行うなど、自然災害に対する国民の不安の軽減に資するものである。また、次
世代音響画像システムや水中施工機械の遠隔操作支援システムの開発は、潜水士の高齢化や人
手不足といった建設労働市場の問題の解決策として有益なものである。よって、港湾の技術に対す
る社会的な要請に対し、期待される時期に成果が創出されていると考える。
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Ⅰ－３．港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発等（10/10）
＜自己評定＞

自己評定 ➢ 成果・取組が国の方針や社会のニーズに適合し、頻発する自然災害による被害の軽減に資する研究を実施するとと
もに、被災施設の速やかな復旧など、社会的価値の創出に貢献した。基礎的研究においても、成果の科学的意義は
十分に大きく、世界に先駆けた研究としてその成果が国際的に高い評価を受けているなど、国際的な意義も十分に大
きい。さらに、将来における発展の期待が高い研究開発など、顕著な成果を挙げた。

Ａ

主な評価軸 自己評価

○ 成果が国際的な水準に照らし
て十分大きな意義があるもので
あるか。

インドネシア・スラウェシ地震津波を対象とした調査研究を基に地震液状化が津波を引き起こす連
鎖機構を明らかにしたり、ブルーカーボンによる全球の浅海域を対象とした二酸化炭素吸収速度の
解析など、研究のフィールドはグローバルに展開しており、研究成果は日本国内のみならず国際的
にも活用されるものとなっている。また、上述の津波発生の連鎖機構をはじめ、アルカリ骨材反応に
よるコンクリート膨張を評価する試験法の提案（国際学会（RILEM）規格化が内定）、土のデジタルサ
ンプリングの実現に向けた具体的な試験ツールの開発・製作など、世界に先駆けた研究成果の創出
を重ねている。これらの成果は、海外の他国の港湾・空港での活用も期待され、国際貢献的にも非常
に意義が大きい。

○ 研究開発に際し、国土技術政
策総合研究所との密な連携が
図られているか。

「港湾の施設の点検診断ガイドライン」、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」、「港湾の施設維持
技術管理マニュアル」、「港湾鋼構造物の防食・補修マニュアル」等の技術基準・技術指針・マニュア
ルへの研究成果の反映に向けた検討や議論に際し、また、久里浜LCM支援総合窓口を共同で開設、
ワンストップで維持管理の相談に乗れる体制とするなど研究成果の普及に際し、国土技術政策総合
研究所とは密な連携を図っている。

○ 萌芽的研究について、先見性と
機動性を持って対応しているか。

特定萌芽的研究の採択にあたっては、平成31年2月に開催した研究所幹部役職員で構成する内部
評価委員会で、将来性、独創性、先進性の観点から審議の上、新規課題の採否を決定した。また、
平成31年4月以降に研究所に着任した研究者に対しても、特定萌芽的研究としての研究に取り組め
る機会を与えるため、新規課題の追加募集を行い、令和元年5月に開催した内部評価委員会におい
て採否を決定した。これにより、年度当初の１件に追加の4件を加え、計5件の研究を実施した。採択
した特定萌芽的研究に対し12,500千円の予算を配分した。
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Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（1/11）
■重点４分野において、１３の研究テーマを実施し、すべて年度計画を達成。（研究成果詳細は業務実績報告書ご参照）
本説明資料では、このうち、特に顕著な成果が得られた研究成果（★赤字）について説明。

（１）軌道ベース運用による航空交通管理の高度化

１．気象要因による運航制約条件を考慮した軌道調整に関する初期的研究
★ ２．フリールーティング空域における軌道ベース運用に関する研究
★ ３．空港面及び空港近傍の独立非協調監視システムに関する研究

４．次世代 GNSS に対応したアベイラビリティの高い航法システムに関する研究

（２）空港運用の高度化

★ ５．PBNとGBASを活用した高度な計器進入方式に関する研究
６．大規模空港における継続降下運航の運用拡大に関する研究
７．空港設計および地上走行時間管理に資する交通データ等活用技術の研究
８．滑走路異物監視システムの高度化に関する研究

★９．遠隔型空港業務支援システムの実用化研究

（３）機上情報の活用による航空交通の最適化

★１０．従属監視補完技術に関する研究
★１１．航空機の拡張型到着管理システムの研究

（４）関係者間の情報共有及び通信の高度化

★１２．SWIM のコンセプトによるグローバルな情報共有基盤の構築と評価に関する研究
★１３．空地通信技術の高度化に関する研究

その他 年度計画以外の研究開発課題一覧

年度計画に対応する研究開発課題名

年度計画に対応する研究開発課題名

年度計画に対応する研究開発課題名

年度計画に対応する研究開発課題名

気象要因による運航制約条件を考慮した軌道調整に関する初期的研究
フリールーティング空域における軌道ベース運用に関する研究
空港面及び空港近傍の独立非協調監視システムに関する研究
次世代 GNSS に対応したアベイラビリティの高い航法システムに関する研究

PBNとGBASを活用した高度な計器進入方式に関する研究
大規模空港における継続降下運航の運用拡大に関する研究
空港設計および地上走行時間管理に資する交通データ等活用技術の研究
滑走路異物監視システムの高度化に関する研究
遠隔型空港業務支援システムの実用化研究

従属監視補完技術に関する研究
航空機の拡張型到着管理システムの研究

SWIM のコンセプトによるグローバルな情報共有基盤の構築と評価に関
する研究
空地通信技術の高度化に関する研究
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我が国におけるＧＢＡＳ性能向上のための電離圏脅威モデルの最適化
航空機内データ通信（WAIC）における電磁環境評価に関する研究
ADS-Bを用いた監視能力向上の研究
ハザードの定量的評価によるリスク評価手法の研究
航空分野に適用可能な電磁界シミュレーション手法に関する研究
地上型衛星航法補強システムの設置環境条件に関する研究
気象及び空港・空域条件に対応した後方乱気流管制間隔に関する研究
GNSS代替(APNT)のための地上系航法システムのインテグリティ保証
無人機の円滑運行のためのシミュレーション技術構築に関する研究
受動型レーダーを用いた近接航空機測位システムの研究
無人航空機を含む飛行環境形成の要素技術に関する研究
ヘリコプタ全周監視支援技術に関する研究
監視信号環境と性能要件に関する研究
3次元形状測定のための高精度距離測定技術に関する基礎的研究
レジリエンス概念に基づく航空管制官の状況認識に関する研究
AI・最適化技術の航空機運航への適用
航空用データの管理手法に関する基礎研究
地上監視装置を用いたトランスポンダ装置の性能推定手法の研究
航空交通データの分析への機械学習の適用
新・衛星＝ビーコン観測と赤道レーダーによる低緯度電離圏の時空間変動の解明

次世代宇宙天気予報のための双方向システムの開発
ハイブリッド簡易高速電磁界計算による電磁波可視化と実証実験による民間航空解析支援
航空需要に対応する海上設置型ローカライザーの設置条件に関する研究
堅牢な輸送システムモデルの構築と社会システムにおける最適化の実現
次世代自動飛行システム研究開発
多地点からの地上大気光観測を用いたプラズマバブル成長過程の解明
将来の航空交通管理のための到着・出発機合流最適化アルゴリズムに関する研究
新しい空地伝搬測定手法としての航空機監視情報放送の活用
予防安全に向けたシステムの強靭性分析手法に関する実践的研究
海洋分野の点検におけるドローン技術活用に関する研究
広大な農地の短時間観測を可能とする固定翼自律UAVを用いた映像伝送技術の研究開発
90GHz帯協調制御型リニアセルレーダーシステムの研究開発
電磁界計算アルゴリズムの開発とNAV関連実験データとの比較
アシュアランス航空交通情報共有基盤の構築に関する研究



Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（2/11）
（１）軌道ベース運用による航空交通管理の高度化

け

①運航者の希望に基づく飛行経路を実現しつつ、適切な管
制処理容量の確保を可能とするための管理手法に関す
る研究開発

◆初期的研究として、各種データ収集と初期解析、実
験用評価システムの仕様検討、評価指標等につい
ての動向調査を行う。

②全航空機の飛行経路と通過時刻によって航空交通を管
理する軌道ベース運用を可能とする技術に関する研究
開発

◆日本とその周辺の空域の特性に基づいた運用コンセプ
トの検討と、ATM パフォーマンス指標の検討を行うとと
もに、軌道最適化アルゴリズムの改善や性能向上に取
り組む。

③システム故障、ヒューマンエラーや自然状況変化によるリ
スクなどに強い通信・航法・監視を含む航空交通管理の
ためのシステムに関する研究開発

◆空港面での移動体検出技術の開発を行うとともに、実
験用リアルタイムパッシブ監視システムを構築し、検出
性能検証を行う。

◆次世代SBAS 及び次世代GBAS のプロトタイプシステ
ムを使用して飛行実験を実施するとともに、準天頂衛星
システム対応のための性能評価を行う。

年度実績（達成状況）

➢ 年度計画に基づき、４つの研究テーマを重点的に実施
し、これらを含むすべてについて着実な成果を創出。
（各研究成果の詳細は「業務実績報告書」に記載）

➢ このうち、「フリールーティング空域における軌道ベース
運用に関する研究」については、次頁に示すとおりフ
リールーティングによる飛行経路短縮及び消費燃料削
減の便益があり、また、運航不確定性を小さくする効果
が判明した、「空港面及び空港近傍の独立非協調監視
システムに関する研究」についても実験用リアルタイム
パッシブ監視システムを構築を行うなど、顕著な成果が
得られた。

＜年度計画＞

(注)MSPSR：航空機からの反射波を複数点で受信して航空機
の位置を算出する次世代型PSR
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Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（3/11）
（１）軌道ベース運用による航空交通管理の高度化

フリールーティング空域における軌道ベース運用に関する研究

空港面及び空港近傍の独立非協調監視システムに関する研究

◆フリールーティング空域における軌
道ベース運用に関する研究では、運
航者が最大便益を得るためのフリー
ルーティングと空域などを効率よく割り
振るため協調的意思決定（CDM）を取
り入れた軌道ベース運用に基づいた
軌道管理方式のコンセプトを提案する。
日本とその周辺の空域の特性に基づ
いた運用コンセプトの検討と、ATM パ
フォーマンス指標の検討を行うとともに、
軌道最適化アルゴリズムの改善や性
能向上に取り組む。等

◆空港面及び空港近傍の独立非
協調監視システムに関する研究で
は、トランスポンダに依存せず空
港面及び空港近傍における移動
体を検出するために、パッシブ
PSR だけでなく航空用途以外の電
波も利用した監視プロトタイプシス
テムの開発を行う。本年度は、引
き続き空港面での移動体検出技
術の開発を行うとともに、実験用リ
アルタイムパッシブ監視システム
を構築し、検出性能検証を行う。

年度実績

年度実績

＜年度計画＞

＜年度計画＞

【実験用リアルタイムパッシブ監視システム】
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【運用コンセプト提案のた
めの検討・調査】

評価システムでの検出結果➢ 長時間を必要としていた信号処理を見直し
て実験用リアルタイムパッシブ監視システムを
構築し、運用を見据えた評価を可能とした。

➢ 航空機は波長に比べてサイズが大きいため
数値解析には計算リソースや計算精度に多く
の課題があったが、目標検出において重要な
BRCS（バイスタティックレーダー散乱断面積）
について、大学との共同研究により縮小モデ
ルの評価を行い良く相似する傾向を得た。

➢ 本研究に関して、査読付き論文１件、ICAO
等技術資料２件。

➢ 運用コンセプトの検討として、福岡FIRと仁川FIR間のフリー
ルーティング概念のための課題を洗い出し、現状の交通流解
析に着手。

➢ ATM パフォーマンス指標の検討として、フリールーティング
運用環境では航空交通流が現状とは異なることから、先行研
究において提案した管制支援ツールを基に航空交通流の混雑
回避のための指標として「管制難度」を適用できる可能性を示
した。また、上空通過機の交通流分析と北太平洋経路再編の
シミュレーションを実施し、フリールーティングによる飛行経路
短縮及び消費燃料削減の便益があり、また、運航不確定性を
小さくする効果があることがわかった。

➢ 軌道パフォーマンス評価（最適化）ツールの適用性を向上するための改善を行った。
➢ 便益バランシングのため遺伝的アルゴリズムにより洋上ゲートウェイでの干渉解決をする高

度・遅延の案を作成するプログラムを作製した。

評価システムの構成



Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（4/11）
（２）空港運用の高度化

①混雑空港における継続降下運航の運用の拡大及び衛星航法
による進入着陸システムを用いた曲線精密進入等の高度な
運航方式等に関する研究開発

◆国内のモデル空港へ新進入方式を概念設計し、効果や制約
を調査する、かつ、衝突危険度モデルを改善する計算アル
ゴリズムを提案する。

◆CDOの現状分析・調査、上昇・降下パスの検討を行うととも
に、CDO 実施判断支援ツールの機能拡張およびツールの
有効性に関する評価実験を行う。

②航空機の離着陸時刻及び地上走行時間の予測を基に行う空
港面交通の管理に関する研究開発

◆空港施設整備の根拠資料となりうる年間交通量等の情報抽
出、および、地上走行の時間管理の精度向上に資する情報
抽出を目指した交通データおよびシミュレーションの活用技
術を検討する。

③光ファイバー技術等を応用した航空機監視技術及び滑走路
上の異物監視システム等に関する研究開発

◆非金属物体等のレーダ反射断面積の小さい対象物を探知
するための技術提案を行う。また、FOD 探知システムの空
港環境および悪天候時の性能評価を実施する。

◆映像処理系システムのアップデートとAIによる映像識別機能
の処理速度向上とシステムへの導入によるトラッキング性能
を検証する。また、PTZ システムの性能向上、運用向けハ
ウジングシステムの製作と性能評価、監視センサーとの統
合表示情報の性能検証と課題整理、簡易型センサーの性
能評価を行う。また、EUROCAE において、リモートタワーの
技術規格の策定に参加するとともに、併せて海外動向調査
を行う。

年度実績（達成状況）

➢ 年度計画に基づき、５つの研究テーマを重点的に実施
し、これらを含むすべてについて着実な成果を創出。
（各研究成果の詳細は「業務実績報告書」に記載）

➢ このうち、「PBNとGBASを活用した高度な計器進入方
式に関する研究」については、開発を行ったソフトウェ
アがICAO文書の標準ソフトウェアとして採用される方
向となり、「遠隔型空港業務支援システムの実用化研
究」についても、初期評価実験を山形空港にて実施し
小規模空港への展開の可能性を示す事で国の施策に
貢献するなど、顕著な成果が得られた。

＜年度計画＞
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Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（5/11）
（２）空港運用の高度化

