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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
30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 （Ａ）

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

1



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

➢ 航行型AUV４機とホバリング型AUV１機の同時運用に成功（世界初）
実運用を想定した複数機AUV熱水地帯調査における潜航調査成功

→ 広域・高効率なデータ取得調査を実現
→ 実用化に大きく前進

➢ 水中音響ビデオカメラについて、土砂の視認や、置換後の海底

高さのリアルタイム表示に成功 → 将来、AUVやROVで活用

＜年度計画＞

＜年度計画＞

◆交通データ等活用技術の研究を開始
◆具体的な研究方法や研究計画につい
て関係研究者等間で情報交換・連携し、
効率的かつ効果的に研究を進める。

年度実績

➢ 誘導路の交通量や滞留時間と路面損傷との関連性・要因につ
いて検討した調査結果及び改良すべき場所のデータを国交省に
提供 → 国交省から高評価。同省より継続調査を依頼

→ 国土交通省の政策実現に貢献
➢ 連絡調整会合において情報共有、意見交換を実施。

→ 空港機能強化に寄与すべく国交省と連携し、研究を継続

首都圏空港の機能強化

Ⅰ-１．分野横断的な研究の推進等 （1/2）
（１）分野横断的な研究の推進

◆平成２９年度より着手した
同研究を進める。

年度実績 ➢ 手動操縦操作の難易度が高く、点検時間の長時間化が課題だ
ったが、LIDAR（レーザーによるレーダー）方式で自己の位置を推
定し自律安定飛行を可能としたドローンにより、検査（点検）時間
の安定及び短縮を実現。 → 実用化に大きく前進

＜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

その他、分野横断的な研究に関する取組 （※年度計画以外の取組）

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、各研究所の研究発表会において、

相互に分野横断的な研究に関する研究発表を実施。 （３研究所間での研究成果の水平展開）
②AI等の共通基盤技術に関する勉強会を定期的に開催。
③防災・減災技術研究開発の成果を報告書にまとめた。（前回の研発審で頂いたご助言をもとに作成）

三次元高精細津波遡上シミュレータの構成

（うみそら研 「防災・減災に関する研究開発報告書」）

○ 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

→防災・減災研究関連の研究課題を共同で立案。綿密な計画をまとめた上で国土交通省競争的資金に応募。
（課題名「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」 ※令和元年度新規研究課題として採択）
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Ⅰ-１．分野横断的な研究の推進等 （2/2）
（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１３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
➢ 港空研の施設における海技研AUVの動作試験
➢ 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２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３研究所の研究開発実績を報告書に取りまとめると共に、当該分野での
新たな研究計画を３研究所が連携して企画・立案し、競争的資金への応募につなげたなど、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
会議の活用等を進めた他、情報システムの統合等の研究環境を充実させるマネンジメントでは、セキュリティー対策が
「他法人に推奨される良好事例」としてNISCの評価を受けており、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
★船体構造モニタリングの実施

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
★海底熱水鉱床に関する技術開発

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

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
★AI等を用いた複合一貫輸送の評価

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（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
ベーシックデザインを決定するため、プロトタイプ
と各要素技術モジュールとの摺合せを行う。特に
縦曲げ最終強度の成果を体系化された荷重・構
造強度評価システムに反映するための検討を行
う。これまでに開発したDLSA-Basicの高度化や極
限海象に対応したDLSA-Professional の開発を行
う。さらに、昨年度開発した船体構造モニタリング
システムのプロトタイプを基に、船体構造モニタリ
ングガイドラインの草案を策定する。

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

◆衝突回避装置の開発に関する研究と緊急自動
衝突回避システムのプロトタイプの評価、操船要
素を考慮した危険性評価手法の検討、乗揚げ事
故分析に基づく損傷実態の把握を行う。

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、「荷重・構造応答一貫解析強度評価システム
（DLSA-Professional）の開発」、「船体構造モニタリングの開
発」について、船舶の合理的な構造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

船体構造モニタリングの実施

◆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
最終強度の成果を、これまでに開発さ
れた荷重・構造強度評価システム
（DLSA-Basic）に反映するための検討
を行い、当システムの高度化等を実施。

◆船体構造モニタリングシ
ステムのプロトタイプをもと
に、船体構造モニタリング
ガイドラインの草案を作成。

年度実績

➢ DLSA-Basicの強度評価及び海象条件設定をモ
ジュールとして疲労被害度等を全船構造要素へマッ
ピングできるソフトを開発することにより、船体の全体
を通じた疲労被害度等の評価が可能。

➢ 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。造船所３社で利用を開始。

➢ 衝突安全性に優れた「船体用高延性厚鋼板の開
発」が評価され、 2018年度市村産業賞貢献賞を受賞
（権威ある第三者から評価）。

➢ 本研究に関して、日本船舶海洋工学会賞（論文賞）
受賞、査読付き論文20件（内ジャーナル11件）、特許
出願1件。

年度実績

➢ ガイドラインの構成案を作成し、モニタリングを実
施した大型コンテナ船10隻から得られた応力デー
タをもとに最大応答値や疲労寿命に及ぼすホイッ
ピング影響を解明。

➢ 遭遇海象と作用荷重を解析するプログラムを開
発し、就航船の最大荷重を推定できるようになっ
たため、設計時の荷重と比較が可能（安全余裕度
の推定が可能）。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

【受賞式の様子】

※市村産業賞は、昭和38年紺綬褒章受賞を受賞した
市村清氏が創設。わが国の科学技術の進歩、産業の
発展に顕著な成果を挙げ、産業分野あるいは学術分野
の進展に多大な貢献をした技術開発者を表彰する伝統
と権威ある賞。

【船体の強度評価結果】

GAP GMP,GMS GFP

BMC

【大型コンテナ船の歪センサ位置と
計測された応力波形の例】
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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PM 計測結果に基づく
PM 排出係数及び組成プロファイルの設定、及び
これらを用いた船舶排出量データの作成を実施す
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

◆平水中速力・出力・回転数カーブを求める標準
的手法の作成を行う。

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

◆排ガス規制に向けた対策技術の動向調査と評
価及び規制実施のための計測・分析手法を確立
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燃料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、平水中速力、
出力、回転数カーブを求める
標準的手法を作成。

年度実績

➢ 国内外の石油業界の多種多様な性状の低硫黄燃料
（LSC）で燃焼試験を実施し、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。

➢ LSCの陸上物性試験や寒冷地における燃料温度の
実船計測を実施。成果は「2020年SOx規制適合舶用
燃料油使用手引書」（国交省、3月発行）に反映。

➢ 一般に大型の排ガス洗浄装置（スクラバー）を
内航船でも使用できるよう、小型化（高さ1/2）する
ための設計及び試作機の製作を実施。
（政策課題即応能力の発揮）

