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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
２８年度

（自己評価）

１．分野横断的な研究の推進等 （Ｂ）

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



○ 同時に異なるデータを広範囲に取得するAUVの複数運用技術の研
究開発、海底において濁水中の視野と高精細な３次元地形データ
を同時に取得できる水中音響ビデオカメラの研究開発を研究所内
の各分野の研究者にて実施し、それぞれにおいて成果を創出。

○ これらの研究開発に関係する研究者／職員による研究タスク
フォースを所内に設置し、AUVの複数運用技術と水中音響ビデオカ
メラおよびその他の研究成果を活かしたさらなる連携研究について
の検討を開始。海底での施工システムについてコンセプトをまとめ
るなど今後の連携課題のさらなる推進。

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

年度実績

○ 空港の基盤施設・航空交通管理の各分野に渡る連携課題の検討を関係する研究者間で積極的に議論し、新
たな研究計画「空港設計に資する交通データ活用技術の予備的研究」を立案。

海底での海洋構造物施工システムコンセプト

首都圏空港の機能強化

その他の新たな分野横断的な研究テーマ

次世代海洋資源調査技術

○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。

評価軸

○ 新たな分野横断的研究について、各分野共通の基盤技術を用いた研究促進のための取組、共通に利用する
技術や課題の整理を進め、研究テーマの創出に向け活動。

○ 特に首都圏空港の機能強化に寄与する研究のありかたや可能性がある分野を探るため国土交通省と研究所
との間で連携調整会合を発足。今後も空港機能強化に資する研究課題の推進に向けて本会合を継続。

○ 分野横断的研究における必要経費の確保について取り組みを進め、旧３研究所の研究者がそれぞれの得意
分野を生かしたテーマで、２件の外部資金獲得への応募の実施、うち１件が採択。



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

【自己評定】 B 研究所発足初年度及び中長期目標期間の初年度として、分野横断的な研究を効率的かつ効果
的に今後実施する為の体制の構築を着実に実施した。

年度実績

○ 研究所全体の統制管理を行う為、経営戦略室を設置し、統合した研究所としての在り方について企画調整を実施。
○ 基本理念及び運営方針の策定、海上・港湾・航空技術研究所の将来像の企画調整。
○ 研究所としての長期ビジョン策定のための外部有識者会合の開催。
○ 研究マネジメントの更なる充実に向け各分野間意見交換会、理事長と研究所職員の意見交換等の開催。

基本理念

運営方針

海上・港湾・航空技術研究所の将来像

「交通の発展と、海、空、 国土づくりに貢献します」

①アカデミズムとインダストリーの交流点
②基礎学術の充実と産業知識の体系化
③イノベーションと新技術、未来創造の拠点

長期ビジョン策定のための外部有識者会合

外部有識者で構成された外部有識者
会合を開催し、研究所が重点的に取
り組む「行動計画」等をとりまとめる。

【行動計画案】
①共通基盤の整備等による研究体制の充実
②人づくりによるポテンシャルの向上
③研究交流の促進による新たなコンセプト、システム等の創出

外部有識者会合の様子

○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。

評価軸



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（1/13）

■年度計画において、次の４分野（以下、「重点４分野」）の研究に重点的に取り組む旨規定。
（１）海上輸送の安全の確保
（２）海洋環境の保全
（３）海洋の開発
（４）海上輸送を支える基盤的な技術開発

■重点４分野において、２５の研究テーマ（青字）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．船舶の先進的な荷重・構造強度評価手法に必要な評価システムの開発及び新構造基準案の作成に関する研究
★全船荷重・構造一貫強度評価システム（DLSA-Basic）の開発
２．先進的な荷重・構造強度評価手法と連携する船体構造モニタリングシステムの開発に関する研究
３．液化水素運搬船及び低引火点燃料船等の設計のためのリスク評価手法の開発に関する研究
４．安全運航に必要な操船性評価手法の開発及び基準化に関する研究
★最低出力暫定指針の改訂
５．海難事故防止に資する事故解析及び予防技術の開発に関する研究
６．海上交通流シミュレーションの高度化及び安全対策の検討とその影響評価法に関する研究

（２）海洋環境の保全

７．船舶に起因する大気等規制の概念設計と規制手法の開発に関する研究
８．次世代EEDI,EEOIの開発及び実海域運航性能向上技術に関する研究
★実海域運航性能向上技術に関する研究
９．水槽試験を活用した舶用推進プラントの実海域自動適応制御技術開発に関する研究
★水槽試験を活用した主機設計手法の開発（※海上輸送を支える基盤的な技術開発）

10．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
11．船体表面流の制御による船舶の省エネルギー技術開発に関する研究
★船舶の省エネルギー技術開発に関する研究（※10及び11の研究成果）

12．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
★アンモニアの直接燃焼システムの開発（※海上輸送を支える基盤的な技術開発）

13．船舶から排出されるNOx、SOx低減技術の高度化に関する研究
14．船舶から排出されるBC及びPMの計測・除去技術の開発に関する研究
15．船舶に起因する生態系影響の評価技術の構築に関する研究
★船舶に起因する生態系影響の評価技術の構築

16．船舶からの油及び有害物質の流出等の対策に関する研究



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（2/13）

（３）海洋の開発

17．海洋再生可能エネルギーに係る基盤技術の開発及び安全性評価手法の開発並びに開発の加速に係る技術の開発に関する研究
★海洋資源開発に係る生産システム等基盤技術及び安全性評価手法の確立

18．海洋資源・エネルギー開発統合システム等の総合安全性評価技術の開発に関する研究
19．海洋資源開発に係るプロジェクト認証支援技術の開発に関する研究
20．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
★海底鉱物資源開発等に係る基盤技術の構築に関する研究

（４）海上輸送を支える基盤的な技術開発

21．造船業の競争力強化や少子高齢化等に対応するための新しい生産システムの構築に関する研究
22．船内騒音対策等の新たなニーズに対応した新材料利用技術に関する研究
23．船舶のＩＣＴ（情報通信技術）を利用した大陸間自律運航、メンテナンスフリー等に係るモニタリングシステム等の支援技術に関する研究
★画像処理によるAIS非搭載船検出システムの開発

24．地域海上交通システムの再構築に関する研究
25．海陸複合一貫輸送を考慮した海上物流の効率化・最適化とその評価等に関する研究



年度実績 船舶の構造設計は、波浪中運動解析、荷重推定、構造解析、強度評価等複雑かつ高度な各種解
析を経て行われるが、これら解析を一貫して行うツール（全船荷重・構造一貫強度評価システム）：
DLSA(Direct Load and Strength Analysis) - Basicを開発し、設計効率の大幅な向上に寄与した。

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（3/13）
（１）海上輸送の安全の確保 – ①全船荷重・構造一貫強度評価システム（DLSA-Basic）の開発

○波浪中運動解析、荷重推定、構造解析、強度評価（降伏、座屈、疲労）の各分野の担当設計者が個別に実施していた
解析が設計者１名のみで実施可能になり、解析に要する時工数が約1/15になるなど、設計効率が大幅に向上。

○これまでに大手を含む５社で利用。今後、さらなる高度化を目指すとともに、新形式船型の設計における標準プログラム
化を目指す。

全船荷重・構造一貫強度評価システムDLSA-Basicの開発

・極限海象中運動・荷重解析

・CFD流体・非線形構造連成問題の効率的解析

・最先端の最終強度評価手法

・最先端の疲労強度評価法

・リスクベース設計手法

による一貫解析

（担当設計者A）

（担当設計者B）

（担当設計者C）

（担当設計者D,E）

PDCAサイクルの高速化・簡便化により、試行錯誤回
数の増大が可能になり、性能の向上が期待される

強度解析例荷重解析例

各技術モジュールの高度化



年度実績
国際海事機関（IMO）において策定された、荒天下で操船を維持するために最低限必要な推進出

力を定めた「最低出力暫定指針」の改訂に向けて、欧州の研究グループと連携しつつ、実際の運
航状態と海象条件の関係を分析することにより、合理的かつ実行可能な指針案の策定に貢献した。
また、改訂指針を容易に満足できる高揚力舵の性能を確認する手法を確立した。

最低出力暫定指針の改訂

【背景】
〇理論的・学術的な検討を踏まえた指針とする必要があった。

〇当初、検討を主導していた欧州の研究グループは、船舶の実際の運航実態等を十分に考慮していなかったため、船舶のサイズに比して過
大な出力のエンジンを搭載する必要が生じる等、我が国海運・造船業等海事産業に深刻な影響を及ぼす懸念があった。

○合理的かつ実行可能な指針案の策定に貢献 ○指針を容易に満足できる省エネ技術を実証

標準的な舵

高揚力舵はその高い保針力をもって、標準的な舵に
比べ、必要出力を約２割低減可能であることを実証

欧州研究グループと共同で作成した指針案を
日本及びドイツ・デンマーク等欧州関係国により
IMOに提案（本年7月に審議予定）

(MEPC 71/5/13, MEPC 71/INF.28, MEPC 71/INF. 29)

簡易手法の設定等学術的な検討を行うとともに、実際
の運航状態と海象条件の関係を分析することにより、合
理的かつ実行可能な指針提案に貢献した。
※250ｍ以下の小型船について想定有義波高を船の長さに応じて段階的に下
げる現実的な提案を行った。

指針を容易に満足することができる高揚力舵の実効
性を証明する手法を確立し、我が国造船所が指針に
適合する船舶を建造できるよう支援した。

（日本船舶海洋工学会講演会論文集 第21号 “An Experimental Study on 

the Performance of High Lift Rudders under High Propeller Loads”）

高揚力舵

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(4/13)
（１）海上輸送の安全の確保 -②最低出力暫定指針の改訂



従来比で大幅な省エネ率を達成する船型群の開発

年度実績 地球温暖化対策に関するパリ協定に基づき、我が国内航海運も大幅な省エネルギーが求められて
いる。これに対応するため、代表的なサイズの内航船（749総トン及び499総トン）に関し、従来に比べ
て大幅な省エネ（約20～40%）を実現できる船型を約60種類開発した。

（注）伴流：船体の後方にできる流れの遅くなった領域。
伴流の分布が船体とプロペラの推進（省エネ）性能に大きく影響。（平成28年度「内航海運のための省エネルギー船型群の研究開発報告書」）