PBNとGBASを活用した高度な計器進入方式に関する研究

◆国内のモデル空港へ新進入方式
を概念設計し、効果や制約を調査す
る、かつ、衝突危険度モデルを改善
する計算アルゴリズムを提案する。

年度実績＜年度計画＞

遠隔型空港業務支援システムの実用化研究

◆小規模空港や離島空港でリモート
運用を可能とするために必要な技術
を開発し、我が国の運用環境に適した
リモートタワーシステムを提案する。

年度実績＜年度計画＞

【評価試験用LEDライトガンユニット】

【フライトシミュレータによる検証実験】

【遠隔型空港業務支援システムプロトタイプ】
31

【OAS可視化ソフトウェア】

➢ 燃料節減や環境負荷低減が可能なRNP to xLS進入の導入
に向け、モデル空港での飛行方式を設計し、忠実度の高い操
縦士訓練用シミュレータにより実現性の検証を実施した。

➢ ICAO OAS（障害物評価表面）ソフトウェアを開発し国際会議
（IFPP:9月）で報告したところ、高く評価されICAO文書の標準ソ
フトウェアとして採用される方向で進捗。ソフトウェアのプログ
ラムコードと詳細な計算法が残存しておらず、ICAOの専門家
が再開発を長年の課題としていたところ、当所が研究への必
要性から同様の演算を行うプログラムを開発した。また、WEB

アプリケーションとして開発して、更新を容易にしてユーザが
環境に依存せずに使えるよう工夫ができたことが採用の理由
である。

➢ 検知アルゴリズムの処理性能とフレームの更
新レートを向上させるとともに、複数の予測制御
による精度向上を行った。また、AIによる識別機
能を組み込み、追尾精度が向上した。

➢ カメラに連動して動作する軽量なライトガンを試
作した。

➢ コンパクトなシステムについて初期評価実験を
山形空港にて実施し、性能と課題について検討
を行い小規模空港への展開の可能性を示した。

➢ EUROCAEの規格策定活動において、ED-240B
の議論への貢献を行った。

➢ 本研究に関して、意匠権３件取得。



Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（6/11）
（３）機上情報の活用による航空交通の最適化

①放送型自動位置情報伝送監視システム等の機能を用い
て航空機の飛行管理システムが持つ運航情報などを地
上に伝送して航空交通管理に活用する技術に関する研
究開発

◆前年度の実験装置機能付加を踏まえて、試験・検証試
験とさらなる実験装置の改修を実施する。

②航空機が地上と連携して周辺航空機の状況を把握し最
適な航空機間隔を維持するとともに最適な飛行経路を実
現する運航に関する研究開発

◆拡張型到着管理システムの運用プロトコルおよびスケ
ジューリング手法の設計の継続、航空機間の間隔付け
に関する新運航の検証、並びにヒューマンインザルー
プシミュレーション環境の構築、およびSMAN/DMANと
連携するAMAN設計を検討する。

年度実績（達成状況）

➢ 年度計画に基づき、２つの研究テーマを重点的に実施
し、これらを含むすべてについて着実な成果を創出。
（各研究成果の詳細は「業務実績報告書」に記載）

➢ このうち、「従属監視補完技術に関する研究」について
は、次頁に示すとおり航空機位置の正当性を検証する
手法を実験用器材に実装し、99.8%という高い不正位置
の検出率を得た事、及びブータン航空局職員技術移転
する橋渡しを行い、「航空機の拡張型到着管理システ
ムの研究」についても、定量的な到着遅延予測を実現
を行うなど、顕著な成果が得られた。

＜年度計画＞
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Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（7/11）
（３）機上情報の活用による航空交通の最適化

◆前年度
の実験装
置機能付
加を踏まえ
て、試験・
検証試験と
さらなる実
験装置の
改修を実施
する

年度実績＜年度計画＞

航空機の拡張型到着管理システムの研究

＜年度計画＞ 年度実績

◆拡張型到着管理シ
ステムの運用プロトコ
ルおよびスケジューリ
ング手法の設計の継
続、航空機間の間隔
付けに関する新運航
の検証、並びにヒュー
マンインザループシ
ミュレーション環境の
構築、および
SMAN/DMANと連携
するAMAN設計を検
討する。

【拡張型到着管理システムの運用プロトコル
およびスケジューリング手法の設計】
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不正位置の判定に成功

十分な性能を確認

検出率９９．８％

従属監視補完技術に関する研究

【ブータン王国での技術移転】

【不正位置の判定実験】

➢ ADS-B脆弱性対策技術として信号到達時間差（TDOA）による位置検証
技術について誤位置・偽位置を判定する性能を評価し99.8%という高い不正
位置の検出率を得た。

➢ WAM補完技術としてルビジウム発振器によるWAM受信局の時刻同期を
維持した場合の性能評価を実施した。

➢ ADS-Bの導入が検討されているブータン王国において当所研究員が、
ブータン航空局に対して受信局配置設計などの技術移転を実施。特に各
装置の利用技術について、動作原理から最新の研究成果までを丁寧に説
明したことが好評であった。

➢ 本研究に関して、査読付き論文１件、成果をICAO SP関連会議や国際学
会で発表。

➢ 羽田空港に到着する航空交通流の数学的モデルに基づく定量的
な到着遅延予測を実現した。例えば、航空機種毎の管制間隔短縮
(RECAT)適用し、羽田空港から50NM以内の空域容量を増加させる
こと及びターミナル空域の移管間隔を７NMから６NMにするとで、到
着遅延時間は、現状の航空交通量で最大20秒程度、航空交通量
20%増加した場合でも最大100秒程度削減できる結果を得た。

➢ 遅延時間を最小にする到着管理の戦略および拡張型到着管理
システム（E-AMAN: Extended Arrival Management）の設計要件を
提案した。

➢ ヒューマンインザループシミュレーション環境の構築、および、
SMAN/DMANと連携するAMAN設計の検討を実施した。

➢ ＩＣＡＯに本成果を報告し、国際規格策定に貢献した。
➢ 本研究に関して、国際ジャーナル論文１件、査読付き論文３件を

発表。



①異種システム間の情報交換において安全性の保証された
共通データ基盤の構築に関する研究開発

◆国際連携により地上や空地統合SWIMの検証実験を実施
するとともに、SWIMに基づく新たな運航方式を評価できる
手法や実験システムの開発を行う。

②航空機と管制機関間をつなぐ高速で安全な次世代航空通
信に関する研究開発

◆AeroMACS 利用技術及び空地通信技術適用範囲拡大の
性能評価を行う。

年度実績（達成状況）

➢ 年度計画に基づき、２つの研究テーマを重点的に実施
し、これらを含むすべてについて着実な成果を創出。
（各研究成果の詳細は「業務実績報告書」に記載）

➢ このうち、「ＳＷＩＭのコンセプトによるグローバルな情報
共有基盤の構築と評価に関する研究」については総合
評価用テストベッドの構築や機能構築を通じ、国の施
策において初期導入することとした意思決定への貢献、
「空地通信技術の高度化に関する研究」についても、
AerMACSとRPAS（遠隔操縦航空機）制御用信号との
干渉に関する解析結果を基に国際規格策定に貢献す
るなど、顕著な成果が得られた。