年度実績

➢ 実船モニタリングデータから平水中速力等を求め
る手法に関するプログラムを開発。

➢ 海上試運転（速力試験）における波浪中抵抗増加
の算出手法のプログラムを世界に公開。国内外か
ら8社がプログラムを使用。

➢ 海技研が主体となって実施している「実海域実船
性能評価プロジェクト」が内閣府第1回日本オープン
イノベーション大賞優良事例として選出（国際競争
力を確保した社会実装）。

➢ 本研究に関して、日本船舶海洋工学会賞（論文
賞）受賞等受賞4件、査読付き論文37件（うちジャー
ナル12件）、特許出願5件

＜年度計画＞

＜年度計画＞

【燃焼試験結果（燃焼波形）】

【波浪中抵抗増加算出プログラム】

【波浪中自航試験】

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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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

◆浮体式洋上風力発電施設の3 翼独立制御の風
洞実験法を確立する。また、3 翼独立制御ロジッ
クの効果を検証する。

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

◆採掘ユニット、揚鉱ユニットと採鉱母船の一体
解析プログラムを開発する。また、計画支援プロ
グラム（β版）の改善項目を抽出する。

③海洋の利用に関連する技術に関する研究開発
◆AUV を運用するために必要となる要素技術の
研究を進め、AUV 複数機同時運用技術の信頼
性向上の研究開発を行う。

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

◆海底熱水鉱床に関
する技術開発の一環
で、採掘ユニット、揚
鉱ユニットと採鉱母船
の一体解析プログラ
ムを開発。

◆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、AUV複数機同時運用技術の信頼性
向上の研究開発を実施。

年度実績

➢ 移送管模型試験を実施し、スラリー流を考慮
した移送管の挙動の解析プログラムを開発。

➢ 移送管の耐摩耗性向上のため、磁性ビーズ
を付着させて保護層を設ける方法を考案する
など実用化への課題解決に資する研究成果を
創出。 （海洋開発国産技術への貢献）

➢ 本研究に関して、査読付き論文13件（うち
ジャーナル5件）、特許出願１件（上記方法）。

年度実績

➢ 世界最高レベルの調査効率を狙うAUV複数
機同時運用技術（5機）を完成し、実証。
伊豆諸島の熱水地帯調査（7回）成功。

➢ 最新鋭の航行型３・４号機は、世界的にも最
高レベルの運動性能を誇り、複雑で急峻な海
底カルデラの探査で実力を実証。

➢ マニュアル作成、民間事業者を招いた実海域
訓練等で、民間へのオペレーションの技術移転
を完了。

➢ 将来の広範なAUV活用を見据えて、多岐に亘
る調査対象を開拓（銚子沖洋上風力発電施設
の基部点検作業の試行試験の実施等）。（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４件（うち
ジャーナル３件）、特許出願３件。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

【同時運用で新たに追加された航行型4号機】
（シップオブザイヤー2018部門賞受賞）

内部流：スラリー

内部流：海水

【移送管挙動解析例】

【海技研が保有するAUV】
（SIP「海のジパング計画」により製作）

【洋上風力発電施設の点検作業】
（東京電力プレス資料より抜粋）

【一体解析概念図】
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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

◆これまで開発してきた生産管理システムを造船
所へ導入し、実証実験を実施する。造船工程モデ
リング技術を提案する。
◆騒音に影響を及ぼす振動解析・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シス
テムを改良する。

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

◆操船リスクシミュレータへ他船の自律機能の追
加と避航操船機能の試評価を行う。２台のビデオ
カメラの立体視による画像処理技術を用いた他船
検出の基本機能を構築する。

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

◆輸出入貨物を主な対象に、AI を用いた輸送モ
デル改良・航路評価手法を開発する。地震発生後
の輸送計画作成から評価までの輸送シミュレータ
を開発する。

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」、「AI
等を用いた複合一貫輸送の評価及び市況予測の研究」につ
いて、生産管理システム等の実証実験や災害時の複合一貫
輸送システムの開発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

AI等を用いた複合一貫輸送の評価及び市況予測の研究

◆これまで開発してきた生産管理システムを
造船所へ導入し、実証実験を実施。

◆輸出入貨物を主な対象にAIを
用いた輸送モデル改良・航路評
価手法を開発。地震発生後の輸
送計画作成から評価までの輸送
シミュレータを開発。

年度実績

➢ 船舶の鋼板切断、取付、溶接、配管などの
作業を管理する、生産管理システム（新生産
管理手法）を中小造船所7社にて実船適用し、
5～10％の工数削減効果を確認。

➢ 対象造船所向けにカスタマイズされた「曲
げ加工支援ARシステム」の実証実験を行い、
明瞭にARを表示でき、曲げ加工を効率的に
実施できることを検証。

➢ 本研究に関して、ジャーナル論文４件。

年度実績

➢ Deep learning技術による貨物の輸送経路を評価する手
法を開発。4経路中から正解経路を95％の正解率（実用レ
ベル）で選択可能。

➢ 地震発生後の輸送計画作成から評価までの輸送シミュ
レータを開発し、被災港(瀬戸内海及び付近の港を除く)も
用いた海上輸送を併用することで遅延を効果的に緩和で
きる可能性を示した。

➢ Deep Learning の技術による海上運賃を予測するモデル
を構築。

➢ GHG排出予測における船舶の減速航行等の評価を実施。
➢ 本研究に関して、査読付き論文４件（うちジャーナル２件）。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

【造船所でAR実証実験】

【豪州‐中国間の海上運賃の予測結果】

【曲げ加工支援ARシステム】
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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（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）や実海域実船性能
評価手法の開発は、社会実装を果たすだけでなく、設計技術のボトムアップに非常に
貢献することが期待できるものである。
また、海洋開発に関する国家プロジェクトにおいて主導的な役割を果たし、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を高いレベルで行っていること
は、著しい成果である。
更に、ICT技術を応用した造船現場の生産支援は、造船業の競争力強化に直結し、

社会的価値の創出に十分貢献するもので、少子高齢化や人材不足への対応など社会
のニーズにも対応しており国の方針に適合している。

○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は、多数のジャーナル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。
特に、AI等を用いた複合一貫輸送の評価及び市況予測の研究は最新の情報処理技

術や確率論を積極的に取り込んでおり、現代社会に対する安全性の向上を科学的な
知見に基づいて提案できた。

○成果が期待された時期に創
出されているか。

燃料油の硫黄分濃度に関する研究開発は、2020年に新たに導入される規制を見据
えたタイムリーな研究であり、業界からの要望にも適切な時期に応える形となっている。
船体構造モニタリングの実施に関する研究は、最新のビッグデータの解析等時期を