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(5/13)
（２）海洋環境の保全 -①船舶の省エネルギー技術開発に関する研究

・内航海運からのCO2削減の
可能性拡大

・多様な船型群の提供による
船主等のニーズへの対応

・職人知の見える化による
中小造船業の船型開発能力の
向上

・成果物（図面）の無償提供
による成果の普及

研究成果による社会への貢献



実海域運航性能向上技術に関する研究 –全球版気象海象データベースの構築-

年度実績
気象庁波浪推算データ（波・風の約150億を超える膨大な基礎データ）を統計処理して、世界一の
精度を有する「全球版気象海象データベース」を構築し、実海域運航性能を評価するための基盤
を確立した。

〇高精度な気象海象データベースの活用により、国際航路上の燃費の標準値が高精度で計算可能となり、船舶設計時に
実海域運航性能を評価することが可能となる。

〇これまで世界で標準的に利用されているデータベースとの比較

（１）GLOBAL WAVE STATISTICS (BMT) （２）全球版気象海象データベース（海技研）

比較のポイント （１）BMT（左） （２）海技研（右） 改善点

ブロックの数 108 10368 約100倍

メッシュ（赤道の場合） 最小で10°（約1110km） 2.5°（約278km） 解像度16倍以上

発現頻度表
波高－波周期
風速－風向

左に加え、波高－波向、波高－風速など2
相関に加え、3相関も提供（１２種類）

初めて３相関（波高－波周期－風速）の発現頻
度表を提供（２次元から3次元での検討が可能）

〇様々な分野で活用可能な高い汎用性・・・海洋資源開発事業（リグ・生産用浮体等の稼働率推定）
風力・波力等海洋エネルギーの資源ポテンシャル分析（風況マップ等）
海底機器等の敷設工事（施工計画の立案）等

（日本船舶海洋工学会講演会論文集第24号「全球の気象海象統計データベースの開発」）

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(6/13)
（２）海洋環境の保全 -②実海域運航性能向上技術に関する研究



水中騒音の計測システム・騒音推定方法の構築

年度実績
●船舶のプロペラから発生するキャビテーション（※）に起因する水中騒音からの海洋生物保護を
目的とした規制の検討等に対応するため、水中騒音の計測システム・騒音推定方法を構築すると
ともに、我が国のキャビテーション水槽試験技術のISO規格化を実現した。

（注２）キャビテーション水槽試験において、プロペラの前に金属の網状のものを設置して、船舶の伴流（流速の遅い領域）を再現する方法。
（注１）ISO20233/DIS：「プロペラキャビテーションノイズの評価のモデル試験方法」

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(7/13)
（２）海洋環境の保全 -③船舶に起因する生態系影響の評価技術の構築

〈国際動向〉 2008年 欧州（EU）：2020年までにクジラ類等海洋生物保護を目的とした水中騒音の規制導入を加盟国に義務化
2014年 国際海事機関（IMO）：「商船からの水中騒音低減のためのガイドライン」を承認
2016年 生物多様性条約（CBD）：「海洋及び沿岸の生物多様性における人為的水中騒音の影響」を決議

〇就航船2隻のプロペラ水中騒音計測により、キャビテーション水槽にお
けるプロペラ水中騒音計測システムを構築した。

〇計算流体力学（CFD）による水中騒音推定方法を開発するとともに、計
算結果を水槽試験結果および実船計測結果と比較し、開発した手法の
妥当性を確認した。

〇上記の成果を活用し、キャビテーション水槽試験法のISO規格（注１）に、
中韓・欧州標準である模型船を使用したキャビテーション水槽試験法だ
けでなく、我が国がノウハウを有するワイヤーメッシュ法（注２）を採用さ
せた。また、CBD/SBSTTAから勧告された、水中騒音推定ツールキット
整備に対応した。

キャビテーション水槽の水中騒音計測

キャビテーション発生状況 水中騒音レベル推定

CFDによる騒音発生状況のシミュレーション

国際的な動きに対応した技術開発等

（※）流体がプロペラの近傍で急激な圧力減少により沸騰する現象。



（対ＡＵＶ）
音響測位装置

（対ＡＵＶ）
音響通信装置

（母船向け）
無線LAN装置（母船向け）

衛星通信装置

国の科学技術イノベーション総合戦略にもとづくSIP（戦略的イノベーション創造プログラム）に参加
し、高性能な航行型の自律型無人潜水機（Autonomous Underwater Vehicle: AUV）及び洋上中継
器を製作し、これら3機のAUVを実海域で同時に運用する技術を実証した。これにより、単機の
AUVによる調査に比べて、4～5倍の調査効率を実現した。

海底鉱物資源開発等に係る基盤技術の構築に関する研究

年度実績

○小型AUV及び複数AUVの統括監視（位置補正、非常時指令等）をするための洋上中継器を開発するとともに、3機の
AUVと洋上中継器の同時運用による熱水地帯での全自動海底調査に世界で初めて成功し、海底熱水鉱床等の更なる
効率的な広域探査を可能とした。

同時運用による海底調査への出動状況 新たに開発した３号機（左）および洋上中継器（右）

推進性能に優れた
機体形状
（CFD等を用いた
最適設計）

（次世代海洋資源調査技術シンポジウム（2016.12.19）「無人探査機（AUV）の複数同時運用による海洋調査の新たなパラダイム」）

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(8/13)
（３）海洋の開発 -①海底鉱物資源開発等に係る基盤技術の構築に関する研究



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

年度実績

＜海底熱水鉱床開発＞
○採鉱・揚鉱パイロット試験事業に民間企業と共に参加し、事前海域試験で取得した船体動揺やムーンプール内水位変動
等に関する データと数値シミュレーョン結果との比較・検証を通じて稼働性評価を行うとともに、システム内のスラリー流に
伴う安全性を対象としたHAZOP分析等を行って、平成29年度実施予定の実海域試験の計画策定につなげた。

○将来の商業化のための、我が国の海底熱水鉱床生産システムのコンセプトを検討し、同システムの基本計画支援のため
のプログラム構成図を作成した。また、スラリー輸送管の寿命延伸方法等を考案し、関連特許5件を出願した。
＜フロンティア海域開発＞
○JOGMEC技術ソリューション事業に大学、民間企業とともに参加して、氷海域における資源開発に不可欠な氷況観測技術
の開発を実施し、開発した技術が実用化直前の段階にあるとの高い評価を受けた（出典：JOGMEC、技術ソリューション事
業 （技術開発）平成28年度事後評価報告書、2017)。

経済産業省委託事業で（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）が実施している採鉱・揚

鉱パイロット試験事業に参加し、安全性・稼働性評価を実施するとともに、海底熱水鉱床の商業生
産システムのコンセプトを検討した。また、フロンティア海域（氷海域）における資源開発支援のため
の氷況観測技術の開発を実施した。

船上処理設備

スラリーポンプ

掘削機

アンビリカルケーブル

アンビリカルケーブル

フレキシブルホース

2,
00

0m

海底熱水鉱床

集鉱機

排水管

フレキシブルライザー

掘削塊

採鉱母船

海底熱水鉱床商業生産システムのコンセプト

氷況観測技術開発の概要図
（出典：S. Uto et al.、第32回 北方圏国際シンポジウム

「オホーツク海と流氷」、2017）

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(9/13)
（３）海洋の開発 -②海洋資源開発に係る生産システム等基盤技術及び安全性評価手法の確立



○レーダー及び船舶自動識別装置（ＡＩＳ）では検出できない小型の船舶を対象に、可視画像及び遠赤外線画像から、ＡＩ技
術のひとつである深層学習を用いて、船舶の検出、船種の特定及びその追尾を可能とするシステムを開発した。
・深層学習に必要な画像のデータベースと画像抽出システムの構築（可視：4,270枚、赤外:2,813枚）
・検出された船舶の画像上の座標からカメラ位置からの相対距離を計算し、レーダーに統合表示するシステムへのリアルタイムのデータ供給

船舶検出結果画像

●船舶の衝突等海難事故の軽減に資するため、ＡＩ技術を活用し、船舶を画像処理により検出・追尾
するシステムを開発した。

画像処理によるAIS非搭載船検出システムの開発

年度実績

景観画像
（可視・赤外線）

船舶の検出

（可視画像による船種
の認識）

船種の特定

船体画像の白黒二値化
（船体部分の形状を再定義）

（カメラ位置から）
距離方向の船位

（カメラ位置から）
上記と直角方向の船位

船位(緯度経度)

（海上保安庁からの請負研究）

良好な環境条件下で90%以上の検出率

（平成２８年度 ＡＩＳ非搭載船の動静把握に関する技術開発報告書）

○今後、両カメラ画像の船舶抽出に関する環境光や気象条件の制約の
検討、自律船等を想定した移動中の船舶からの画像収集と検出システ
ムの適用等の検討を進める。

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(10/13)
（４）海上輸送を支える基盤的な技術開発 -①画像処理によるAIS非搭載船検出システムの開発



●水素社会の実現に向けて、エネルギーキャリアとして有望視されているアンモニアの舶用ディー
ゼルエンジンにおける直接燃焼システムを開発した。

アンモニアの直接燃焼システムの開発

年度実績

○液体を燃料とした舶用ディーゼルエンジンの吸気にアンモニアを
混合したアンモニア直接燃焼システム（CO2を発生する燃料消費
量を低減化するもの）の実用化のため基礎研究に着手した。

○吸気へのアンモニア混合の影響、パイロット噴射（メイン噴射前
に行う噴射）の効果等を把握し、多段噴射による未燃アンモニア
の低減効果を確認した。

○吸気にアンモニアを混合した場合について、いくつかの事例で
燃焼状況を予測する燃焼解析シミュレーションを実施した。

○当該成果を基にして、実用化に向けた更なる効率向上等の研究
を戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の研究課題「エネル
ギーキャリア」にて、29年度より開始している。

シミュレーションと実験結果の比較
（アンモニア混合吸気時）

試験装置概要

パイロット噴射による未燃
アンモニアの削減効果

（科学研究費助成事業実施状況報告書（平成２８年度））

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(11/13)
（４）海上輸送を支える基盤的な技術開発 -②アンモニアの直接燃焼システムの開発



波浪中での負荷変動に対する主機応答特性（回転数、燃費等の変動）を考慮できる水槽模型試験
法の開発により、水槽模型試験により主機設計が可能であることを示し、実海域性能評価の高度化
に貢献した。