＜年度計画＞

34

Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（8/11）
（４）関係者間の情報共有及び通信の高度化



Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（9/11）
（４）関係者間の情報共有及び通信の高度化

空地通信技術の高度化に関する研究

＜年度計画＞ 年度実績

◆AeroM
ACS 利
用技術及
び空地通
信技術適
用範囲拡
大の性能
評価を行
う

SWIMのコンセプトによるグローバルな情報共有基盤の構築と評価に関する研究

＜年度計画＞ 年度実績

◆国際連携により地上や空地統
合SWIM の検証実験を実施すると
ともに、SWIM に基づく新たな運
航方式を評価できる手法や実験
システムの開発を行う

【飛行実験実施】
35

【ASEAN SWIM Demo】

➢ 空地4次元軌道同期技術を用いて動的な変化に対応できるオンライン評価技術を提案。

➢ 本研究に関して、査読付き論文４件、JAWS2019 優秀ポスター発表賞。

仙台空港 空港面

基地局＠仙台

無指向アンテナ

【通信への優先制御適用の検討】

【飛行実証実験による連携の検証】

➢ 国際連携実験や飛行実証実験により、総合評価用テスト
ベッドの構築や機能構築を行った。また、航空局が主導す
る産学官の長期ビジョン（CARATS）におけるFF-ICEの初
期導入の意思決定に貢献した。

➢ 空地統合SWIM実験システムを開発し、仙台空港におい
てAeroMACSと連携した世界初のFF-ICEに基づいた飛行
実証実験を実施した。

➢ ASEAN地域におけるSWIMの有効性と運用の効果を示す
ため、2019年11月にASEAN SWIM Demoの支援を行なった。

➢ 日本側の実験システムを開発し、中国香港と米国連邦航
空局(FAA)と連携して、二つのシナリオを実演した。

➢ AeroMACS技術の適用範囲（覆域）拡大および利用技術開発に関する飛行実
験を実施し、指向性空中線を用いることにより基地局から16㎞離れた地点を飛
行中もおおむねAeroMACSを利用可能であることを確認した。

➢ 飛行中に地上のSWIMサーバと接続し、パイロットが使用する情報端末を模擬
したタブレット端末にて地上と相互に情報交換が可能であることを確認した。

➢ 管制通信での利用を見据え、AeroMACS通信において優先制御を適用するシ
ミュレーション評価を実施し有効性をを明らかにした。

➢ ＩＣＡＯに本成果を報告しAerMACSとRPAS（遠隔操縦航空機）制御用信号との
干渉に関する解析結果を基に国際規格策定に貢献するなど、顕著な成果が得
られた。

➢ 本研究に関して、査読付き論文１件。



Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（10/11）
＜自己評定＞

主な評価軸 自己評価

○ 成果・取組が国の方針や社
会のニーズに適合し、社会的
価値（安全・安心の確保、環境
負荷の低減等）の創出に貢献
するものであるか。

放送型自動位置情報伝送監視システム（ADS-B）において、航空機位置の正当性を
検証する手法を実験用器材に実装し、99.8%という高い不正位置の検出率を得たこと
は、航空交通の安全・安心につながるものであり、社会的価値の創出に貢献している
といる。
また、遠隔型空港業務支援システムにおいて、画像処理と目標検出機能を高度化し

管制官の業務負荷軽減と効率向上でき期待でき、また操作ミス等のエラー発生の減
少や安全性の向上といったことにも配慮したHMI（ヒューマンマシンインターフェース）デ
ザインを提案したことは、航空交通の安全・安心につながるものであり、社会的価値の
創出に貢献していると考える。

○ 成果の科学的意義（新規性、
発展性、一般性等）が、十分に
大きいか。

東京国際空港に到着する航空交通流の膨大なデータを用いて、データ駆動型分析と
待ち行列理論による分析を行い定量的な到着遅延予測を可能としたことは、拡張型到
着管理システムの設計要件を具体化するものであり、今後の航空交通管理に係る研
究開発における発展性が期待できると考える。
また、パッシブ監視システムにおいて、長時間必要であった目標検出処理を改善しリ

アルタイム処理が可能な評価システムを構築したことは、成果の科学的意義が大きい
といえる。
さらに、地上走行時間の管理に係る間隔付けパラメータの誤差の許容範囲について

検討を行い、誤差が大きい場合にもその影響を補正できることを明らかにした成果は
科学的意義が大きいといえる。
査読付論文について７４本(主著６１、共著１３)発表し成果の科学的意義が十分に大

きいといえる。

○ 成果が期待された時期に
創出されているか。

小規模空港へのリモートタワー展開において活用が期待されているコンパクトな監視
センサと連携した性能評価を山形空港にて実施したことは、リモートタワー導入の検討
を進める航空局への貢献であり、成果が期待された時期に創出されたといえる。
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自己評定

Ａ

Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（11/11）
＜自己評定＞

主な評価軸 自己評価

○ 成果が国際的な水準に照
らして十分大きな意義があり、
国際競争力の向上につながる
ものであるか。

当研究所において作成したOAS（障害物件評価表面）に係るソフトウェアの開発がICAOにおい
て長年の課題であったソフトウェアのプログラムコード未残存に対応できた事が高く評価され、
ICAO文書の標準ソフトウェアとして採用される見込みであることは、国際な水準に照らしても大き
な意義があるといえる。
また、ブータン王国における航空機監視システムとしてADS-Bの導入が検討されており、山岳

地帯における受信局配置設計法を当所研究員が現地において指導等の技術移転を行ったこと
は、我が国の技術が環境が異なるブータンでも利用できる検証ができ国産技術の国際競争力の
向上につながるものと考える。

○ 成果・取組が継ぎ目の無い
航空交通（シームレススカイ）
につながるものであるか。

当所にて開発した空地統合SWIM実験システムを用いてグローバルな協調運用方式であるFF-
ICEに基づいた世界初の飛行実証実験を行い、飛行中の機内情報端末からAeroMACS技術によ
り地上のSWIMサーバに接続のうえ気象情報等の様々な情報交換やリアルタイムでの情報共有
が可能であることを確認したことは、運航に関わる関係者間での情報共有を可能としたシームレ
ススカイ実現につながる成果といえる。
また、日本側のSWIＭの実験システムを開発し、中国香港と米国連邦航空局(FAA)と連携して、

二つのシナリオを実演したこと及び福岡FIRと仁川FIR間のフリールーティング概念のための課題
を洗い出し、現状の交通流解析に着手した事は継ぎ目の無い航空交通（シームレススカイ）につ
ながる成果と考える。

○ 萌芽的研究について、先見
性と機動性を持って対応して
いるか。

航空交通データを使用し、機械学習を用いたFIX通過予測精度の分析や出発時刻等のばらつ
きの特性をモデル化する検討を進めている。FIX通過予測精度の分析では、飛行中の誤差に対し
て出発時刻の誤差が大きく、飛行中の誤差は予測を行うシステムに依存するものの飛行時間に
対して約4％の誤差があることが機械学習を用いてわかったことから、今後の他研究での利活用
の範囲が期待でき、将来さらなる発展が見込まれる。このことから、先見性と機動性を持った研
究開発を実施していると考える。

➢ 成果・取組が国の方針や社会のニーズに適合し、航空の安全性や効率性向上等の社会的価値の創出に
大きく貢献している。また、学術的に新規性のある研究成果をもって、我が国の国際競争力向上に大きく寄
与するなど、期待された以上の顕著な成果を挙げた。
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①国が進めるプロジェクト等への支援

②基準・ガイドライン等の策定

③行政機関等との密な意思疎通

◆国等がかかえる技術課題について受託研究等を実施する
とともに、国等が設置する技術委員会へ研究者を派遣する
等、技術的政策課題の解決に的確に対応するとともに、国が
進めるプロジェクトや計画等の実施に貢献する。さらに、国や
公益法人等が実施する新技術の評価業務等を支援する。