得た研究であり、海運・造船需要予測など幅広い範囲でDeep Leaningを中心とするAI
技術の適用を精力的に進めていることは時代の要請に合致している。

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３０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、国際的な動向を踏まえ、より現実的な解決策の提示を目
指しており、その成果は最終的に国際基準化することを念頭においているため、国際
的な水準に照らして大きな意義がある。AUVの運用技術に関する研究開発は、世界最
先端の技術であるため、国益につがながるものである。また、「中小造船業に適した新
生産管理手法」等は、工数削減の効果が明らかに成果として出ており、我が国の造船
業の国際競争力の強化に繋がる。

○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。

船体構造モニタリングの実施に関する研究は、実運航中の船舶の遭遇海象を想定す
る極めて新規的かつ有効な研究であり、世界に類を見ない応用範囲の広い極めて有
益な研究である。また、ICT技術を応用した造船現場の生産支援やAI等を用いた複合
一貫輸送の評価及び市況予測の研究は、最新技術を積極的に取り込んでいるため、
先見性と機動性を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

★北海道胆振東部地震での対応

２．津波災害の軽減や復旧に関する研究開発

★三次元高精細津波遡上シミュレータ完成

３．高潮・高波災害の軽減や復旧に関する研究開発

★台風２１号での対応

（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

★ＡＩを活用したコンテナターミナル

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

★ヘルスモニタリング、点検ROV

６．インフラの有効活用に関する研究開発

★海面処分場の上物利用

（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
★遠隔離島での港湾整備、水中音響カメラ

（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

★ブルーカーボン、海上流出油対策

９．沿岸地形の形成や維持に関する研究開発

★国際貢献

三次元高精細津波遡上シミュレータの高度化

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

うねり性波浪の波浪推算精度向上に向けた提案

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

年度計画に対応する研究開発課題名

連続コンテナターミナルの有効活用方策やターミナル作業の自動化等
の効率化方策の開発

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

空港アスファルト舗装の長寿命化に資する舗装材料の改良に関する提案

維持管理を考慮した構造設計手法の開発

海洋コンクリート構造物の補修・補強技術の体系化

港湾構造物のヘルスモニタリングの導入に関する検討

年度計画に対応する研究開発課題名

海洋上の孤立リーフ海域に建設される係留施設の利活用に関する技術開発

港湾内の船舶の新型係留装置に関する技術開発

遠隔離島における港湾施設等の点検・調査技術に関する研究

次世代音響画像システムの開発

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

波力発電機能付き浮消波堤に関する研究

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

年度計画に対応する研究開発課題名

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

沿岸底生生態－地盤環境動態の統合評価予測技術の開発

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

沿岸域における場の規模を考慮した生物多様性評価手法の開発

データ同化による沿岸域の流動及び水質環境の解明

自然災害等を含めた流出油防除に向けた新技術の研究開発

波崎海洋研究施設における観測と航路・泊地・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

桟橋上部工点検のためのROVの機能拡充

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

地盤改良工法や埋立材料の違いを考慮した空港埋立地盤の性能評価
手法の開発

不均質地盤に対する地盤改良仕様の提案

港湾・空港施設更新・改良のための杭の支持力評価手法に関する研究

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

海面処分場の高度土地利用のための構造物基礎構築技術の評価

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

大都市直下で発生する大地震に対する強震動予測手法の開発

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

多種多様な施設で構成されるコンビナートの防災性向上に関する診断・
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

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

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

港湾における津波火災の数値計算モデルの開発

複合観測情報に基づく津波予測技術の開発
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地震災害の軽減や復旧（北海道胆振東部地震での対応）

◆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、北海道胆振東部地震、台風21号等に対し、研究中の成果も活用しつつ、
速やかに現地の復旧を支援。また、地震、津波、高潮・高波被害軽減のための研究
成果を社会還元し、国土強靱化に寄与するなど顕著な成果が得られた。

＜年度計画＞

◆大都市直下で発生する大地震
に対する強震動予測手法に関し
て、強震観測記録の蓄積を活用し、
スラブ内地震を対象とする適切な
強震動評価手法を確立する。

年度実績

➢ 大都市直下で発生する大地震に対する強震動予測手法に関して、当所の開発した疑似点震
源モデルによる強震動シミュレーションのスラブ内地震への適用性を示し、強震動評価手法とし
て確立。本研究に関して、査読付き論文４件（うちジャーナル２件）。

➢ 9月に発生した北海道胆振東部地震では、苫小牧港にて被災調査を行うとともに、上記手法
を活用し、被災調査結果や強震観測記録、震源断層の破壊過程に関する分析結果をもとに、
復旧に向けた技術的支援を実施し行政機関から高い評価を受けた。

＜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

【苫小牧港での被災調査】
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【苫小牧港での地震動の推定】
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津波災害の軽減や復旧

高潮・高波災害の軽減や復旧（台風２１号での対応）

◆三次元高精細津波遡上シ
ミュレータの研究では、地震・
津波時の防護施設の変形・
倒壊を考慮する手法の開発
を目標としており、計算の効
率化を検討する。

◆構造物の被災状態に応じた波浪変形・伝播
特性の研究では、没水堤背後の波の分裂変形
も再現できるように、新たなブシネスクモデルの
検討を行う。

年度実績

➢ 防護施設の変形も考慮することで現実に即し
た背後地の浸水の計算ができるシミュレータを
完成させ、公開。その開発では、計算を効率化、
避難シミュレータも追加。防護施設や避難の計
画の検討に役立てるため、得られた知見を社会
実装モデルの開発者にも提供。本研究に関して、
査読付き論文2件（うちジャーナル1件）。

年度実績

➢ 波浪変形解析プログラム「NOWT－PARI」に新たな境界処理を導入し、水深が
急変する地形（防波堤の沈下・水没等）での波浪変形を計算可能に。本研究に関
して、査読付き論文3件。

➢ 台風21号の直後に、大阪湾沿岸の港湾でUAVを用いたコンテナの散乱や浸水
域の現地調査を行い、波浪推算を実施、その結果を国機関に提供。

＜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

【津波遡上シミュレータの構成】

【台風災害の現地調査の様子】
【新たなブシネスクモデルで得た

潜堤周辺の波浪の周期】
【台風21号による大阪湾の最大
有義波高の分布（推算値）】

周
期

比

入射

潜堤
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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。

➢ 横浜港南本牧埠頭 MC1-4 等を対象と
して、拡張蔵置場の効果、ICTによる予
約システム・事前ゲート手続導入効果に
ついてシミュレーションによる定量的な評
価を実施した。

