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第１回国土交通省国立研究開発法人審議会 

平成２７年６月１８日 

 

 

【吉田技術政策課長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまより国土交通省国

立研究開発法人審議会を始めさせていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、ご出席をまことにありがとうございます。

私、事務局を務めさせていただきます国土交通省総合政策局技術政策課長の吉田と申しま

す。会長選任までの間、議事の進行を務めさせていただきます。 

 それでは、まず、開会に当たりまして、森技術総括審議官より挨拶を申し上げたいと思

います。 

【森技術総括審議官】  おはようございます。大臣官房技術総括審議官の森でございま

す。本日は大変お暑い中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 第１回の国土交通省国立研究開発法人審議会ということでございますけれども、ご存じ

のとおり平成２５年の閣議決定、独立行政法人改革等に関する基本的な方針ということで、

幾つかの見直しが行われましたけれども、その中の１つとして、独法通則法を改正しまし

て各府省に設置された審議会、これが本審議会でございます。 

 せっかくの機会ですので、独立行政法人の歴史をちょっと簡単に振り返ってみたいと思

いますけれども、平成１３年の中央省庁等の改革の柱の１つとしまして、国の実施してい

る業務を企画業務と、それから実施業務とに分けまして、その実施部門に独立行政法人と

して新たな法人格を持たせて、制度がスタートしました。独法制度として、主務大臣が法

人の目標を定める一方、法人には幅広い裁量権、自由度を与えるという形で、実施機能の

強化を図るということでございます。その制度の中で、本日ご出席いただいている先生に

も大変お世話になりましたけれども、独立行政法人評価委員会というのがございまして、

そこで事後チェックを行って、ＰＤＣＡを回していくという仕組みでございました。 

 このような制度設計で、従来のいわゆる国立研究所と言われるようなものは本当に、私

はものすごく実感として変わったと思います。それまでは、どちらかというと内向き、あ

るいは自分向きの研究も散見されていたんですけれども、意識が完全に外に向いていった

ということで、国のため、あるいは業界のため、あるいは国際的な貢献ということで、本

当に意識が変わってきました。そういった意味では、独立行政法人の制度を作るときには
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いろんな懸念もあったんですけれども、私は、うまくいったんじゃないかなというふうに

思っております。 

 一方、独立行政法人については逐次見直しが行われておりまして、５年後の平成１８年

には、研究所等の職員の非公務員化が行われましたし、土木研究所と北海道開発土木研究

所が統合するというような見直しも行われました。 

 今回の、先ほど申し上げました閣議決定も、１０年以上経過したということで本格的な

見直しを行いまして、見直しの中身としては、まず１つは、いわゆる研究開発法人につい

ては、研究開発の最大化を目指す法人だということで、法人類型をきちっとほかの法人と

分けまして、国立研究開発法人として分類をして、例えば中期目標も中長期目標と、従来

５年を原則として目標を立てておったんですけれども、やはりもうちょっと長期的な視点

から目標を、あるいは計画を立てる必要があるということで、最大７年というようなこと

にするなど、研究しやすい環境整備を今回行ったということでございます。 

 それから、従来、ＰＤＣＡを回すときには、大臣が目標を定めるんですけれども、評価

は独立行政法人評価委員会がやるということで、そういった意味では、目標を設定する人

と評価を設定する人は違うということだったんですけれども、今回の改革の中では、大臣

が目標を設定し、かつ、その業績評価も基本的には大臣が行うと、こういう仕組みに変わ

りました。ただ、研究開発法人の場合は非常に専門性が高いということで、国立研究開発

法人審議会を各府省に設けて、専門的な見地からいろいろとご意見を伺うと、こういう形

で見直しが行われたものでございます。 

 国土交通行政はいろんな課題を抱えておりますけれども、科学技術の役割というのは非

常に大きいと思っておりますし、かつ国立研究開発法人、ほかの法人を私がつぶさに知っ

ておるわけじゃないですけれども、本当に我々行政と一体となって、大きな貢献を果たし

ておるというふうに自負しております。現在、政府全体で検討されております第５期の科

学技術基本計画、あるいは科学技術イノベーション総合戦略２０１５の中でも、研究開発

法人の機能強化が明記される予定でございますし、我が国の持続的発展を可能にするため

にも、科学技術の推進は大変重要な課題になっております。 

 先ほど申し上げた科学技術イノベーション総合戦略においても、クリーンで経済的なエ

ネルギーシステムの実現とか、あるいは世界に先駆けた次世代インフラの構築とか、主要

課題の中に国土交通省が本当に深くかかわり合っている技術政策や課題がいっぱいありま

す。これらの課題を含めて、国土交通省の行政課題解決のためにも、国立研究開発法人の
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果たす役割というのは非常に重要だと思っております。 