◆研究所の研究開発成果を活用し、
海上輸送の安全確保・海洋環境の保
全等に係る基準や港湾の施設に係る
技術基準・ガイドライン、航空交通の
安全等に係る基準等の策定や改定
を技術的観点から支援する。

◆研究計画の策定にあたっては、ニーズの把握
のため行政機関等と密な意思疎通を図り、研究
の具体的な内容を検討するとともに、実用化が
可能な成果を目指す。国、地方公共団体等の技
術者を対象とした講演の実施、研修等の講師とし
ての研究者の派遣や受け入れにより、技術情報
の提供及び技術指導を行い、行政機関等への研
究成果の還元を積極的に推進する。

年度実績

➢ 国等行政機関からの受託研究を７５件実施し、プロジェクトの遂行
や政策立案を支援した。

➢ また国等が設置する各種技術委員会等の委員として当所研究者を
のべ２１４名派遣するなど、技術的政策課題の解決に精力的に対応
した。

年度実績

➢ 「2020年SOx規制適合舶用燃料油使用手
引書（第2版）」、「港湾の施設の点検診断ガ
イドライン」、「将来の航空交通システムに関
する長期ビジョン」等、国の基準やガイドライ
ン策定に貢献した。

➢ 現場や基準等に反映された研究成果数は
５件に上った。

年度実績

➢ 地方整備局や地方航空局等で開催した講
演会等を通じて研究活動や成果を発信し、
研究ニーズ等の地域の情報を収集した他、
研修講師として国等の技術者に対する講義
を行うなど、のべ１０１名の研究者を派遣す
るだけでなく、国土交通省本省との連携会議
等を通じて、行政機関等との意思疎通を密
に行った。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

＜年度計画＞

Ⅰ－５．研究開発成果の社会への還元 （1/5）
（１）技術的政策課題の解決に向けた対応

【基準・ガイドライン策定等の貢献】

【港湾空港技術地域特別講演会（高松）】

○政策課題の解決に向けた取組及び現場や基準等への還元がなされ
ているか

○そのための、行政機関との意思疎通が的確になされているか

主な
評価軸
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沿岸域の災害における調査や復旧支援を実施

研究所で作成した災害対応マニュアルに沿った訓練

重大な海難事故等の事故情報を解析

◆被災地に
研究者を派
遣することに
より、被災状
況の把握、復
旧等に必要
な技術指導
等を迅速か
つ適切に行う。

◆研究所で作成した災害
対応マニュアルに沿った
訓練を行う。

◆重大な海難事故等が発生した際には、研究所の
持つ豊富な専門的知見を活用して事故情報を解
析し、その結果を迅速に情報発信するとともに、詳
細解析が必要な場合には、事故再現や各種状況
のシミュレーションを行うことにより、国等における
再発防止対策の立案等への支援を行う。

年度実績
➢ 8月、九州北部地方を中心に記録的な大雨による下関港海岸の護岸の被災に伴い、国

からの要請を受け、研究者2名を現地に派遣し、高度な技術力で被災現場を調査し結果を
早々に国へ報告し、国が設置した「原因究明等委員会」の委員として引き続き被災原因究
明等に尽力した。

➢ 9月、台風第15号上陸による横浜港の施設被災に伴い、国らの要請を受け、緊急災害対
策派遣隊のべ11名を現地に派遣し、高度な技術力をもって被災現場を調査し結果を早々
に国へ報告し、その後は国が設置した「技術検討委員会」の各委員として職員を派遣し、
引き続き被災原因究明及び復旧等に尽力した。

➢ 10月、台風19号上陸による横浜港金沢地区の護岸の被災に伴い、研究者4名を派遣し、
高度な技術力をもって調査し結果を早々に国及び横浜市へ報告し、横浜市に対して復旧
等に当たっての高度な技術指導を実施するなど、被災地の早期復旧に大きく貢献した。

年度実績

年度実績

➢ 運輸安全委員会より旅客船衝突事故に係る実船計測及び解析、漁船転覆事項
解析調査等6件を請け負い、解析結果は同委員会の報告に活用され、事故原因究
明に貢献した。

➢ また、平成28年度から引き続き、運輸安全委員会の海難事故調査資料を用いて
データベースを作成し、ここから事故に寄与している要因を整理・体系化することに
より、事故低減策効果を推定する共同研究を運輸安全委員会とともに実施した。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

＜年度計画＞

Ⅰ－５．研究開発成果の社会への還元 （2/5）
（２）災害及び事故への対応

➢ 大規模地震を想定して平成31年4月26日及び令和元年10月3日に地震発
生時対応としての安否確認訓練、11月26日に津波避難訓練を実施した。

【横浜港はま道路での調査の様子】

○自然災害・事故時において迅速な対応がなされているか
主な

評価軸

【津波避難訓練の様子】
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外部連携機能促進としての研究プラットフォームの機能強化

◆学術的なシーズを
有する大学や産業的
なニーズを有する民
間企業等との共同研
究、受託研究や公募
型研究の取り組みを
行い、産学官における
研究成果の活用を推
進する。

◆研究所の大型試験設備、人材、蓄
積された基盤技術等を核として、外部
との連携を促進する研究プラット
フォームとしての機能を強化する。

年度実績

➢ 産業界・学界との共同研究を170件、産業
界からの受託研究140件、公募型研究1件を
実施した。

➢ 民間16社と共同で実施している「操船支援
機能と遠隔からの操船等を活用した船舶の
実証事業」において、タグボートを使用した遠
隔操船実船試験結果の評価等を実施した。

➢ 港湾関係機関・団体の四者間で「連携・協
力」協定に基づく勉強会を開催した。

年度実績

➢ 外部連携促進機能の強化として、海事関係者への技術力向上等へ寄与するため、船舶海洋
工学研修（全国6か所）を実施した。

➢ 我が国造船業の国際競争力強化に向けて、当所が事務局となり、民間企業や大学等21機関
で構成される「次世代造船設計システム研究会」を設置した。研究会は4回開催され、アライア
ンス体制や工場デジタルツインの必要性等を盛り込んだ新たなシステム構想に関する提言をま
とめ、各種イベントにて発出した。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

Ⅰ－５．研究開発成果の社会への還元 （3/5）
（３）橋渡し機能の強化

産学官との人事交流・研究者派遣等の取り組み

＜年度計画＞ 年度実績

➢ 大学や他の研究所等の研究者・技術者等との情報交換・意見交換を実施した。
➢ 民間企業等との人事交流88件を実施。さらに、クロスアポイントメント制度により、

研究者4名が研究所と外部機関の垣根を越えて活躍し橋渡し強化を図った。
➢ 当所研究者派遣等の取組として、外部委員会へ委員等委嘱の受入を396件、外部

への研究者派遣を101件を実施した。
➢ 研究者を派遣し、産業界における各種規格・基準（標準）の策定作業に貢献した。
➢ 大学等への講師派遣、インターン生の受け入れ等、人材育成にも寄与した。

◆研究者・技術者等との
情報交換・意見交換、人事
交流、研究所からの研究
者派遣等の取り組みを行
い、産学官における研究
成果の活用を推進する。

【海洋開発研修風景】

【セキュリティ強化に向けた移動物体高度認識レーダー基盤技術の研究開発

(電子航法に関する公募型共同研究)】

うみそら研

○技術シーズの産業界への活用のために、橋渡しの取組を的確に
実施しているか

○国内の研究機関等と十分に連携・協力しているか

主な
評価軸

【四者による勉強会】

民間、外部機関等

民間企業等との共同研究・受託研究・公募型研究の取り組み
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【遠隔操船実船試験概要図と今後の見通し】