➢ 本研究に関して、AIターミナルに関する
特許を2件国際出願、特許出願４件。

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 を活用したコンテナターミナルの開発は我が国の国際競争力の確保に寄与す
る施策の開始に、防食効果確認センサ、桟橋上部点検用ROV実用化はインフラの
効率的な維持管理の面で「生産性革命」に貢献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（4/10）
（２）産業と国民生活を支えるストックの形成①

シャーシ（外来の
コンテナトレーラ）
の待機台数につ
いては、拡張蔵置
場設置により最大
２００台が待機し
ていたものが、ほ
ぼ解消した。
拡張蔵置場の効
果が高いと評価
できる。

ICT等新たな技術の導入

①ゲート処理能力の評価
②ICTなどの活用による効率
化の効果

予約制、事前ゲート手続きシ
ステム導入効果の推定
③計画を超えた取扱数への
合理的な対応
拡張蔵置場の活用（空コンテ
ナ、実入コンテナ、オンドック）
の提案

拡張蔵置場

シミュレーションモデル
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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）

◆構造物全体及び部材の保有性能を評価する手
法の開発。（ヘルスモニタリング）
◆桟橋上部工点検のためのROV の機能拡充。
（ROV：Remotely operated vehicle）

◆海面処分場の高度土地利用のため
の基礎構造に係る施工法や遮水特性
の取りまとめを行う。

年度実績

➢ 鋼部材のペトロラタム被覆防食の防食効果確
認センサを新たに開発。（世界初）

➢ 測位・衝突回避機能などROVの操作性を向上。
運用マニュアルなど貸出体制を整備。３D化（可
視化）したデータから変状を自動抽出し劣化判
定を支援するプログラムを無償供与。

➢ 本研究に関して、査読付き論文20件（うち
ジャーナル4件）、特許出願１件。

年度実績

➢ 砂地盤改良時の薬液注入過程を可視化し、異なる
条件下での浸透状況、周辺への影響を評価。

➢ 処分場での杭打設方法について従来（三重管）に比
べて効率的な二重管方式等を「港湾における管理型
界面最終処分場の高度利用の指針」に反映。

➢ 本研究に関して、査読付き論文11件（うちジャーナ
ル3件）、特許出願１件。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

【桟橋上部工の３D画像化】

【薬液注入過程の可視化】

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

世界初のﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆対応
センサ：ペトモニ 【ROVによる桟橋点検状況】

【ヘルスモニタリングの全体像】

■ｲﾝﾀｰﾈｯﾄにより連続的に回収
したｾﾝｻ情報をﾕｰｻﾞｰ（管理者／
所有者）に共有

■専門技術者の状況判断と対応
を、ｺﾒﾝﾄとしてWEB画面上に情
報提供

均質（砂） 不均質（砂粘土混在、
遠心載荷）
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遠隔離島での港湾整備

海洋の利用・開発

◆リーフ周辺海域に船舶を安全に係留するため
の方策を提案する。
◆離島特有の制約条件（物資、人力）を考慮し、
低潮線や港湾施設の保全や維持管理に資する、
広域・長期・省力の解析手法の開発を行う。

◆水中音響カメラに関する研究では、開発した音
響ビデオカメラ及び映像呈示ソフトについて海上
試験を実施するとともに、運用方法の検討を行う。

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。

➢ 孤立リーフ周辺海域の複雑な波浪場に係留され
た船舶の動揺実験・計算を実施し、リーフ周辺海
域に船舶を安全に係留するための係留・波浪条
件を提案。本研究に関して、査読付き論文1件。

➢ 離島の現地調査を実施し、汀線変化解析、土砂
収支の長期予測に必要なデータ収集を開始し、南
鳥島を例に地形変化解析を実施。既往の海水準
変動研究結果の見直しの必要性を指摘。

年度実績（達成状況）

年度実績

➢ 浅海用水中音響カメラについて、耐水圧30m、
気中重量32kgの軽量化を図るとともに、社会実
装の一環として、SIPメンバーである海洋調査協
会と連携して、音響ビデオカメラ及び音響映像呈
示システムの運用マニュアルを作成。

➢ 水中音響ビデオカメラ特許（国際出願済）の各
国内移行手続に着手。

➢ 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、リーフ周辺海域に安全に係留するための方策、離島の地形動態把握、
水中音響カメラの実用化は、わが国の海洋資源開発ならびに排他的経済水域
（EEZ）の確保に大きく貢献することが期待されるなど顕著な成果が得られた。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

＜年度計画＞

【離島の現地地形測量】
RTK-GPSによる測量

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

【軽量化された水中音響カメラ】
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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、外力・地形・生態系等
モデルの統合を行う。

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。

➢ 沿岸生態系の特性を再現するため、波浪モデル、地形底質モデル及び生態系モデルを統合
し、かつ、全球的かつ動的に解析できる数理動態モデルを世界で初めて構築。世界のトップ
ジャーナル（Nature CommunicationsおよびGlobal Change Biology）に掲載。また、英語書籍を
編集、出版した。本研究に関して、査読付き論文14件（うちジャーナル9件）。

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、ブルーカーボンなど数多くの論文が国際ジャーナルで採択され、国際的にも高
い評価を得ている他、国際貢献的にも非常に意義が大きい海外との共同研究の実施、危
機管理・環境保全に資する流出油対策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

【CO2吸収速度の全球推計】
【出版された英語書籍】
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海上流出油への対応（油流出事故時の危機管理体制強化）

沿岸地形の形成や維持（国際貢献）

◆油流出事故発生時並びに日常的なハ
ザードを常時把握できるリアルタイム流
出油ハザードマップ配信システムの改良。
◆バブルカーテンによる自然災害時の流
出油の漂流漂着制御技術を検討する。

◆河口域周辺での土砂輸送及び航路・
泊地への集積機構の解明では、現地観
測データの解析に基づく細粒泥動態の特
性を抽出し、河口域での泥土輸送モデル
の構築を行う。

年度実績

年度実績

➢ 濁水挙動の把握実験を行い、モデルのパラメータ設
定の検証を実施（含泥率など）。

➢ インドネシア政府機関BPPTとの共同調査の一環とし
て、インドネシアでのセミナーおよび研究者の招聘を実
施。港空研で開発を進める砂泥混合輸送モデルのイ
ンドネシア現地海域への適用に向けて、BPPTから現
地データ提供等の協力を得つつ現地研究者との共同
作業を継続。本研究に関して、査読付き論文5件。