 実は、現在、国会のほうに、研究開発法人の統合に関する法案を提出しております。参

議院は既に通っておりまして、衆議院も国土交通委員会の審査を既に終わっておりまして、

本会議の審議待ちでございますけれども、後でご紹介しますけれども、従来の海上技術安

全研究所、港湾空港技術研究所、それから電子航法研究所と、この研究所３つを統合しま

して、国際競争力の強化、あるいは海洋開発の推進、こういったことを推進していこうと

いうことで法案も提出中でございますけれども、そういった非常に動きの大きな中での審

議会設置でございます。ぜひ、委員の先生方には忌憚ないご意見をいただければと思って

おります。 

 以上、簡単でございますけれども、私からの冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  ありがとうございました。 

 頭撮りはここまでとさせていただきます。 

 それでは、委員のご紹介をさせていただきますけれども、その前に資料の確認をさせて

いただきます。お手元の議事次第の下に、資料と書いてリストがございます。クリップど

めされたものでございます。こちらをごらんください。 

 議事次第、あとお手元配席図、それで、資料１が国土交通省国立研究開発法人審議会の

名簿、資料２－１が運営規則（案）、資料２－２が会議の公開に関する規則、資料３－１が

国立研究開発法人審議会についてという資料です。資料３－２が国交省の国立研究開発法

人についての紹介のもの、資料４－１が部会の設置について（案）、資料４－２が部会の議

決をもって審議会の議決とすることのできる事項について（案）、資料５が今後のスケジュ

ールとなってございます。 

 脱落、落丁等ございますでしょうか。ございましたら事務局まで、いつでも結構ですか

らご連絡いただければと存じます。 

 なお、それとは別に、お手元にご参考資料ということで、今回対象となります５つの研

究所のパンフレットと、あと、独法通則法等の関係法令の抜粋を配付させていただいてお

りますので、そちらも適宜見ていただければと思います。 

 それでは、本日、ご出席の委員の皆様方のご紹介をさせていただきます。 

 委員に就任された皆様方につきましては、お手元の資料の国土交通省国立研究開発法人

審議会名簿のとおりでございます。本日は初回でもございますので、事務局から、本日ご
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出席の委員の皆様方を紹介させていただきます。あいうえお順ということでお願いさせて

いただきます。 

 まずは、千葉大学の安藤正雄先生。 

【安藤委員】  千葉大学の安藤でございます。よろしくお願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  引き続きまして、筑波大学大学院の石田先生。 

【石田委員】  石田でございます。おはようございます。 

【吉田技術政策課長】  引き続きまして、高知工科大学の磯部先生。 

【磯部委員】  磯部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  引き続きまして、一般社団法人京都経済同友会の上村先生。 

【上村委員】  上村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  次に、株式会社風代表取締役の大久保先生です。 

【大久保委員】  大久保と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  東京大学の佐藤先生です。 

【佐藤委員】  佐藤です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  引き続きまして、弁護士の長沢先生です。 

【長沢委員】  長沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  公認会計士の藤川先生でございます。 

【藤川委員】  藤川です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  慶応義塾大学の松尾先生です。 

【松尾委員】  松尾でございます。よろしくお願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  北海道大学の三上先生です。 

【三上委員】  三上です。よろしくお願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  東京大学の森川先生です。 

【森川委員】  森川でございます。おはようございます。よろしくお願いします。 

【吉田技術政策課長】  中央大学の山田先生です。 

【山田委員】  中央大、山田です。よろしくお願いします。 

【吉田技術政策課長】  本日ご出席の委員の皆様は以上でございます。 

 なお、本日の委員会でございますけれども、委員総数１４名のところ１２名のご出席を

いただき、過半数を超えておりますので、国土交通省国立研究開発法人審議会令第６条第

１項第２号に基づき、議事を行うために必要な定足数を満たしておりますことを申し添え
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ます。 