特許出願等の取り組み

年度実績＜年度計画＞

Ⅰ－５．研究開発成果の社会への還元 （4/5）
（４）知的財産の普及活動

特許の適切な管理・活用の取り組み

＜年度計画＞ 年度実績

◆特許の出願・取得に
ついては事業性と特許
性を主な判断要素とし
て出願等について審議
し、厳格な手続きを経
て特許の出願を行う。

➢ 研究者に、インセンティブを付与するため、褒賞金及び実施補償金として約18.9百万円を支払い、特許出願の
意欲向上を図った。

◆有用性、保有の必要性等を
検討し、コストを意識した管理
を行いつつ、産業界への普及
や促進を図る。また、技術のグ
ローバル化に向けた国際特許
の取得も視野に入れた戦略的
な取り組みを推進する。

◆研究所ホームページの活用
等により保有特許の利用促進
を図る。

⚫研究開発の初期段階から知財戦略を構築し、強く役に立つ特許の創出
と知財管理を目的に実施した。

⚫令和元年度は、知財の基礎的事項の解説と各研究の知財戦略や諸外
国との比較、実例を用いた知財分析と戦略検討の取組を学習し、特許
創出を意識した研究の実施に更なる意識の向上を図った。

○知的財産を適切に取得、管理、活用しているか主な
評価軸

➢ 知的財産管理活用委員会等における事業性と特許性に関する審議等の手続きを経て、39件の特許を出願し
た。

⚫令和元年度に活用された知的財産のうち有償活用件数については、
特許実施が13件、著作権使用許諾に関する実施が56件。

⚫保有する知的財産権について、ホームページや各種展示会にて積極
的なＰＲを行い、有償活用を促進した。

⚫このような取組の結果、特許料収入57百万円、著作権収入50百万円
を得た。

➢ 知財の実施と利用促進

➢ 知的財産権研修の実施

特許出願数 有償活用知的財産権数 特許料収入（百万円） 著作権収入（百万円）

平成29年度 47 66 40 35

平成30年度 38 60 38 41

令和元年度 39 69 57 50

【特許出願件数等の推移】
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【知的財産権研修の模様】

【マイクロウェーブ展2019の模様】



情報発信

◆研究発表会、講演会、出前講座、
研究所報告等の発行等により、研究
業務を通じて得られた技術情報や研
究開発の実施過程に関する様々な
情報を、主に行政等の利活用が想
定される対象に向けて積極的に発信
し、研究成果の普及、活用に努める。

年度実績

➢ 「うみそら研成果報告会」を、3研究所が一体となって実施し、「世界最
先端の研究力で海事産業をリード」、「二兎を追う！ －世界レベルの研
究と現場で役立つ成果－」、「知で繋がる －航空交通を支える知と国
際標準化の先端拠点－」というスローガンの下、うみそら研4年間の研究
成果の報告と今後の展望について発信した。

➢ 海上技術安全研究所発表会及び講演会、港湾空港技術講演会、港湾
空港技術地域特別講演会（全国4地域）、電子航法に関する研究発表会
及び講演会等を開催し、研究所の活動や成果を社会に向けて広く発信し、
その普及を進めた。

＜年度計画＞

Ⅰ－５．研究開発成果の社会への還元 （5/5）
（５）情報発信や広報の充実

広報の充実

＜年度計画＞

◆研究成果を分かりやすく説明・紹
介する広報誌やパンフレット等の発
行、研究所の一般公開、施設見学の
実施、ホームページ掲載等の多様な
ツールを通じた広報周知活動を、主
に一般国民に向けて効率的かつ積
極的に行い、研究所の取組に対する
理解の促進に努めるとともに、科学
技術の普及啓発及び人材育成の促
進に寄与する。 本年度期間中に、
研究発表会を８回以上、一般公開及
び公開実験を８回以上実施する。

年度実績

➢ うみそら研の一体感醸成を表すキャッチコピー
『青い海広い空 交通の未来を創る うみそら研』 を決定した。

➢ 広報誌やパンフレット等の発行、研究所の一般公開、施設見学、
ホームページ掲載等の多様なツールを通じて広報活動を積極的に行
い、研究所の取組に対する理解の促進に努めるとともに、科学技術
の普及啓発及び人材育成の促進に寄与した。

➢ 令和元年度においては、研究発表会を１０回、研究施設の一般公開
及び公開実験を７回実施した。

➢ その他、図書館の一般開放、小学生の職場体験、課外事業及び校
外学習活動への協力、三鷹ネットワーク大学の主催のみたかサマー
ラボ、スーパーサイエンスハイスクール事業への協力、メディアを通じ
た情報発信、ＲＯＶ等水中機器類技術講習会、電子航法研究所紹介
マンガ、空の日のイベント、展示会参加等多くの機会を通じてPRした。

自己評定

Ａ

➢ 国の基準・ガイドライン等策定への貢献に加え、国からの要請による現地での高度技術指導や、当所が事務局とな
り、民間企業や大学等21機関で構成される「次世代造船設計システム研究会」を設置するなど、研究所成果や技術
シーズの産業界への移転を推進するための橋渡しの役割を果たし、研究開発成果の社会への還元において期待以
上の顕著な成果を挙げたため、Ａと評価する。

○一般社会から理解が得られるよう、研究開発成果等をわかりやすく発
信しているか
○研究開発成果の迅速な社会還元や共同研究の促進のために行政等に
向けた 情報発信が的確になされているか

主な
評価軸

【うみそら研成果報告会】

【ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽﾊｲｽｸｰﾙ参加者】
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【小学生の職場体験】



我が国の提案作成への取り組み

国際会議への積極的な参加の取り組み

◆研究成果の国際基準・国際標
準化を目指して研究計画を企画
立案するとともに、国際的な技術
開発動向を踏まえつつ研究を実
施することで、国際基準案等の
我が国の提案策定に積極的に関
与する。

特に本年度は、海上交通の分
野においては、係船装置に関す
る国際基準策定に貢献する。

年度実績

➢ 国際海事機関（IMO），国際標準化機構（ISO），国際電気標準会議（IEC） ，国際原子力機関（IAEA）
国際航路協会（PIANC），建設材料・構造に関わる国際研究機関（RILEM），国際民間航空機関（ICAO），
航空無線技術委員会（RTCA），欧州民間航空電子装置機構（EUROCAE）をはじめとする国際機関にお
ける国際基準化、標準化に関わる会議へ積極的に参加した。

➢ IMOにおいては、国際基準の策定に向け、議長、プロジェクトリーダーを務めるなど、我が国提案の実
現に向け貢献。ISOにおいても、プロジェクトリーダーを務めるなど、規格策定に大きく貢献した。
特にIMOにおいては、28本の提案文書等（我が国提案文書の総数は58本）に関与し大きく貢献した。

➢ RILEM TC AAA会議においては、研究者がアルカリ骨材反応によるコンクリート膨張を評価する試験
法を国際規格とすべく提案し、最終審査でRILEM Recomended Test Method： AAR-13として承認され
るなど、戦略的な国際活動の推進に重要な役割を果たした。

➢ 国際標準の作成に関する長年の寄与のみならず、
EUROCAEの活動活性化への献身的活動が評価され
電子航法研究所長がEUROCAE President’s Award 2019を授与。