水槽模型試験を通じた主機設計手法の構築

年度実績

補助推力装置
（プロペラ荷重度を実船相当にする
ための摩擦修正量を自走模型船に
付与できる）

〇実海象中での船速低下、燃料消費量等を水槽模型試験
で直接計測できる方法を開発した。

平成28年度 日本船舶海洋工学会奨励賞（乾賞）を受賞

開発した水槽試験法を活用し、水槽模型試験
を通じて主機設計が可能であることを示した。

活
用
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船の長さに対する波長の比

標準設計 改良設計

回転数変動抑制を確認
⇒荒天下運航中など、
主機安全稼働に貢献できる

主機特性自航装置
（実船主機回転速度応答などを模型試験で再現）

ケーススタディ
～波浪中負荷変動に対する主機回転速度変動を抑制
できる機械式ガバナーの改良設計を検証

【背景】

国際条約による船舶の燃費規制導入により、出力の抑制
による荒天中操縦性悪化が見込まれる。このため、波浪中
での負荷変動に対する主機応答特性も含めた実海域性能
評価手法及び対応する主機設計手法の確立が急務である。

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(12/13)
（４）海上輸送を支える基盤的な技術開発 -③水槽試験を活用した主機設計手法の開発



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(13/13)

○ 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。
全船荷重・構造一貫強度評価システムの開発は、国の方針や社会ニーズに適合し、海事産業の競争力強化、
国際競争力強化につながるものである。また、内航船の省エネ船型開発はGHG削減を目指す国策にかなうものであり、
中小造船所の船型開発能力の底上げに寄与する。さらに、AUVの開発等は、資源・エネルギーを確保するために海洋開発を進める国の方針、社会のニーズに適合したもの
であり、国際的競争力の向上につながるものである。

○ 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。
全球版気象海象データベースは世界トップレベルの成果であり、今後の技術的波及効果も大きい。また、内航船の省エネ船型開発は、プロペラ周りの伴流分布から逆問題
として、理想的な省エネ船型を導き出す伴流設計手法など新規性があり、目標値を大きく上回る省エネ率を達成しており、高く評価できる。

○ 成果が期待された時期に創出されているか。
荒天下の最低出力暫定指針案の策定とそれに関わる性能評価技術の開発、高揚力舵の開発は、指針案の合理化並びにわが国国際競争力の強化に直接的に資するタイ
ムリー成果であり、特に顕著な成果と認められる。また、ＡＩを用いたＡＩＳ非搭載船の検出システムは、海上保安庁が掲げる「第３次交通ビジョン」にあるＡＩＳ非搭載船の動静
把握システムに係るものであり、期待された時期に成果を創出している。

○ 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。
複数AUVの統括監視と高度運用を可能とする支援ツールの開発など，国際的にみて高いレベルの研究成果を得ている。また、船型ブレンディングの実施、ワイヤーメッシュ
法のISO化など国際的な水準に照らして十分に大きな意義を有しており、国際競争力の向上につながるものである。

○ 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。
アンモニアの直接燃焼システムの開発は、水素社会の実現に向けて、エネルギーキャリアとしてのアンモニアに着目した研究であり、テーマとしては先見性があり、SIPの
活用という機動性もある。また、ＡＩを用いたＡＩＳ非搭載船の検出システムなど，社会的要求が高く今後の発展が期待される研究領域において，萌芽的な研究も含めつつ，顕
著な成果を挙げている。

上記評価は、２８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に基づき記載した。

主
な
評
価
軸

【自己評定】 Ａ
成果・取組が国の方針や社会のニーズに適合し、 内航船の省エネ船型の開発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。



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（1/11）

研究の体系 ： （１）～（４）の４つの研究開発課題の下に、９つの研究テーマを設定。

（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

研究テーマ 地震災害の軽減や復旧に関する研究開発
（研究内容 ： 最大級の地震による波形予測と被害予測、地震・津波・高波と地盤ダイナミクスの相互作用、最大級の地震に対する被害軽減技術）

研究テーマ 津波災害の軽減や復旧に関する研究開発
（研究内容 ： ICTによる意思決定支援システム、耐津波強化港湾の形成）

研究テーマ 高潮・高波災害の軽減や復旧に関する研究開発
（研究内容 ： 高潮・高波の予測と最大級の被害想定、最大級の高潮・高波の被害軽減技術）

（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

研究テーマ 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
（研究内容 ： 連続コンテナターミナル等の効率化方策の開発、パッケージ輸出を目指した技術規格の確立）

研究テーマ 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
（研究内容 ： インフラの長寿命化技術、インフラの点検診断システム、インフラのマネジメントシステム）

研究テーマ インフラの有効活用に関する研究開発
（研究内容 ： 既存施設の改良・更新技術、建設副産物等の有効活用・処理技術、海面廃棄物処分場の管理と利用）

（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

研究テーマ 海洋の開発と利用に関する研究開発
（研究内容 ： 遠隔離島での港湾整備、海洋の利用・開発を支援するインフラ技術）

（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

研究テーマ 沿岸生態系の保全や活用に関する研究開発
（研究内容 ： 沿岸生態系の活用、内湾域の水環境リアルタイム予測技術、海上流出油への対応技術）

研究テーマ 沿岸地形の形成や維持に関する研究開発
（研究内容 ： 海岸保全と航路・泊地維持）



年度実績
大規模災害時において復旧・復興の拠点となる緊急物資輸送機能等の確保が必要。また、地震・津波・高波と地盤の相
互作用による沿岸災害も懸念されるため、地震動の予測技術、構造物の被害予測技術の確立を目指して研究を進め、
既存構造物の耐震補強技術や防災性向上に関する診断・対策技術を検討した。

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（2/11）
（１）沿岸域における災害の軽減と復旧 -地震災害の軽減や復旧に関する研究開発-

熊本地震の震源断層の破壊過程の推定と震源近傍の強震記録を分析
し、強震記録が得られなかった地点の地震動推定に活用された。

大型振動台「E-ディフェンス」により、実在するコンビナート施設の石油タンク、桟橋、護岸を1/8に縮小・
再現した模型振動台試験を実施。耐震対策を施した断面と施さない断面の比較検討を行った。

東日本大震災で発生した液状化現
象への対策が停滞していたが、実験に
より液状化発生時の被害範囲や対策
の効果等が明らかになり、経済的（従
来の6分の1の費用）・効率的な液状
化対策技術の構築が可能となった。

多数の報道機関が実験を取材（写真はH29.2.25 NHKニュース7）
研究成果の活用によって臨海部埋立地の

コンビナート施設の防災性向上に寄与

熊本地震の断層面の移動図（星は起点を、ﾍﾞｸﾄﾙ
は移動方向を、色は移動速度（m/秒）を示す。）

津波越流－浸透連成作用による

(a) マウンド・基礎地盤洗掘，

(b) マウンド支持力破壊，

(c) マウンド流動過程

ケーソン不安定化に及ぼす津波

越流－浸透連成効果の解明
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ケーソンが不安定化
した領域

津波浸透を受ける防波堤基礎の
安定性評価手法を構築し、港湾の
技術基準に反映された。

地震・津波・高波と地盤ダイナミクスの相互作用

海底地すべり・重力流の発達過程な
らびに津波越流-浸透連成作用によ
る防波堤の不安定化機構を解明。

まとめるとともに、液状
化の発生に及ぼす地
震動継続時間の影響
を考慮する方法を海
外の液状化予測判定
法にも適用できるよう
に拡張した。これらの
成果は、港湾の技術
基準に反映された。

最大級の地震による波形予測と被害予測 最大級の地震に対する被害軽減技術

さらに、液状化による護岸の倒壊等を防止することで、災害時の航路機能の確保も図られる。

また、地震動の連成作用による液状化特性・機構と評価予測について取り



本研究の計算

観測

従来の計算

年度実績
東日本大震災を教訓に、防災・減災対策を被害先行型から対策先行型へ切り替えることにより、最大級の津波に対しても、
人命を守り、社会経済に対する壊滅的な被害を防ぎ、早期の復旧・復興を可能とすることが重要。このため津波火災のモデル
化や三次元高精細シミュレータの現地計算への適用性に関する基礎的検証、津波による洗掘現象の分析等を実施した。

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（3/11）
（１）沿岸域における災害の軽減と復旧 -津波災害の軽減や復旧に関する研究開発-

ICTによる意思決定支援システム 耐津波強化港湾の形成

東北地方太平洋沖地震津波のペルー沖での波形

・意思決定支援システムのツールの1つとして、津波の流れ、
漂流物の動きに加え、瓦礫の発火・燃焼・鎮火も表現する、
新たな津波計算モデルを構築し、ケーススタディを行った。

・ 防護施設の変形をコアに、津波の発生、沿岸域への伝播から後
背地の浸水までを一貫
して計算する「三次元高
精細津波遡上シミュレー
タ」を構築し、一都市に
対するケーススタディを
行った。

洗堀の実験と粒子法による数値計算

三次元高精細津波遡上シミュレータ

津波による漂流物と火災
の計算（緑：自動車・漁
船，オレンジ：流出油，黒
・赤・青：未発火・燃焼状
態・鎮火後のがれき）

・ これらのシミュレータ・モ
デル・算定式は、全国で
適用可能な、港湾・海岸
施設の計画・設計におけ
る津波対策の有効なツー
ルとして活用が期待される。

・津波による構造物周辺
の洗堀の実験を行い、
最大洗堀深の算定式
に時間項を加える改良
を行った。粒子法の数
値計算モデルを構築し、
洗堀を再現できるよう
になった。

・ これまで個別に開発してきた波の分散性、海水の圧縮性、
地球の弾性、地球の自己重力の計算コードを統合し、世界
で初めて津波に適用させて研究を進めた結果、従来の計算
で発生していた15分のタイムラグが解消されるとともに、
引き波から始まり、第2波が大きくなる
波形が正確に再現され、遠地津波の
予測精度が大きく向上した。



年度実績
地球温暖化の影響により、想定を超える高潮・高波の発生が懸念されることから、最大級の高潮・高波に対する被害を軽
減し、迅速な復旧・復興を図ることに重点を置いた対策が必要。このため、被害の軽減及び迅速な復旧・復興のための予測
技術の開発と、設計を上回る外力にも粘り強く抵抗して早期復旧しやすい防波堤や護岸を開発するための研究を実施。