＜年度計画＞

＜年度計画＞

【バブルカーテンによる
油の集積保持】

➢ サーバセキュリティ強化、ソフトウェアの移植（node.js
化※）により、システムのセキュリティ、信頼性、応答性
を向上。

➢ バブルカーテンによる施設の自己防衛（特許出願）、
水面燃焼油の分散消火等を検討。本研究に関して、
特許出願1件。

※node.js化：アクセス集中による処理速度低下に強い

【含泥率による河床変化】

●実測値
●計算値

含泥率：低い 含泥率：高い

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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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。

三次元高精細津波遡上シミュレータなどの研究成果が現場に適用されることで、「南海トラフ地震」
等の地震・津波による災害軽減が図られ、国土強靱化に大きく寄与する。AI を活用したコンテナター
ミナルの開発は我が国の産業の国際競争力の確保に寄与し、防食効果確認センサ、桟橋上部点検
用ROVなどはインフラの効率的な維持管理に資する。また、流出油ハザードマップ配信システムの改
良、新たな漂着抑制技術の開発などは、油流出事故時の危機管理体制強化及び沿岸環境の保全に
資する。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。

新たに開発した疑似点震源モデルは、１つの枠組みでスラブ内地震の震源周辺の多様な強震動を
精度良く再現できるもので、先駆的・独創的な研究である。また、離島の地形動態に関する研究では、
南鳥島の地質コアサンプル採取により超長期の海水準変動を推定し、今後の地形予測の大前提と
なる新たな知見を得た。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。

北海道胆振東部地震、台風21号などの自然災害に対し、研究中の成果も活用しつつ、速やかに現
地の復旧を支援した。また、喫緊の課題である「国土強靱化」対策として、高精度な波浪変形解析プ
ログラム「NOWT－PARI」の改良を行った。また、国土交通省が進める生産性革命に貢献すべく、イン
フラメンテナンス分野では、被覆防食効果確認センサ、桟橋上部工点検ROVを実用化した。
i-construction分野では、浅海用音響ビデオカメラの小型化等を実現した。この他、流出油ハザード
マップ配信システムの改良を行うなど、成果が期待された時期に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、災害の軽減・復旧など時機を失することなく社会的価値の創出に
貢献するとともに、基礎的研究においても、成果の科学的意義は十分に大きい。また、研究成果が国際的に高い評価
を受けるなど、国際的な水準に照らしても十分に意義が大きい。さらに社会実装など研究開発成果の最大化に取り組
むなど、期待された以上の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。

被覆防食効果確認センサ「ペトモニ」の開発は世界初のものであるほか、海外展開を視野に、AIを
活用したコンテナターミナル、音響ビデオカメラに関係する特許の国際出願（PCT出願）を進めた。
また、地震による液状化地盤の挙動、ブルーカーボン生態系による気候変動緩和効果と適応効果、
沿岸底生生態と地盤環境動態の統合評価などに関する論文が国際ジャーナルで採択されている。
特にブルーカーボンについては、インパクトファクターの非常に高いトップジャーナル（Nature 
CommunicationsおよびGlobal Change Biology）に採択され、国際的にも非常に高い評価を受けた。当
研究所は「ブルーカーボン国際パートナーシップ」に登録されており、引き続き気候変動対応の解明
に大きな役割を期待されている。この他、河口域周辺での土砂輸送・集積関連では、インドネシア研
究機関との研究連携協定の下、技術移転のためインドネシアでのセミナーおよび研究者の招聘を
行った。この成果は他国の港湾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。

「港湾における護岸等の耐震性調査・耐震改良のためのガイドライン」「港湾の施設の点検診断ガ
イドライン」「港湾の施設維持管理技術マニュアル」「港湾コンクリート構造物補修マニュアル」「港湾に
おける管理型海面最終処分場の高度利用の指針」といった技術基準・技術指針・マニュアルへの研
究成果の反映に際し、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、研究所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、採否を決定した。また、平成30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、年度途中にも募集を
行った。これにより、年度当初の２件に加え、３件を追加で採択した。採択した特定萌芽的研究に対し
14,000千円の予算を配分した。３件が科研費などの外部競争的資金を獲得。
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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

★１．陸域における UPR に対応した空域編成の研究
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．空港面と近傍空域のシームレスな全機監視方式の研究
★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

地上型衛星航法補強システムの運用性能評価に関する研究

新たな後方乱気流管制方式の設定に関わる安全性評価と気象・運航データベースの構築

滑走路上の異物検出率向上等要素技術に関する研究

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

データリンクを活用した中期コンフリクト検出技術の研究

GNSS障害時の代替（APNT）に関する研究

無人機の円滑運行のためのシミュレーション技術の構築に関する研究

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

航空交通データの分析への機械学習の適用

ミリ波帯による高速移動用バックホール技術の研究開発

次世代航空通信向けマルチユーザMIMO信号処理技術の開発及び
航空機縮尺モデルを用いた評価

新・衛星=地上ビーコン観測と赤道大気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

チーム協調支援のためのチームレジリエンス指標・推定モデルの開発

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

準天頂衛星を用いた2周波数SBASの相互運用性に関する研究

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

陸域における UPR に対応した空域編成の研究
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
空港面と近傍空域のシームレスな全機監視方式の研究
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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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

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

◆空域編成のシミュレーション・モデルを完成させるととも
に、空域編成の意思決定手法の研究成果をまとめる。

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

◆フリールーティングコンセプトの作成と、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

◆前年度までに構築したMSPSR実験システムを利用し、
空港面での移動体検出技術の開発を行うとともに、リア
ルタイムパッシブ監視システムの開発と製作を開始す
る。

◆次世代SBAS及び次世代GBASのプロトタイプシステム
構築を完了し、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基本設計を行う。

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、「陸域におけるＵＰＲに対応した空域編成の
研究」については、次頁に示すとおりＵＰＲ導入の意思
決定に貢献し、「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」についても、国
際的な規格策定への貢献を行うなど、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

陸域におけるUPRに対応した空域編成の研究

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

◆運航者が効率の良い飛行
経路を選択できる「利用者選
択経路（UPR）」を陸域へ導入
する場合の航空管制機関が
安全で円滑な空域編成を実
施するための課題を抽出し、
円滑かつ効率の高い交通流
の実現手法を提案する。

◆安全で効率的な運航を実現する
GNSSベース航法の実用に不可欠
なGNSS補強システムのアベイラビ
リティ（利用可能な時間割合）改善
を図る。このための方策として次世
代GNSSの利用や宇宙天気情報の
活用による効果について評価する
と共にこれらの利用に必要な技術
開発を行い、国際標準規格案に反
映する。