年度実績

＜年度計画＞

＜年度計画＞

Ⅰ－６．戦略的な国際活動の推進 （1/2）
（１）国際基準化、国際標準化への貢献

◆我が国の提案実現のため、本
年度計画期間中に国際基準及
び国際標準に関する国際会議に
のべ６３（人回）以上参画し、技
術的なサポートを実施するととも
に、会議の運営にも積極的に関
与する。

加えて、主要国関係者に我が
国提案への理解醸成を図るため、
戦略的な活動を行う。

➢ 令和元年度においては、多くの国際基準化・標準化に関わる会議へ積極的な参加に取り組み、目標
を大きく上回る、のべ121人回が参加した。

➢ さらに、当所職員が、各種国際会議における各種委員会・タスクフォースで、議長やリーダー等の主
導的な立場を得て、会議運営に積極的に関与した。

会議の開催機関等 参加会議数

IMO 11

ISO/IEC 8

IAEA 5

PIANC 9

ICAO/RTCA/EUROCAE 22

その他 12

○国際基準及び国際標準の策定において、十分な貢献がな
されているか

主な
評価軸

➢ 特に、IMOにおいて、海上技術安全研究所
職員が、船舶設備小委員会の議長、貨物運
送小委員会の作業部会の議長等を務め、
IMOにおける基準策定全般に大きく貢献した。
また、海上技術安全研究所職員１名が、こ
れまでの研究成果が国際的に評価され、
IMOから船体構造規則の監査員に指名され、
DNV-GLの規則の監査を実施した。
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【EUROCAE President’s Award 2019 表彰式】

【当研究所の国際会議への参加状況】



国際会議、ワークショップへの積極的な取り組み

協定の締結および技術支援

◆国際会議やワークショップの
主催や共催、国際会議への積
極的な参加、在外研究の促進
等を通じ、国外の大学、企業あ
るいは行政等の研究者との幅
広い交流を図る。本年度計画
期間中に国際会議において
200件以上の発表を行うととも
に、国際ワークショップ等を３回
以上開催する。

◆国外の関係研究機関と研究協力協定や教育・
研究連携協定を締結し、連携強化を図る。

年度実績

年度実績

＜年度計画＞

＜年度計画＞

Ⅰ－６．戦略的な国際活動の推進 （2/2）
（２）海外機関等との連携強化

➢ 海外の研究機関・大学と連携協定(新規2件)を結び、
研究所のポテンシャル及びプレゼンス向上を図った。

➢ 海外機関との連携強化に向けて国際会議への積極的な参加等に取
り組み、国際会議において目標を大きく上回る265件の発表を行った。
また、ワークショップ等国際会議を目標を大きく上回る4件開催した。

自己評定

Ａ

➢ 当研究所職員が、IMOが定める国際基準における作業部会の議長として改正案をまとめるとともに、小委員会では議
長やコーディネーターとして中心的役割を務めた。加えて、ICAOにおけるタスクフォースのリーダーを務め、当所の研究
がASEAN地域における技術基準の策定に貢献した。さらには、海外機関との間での連携協定締結や技術支援、国際
ワークショップ開催を行い、海外機関との連携も着実に強化することができた。
以上のことから、本項目について顕著な成果を挙げたものと考える。

◆外国人技術者を対象とした研修への講師派遣
や外国人研究員の受け入れ、研究者の海外派遣
による技術支援等、国際貢献を推進する。

➢ 海事技術者育成のため研究者１名を米国の大学へ
派遣した。またJICA主催の港湾技術者向け研修にの
べ14名を講師として派遣した。さらに、欧州・アジアより
航空分野の研修生を受け入れた。

○海外の研究機関や研究者等との幅広い交流・連携におい
て、先導的・主導的な役割を担っているか。

主な
評価軸

➢ 特に、海洋・構造物及び極地工学に関する国際会議
（OMAE2018）において最優秀論文賞（海洋工学部門）を受
賞した。また、ISO関連で、産業標準化事業表彰を受賞。

➢ 国内外で沿岸防災技術に係る啓発・普及促進を図るべ
く創設された「濱口梧陵国際賞（国土交通大臣賞）」の
2019年授賞式及び記念講演会の開催について、港湾空
港技術研究所が事務局を務めた（受賞者には国土交通
副大臣より記念品が授与）。

【工業標準化事業表彰式】
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【2019年 濱口梧陵国際賞授賞式】

「OMAE-2018」の最優秀論文賞（海洋工学部門）受賞式

【連携協定締結大学(ドイツ)での実験チーム】



➢ 研究所に関係する重要情報及び職員に周知徹底すべき情報などを関係者間で共有するため、 幹部
会などを運営し、円滑な組織運営の確保を図った。

➢ 従来各研究所が個別で契約していた定型的業務の外部委託について、年度目標であった2件以上の
一括調達を実施し、簡素化を着実に図った。

➢ 統一した会計システムを令和元年度より運用開始し、これにより、統合に生じる事務の煩雑化を大幅
に軽減することができ、業務効率化及び円滑な業務運営の推進に寄与した。

➢ また、業務の効率化を推進するため､若手職員による業務効率化に係るWGを設置し、旅費WGにおい
ては、各研究所で異なる旅費運用を統一し、将来的にアウトソーシングを目指す取り組みを開始した。

➢ e-ラーニングを通じて、研究倫理やコンプライアンス、さらに安全保障輸出管理に関する研修を3研合
同で実施することにより、研修時間等の効率化及び職員への周知徹底を図った。

➢ 情報セキュリティマネジメント監査においては、最高情報セキュリティ責任者の主導の下、過年度に実
施した情報セキュリティ監査の結果を受け、改善計画に基づき、更なる情報セキュリティ対策の維持・強
化に努めた。

◆統合により生じる事務の
煩雑化等の影響を軽減し、
円滑な業務運営を図る。
一括調達については、2件
以上を目標に実施する。

年度実績
＜年度計画＞

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置（1/2）
・業務を定期的に見直し、簡素化・電子化等の方策を講じることによって業務の効率化を推進し
ているか。
・統合により生じる事務の煩雑化等の影響を軽減し、円滑なマネジメント体制の確保等に努めて
いるか。

評価軸

項目 基準値 R元年度

一括調達の実施数 2件 3件

（1）統合に伴う業務運営の効率化

項目
業務経費
（所要額除く）

一般管理費
（所要額除く）

予算額 決算額 経常費用 経常利益 行政コスト
従事人員数

（人）

平成28年度 1,390 165 7,324 9,002 8,503 308 6,524 377
平成29年度 1,335 160 7,286 9,241 8,961 -35 7,140 365
平成30年度 1,322 155 7,088 9,402 9,326 -322 6,714 367
令和元年度 1,304 152 7,092 8,315 8,125 -169 11,450 363

単位：百万円

（経常費用には、研究施設等の
減価償却費が含まれる。行政コ
ストは、平成30年度実績まで、
行政サービス実施コスト。）
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年度実績
＜年度計画＞

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置（2/2）

自己評定

B

◆業務運営の効率化による一
般管理費・業務経費の削減、
研究所の給与水準の検証・公
表、調達等合理化計画の着実
な実施、契約監視委員会によ
る結果等の公表及び自律的な
取組を実施する。