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（4/11）
（１）沿岸域における災害の軽減と復旧 -高潮・高波災害の軽減や復旧に関する研究開発-

高潮・高波の予測と最大級の被害想定 最大級の高潮・高波の被害軽減技術

最大クラスの台風による高潮と波浪波浪による平均水位上昇量

波浪推算モデルによる波高・波向の比較

・ 2015年の全国の波浪観測データの統計解析を行い、9地点で既往最大波高を更新し
たことを明らかにした。

・ 波浪推算モデル（実務で一般的なWAMとまだ少ないWW3）の精度検証、方向スペクト
ルの推定手法改良を行い、これまで困難であった「うねり性波浪」への適用性を高めた。
これにより、「うねり性波浪」による構造物の破壊に対応した設計に発展させる。

・ 「偶発波浪」や「最大クラスの台
風」に関する設計に資するために、
波浪による平均水位上昇量が高
潮に占める割合、波高と高潮偏
差の極値、ハイヤン級の台風が
来襲した場合の高潮偏差と波高、
その同時生起性を明らかにした。

越波で破壊された護岸

設計以上の作用に関する研究として、高潮で潮
位が高い場合に越流・越波が同時に発生する
実験を行い、波圧が波高と波長の積の平方根
に比例する傾向を見出した。

防波堤・護岸に作用する波圧の特性

得られた成果を発展させ、これまで別々に検討
していた津波または高潮と波浪の同時生起を
考慮した設計につなげていく。



年度実績
我が国の産業の国際競争力を確保し、国民生活を支える港湾・空港等の効率的かつ効果的な整備に資するため、港湾・
空港の機能強化に関する研究開発等に取り組み、連続コンテナターミナルの有効活用方策、ターミナル作業の自動化、コン
テナターミナルのパッケージ輸出に係る技術開発等を進めた。

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（5/11）
（２）産業と国民生活を支えるストックの形成 -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-

連続コンテナターミナル等の効率化方策の開発 パッケージ輸出を目指した技術規格の確立

海外の大規模ターミナルと比較した我が国特有のターミナル形状等の
問題解決のため、ターミナルごとに機能強化が図られるシステム・配置
を考察し、最適な効率化方策の開発を目指した。

シミュレーションによる定量的な評価を実施し、一体的なコンテナタ
ーミナルの有効活用方策の確立を目指して、ターミナルの機能強
化が図られるシステムについて検討した。

（左）2001年に供用したハンブルク港の全自動ターミナル
（右）2005年に世界で4番目に供用した名古屋港の全自動ターミナル

コンテナターミナルの要素技術を組み合わせてパッケー
ジ化可能な技術規格を確立させ、我が国のインフラ輸
出力の向上を図るため、コンテナターミナルの効率化に
資する荷役設備、 オペレーションシステム、設計及び
計画手法の検討を進めた。

奥行き350m～500m

水深-14m～16m

ガントリークレーン

延
長

350m～
400m

ｺﾝﾃﾅﾔｰﾄﾞ

荷役機械の耐震設計

岸壁の耐震設計

荷役機械の最適配置

コンテナターミナルのパッケージ輸出イメージ

コンテナターミナルの荷役方式を
自動化することによる効果

・人件費 60％オフ
・メンテナンス費 20％オフ
・燃料費 25％オフ
・IT投資 50％アップ
・減価償却費 30％アップ

ターミナル面積
⇒2/3

トータルコスト
⇒27％オフ

利益
⇒125％アップ

・ゲート前渋滞解消策
⇒原因の特定
⇒機能強化施設の割出し
⇒オペレーションの改善

・環境負荷の低減策
⇒電化の効果
⇒効率化の効果

・オペレーションの合理化
⇒空コンの取扱
⇒荷役機器の共用
⇒オフドックデポ
⇒駐機場

海外港湾の
事例調査

関係者への
ヒアリング



ウレタンエラストマー（20年） ＝重防食

表層から20μmの範囲
で劣化傾向

FT-IR結果（波数1712cm-1）

↓

海
水
側

①水中硬化形被覆の調査結果

水中硬化形被覆 海側

試
料

2.0mm

(mass%)

高濃度な範囲が変化なし⇒硬化前/直後に侵入？

27年
15.4年

上が海側

カメラ 操縦用x1, 調査用x2

最大速力 1.5kt程度 (菱形配置ｽﾗｽﾀx4)

寸法質量 L1200xW900xH971, 80kg+錘

①桟橋上部工点検用ROV ②運用アプリケーションの試作 ③実証試験の実施 (点検写真と位置情報の関連付け)

・操作支援 (回避方向指示)
・測位支援 (走査と地図照合)

金城ふ頭での撮影例 (撮影位置＝青ピン)

年度実績
長期間供用された港湾・空港・海岸インフラが増加し、戦略的な維持管理・更新が強く求められている。このため、施設のラ
イフサイクルコスト・点検業務コストの削減等、効果的・効率的な維持管理を目指して研究を進め、インフラの長寿命化に向
けた各種技術の高度化や効率的な点検診断システムの開発、港湾構造物のライフサイクルシミュレーション等を実施した。

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（6/11）
（２）産業と国民生活を支えるストックの形成 -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-

インフラの長寿命化技術 インフラの点検診断システム

長期経過した実港湾鋼構造物から採取したサンプルを
分析。被覆防食工の劣化予測手法の確立を進めた。

②ウレタンエラストマーの調査結果

桟橋上部工点検用ROVを改良して現地試験を実施した。ROVは、従来の人力による点検と比べて、
2倍～3倍の範囲をカバーし、波浪等の海象条件にも左右されないため、危険な場所の点検も可能。

インフラのマネジメントシステム

（左）
ASR膨張挙動の
予測モデルの開発

（右）
骨材界面に生成
したエトリンガイト
と微細構造

係留施設の変状連鎖を再構築するとともに、コンクリート部材のASR（アルカリ骨材反応）やDEF（遅延エトリンガ
イト生成）等の評価・予測の高度化などにより、コンクリートの劣化要因を解明し、維持管理要素技術の体系
化と高度化を図った。

水平方向（実測）

垂直方向（実測）

骨材

骨材

骨材
エトリンガイト

ひび割れ

↑カルシウム濃度

水平方向（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）

垂直方向（ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）

塩化物イオンの高濃度範囲が15.4年と27年で変化無し。
⇒硬化前あるいは硬化直後に侵入したと推測される。

20年経過後のウレタンエラスト
マーについて、表層から20μm 

の範囲で劣化傾向にあることを
確認。

⇒劣化の進行速度は遅い。

過酷環境下における各種材料の耐久性評価を明ら
かにすることで得られる成果は、遠隔離島や高温環境
において活用されるため、国内のみにとどまらず、中東
諸国等の海外における技術展開も期待されている。

→港湾構造物の点検・診断を大幅に効率化させ、国が主導する生産性向上にも大きく寄与。



左上：飽和前
左下：注入開始直後
右上・右中：注入中
右下：注入完了

年度実績
物流量の増大や船舶の大型化への対応等により、既存インフラの機能を向上させて有効活用を図ることが求められている。
このため、施設の改良・更新や建設発生土等の減容化・有効利用、海面廃棄物処分場の有効活用技術の開発を進
めることで、既存インフラの改良・更新等に要するコストの削減、港湾における土地の高度有効利用等に貢献した。

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（7/11）
（２）産業と国民生活を支えるストックの形成 -インフラの有効活用に関する研究開発-

既存施設の改良・更新技術 建設副産物等の有効活用・処理技術

海面廃棄物処分場の管理と利用

海面廃棄物処分場の管理と利用に関して、粘土と杭との界面における付着特性・透水（遮水）特性について検討を進め、
高度土地利用のための構造物基礎構築技術の開発を進めた。

３D printed 

material

汎用の力学試験による挙動の確認
（実験誤差か粒子配列の影響か）

DEM等の数値解析による粒子
配置等の影響の評価

3Dプリンタによる粒子配列の再現
CTやSEMを用いた粒子配列の観察
力学試験時の内部挙動の観察

X線CT装置と三次元造形装置（3Dプリンタ）を用
いた各種試験を実施して粒子接触点の再現性が
重要な影響因子であることを解明。透水問題で
は粒径及び粒子配置が等しい場合にほぼ同様の
透水係数が解析によって得られることがわかった。

プラスチックバンド
（１本あたり5cm幅）の本数

Φ
１

m
の
杭
断
面
積
あ
た
り
の
透

水
係
数

cm
/s

介在なし 杭全周に介在

環境省令の上限値

杭周面を模擬した透水試験

開発した試験システム（右図）は、3Dプリンタによる
高精度の再現を可能とするもので、他に類の
ない非常に先進性の高い研究成果である。

液状化対策工法として用いられる薬液注入工法に
ついて、屈折率整合技術を用いた地盤の可視化を
行うことで、従来は不可能だった注入薬液の浸透
状況を直接観察することができる、非常に画期的
な技術を開発した。

遠心模型実験における
薬注過程の可視化例

○○○
○○○

当該技術により地盤ごとの浸透状況の推定が可能
となり、ボーリング調査と組み合わせることで、確実な
地盤改良が実現され、全国の液状化対策が大きく
前進する。 研究で用いる供試体を正確かつ大量に生成す

ることも可能であり、その用途は多岐にわたる。今後、新たなスキャン技術等に発展させる。



年度実績
海洋の利用・開発を促進するため、南鳥島や沖ノ鳥島等の遠隔離島に新たに海洋拠点港湾を整備する必要がある。これ
らの離島は通常と異なる厳しい波浪条件や複雑な地形を有することから、過酷な環境下で港湾整備を進めるための技術開
発について研究を進め、新たな係留システムの開発や音響ビデオカメラの小型軽量化等を実施した。

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（8/11）
（３）海洋権益の保全と海洋の利活用 -海洋の開発と利用に関する研究開発-

浸食に脆弱な炭酸カルシウムを母材とする地盤や堆積物で形成される南鳥島
と、サブサイトとして選定した国内離島（ルカン礁・西表島・石垣島）で現地調査
及び現有コアサンプル試料を採取して分析を進めた。