年度実績

➢ ＵＰＲ に対応した航空管制作業量およびセクタ内の
飛行時間を推定するシミュレーション・モデルを構築

年度実績

＜年度計画＞

＜年度計画＞

【UPR概念図】

➢ プロトタイプシステムに対して準天頂衛星システム対応等の改修を行い、実験用航空
機故障のため、飛行実験に代えて地上走行実験を実施し位置精度の確認を実施。

【空港での実験】【実験データ】

➢ 将来、日本の陸域にUPRが導入された場合の便益を
明らかにしたことにより、管制機関におけるUPR導入の
意思決定に貢献。

➢ ＵPR導入時の空域の最適化を可能とする手法を開発。
➢ 本研究に関して、査読付き論文３件。

➢ 内閣府主導で準天頂衛星システムの整備が実
施されており、当該システムの利用が衛星航法補
強システムとして適していることを実証し、ICAOに
情報提供を実施。

➢ 準天頂軌道衛星を用いた衛星航法補強システ
ムの構築は世界初の試み。

➢ 当所プロトタイプにより得られた情報はICAOに
おける次世代SBASの規格策定に寄与。

➢ 現行の衛星航法補強システム以上の性能が得
られ、着陸システムとして使用可能であることを
確認。

➢ 本研究に関して、査読付き論文２件、特許登録
１件。
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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

◆国内空港への新方式の導入可能性を調査し、かつ、衝
突危険度計算アルゴリズムの導出および運航データの
分析など基礎検討を実施する。

◆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

◆空港面交通データ解析の精度向上技術の研究を行う。

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

◆仙台空港において、モードA/C機監視機能およびMLAT 
装置を利用した総合的監視機能の実環境評価を行う。

◆プロトタイプシステムの性能検証、コンセプトシステムの
評価・検証と課題整理を行う。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、「空港面と近傍空域のシームレスな全機監視
方式の研究」については、次頁に示すとおりモードＡ／
Ｃ機全ての監視を可能とし、「遠隔型空港業務支援シ
ステムの実用化研究」についても、航空局の機器調達
仕様書作成に貢献するなど、顕著な成果が得られた。

＜年度計画＞

(注)CDO：航空機運航の効果過程においてエンジン推力を最小
の状態で連続的に降下する運航方式
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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

空港面と近傍空域のシームレスな全機監視方式の研究

◆空港及び空港周辺のシームレスな監視を実現
するため、光ファイバー接続型受動監視システム
にモードA/C機の対応を可能とする機能を追加し、
実環境評価を行う。

年度実績

➢ 光ファイバ無線技術を利用した新開発
システムにより、すべての航空機が監視
可能となることを仙台空港にて検証。

＜年度計画＞

【新開発の光ファイバ無線技
術を利用したシステム】

応答応答

モードA/C質問

質問送信機

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＞

【動体追尾と情報表示の例】

➢ 映像システムの性能向上を行い、映像及び処理
速度について検証を実施。

➢ 管制業務に必要となるインターフェースデザイン
を実施。

RX1
RX2

RX3/TX1

RX4

RX5

RX6
RX7

RX8/TX2

【新型航空機監視装置の海外展開】

【遠隔型空港業務支援システム
プロトタイプ】

➢ 開発を進めてきた新型航空機監視装置
の有用性が認められ、ベトナム・フーコッ
ク国際空港への導入に向けた実証実験
が開始。

➢ 本研究に関して、特許出願準備１件。

➢ アルゴリズムの見直し等により自然な映像表示
が可能となり、予測制御を導入することで動体追
尾と情報表示の精度が向上。

➢ 航空局と連携し技術的条件等の情報提供を行
い、令和元年度より開始される整備に向けた機
器調達仕様書の作成に貢献。

➢ EUROCAEの規格策定に関するWGに参加しリ
モートタワーの技術要件策定に貢献。

➢ 本研究に関して、査読付き論文１件。

【機器構成デザインのイメージ】
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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

◆基礎試験の評価結果を踏まえて、実験装置の機能付
加（改修）を行うとともに、機能試験を実施する。

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、シミュレータ実験による検証、
および新運航の検証を行う。

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、「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側において測位エラーが
発生した場合にも管制機関側において位置検証が可
能な技術を開発し、「航空機の拡張型到着管理システ
ムの研究」についても、管制官が着陸機の順序付けを
行うための新たな手法の設計を行うなど、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

従属監視補完技術に関する研究

◆従属監視方式で
ある、放送型自動
位置情報伝送・監
視（ADS-B）を導入
する際に必要とな
る、位置情報源障
害発生時の補完や
脆弱性対策を実現
する技術を開発・評
価する。

年度実績

➢ 放送型自動位置情報伝送・監視（ADS-B）導入の際、航空
機側において測位エラー等が発生した場合にも、管制機関
側において位置検証が可能な技術を開発し、安全性向上に
寄与。

➢ 本位置検証技術はGPSを利用しているが、GPS故障時に
おいても、新しく開発した受信局時刻同期方式により、位置
検証技術が機能することを確認。

➢ ICAO技術マニュアルに本研究成果が反映された。
➢ 本研究に関して、査読付き論文３件（うちジャーナル１件）、

電子情報通信学会より学術奨励賞を受賞。

＜年度計画＞

【 ADS-B脆弱性対策技術】

航空機の拡張型到着管理システムの研究

➢ 羽田空港に到着する航空交通のデータ分析を実施し、
交通容量が増大した場合の遅延予測モデルを構築する
とともに、到着機の順序付けを行う手法の設計を進めた。

➢ 空港や航空路等の統合運用を模擬したシミュレータ実
験に成功。

➢ 航空機が自律的に速度調整を行う新たな着陸方式を
羽田空港に適用した場合の有効性をシミュレーションに
より検証し、本研究成果をＩＣＡＯ国際基準に反映。

➢ 本研究に関して、査読付き論文３件、日本航空管制協
会より功労者表彰。

＜年度計画＞ 年度実績

◆ターミナル空域からエンルート空域にか
けて、到着機の順序付けとスケジューリン
グを行うために、拡張型到着管理システム
の運用プロトコルと到着スケジューリング
手法を提案する。さらに、拡張型到着管理
システムと協働する新しい運航を提案し、
シミュレーション検証を行う。

【位置検証技術の信頼性確保】

【航空交通のデータ分析】

【遅延時間の予測結果】

➢ 位置情報検証機能に必要となる改修を行い機能試験を実施。

➢ 位置情報検証機能に必要となる改修を行い機能
試験を実施。

【シミュレーションの飛行ルート例】
31



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

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

◆FF-ICE の導入に向けて、FAA との検証実験を実施すると
ともに、異種サービス連携技術や評価システムの開発を
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 利用技術のひとつとしてSWIMと連接した解析
評価を行うとともに、AeroMACS 技術の適用範囲拡大に
関する性能評価のため、実験用航空機を用いたより運用
に近い形での実験を行う。