➢ 一般管理費及び業務経費については、契約プロセスの見直しや簡易入札の活用等により、経
費の抑制を図った。

➢ 職員の給与水準について、国家公務員の給与水準も十分考慮し、厳しく検証を行うとともに、そ
の検証結果については、ホームページで公表した。

➢ 調達等合理化年度計画に基づき、共同調達等及び複数年契約の推進など着実に実施した。
➢ 契約監視委員会の開催、点検の実施、HPで契約改善状況のフォローアップや結果の公表を行

った。
➢ 各研究所ごとにあった旅費業務の運用ルールを令和元年度より統一することとするなど、「業務

効率化検討委員会」を適切に運営し、事務や経費の合理化に適切に取り組んだ。

（3）業務運営の効率化による経費削減等

◆引き続きテレ
ビ会議の活用等
により、業務の
電子化を図る。

（2）業務の電子化

年度実績

＜年度計画＞ ➢ 産官学との連携促進及び所内での業務効率化のため、クラウドの導入・整備に向けたWGを設置し、3研究所間での
勉強会を実施するとともに、研究所ソフトウエアのクラウド用ポータルサイトの開発並びにクラウド上での実験設備の
監視システムの開発を行った。

➢ 働き方改革・新型コロナウイルス感染防止に向けた、テレワーク推進のためのシステム基盤整備（外部リモート操作
機能の拡充及び機能拡充に伴うセキュリティ強化）を行った。

➢ 各研究所間でVPN接続し、セキュリティと利便性を両立させる環境を整え、統一したグループウェアを導入したことに
より、ワークフローによる電子決裁申請事項の追加等、業務の効率化の向上を行った。また、研究所内の会議や打合
せにおいてペーパーレス化を実現し、資料準備時間の削減や経費削減等の業務の効率化を図った。

➢ 研究所内の会議や講演会において、テレビ会議等を活用することにより、移動時間の削減等の業務の効率化を図
った。

➢ 外部発表許可申請の電子決裁化を、電子研、港空研においても新たに開始し、決裁時間の大幅な短縮に図った。
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➢ 以上のように、業務を定期的に見直し、年度計画を着実に達成したことに加え、クラウド導入・整備に向けたWG設
置及びクラウド用ポータルサイト・クラウド上での実験設備の監視システムの開発、働き方改革・新型コロナウイルス
感染防止に向けたテレワーク推進のためのシステム基盤整備、統一したグループウエア導入に伴うペーパーレス化・
電子決裁化、経費運用ルールの統一化等の新たな取り組みを積極的に実施して業務効率化を推進し、顕著な成果
を挙げた。



◆適切な予算の執行を図る。

年度実績

＜年度計画＞

Ⅲ．財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

・適切に予算を執行しているか。
・収支のバランスがとれており、赤字になっていないか。
・知的財産権の活用等により、自己収入の確保に努めているか。

評価軸

自己評定
➢ 以上のように、予算、収支計画及び資金計画を適正に実施し、予算の適切かつ効率的な執行を行い、着実な業務

運営を実施した。Ｂ

◆知的財産権の活用等により、
自己収入を確保する。

➢ 「船舶に係る技術及びこれを活用した海洋の利用等に係る技術分野」、「港湾、航路、海岸及び飛
行場等に係る技術分野」及び「電子航法分野」を収益化単位として、業務達成基準等に基づき運営
費交付金の収益化を行い、予算及び実績を適切に管理・執行した。

➢ 特許やプログラムといった知的財産権の活用等により、自己収入を確保した。
➢ また、効率的な自己収入確保に向け、技術コンサルタント規程を整備し、研究所

が保有する技術の指導を促進した。

（1）適切な予算の執行

（2）自己収入の確保 年度実績

＜年度計画＞

項目 基準値 R元年度

自己収入額 145百万円 262百万円(※)

項目 予算額 決算額
経常
費用

経常
利益

行政コスト
従事人員
数（人）

平成28年度 7,324 9,002 8,503 308 6,524 377
平成29年度 7,286 9,241 8,961 -35 7,140 365
平成30年度 7,088 9,402 9,326 -322 6,714 367
令和元年度 7,092 8,315 8,125 -169 11,450 363

単位：百万円

※参考 H28年度：264百万円 H29年度：227百万円 H30年度：318百万円

➢ 予算と決算のかい離の主な要因は、受託事業等が予定を上回ったことであり、適切な財務運営を
図ったものと考える。

（経常費用には、研究
施設等の減価償却費
が含まれる。行政コス
トは、平成30年度実
績まで、行政サービス
実施コスト。）
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◆コンプライアンス違反防止のための
研修を2回以上実施。研究活動におけ
る不正行為防止等の徹底。情報セキ
ュリティ対策の実施を行う。

年度実績＜年度計画＞

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項（1/2）

・内部統制システムは機能しているか。
・若手研究者等の育成が適切に図られているか。
・公正で透明性の高い人事評価が行われているか。
・外部有識者による評価結果が研究業務の運営に反映されているか。
・情報公開を促進しているか。
・施設・設備の計画的な整備及び管理がなされているか。

評価軸

◆職員の専門性を高めるための能力
開発の実施等により、若手研究者等
の育成、人事評価の適切な実施等に
より、卓越した研究者等の確保する。

➢ 研究所全体の重要リスクの把握及び分析の実施、コンプライアンスマニュアルの見直しを行
った。

➢ コンプライアンス違反防止のための研修を5回実施をした。

➢ 研究倫理研修や内部監査の実施により、不正行為防止等の徹底を図った。
➢ 情報セキュリティポリシーの適切な運用を行い、情報セキュリティ研修を実施した。

＜年度計画＞

（1）内部統制

（2）若手研究者等の育成・公正な人事

➢ OJTプログラムや各種研修の実施に加え、若手研究者への論文の積極的投稿を指導した。
➢ 適切な研究者評価制度、人材活用等に関する方針の適切な実施を行った。
➢ クロスアポイントメント制度の導入、研究者の博士号取得の奨励、英語力向上のための補

助を実施した。

年度実績

項目 基準値 R元年度

コンプライアンス違反防止のための研修実施回数 2回 5回
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年度実績
＜年度計画＞

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項（2/2）

自己評定 ➢ 内部統制システムが適切に機能するよう取り組むとともに、若手研究者等の人材育成、外部有識者による評価
の活用及び情報公開の促進を図り、さらに施設・設備の整備及び管理を適切に実施することにより、適切な業務
運営を行った。Ｂ

◆ホームページ等を活用し、適切かつ積極
的に情報公開を行う。

（3）外部有識者による評価の実施・反映

年度実績＜年度計画＞

◆外部有識者から構成される評価委員会
における研究評価の実施を3回以上実施、
評価結果を公表する。

➢ 外部有識者による評価委員会を3回実施した。評価結果についてホームページで公表
し、研究業務運営への適切な反映を行った。

（4）情報公開の促進

➢ 各規程・計画などをホームページで公表し、適切かつ積極的に情報公開を行った。

◆既存の施設・設備を適切に維持してくた
め、必要な経費の確保、効率的な施設運営
を行う。また、保有資産の必要性について
不断に見直しを行う。

（5）施設・設備の整備及び管理

＜年度計画＞
年度実績

➢ 施設整備費補助金により、年度計画に従い施設・設備の整備・改修を着実に実施した。
➢ 既存の施設・設備の維持に必要となる予算について、国土交通省と連携・調整し確保し

た。
➢ 適時適切なメンテナンスによる効率的な施設運営を行った。
➢ 使用状況調査に基づく保有資産の見直しを実施した。

項目 基準値 R元年度

外部評価の実施回数 3回 3回
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