海洋の利用・開発を支援するインフラ技術 -国土・低潮線・港湾施設の保全-

ルカン礁におけるコア採取

海洋の利用・開発を支援するインフラ技術 -音響ビデオカメラシステム-

深海用ROVによる海底調査等で、視界不良下でも作業を進めるため濁水中でも利用可
能な次世代音響画像システムとして、音響ビデオカメラを開発。従来版からの大幅な小型
化に成功（0.5m×1.3m×0.66m → 浅海用0.4m×0.4m×0.3m…容積9分の1／深海用
0.5m×06m×0.45m …容積3分の1）したほか、近距離の撮影機能についても10倍の性能
（5m～→0.5m～）を実現。世界最高の解像度を誇り、海洋開発を強力に推進していく。

音響ビデオカメラのレンジと視野角及び性能
（黄色：ショートレンジ、赤：ロングレンジ）

遠隔離島での港湾整備

通常の係留索と防舷材を
用いた係留方法とは異なる
新たな船舶の係留技術を
過酷な海象条件下へ適用
するための評価・検討を実
施した。

新型係留装置のイメージ

南鳥島は年間1.0mmの地盤形成ポテンシャルを有し、現状の海面上昇速度に
追随できることを解明するとともに、構造物の利用やサンゴの礫の収集等による
地盤・堆積物形成の促進と侵食の抑制に係る手法を確立させ、離島の国土の
消失を防ぎ、低潮線と港湾施設の保全に関する対策技術の提示につなげる。

開発イメージ

実像

水面反射による像

水面

目標物 (ハシゴ)

4
0
m
m

約3.5m

水槽内の配置

南鳥島の全景

音響ビデオカメラの画像

岸壁の整備が困難な地域
でも船舶の係留が可能と
なり、遠隔離島での港湾
整備の推進につながる。



ガンジス河口
マングローブ調査対象域

年度実績
干潟やアマモ場、サンゴ礁に代表される沿岸域の内湾環境が悪化し、生態系についても悪化した。このため、沿岸域環境の
修復と気候変動の緩和への活用及び大規模油流出への対応技術の確立を目指し、海外での現地調査、水環境の高精
度予測システムデータの解析手法構築、油流出リアルタイムハザードマップの設計等を実施した。

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（9/11）
（４）海域環境の形成と活用 -沿岸生態系の保全や活用に関する研究開発-

沿岸生態系の活用

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研究にお
いて、沿岸域で炭素動態に関連する水底大気質の実測を進め、
これまで開発しつつある炭素動態に関連する計測手法を活用して
インドのガンジス川河口域の現地調査に着手。

内湾水質環境の変化を数値シミュレーションにより評価した。また、沿岸域生態系の生物多
様性の評価手法の検討や、観測データをシミュレーション結果に反映させることで、より高精度
な予測システムを構築するためのデータ同化解析手法の構築を進めた。

ブルーカーボンの研究においては、海草場 1 km2で年間20-25トン
（約6-7世帯の年間排出量）のCO2を大気から吸収していることを
解明。成果は港湾の技術基準に反映されたほか、UNFCCC（国連
気候変動枠組条約）の湿地ガイドラインに対する日本政府の意見
表明に反映され、気候変動への有効な対策として国際的に非常
に高い評価を受けている。

海上流出油への対応技術
流出油の津波による拡散範囲の検討や油の漂着抑制技術の開発等を進め、ネットワーク対応型に
よる油漂流シミュレーションとハザードの常時提供システムについて、実装に向けたβ版を開発した。
当該システムにより油の拡散や漂流を高精度で予測することで、国内外で発生した大量油海上流
出に対して迅速に対応することが可能となる。

油流出リアルタイムハザードマップ 津波時の漂流油の制御手法の検討 津波時の油漂流ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

【参考】
陸上で森林などが吸収・固定する炭素
を「グリーンカーボン」と呼ぶのに対して、
海洋において海草などが吸収・固定す
る炭素は、2009年10月に国連環境計
画（UNEP）の報告書において、
「ブルーカーボン」と命名された。

底層溶存酸素濃度の評価
（赤：低下、青：増大）

内湾域の水環境リアルタイム予測技術

東京湾の
流動解析へ
のデータ同化
手法の応用

今後発行されるIPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）の第
6次評価報告書への研究成果の反映を目指して、取組を加速。

ブルーカーボンの単位面積当たりの
炭素貯留量は、グリーンカーボンの10倍以上である。



年度実績
国内・国外ともに埋没が進行している港湾が存在するが、対応する技術は不十分である。このため、国内外での現地調査、
長期海浜変化の実態解明等を実施し、新たな埋没対策の確立を進め、今後の気候変動においても沿岸地形を維持する
手法を検討し、国内港湾の整備や維持管理にとどまらず、国が進めるインフラの海外展開の技術面での推進にも貢献した。

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（10/11）
（４）海域環境の形成と活用 -沿岸地形の形成や維持に関する研究開発-

海岸保全と航路・泊地維持 –将来予測手法-

インドネシアのパティンバン海岸周辺において、河口濁度分布計測の
現地調査等、インドネシア政府機関との共同調査に着手し、底泥密
度の分布特性評価に用いるデータを取得し、高濃度浮泥の分布特
性の解明に成功した。

構造物周りの地形変化
シミュレーションモデルとし
て、全国の海浜で将来
地形予測が可能な汎用
性の高い数値モデルの
開発につなげる。
これにより、全国の様々
な地域の特性に応じた
将来予測を踏まえた長
期的な海岸保全等の対
策を進めることが可能。

海岸保全と航路・泊地維持 -海浜地形の長期的変動特性の解明-

海水面変化と海浜地形変化との応答把
握のためのデータ取得を継続したほか、浚
渫土砂の海洋投入後の汀線変動を解析
することで、投入量の約30%が汀線の前進
に寄与したことを解明し、長期的な海浜
の維持管理手法の効果に関する新たな
知見を得た。
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本研究の成果は新たな埋没対策として大河川河口域での港湾水域
施設（航路・泊地）の効率的な維持管理に資する地形予測ツールと
して活用できる。さらに、インドネシアやベトナム等、埋没による港湾機
能の阻害が著しい海外の港湾に対して、これらの対策を我が国発の
技術として適用し、問題の解決を図ることで、国策として進められてい
るインフラの海外展開を技術面で後押ししている。

波流れ地形変化モデルの開発により、これまで考慮されていなかった長
周期の流動による底質移動を考慮した、広範囲の地形予測計算が可
能となった。



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（11/11）

【自己評定】 Ａ
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・復旧等の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世界で初めてとなる非常

に画期的な研究成果を得ており、成果の科学的意義は十分に大きく、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。研究開発成果の最大化に向けた顕著な成果の創出や、将来的な成果の創出の期待が認められることを踏まえ、Ａと評価する。

○ 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。
大規模実験結果を活用した石油コンビナートにおける経済的（従来の6分の1の費用）・効率的な液状化対策技術の構築や、新たな要素を追加した津波
による海上火災数値シミュレーションモデルの構築などの研究成果が現場に適用されることで、地震、津波による災害軽減が図られる。また、コンクリートの
劣化予測手法の高度化などはインフラの効率的な維持管理に資するとともに、世界最高の解像度を誇る水中音響ビデオカメラの開発などは海洋権益の
保全に貢献している。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。
遠地津波の伝播計算で海水の圧縮性、地球の弾性、地球の自己重力を考慮し、15分のタイムラグの解消や波形の再現によって遠地津波の予測精度を
飛躍的に向上させるとともに、実験に使用する材料の屈折率を調整し、注入薬液の地盤への浸透状況の可視化に成功した。いずれも世界で初めて得ら
れた非常に画期的な研究成果であり、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。
熊本地震発生後、震源近傍の強震記録の分析などにより震源断層の破壊過程をいち早く明らかにしたほか、国土交通省が進める生産性革命に貢献
すべく、従来と比べて2倍～3倍の範囲をカバー可能なROVによる桟橋上部工点検手法を開発するなど、成果が期待された時期に創出されていると考える。

○ 成果が国際的な水準に照らして十分大きな意義があるものであるか。
熊本地震における震源断層の破壊過程に関する論文や津波の越流とマウンド内の浸透越流の連成作用による防波堤の不安定化機構に関する論文な
どが国際ジャーナルで採択されているほか、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研究成果がUNFCCCの湿地ガイドラインに対する日本
政府の意見表明に反映され、気候変動への有効な対策として国際的に非常に高い評価を受けるなど、成果は国際的にも非常に意義が大きいと考える。

○ 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。
港湾空港技術研究所における研究成果を技術基準に反映するため、また、生産性向上の研究を推進するため、国土技術政策総合研究所とは頻繁に
会合を持っており、同研究所で開催される技術基準に関する検討会議に毎回20名を超える研究者が参加したほか、技術的な課題解決に向けて連日、
両研究所の研究者が往来を繰り返しており、密な連携が図られていると考える。

○ 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。
独創的、先進的な発想に基づく萌芽期の研究について、将来の発展性が未知の課題であっても採択にあたって最大限の配慮を行うとともに、年度途中に
追加で募集を行うなど、研究者に対する機会の付与に努めた。その結果、鉄筋コンクリートの腐食速度を測定するセンサーの開発では、科研費などの外部
競争的資金を獲得するに至っており、萌芽的研究には先見性と機動性を持って対応していると考える。

主
な
評
価
軸
及
び
そ
の
対
応



Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（1/6）

研究の体系 ： （１）～（４）の４つの研究開発課題の下に、１２の研究テーマを設定。

（１）軌道ベース運用による航空交通管理の高度化…運航者の希望に基づく飛行経路の実現と軌道ベース運用の実現のための技術開発

研究テーマ 陸域におけるUPRに対応した空域編成の研究
（研究内容 ： UPR（利用者選択経路）を陸域へ導入する場合の課題を抽出し、円滑かつ効率の高い交通流の実現手法を提案する。）

★ 研究テーマ Full4Dの運用方式に関する研究
（研究内容 ： 将来の4次元軌道ベース運用の実現に向けて、運用方式の開発、課題抽出を行い、解決方法を提案する。）
研究テーマ マルチスタティックレーダーによる航空機監視と性能評価に関する研究
（研究内容 ： マルチスタティックレーダーによる航空機監視を行うために必要な性能要件を求め、要素技術を開発する。）