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、次
頁に示すとおり諸外国との連携実権を主導し、「空地通
信技術の高度化に関する研究」についても、次世代の
情報共有システムとの連接に成功するなど、顕著な成
果が得られた。

＜年度計画＞

(注)FF-ICE：将来、航空機の出発の到着までの軌道（通過ポイント
と通過時刻）を決定するための、飛行情報、航空情報
等を共有する環境
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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

➢ 実用に近い環境で、複数の基地局で追尾し、ハ
ンドオーバーしながら通信が可能となり、航空管
制通信等優先度の高い通信においては、通信負
荷に関わらず、確実に伝送できることを実証。

➢ 次世代の航空交通システムにおいて導入される、
情報共有システムとの連接試験を実施。

➢ 昨年度まで共同実験を実施した航空用通信事
業者へＡｅｒｏＭＡＣＳの技術移転を完了。

➢ ＩＣＡＯに本成果を報告し、国際規格策定に貢献。
➢ 本研究に関して、査読付き論文１件。

＜年度計画＞ 年度実績

◆AeroMACSプロト
タイプを活用して、
Aero MACS の利用
技術を開発し、
AeroMACS技術の
適用範囲拡大の可
能性について性能
評価する。

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

➢ 情報の共有手法について国際標準に基づいた情報間の
関連付けやサービス間の連携を実現できる技術を提案し、
新たに開発した空地間のサービス連携実験システムを用
いて性能評価を実施。

➢ 情報の交換や管理に係る諸外国との連携実験を主導。
➢ ＩＣＡＯのＳＷＩＭタスクフォースにてタスクリーダーを務め

るなど、大きな貢献を果たした。
➢ 本研究に関して、査読付き論文４件（うちジャーナル２件）。

＜年度計画＞

【連携実験システムの概要】

年度実績

◆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
価に関する研究では、航空交通
管理における、異なるSWIM情報
システム間の融合と協調を実現
するため、シームレスな情報交換
とサービス連携に関する技術の
提案と評価テストベッドの開発を
行う。

➢ 米国、シンガポール、タイ、中国、中国香港、韓国などと連携した検証実験を実施し、中心
的な役割を果たした。

➢ 次世代の航空通信システム（AeroMACS）のサービスエリアの拡大を目的として、航空機を追尾しながら
通信を行う基地局を開発し、地上試験を実施。

AeroMACS基地局/中央装置

ネットワーク

SWIMサーバー＠調布

＠仙台空港

追尾しながら
通信

基地局#1 基地局#2

空港内を移動

航空機追尾型
基地局システム

模擬航空機局

追尾しながら
通信

通信エリアを外
れたらハンド

オーバー

【連携実験システムの概要】
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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。

放送型自動従属監視システム（ADS-B）導入の際、航空機側において測位エラー等
が発生した場合にも、管制機関側において位置検証が可能な技術を開発したことは、
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。
また、羽田空港の空港面交通データをもとに、誘導路の交通量と緊急補修履歴の相

関を分析し、交通量および滞留発生の多い箇所において舗装劣化が生じやすいことを
明らかにした。このことは、誘導路の計画的な補修を可能とし、突発的な誘導路閉鎖に
伴う空港運用の効率低下が防げる事から、首都圏空港の機能強化に貢献しており、
社会的価値の創出に貢献していると言える。

○ 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。

航空交通量が増大した場合の羽田空港における遅延予測モデルを構築し、管制官
が着陸機の順序付けを行うための新たな手法の設計を行っていることは新規性があり、
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。
また、準天頂軌道衛星を用いた衛星航法補強システムの構築は世界初の試みであり、

科学的に新規性があると考えられ、成果の科学的意義が大きいと考える。

○ 成果が期待された時期に
創出されているか。

遠隔型空港業務支援システムについては、航空局と連携し技術的条件等の情報提
供を行い、令和元年度より開始される整備に向けた機器調達仕様書の作成に貢献し
ており、成果が期待された時期に創出されたと言える。
また、CARATSの「情報共有基盤」におけるSWIMの導入については、当研究の研究

成果や国際活動により、期待された時期に成果が創出されている。（航空局における
意思決定を6年前倒し（２０２５年→２０１９年））
さらに、航空局において、陸域におけるUPRの導入及びそれに伴う空域編成が検討さ

れている中、UPR導入時の便益を明らかにし、空域の最適化手法を開発したことは、
当研究の成果が期待された時期に創出されたと言える。
（２０１９年に導入の意思決定を行う予定であったが、他の施策との関係から２０２６年
以降に延期された。）
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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。

現在、内閣府主導で準天頂衛星システムの整備が実施されており、当該システムの
利用が衛星航法補強システムとして適していることを実証したことは、測位航法サービ
ス分野において日本の国際競争力の向上につながるものである。
さらに、ICAOにおける国際標準案策定作業へ参画し、日本の次世代衛星航法補強シ

ステムを国際標準に盛り込むべく活動しており、航空機の航法サービス分野において
国際競争力の向上につながると考える。
また、当所が開発を進めてきた新型航空機監視装置(OCTPASS)の有用性が認めら

れ、ベトナム・フーコック国際空港の導入に向けた実証実験が行われており、今後我が
国における航空交通システム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。

これまで、次世代の航空通信システム（AeroMACS）は、空港面でのみの利用が考え
られていたが、本研究により空港周辺での利用も可能であることが実証された。このこ
とにより、空港近傍より空港場面までのシームレスな通信が可能となった。
また、将来の航空交通システムにおいては、出発から到着までの軌道（通過ポイント

と通過時刻）が正確に管理されることになるため、運航に関わる全ての関係者間での
情報共有が不可欠である。
SWIMと呼ばれる情報共有基盤が構築されることにより、出発から到着までのシーム

レスな航空交通が実現することになる。

○ 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。

近年着目された機械学習モデルを用いた到着予測時間の精度評価を行った。機械学
習モデルは、多くのデータから法則を導き出すことを得意とするため、大量のデータを
扱う航空交通分野の研究開発においては非常に有用であり、将来ますます活用され
ていくことが見込まれ、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６８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２２６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」、「港湾における護岸等の耐震性調
査・耐震改良のためのガイドライン」、「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
１３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１１７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】

【港湾空港特別講演会in横浜2018】

○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

➢ 9月、北海道胆振地方中東部での地震発生による苫小牧港の被災に伴い、北
海道開発局からの要請を受け、研究者３名を現地に派遣し、国土技術政策総合
研究所と合同で、被害状況の現地調査を実施し被災要因を分析した。

➢ 9月、インドネシア・スラウェシ島で発生した地震と津波（死者2200名以上）に伴
い、インドネシア国家開発企業庁からの要請を受けた日本国政府の調査団に研
究者２名が参加し、被災箇所の調査及びインドネシア政府関係機関への調査結
果の報告を行い、復興マスタープランの策定に向けて助言を行うなど高度な技
術指導を迅速かつ適切に行った。