（２）空港運用の高度化…継続降下運航の運用拡大、衛星航法による高度な運航方式、空港面における航空交通管理および監視技術の開発

研究テーマ GNSSを利用した曲線経路による精密進入着陸方式等の高度な飛行方式の研究
（研究内容 ： 機上実験装置の開発と飛行実験によるGBAS曲線進入経路の基準案、計器飛行方式設定基準の策定に貢献する。）
研究テーマ 大規模空港への継続降下運航の運用拡大に関する研究
（研究内容 ： 継続降下運航の運用拡大のため、実施判断支援ツールを開発する。）

研究テーマ 空港面の交通状況に応じた交通管理手法に関する研究
（研究内容 ： 成田空港における効率的な空港面交通を実現するため、交通状況を分析し、新たな交通管理手法を提案する。

（３）機上情報の活用による航空交通の最適化…機上情報を迅速に取得する等の監視性能向上に関する技術開発

★ 研究テーマ 航空路監視技術高度化の研究
（研究内容 ： 新たな監視技術を航空路監視へ導入する場合の課題である沿岸空域への覆域拡張のための技術開発を行う。

（４）関係者間の情報共有及び通信の高度化…航空機の運航に必要な情報共有に関する技術および空地間での高速通信に関する技術開発

★ 研究テーマ 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
（研究内容 ： 異なるシステム間において、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。）

研究テーマ 空地通信技術の高度化に関する研究
（研究内容 ： AeroMACSプロトタイプを活用し、利用技術の開発及び適用範囲拡大の可能性を評価する。）

研究テーマ 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
（研究内容 ： 次世代GNSSの利用や宇宙天気情報の活用の効果を評価するとともに必要な技術開発及び国際標準規格案に反映する。）

研究テーマ 空港面と近傍空域のシームレスな全機監視方式の研究
（研究内容 ： 空港、空港周辺のシームレスな監視を実現するため、モードA/C機対応機能を追加し、実環境評価を実施する。

★ 研究テーマ 空港面異物監視システムの研究
（研究内容 ： 滑走路状態を監視するシステム開発とともに、国際標準規格策定作業へ貢献する。

★ ： 次ページより個別にご説明



年度実績

Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（2/6）
（１）軌道ベース運用による航空交通管理の高度化

運航者の希望に基づく飛行経路を実現するとともに、軌道ベース運用（TBO）による航空交通管理方式を洋上
空域などの航空路空域等に導入するため、効率的なTBOの概念の実装に向けた技術開発を行った。

Full 4Dの運用方式に関する研究

○空域複雑性指標の開発
将来のTBOの運用環境で、円滑な航空交通流とする
ためには、管制の難易度を示す指標が必要となる。現
実的な折れ曲がった飛行経路にも対応出来るよう、飛
行計画を考慮した難度指標に改良し、管制官の切迫
感に対応づけられることを示した。この指標は、将来の
膨大な航空交通量の環境において、管制官への作業
負荷を軽減する手法の評価に役立つと期待される。

○軌道最適化アルゴリズムの改良
これまで作成した軌道最適化アルゴリズムに対して、運用制限を考慮でき
る機能を追加し、より現実的な最適経路の生成が可能となった。
北太平洋における経路に対して当アルゴリズムを適用した場合、燃料消費
量については、１フライトあたり約1,000～4,000kg削減*できる軌道を見つけ
出す可能性を示した。これにより、環境への負荷を軽減しつつ将来の航空交
通量増加に対応する手法となることが期待できる。

将来予測する飛行計画経路の密度

運用制約を考慮した三次元飛行経路

将来の航空交通量の増大に対応するため航空交通管理の方式を従来の空域管理からTBOに移行する計画がある。
本研究は、この実現に向けてTBOの概念、便益及び課題を明確にするものである。

折れ曲がった経路の管制の切
迫感は数値化しにくい

近接状況のレーダー模擬画面軌道最適化による燃料消費の削減量

*機種B767-300で、ホノルルから成田へ飛行した場合



年度実績
燃料削減に寄与する継続降下運航の運用拡大、衛星航法による高度な運航方式、空港面における離発着便
の交通管理技術及び空港面に対する監視技術の高度化等に関する研究開発を実施した。

空港面異物監視システムの研究

Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（3/6）
（２）空港運用の高度化

○滑走路等の異物（FOD）特徴抽出アルゴリズムの構築
航空機を異物と判定しないように、レーダーで検知したものをカメラ
が自動追跡、撮影、分類する機能を構築した。 分類機能には、深層
学習（AI技術）を用いた画像の特徴抽出アルゴリズムを開発し、誤警
報を除去できる性能を示した。（航空機100%、車両98%の識別率）

○FOD監視システムのフィールドテストと評価
成田空港内でフィールド評価を実施した。その結果、350m離れ
た距離において1インチの金属片を検出することができ、また、他

のシステムには無い左記特徴抽出アルゴリズムを組み込むことで
誤警報抑制等の精度が向上した。また、異物検出時間は他のシス
テムの6分の1である10秒で検出可能である（世界最高速）。
本システムを活用すれば滑走路の点検時間（閉鎖時間）を短縮
することができ、燃料消費や定時性の確保へ貢献できる。

特徴抽出アルゴリズム

2000年のコンコルドの事故以来、滑走路等の異物（FOD)検知システムのニーズは高くなっている。また、空港面の安全確保や、バードストラ
イク等により成田空港を例にすると年間100回を超える臨時点検を行っており、離着陸制限の緩和のためにも当該ニーズが高まっている。

本研究成果については、鉄道分野においても、線路上の異物検出を目的として、導
入を検討するなど他分野への波及も期待できる。

携帯電話で撮影した
夜間の画像

空港面異物監視システムで
撮影した夜間の画像

成果の
発展性



年度実績 航空機が持つ機上情報を迅速に取得し航空交通管理等で活用するため、監視性能向上に関する技術開発を
実施した。

航空路監視技術高度化の研究

○高利得セクタ型アンテナの覆域拡大に関する性能試験
WAMにおいて課題とされていた沿岸沖合における監視につい
ては、開発した高利得セクタ型アンテナにより覆域を30%拡大でき

た。これにより、設備数やコストを極端に増加させることなく現状
のSSRと同等の監視覆域と同時に航空路では10倍以上の更新頻

度を得ることが可能となった。高い更新頻度は、将来の高密度な
航空管制を実現するための必須条件になると見込まれている。

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

覆域拡大策適用後 適用前

200NM
250NM

○WAM/ADS-BによるモードSデータリンクの性能試験
受信強度に対する干渉信号数と検出率の関係性の実測により、
開発した高利得アンテナの有効性を示したところ、実測値をまとめ
た資料については、他にあまり例がないため、専門家からも高い評
価を得ており、これらを反映するため、ICAOの「航空監視マニュアル
（Doc 9924）」に提案中である。この研究成果は、将来の機上情報を
ダウンリンクするデータリンクの性能を予測するために活用される。

監視覆域の拡大アンテナの外観

広域マルチラテレーション（WAM）を航空路監視に適用する場合、海岸線沖合のエリアにおいては、二次監視レーダー（SSR）と同等の覆域を
確保することが困難となる。本研究では、新たにアンテナを開発し性能評価を実施するものである。

0-3      6-9     12-15    18-21
干渉信号数[×1000/sec]
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信号強度

強
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①：高利得セクタ型アンテナ相当
②：従来型アンテナ相当

②のアンテナよりも①のアンテナの
方が高利得のため、信号強度が強
く、信号検出率が向上する。②

①

信号強度と干渉信号数に対
する信号検出率

●従来の覆域
●高利得セクタ型アンテナの覆域高利得セクタ型アンテナ

従来型アンテナ



年度実績 航空情報、気象情報等、航空機の運航に必要な情報の共有に関する技術開発と地上管制機関等との間のセ
キュアで高速な通信に関する技術の開発を実施した。

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

Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（5/6）
（４）関係者間の情報共有及び通信の高度化

○SWIMに関する国際実証実験の実施
これまで航空分野には無かった各種航空関係の情報を管理できる次世代
の情報共有基盤の実現に向けて、欧米と連携し国際標準化へ向けて動作
検証および課題の抽出等を行うための国際実証実験を行った。

MGD-II実証実験

現在ICAOにおいて、運航に係る全ての関係者が多種多様な情報を提供・利用・管理できる次世代の情報共有基盤（SWIM）の概念を提案、推
進しているが、国や地域で運用要件が異なるため各国のSWIMシステム間を連携する技術が必要となる。本研究では、異なるSWIMシステム間で
シームレスな情報交換と異種サービス連携を実現するSWIMの実験システムを構築し、将来の航空交通管理の運用における情報共有と協調的
意思決定を支援する技術の開発を目指すものである。

MGD-Ⅱへ参加

複数のサービス事業者によるグローバルな接続と情報交換環境の構築
実証を目的としたMGD-Ⅱ（Mini Global Demonstration)へ参加し、日米欧企
業4者体制で世界規模の実証実験に貢献し効果的に情報共有できることを
実証した。これを踏まえて、離陸前の情報を利用して運航効率向上を行う
計画（FF－ICE)の検証実験に参加した。

a. 監視データと飛行情報の融合 b. 統一データ変換モデルにより4DTの作成

4D Point

の情報
Way Point

の情報

異種データの融合

Turbulence area of 

SIGMET information

Boundary between 

JCAB and FAA

a. 気象情報により飛行経路の変更と飛行計画の更新 b. FIXMによりBoundary Coordination

○監視情報ドメインの構築とデータ変換モデルの提案

SWIMの発展により、多種多様で大量のデータをリアルタイ
ムに処理する必要があるため、データの分散処理、リアルタイ
ム分析等が容易に実施できる統一データ変換モデルを提案し
た。さらに、飛行計画情報と監視情報の融合により監視精度
の向上や、気象予測データ等関連するデータを変換・融合し
将来の軌道ベース運用（TBO)のための飛行計画の作成を実
施した。

このような、異種システム間の接続における基準や構造が
確立することで、低コスト＋高効率な通信が可能となり、国際
的な情報共有基盤の導入に寄与することが可能となる。



【自己評定】 Ａ
成果・取組が国の方針や社会のニーズに適合し、 航空の安全や効率向上等の社会的価値の創出に貢献するとともに、

学術的成果を技術開発につなげるなど成果の科学的意義も大きく、国際的な水準を超えるレーダ開発もみられ我が国の
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。

○ 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。
全ての研究が国の方針等に適合し、軌道最適化等燃費向上に資する技術の開発を行い、燃料消費量を1フライトあたり1,000～4,000kg削減できる可

能性を示し、環境負荷の低減に貢献した。また、安全な運用に不可欠な監視技術として高利得セクタアンテナを開発し、従来の覆域から30%向上すること
ができ、設備数及びコスト削減へつながる。

さらに、空港近傍における航空機の監視については、これまでできなかった空港面から30NMまで覆域を拡張可能となるシステムを開発し、空港面及び周
辺の航空機の位置を連続して把握することが可能となり、安全・安心の確保へ貢献できる。

○ 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。
異物監視の研究において当初計画時には無かったAIを新たに導入することで誤警報抑制へつながり、結果として航空機100%、車両98%の識別率を達成

し、滑走路上の異物監視精度の向上へ繋げたことは、AIを各種システムに適用する発展性を期待できる。また、従前の衛星補強システムで課題となってい
た電離圏擾乱のリスクについて、関係各国と連携しこれまでなかったデータを実測し、世界初の電離圏脅威モデルを開発した。

○ 成果が期待された時期に創出されているか。
中長期計画及び航空局等の長期ビジョンに沿って研究開発を実施しており、SWIMにおいては、世界でまだ確立されていないシステムの構築へ向け、日

米欧企業4者と先頭に立って世界初の国際実証実験に成功した。

○ 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。
空港面異物監視システムにおける検出速度については、他システムの６分の１となる世界最高の処理速度を達成することができ、今後、国際競争力を視

野に入れた実用化が期待される。また、開発した世界初の電離圏脅威モデルを活用すると、本邦のGBAS及びSBASの電離層リスクへの対応能力を向上
させることができ、これらの世界的な競争力を強化することが期待される。

○ 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。
情報共有基盤SWIMは、国際的な情報共有によるシームレスな航空サービスを実現すると期待される。

○ 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。
近年発展しているAI技術について、先見性を持ち萌芽的研究として実施した成果を機動的に活用することにより異物監視システムにおける監視精度向

上において顕著な成果を創出した。

主
な
評
価
軸
と
対
応
状
況

Ⅰ－４．電子航法に関する研究開発等（6/6）



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

行政機関等への適切な支援と研究ニーズの把握

⃝ 国等からの受託研究を数多く実施することで、プロジェクトの遂行や政策立案を支援したほか、国等によって設置された各種技術委員
会等の委員に研究所の研究者のべ245名を派遣するなど、技術課題の解決に精力的に対応した。

⃝ 「船舶事故防止スマホアプリのガイドライン」、「港湾技術基準の改訂方針」、「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に研究成果や技術的知見を反映させた。

⃝ 日本製GBASシステムの設計認証で必要となる安全性検証や、静止衛星型衛星航法補強システム（SBAS）の整備に係る認証作業に必
要となる安全性評価等、新技術の評価業務等を支援した。

⃝ 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ほか、研
修の講師として国等の技術者に対する講義を行うなど、行政機関等との意思疎通を密に行った。

⃝ 海事局が実施する放射性物質運搬船に係る技術基準適合審
査等への協力や港湾局との意見交換会、航空局の重要施策
に係る研究開発の報告等を通じて、国の事業への貢献や連
携の強化を図った。

○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

評価軸

年度実績 技術課題の解決に精力的に対応したほか、新技術の評価業務や基準・ガイドラインへの成果の反映を適切に行うと
ともに、研究ニーズの把握や行政機関との連携・意思疎通を密に実施した。

名 称 発行機関等
発行(改定)年

月

船舶事故防止スマホアプリのガイドライン 国土交通省海事局 平成29年3月

港湾技術基準の改訂方針 国土交通省港湾局 平成28年8月

港湾技術パイロット事業 国土交通省港湾局 平成28年11月

港湾における洋上風力発電施設の構造審査
のあり方(骨子案)

国土交通省港湾局 平成29年2月

港湾工事における大規模仮設工等の安全性
向上に向けた設計・施工ガイドライン

国土交通省港湾局 平成29年3月

ICT活用工事（浚渫工）の導入のための
新たな基準

国土交通省港湾局 平成29年3月

空港土木施設の設置基準解説 国土交通省航空局 平成29年4月

空港舗装設計要領 国土交通省航空局 平成29年4月

空港舗装補修要領 国土交通省航空局 平成29年4月

空港土木施設構造設計要領 国土交通省航空局 平成29年4月

将来の航空交通システムに関する長期ビジョン 国土交通省航空局 －

地上型衛星補強システム（GBAS） 基準・ガイドライン等への研究成果の反映



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

○自然災害・事故時において迅速な対応がなされているか評価軸

年度実績 平成28年4月の熊本地震で高度技術指導を実施し、平成28年8月に発生した台風第10号で被災要因の分析を行った
ほか、コンテナ船衝突事故の解析調査の実施等、自然災害・事故に対して的確な対応を行った。

⃝ 指定公共機関としての防災業務計画を策定し、災害発生時の体制等を整えたほか、BCPを策定して研究所の初動対処を定め、統合後
の災害対応に係る体制を整備した。

⃝ 平成28年4月に発生した熊本地震において、地震直後に調査団を組織して被災地へ派遣し、空港・港湾施設の被災調査及び二次災害

防止、被災施設の復旧等に関する高度技術指導を実施した。これを踏まえ、国等が施設等の復旧を進めたことでフェリー航路の迅速な
再開が図られ、震災対応物資の輸送等に要する時間の短縮につながり、早期の復旧に貢献することができた。

⃝ 平成28年8月に発生した台風第10号により、沿岸域において越波による冠水や岸壁の損傷等が生じたことから、研究者を青森県・岩手
県・宮城県に派遣し、現地での計測やヒアリング等を実施して被災要因を分析した。

⃝ 平成28年11月、津波避難訓練と安否確認訓練、南海トラフ

地震に伴う津波襲来を想定した派遣訓練及び災害調査訓
練を実施し、職員の災害対応スキルの向上を図った。

⃝ 運輸安全委員会からの事故原因解析の調査を請け負い、
海難事故解析センターにおいて、コンテナ船衝突事故に係
る解析調査等を実施して解析結果が同委員会の報告に活
用されるなど、事故原因の究明に貢献したほか、事故低減
策効果を推定する共同研究を同委員会と実施した。

迅速な災害復旧と海難事故防止への貢献

熊本港の被災状況派遣訓練及び被災地における災害調査訓練の様子



⃝ 知的財産ポリシーや受託・共同研究にかかる規程等を整備、
NEDOの「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」に係

る「橋渡し研究機関」の機関確認を受け、橋渡し機能の強化
を図った。

年度実績

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

⃝ 光ファイバ接続型受動型監視システム(OCTPASS)や滑走路異
物監視装置の研究開発など共同研究を190件・産業界から
の受託研究158件を実施し、研究成果の実用化を加速した。

⃝ 行政機関、大学、独立行政法人、民間企業などと人事交流
を81件実施し、優れた技術シーズの共有、産業的なニーズ
の把握など、強力な連携・技術交流が育まれた。

⃝ 外部委員会へ委員等委嘱を410件、研究者の派遣を145件

実施し、産業界における各種規格・基準の策定作業に研究
者が参画するなど、民間への技術移転や研究成果の活用・
普及に努めた。

⃝ 「三鷹オープンイノベーションリサーチパーク」による環境整
備や国内外機関との包括連携協定の締結などにより、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を図
った。

○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

評価軸

革新的技術シーズから事業化へと繋ぐ取り組み

革新的技術シーズから事業化へと繋ぐ取り組みとして、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、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した。

【様々な人・情報・資金が集積する国際的な研究所（未来創造の拠点）へ】

・企業、大学、国立研究開発法人、国、海外諸機関などとの研究・技術に関する交流や

連携の促進により、学術と産業双方に関する情報が得られる環境を整備

・図書機能や情報システムなどの研究環境や研究施設の充実を図り、新しい知見を

積み重ねることにより、独自の産業知識を体系化

～三鷹オープンイノベーションリサーチパーク～

A社

海技研

B研究機関

C大学

・・・

三鷹オープンイノベーションリサーチパークのイメージ

研究棟：リエゾンオフィス

共同研究プロジェクト

三鷹オープンイノベーションリサーチパークにより、未来創造の拠点を目指した環境を整備

共同研究による成果の事例：光ファイバ接続型受動型監視システム(OCTPASS) 



年度実績

Ⅰ－５．研究開発成果の社会への還元（4/5）
（４）知的財産権の普及活用

知的財産権の普及活用

⃝ 知的財産管理活用委員会の審議等により、事業性と新規性等を主な判断要素とした特許出願に取り組み、
平成28年度は特許を37件出願した。

⃝ 知的財産の活用により、特許料54.6百万円、著作権41.6百万円の収入を得た。

⃝ 保有特許については、ホームページや展示会等において公表し、利用促進に努めた。

○知的財産を適切に取得、管理、活用しているか評価軸

知的財産権について、グローバル化を踏まえた戦略的な取得に努めるとともに、維持コストを意識した管理、普及及
び活用に努めた。

No 名件）権許特 ） 日録登 等号番録登

1 受動型SSR装置 H12.3.3 3041278

2 受動型SSR装置 H14.2.15 3277194

3 電波装置 H18.8.25 3845426

4 浸透固化処理工法

H17.3.11 3653551

H17.5.27 3681163

H22.1.22 4441613

H23.1.14 4662116

5 コンクリート舗装版裏込めグラウト材 H25.7.12 5311584

6 安心マンホール工法
H23.12.16 4885605

H25.3.22 5223079

7 鋼管杭及び鋼管杭の施工方法 H25.1.25 5181239

8 静的圧入締固め工法

H17.8.19 3709420

H19.6.1 3963883

H21.5.1 4300367

H21.9.4 4368884

H24.11.2 5119381

H25.6.7 5283287

H25.6.28 5300094

H26.8.22 5598999

9 自動情報提供装置 H15.6.20 3442970

10 航行支援システム H15.3.20 3411788

11
外板展開方法、外板製造方法、これらの
方法の指導用コンピュータプログラム及
びこれらの方法の指導用画像記録媒体

H21.1.23 4247787

12 小型ダクト付きプロペラ及び船舶 H25.3.29 5230852

13
耐衝突性に優れた船体構造及び船体構
造の設計方法

H28.3.4 5893231

No 件名（著作権）

1 洋上縦（時間）間隔衝突危険度推定ソフトウェア

2 補正情報生成プログラム他

3 FLIP ver.7

4
船舶まわりの定常粘性造波流場計算プログラム
（NEPTUNE）

5
非構構造格子による物体まわりの粘性流場計算プ
ログラム（SURF）

6
ＧＵＩを用いた船体周り構造格子生成プログラム
（HullDes）

7 格子性能機能を備えた最適化プログラム(AutoDes)