➢ ９月、台風21号上陸による神戸港・大阪港等の港湾施設の被災に伴い、研究
者７名を派遣し、国土技術政策総合研究所と合同で、被害状況の現地調査を
行った。

年度実績

年度実績

➢ 平成30年度は、運輸安全委員会より油タンカー走錨事故に係る事故原因解析の
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

➢ 遠地津波を想定した、地震発生時対応としてのTEC-FORCE派遣判断訓練
を平成30年6月14日に実施、津波避難訓練及び安否確認訓練を11月16日に
実施した。

【インドネシアでの現地調査の様子】

○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

【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174件、産
業界からの受託研究126件、公募型研究
1件を実施した。

➢ 当所と港湾関係機関・団体の四者間で
「連携・協力」協定の締結、勉強会の開催
を行った他、当所が橋渡しの役割を担い
実施した海事クラスター25社との共同研
究「実海域実船性能評価プロジェクト」が、
内閣府主催「第1回日本オープンイノベー
ション大賞」の選考委員会選定優良事例
に選出された。

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）の他、新たに海洋開発研修を実施した。

＜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86件（85人）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409件、外部

への研究者派遣を117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。

◆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】

【ミリ波帯による高速移動用ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ技術の研

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「連携・協力」協定】

【実海域実船性能ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの運営体制】

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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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12.5百万円を支払い、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。

⚫平成30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、38件の特許を出願し
た。

⚫平成30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14件、著作権使用許諾に関する実施が46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38百万円、著作権収入41百万円
を得た。

➢ 知財の実施と利用促進

➢ 知的財産権研修の実施

【ＩＡＩＮ２０１８での展示】

【知的財産権研修の模様】

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28年度 37 76 55 42

平成29年度 47 66 40 35

平成30年度 38 60 38 41

【特許出願件数等の推移】
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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

➢ 海上技術安全研究所発表会、海上技術安全研究所講演
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電子航
法に関する講演会等を開催し、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

➢ 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。

➢ 平成３０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８回実施し、数値目標を達成した。

➢ その他、図書館の一般公開、シーパラこども海育塾、小学生の職
場体験等課外授業及び校外学習活動への協力、三鷹ネットワーク
大学の市民向け講座、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、東京湾大感謝祭、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、
理科大好きフェスティバル、展示会参加等を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、インドネシア国からの要請による現地での高度技術指導や、当所が
中心的橋渡し役割を担い実施した海事クラスター共同研究で優良事例に選出されるなど、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

➢ 海底探査の国際競技大会で準優勝した「Team KUROSHIO
」プロジェクトを通じ、海技研が持っているAUV同時運用技術
の高さを世界に示した。

【チーム一同による集合写真
「Team KUROSHIO」提供】

【シーパラこども海育塾参加者】

【理科大好きフェスティバルの様子】
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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），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。

➢ 係船装置に関する国際基準策定においては、海上技術安全研究所職員が作業部会の議長
を務めることにより、日本提案を実現させ、係船設備に係る基準の策定に貢献した。特にIMO
においては、日本からの提案文書45本中36本（8割）に海上技術安全研究所が深く関与し大きく
貢献した。

➢ PIANCにおいて、ｱｼﾞｱ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸ地区の活動方針を主導し、韓国でのｾﾐﾅｰの開催を企画して
運営をサポートするなど重要な役割を果たした。

➢ ICAOにおいて航空機監視システムで使用される電波の信号環境について、当研究所の研究
成果が航空監視マニュアルに反映されることが決定した。

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。

➢ 平成30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105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 13

ISO/IEC 13

IAEA 5

PIANC 6

ICAO/RTCA/EUROCAE 19

その他 10

○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、船舶設
計・建造小委員会作業部会のコーディネー
ター等を務め、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
査員に指名された。

【当研究所の国際会議への参加状況】
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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・大学と連携協定や覚書を結び、
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249件の発表を行った。
また、ワークショップ等国際会議を3件開催した。

自己評定

Ａ

➢ 当研究所職員が、IMOが定める係船設備に係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座長を務め、
当所の研究成果がICAO航空監視マニュアルに反映されることに大きく貢献した。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。

【ブータン王国航空局からの研修生】

➢ 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、アジア各国より
航空分野の研修生を受け入れた。

【2018年 濱口梧陵国際賞授賞式】

○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、Advanced Maritime Engineering Conference
（AMEC2018）論文賞受賞。ISO関連で、経済産業大
臣表彰を受賞。

➢ 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）」の平成30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表彰盾が授与）

【工業標準化事業表彰式】
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➢ 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5件の一括
調達を実施し、簡素化を着実に図った。

➢ 平成30年度において検討を行い、3研究所ごとにあったシステムを「新しい会計システム」に統一する
こととし、令和元年度初めより運用開始することととした。これにより今後の会計基準等の改正に伴うシ
ステム改修の手間が1/3になるなど、会計処理が統一でき、今後の業務効率化の推進に寄与した。

➢ また、会計システム更新のための仕様の検討や稼働準備、職員に対する説明会の開催などを実施し
た。

➢ e-ラーニングを通じて、文書管理や個人情報保護等に関する研修を3研合同で実施することにより、
研修時間等の効率化を図った。

➢ 内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）によるセキュリティー監査において、他法人に推奨される良
好事例としてNISCから評価されるなど、外部機関より当研究所の統合による連携成果が評価された。

◆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、5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 H30年度

一括調達の実施数 5件 5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
行政サービス
実施コスト

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

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）
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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
➢ 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、会計システムの統一、e-ラーニング

を通じた研修実施、3研究所で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、更なる業務効率化を推進し、顕著な成果を挙げた。Ａ

◆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＞

➢ 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。

➢ 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、そこに統一したグ
ループウェアを導入することで、円滑な情報共有を可能とし、資料作成等の業務の効率化の向
上を行った。また、一部の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。

➢ 海技研内では、先立って外部発表許可申請を電子決裁化することにより、決裁時間の大幅な
短縮に貢献した。
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◆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。

（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 H30年度

自己収入額 145百万円 318百万円(※)

項目 予算額 決算額
経常
費用

経常
利益

行政サービス
実施コスト

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

単位：百万円

※参考 H28年度：264百万円 H29年度：227百万円

➢ 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）
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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3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 H30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 3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年度計画を上回る4回（うち海技研2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。特に、海
技研の外部評価委員会で得た、今後の海技研の新ビジョンについてのコメントを当該ビ
ジョンに反映した。

（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 H30年度

外部評価の実施回数 3回 4回
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