8
荷重-構造一貫解析のための外板及びタンク内壁
への自動格子生成プログラム（NMRI-DESIGN-PREプ
ログラム）

9

波浪中での非線形船体運動及び波浪荷重推定プロ
グラム(NMRIW）及び波浪中での非線形船体運動及
び波浪荷重推定プログラムのためのグラフィック
ユーザーインターフェースソフト（ＮＭＲＩＷ－ＧＵＩ）

10要目最適化プログラム（HOPE Light)

11操縦性能試験オンライン解析プログラム

12 プログラムＶＥＳＴＡ（実運航性能シミュレータ）

13ＵＮＩＴＡＳ

14曳航式スペクトロメータ測定データ解析プログラム

15 ２船体運動計算のための条件設定プログラム

16造船プレス施行支援システム

17外航コンテナ定期船航路可視化プログラム

18 Janssen法に基づく居住区船内騒音予測プログラム

平成28年度に活用された当研究所が保有する知的財産（特許権・著作権）

企業向け展示会への出展の様子（マイクロウエーブ展）

保有特許の産業界における活用事例：
実際の船舶に搭載されたWAD（小径円環ダクト）
⇒省エネ効果が向上



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

年度実績 発表会を１４回実施して研究成果の社会への還元や行政等への情報発信を確実に
行うとともに、一般国民に分かりやすい形での広報活動を意識し、一般公開・公開
実験を９回実施して研究所の活動や成果の理解促進に努めた。

社会への浸透を目指した広報活動

【自己評定】 Ａ 国の基準・ガイドライン等へ研究成果を着実に反映させ、熊本地震・コンテナ船衝突事故等の災害・事故へ迅速かつ適切に対応した。
また、研究プラットフォームの機能強化等により産業界への橋渡しの役割を果たすとともに、知的財産権の戦略的な運用や研究所の
一般公開における多数の来場者の記録など、研究所の研究開発成果の社会への還元において期待以上の成果を上げた。

○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

評価軸

⃝ 平成28年4月の電子航法研究所と海上技術安全研究所の一般公開において、一般の方に分かりやすい展示などを心掛け、
過去最高の6,117名の来場者数を記録した。

⃝ 平成28年7月の港湾空港技術研究所の一般公開において、体験しながら研究所について学ぶことができる催しとして、事前に
近隣の小学校に案内を出すなど積極的に周知を図り、前年度を大きく上回る1,271名の来場者数を記録した。

⃝ 海上技術安全研究所講演会
(100周年記念講演会)や港湾

空港技術地域特別講演会、
電子航法に関する研究発表
会等により、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。

港湾空港技術研究所の一般公開電子航法研究所、海上技術安全研究所の一般公開

（左）海上技術安全研究所講演会(100周年記念講演会)
（中）港湾空港技術地域特別講演会（右）電子航法に関する研究発表会

基準値 H28

発表会の実施件数 ９回以上 １４回

一般公開・公開実験回数 ８回以上 ９回



基準値 H28

国際基準・国際標準
に係る会議への参加

63（人回）以上 102人回

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

年度実績 IMO（国際海事機関）、ICAO（国際民間航空機関）等における
国際基準等の策定を主導するなど積極的な貢献を行った。

○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。評価軸

IMO/SSE 議長就任

〇ばら積み液化水素運搬船に関する国際基準策定への貢献
研究所職員が主導して策定したばら積み液化水素運搬船に関する国際基準が、平成28年

11月に開催された第97回海上安全委員会において採択された。

〇IMO小委員会の議長に就任
研究所職員が、IMO船舶設備小委員会（SSE）の議長に就任し、船上クレーンの安全対策

等の検討に貢献した。

〇ISO規格の策定への貢献
研究所職員が規格策定作業部会の議長、プロジェクトリーダーを務め、「船舶の防汚塗料

の人の健康リスク評価方法」及び「電子傾斜計」のISO規格発行に貢献した。

〇国際航路協会（PIANC）への参画
PIANC若手技術者委員会への参加や同海港委員会、環境委員会の報告書の執筆等に
よって協会の活動へ貢献し、研究成果の国際的な浸透を図った。

〇携帯電子機器（PED）に対する航空機の耐空性評価関連基準の改定に寄与
これまで国内規定については、研究所における研究が活用され改定に寄与してきたところ
だが、平成28年12月にRTCAに研究成果を提出し、国際規定の改定にも寄与した。

〇ICAO「監視マニュアル」の改正に寄与
航空機監視システムで利用される周波数帯の信号環境を改善させる受動捕捉に関する技
術例について、研究成果に基づき修正案等を提案し、平成28年10月に採択された。

〇補強型衛星航法（GBAS、SBAS）に係る電離層リスク解決に向けた活動を主導
ICAOのアジア太平洋地域会議であるAPANPIRGの下に設置された電離層タスクフォース

ISTFの座長を研究所の研究員が務め、地域内の多数の研究機関等と協力し、アジア地域に
多い電離層リスクを軽減する方式のGBAS電離圏脅威モデルとともに、電離圏脅威対策のた
めのガイダンス文書を策定し、国際標準化に寄与した。

ICAO監視マニュアル（Doc9924）



○外国人技術者等への技術支援
・JICA主催の「港湾技術者のための港湾開発・計画研修」、
「ミャンマーRADAR専門教官の能力向上研修」等の研修に
講師を派遣し、研究施設の見学にも積極的に協力
・JICAが設置した「インドネシア国首都圏東部新港開発事業
準備調査にかかる国内支援委員会」へ 有識者として参画し、
専門的かつ技術的な見地から助言
・海外の大学からの学生の受け入れを実施
・ベトナムの港湾技術基準策定のための専門家会合に参加し、
日本の港湾基準をベースとした新たなベトナムの国家港湾基準の策定に協力 等

年度実績

【自己評定】 A

ドイツの航空宇宙研究機関DLRの
包括連携協定調印式

液化水素運搬船の安全要件に関する国際WS

○国際会議・ワークショップ等の積極的な取り組み
・液化水素運搬船の安全要件に関する国際WSの開催
・濱口梧陵国際賞の創設と授賞式及び記念講演会の開催
・航空局と連携して日星ワークショップを開催
その他、国際会議での発表等を通じ、研究協力体制の構築、
技術交流、出版等、研究成果の普及等を推進した。

○国外の研究機関との連携強化
海外の研究所・大学（オランダ・海事研究所、中国交通運輸部水運科学研究院、ドイツ航空宇宙研究
機関DLRほか）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。

評価軸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

基準値 H28

国際会議等での発表数 200件以上 218件

国際ワークショップ等の開催 3回以上 5回

国際会議等での発表（218件）及び国際ワークショップ等の開催
（5回）などにより、海外機関との連携強化等に取り組んだ。
また、外国人技術者への技術支援など国際貢献を推進した。

ばら積み液化水素運搬船に関する国際基準の策定、ＩＭＯ小委員会の議長を務め船上クレーンの安全対策検討、ICAOにおける電離圏タスク
フォースでも座長を務め電離圏脅威モデル等の策定に貢献した等、国際基準の策定等に関して研究所が主導となって顕著な成果をあげた。
また、濱口梧陵国際賞の創設等によって研究所の国際的な地位を確立させ、海外の研究機関と連携協定を締結して研究所のポテンシャルと
プレゼンスの向上を図ったほか、JICA研修への協力、インドネシアに係る国内支援委員会への参画やベトナムの港湾技術基準策定への協力
等の技術支援によって、研究内容を様々な形で国際貢献につなげるなど、顕著な成果をあげた。

研究内容を活かした多様な活動によって国際貢献に寄与

濱口梧陵国際賞授賞式及び記念講演会

JICA研修生による研究所の施設見学の様子



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

【自己評定】 B 業務を定期的に見直し、着実に業務の効率化を推進した。

年度実績

○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、 幹部会などを設置し、
円滑な組織運営の確保を図った。

○定型的業務の外部委託について一括調達を実施し、簡素化を図った。

○テレビ会議等の活用により、業務効率化を図った。

○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。

○研究所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、厳しく検証を行い、検証結果については、
ホームページで公表した。

○調達等合理化計画を策定し、共同調達等及び複数年契約の推進など着実に実施した。

○事務や経費の合理化に積極的に取り組むため、業務効率化検討委員会を設置した。

・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

基準値 H28

一括調達の実施数 5件 10件



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

【自己評定】 B 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。

年度実績

○適切な予算の執行
「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。

○自己収入の確保
知的財産権の活用等により、自己収入を確保した。

・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

基準値 H28

自己収入額 145百万円 264百万円



Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項

【自己評定】 B 規程等整備や各種取組により着実な業務運営を実施した。

年度実績

（１）内部統制に関する事項
・内部統制の推進及びリスク管理に関する規程の整備
及び内部統制・リスク管理委員会の設置
・コンプライアンスマニュアルの策定及び研修の実施
・研究活動における不正行為の防止などに関する規程の整備
及び研修の実施

・情報セキュリティポリシーの整備及び教育・訓練の実施

⇒内部統制システムが適切に機能した。

・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

（２）人事に関する事項
・ＯＪＴプログラムや各種研修の実施、若手研究者への論文の
積極的投稿の指導

・適切な研究者評価制度の運用
・人材活用等に関する方針の策定

⇒若手研究者等の育成、公正で透明性の高い人事評価を
適切に実施した。

（３）外部有識者による評価の実施・反映に関する事項
・外部有識者による評価委員会を開催
・評価結果についてホームページでの公表

⇒外部有識者による評価結果が研究業務の運営に
適切に反映された。

（４）情報公開の促進に関する事項
・ホームページによる各規程・計画等の公表

⇒適切かつ積極的に情報公開を行った。

（５）施設・設備の整備及び管理等に関する事項
・施設整備費の確保、効率的な施設運営、保有資産の見直し

⇒着実に実施した。

基準値 H28

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

外部評価の実施回数 3回 3回