 それでは、最初の議題にあります、会長の選挙に入りたいと思います。 

 お手元の規則を見ていただきたいんですけれども、国土交通省国立研究開発法人審議会

令第４条に基づきまして、審議会の会長の選挙を行っていただきたいと思います。 

 それでは、僭越ではございますけれども、事務局から、審議会の会長の候補をご提案さ

せていただきたいと思います。事務局といたしましては、磯部委員を会長の候補というこ

とで推薦させていただきたいと考えてございます。 

 皆様ご存じのとおり、磯部委員は、国土交通省の独立行政法人評価委員会においても長

らく委員、分科会長を歴任されており、独立行政法人に非常にお詳しいと認識しておりま

す。さらに、本審議会がカバーする分野は、土木・建築の社会資本分野から船舶・航空の

交通分野ということで、幅広くなってございますけれども、磯部委員は当省の社会資本整

備審議会及び交通政策審議会の技術部会長にもご就任されており、両分野に大変ご知見を

有していらっしゃいます。ということで、当審議会の会長として議論全体を取りまとめて

いただくには適任であると考えておりますけれども、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【吉田技術政策課長】  ただいま、委員の皆様のご同意もいただいたということで、磯

部委員に、当審議会の会長にご就任いただきたいと思います。 

 それでは、磯部委員には会長席にご移動いただき、ご就任のご挨拶をいただくとともに、

以降の審議をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（磯部委員、会長席へ移動） 

【磯部会長】  ただいま選任いただきまして、この国立研究開発法人審議会の会長を務

めさせていただくことになりました磯部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この審議会、新しく出発するということでありますけれども、特に研究開発成果の最大

化というのを目的にして、ここで議論をしていただき、そして主務大臣に意見を申し上げ

るというのが、そのお役目というふうに理解しています。そして、同時に、適正であり、

効果的であり、効率的に業務ができるように評価をしていくということになろうかと思い

ます。 

 特に、この審議会が国立研究開発法人、「研究開発」というふうについたのは、研究開発

の特色を生かして皆さんで議論をし、意見を申し上げようと、そういう趣旨だと考えてい

ます。研究ですので、通常の業務と違って、あまり短期的ではなく、長期的な視点から議
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論をすることも大事であろうし、また研究でありますから、特に不確実な業務をやってい

かなければいけない。それをどう評価するか、これも念頭に置かなければいけないことの

１つだと思います。 

 また、逆に研究開発であるから、やはり長期的に効果が持続するということも私は大事

だと思います。そういう意味では、科学的な裏づけということもそこでは１つ大事でしょ

うし、またそれが波及するという意味では、森技総審からお話がありましたけれども、国

際性というのも非常に大事なファクターで、このようないろんなファクターを考えながら、

ここで審議をしていただき、意見を申し上げるということになろうかと思います。さらに、

ここでの議論が、私としては成果の実用化といいますか、今のはやりの言葉で言うと橋渡

しにつながっていったり、あるいは、さらに人材育成のようなものにも効果を発揮すると

いうようなことになるといいなと思っています。 

 微力でありますけれども、皆さんのご協力をいただきまして、よりよい審議会にしてま

いりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

 それでは、議事を進行したいと思います。議題の２ですけれども、会長代理の指名とい

うことになっています。会長代理は、国土交通省国立研究開発法人審議会令第４条第３項

の規定により、会長に事故があるときに職務を代理する方ということになっております。

会長があらかじめ指名することになっておりますので、私から指名をさせていただきたい

と思います。石田委員に会長代理をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

【石田委員】  はい。 

【磯部会長】  どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、次の議事に進めたいと思います。議題３は、審議会の運営規則等の決定です。

運営規則については、審議会令第９条の規定に基づき、審議会の運営に際し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定めるということになっております。事務局の方でまず原案を作成

していただいておりますので、説明をいただいた後に審議を行いたいと思います。説明を

お願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  それでは、お手元の資料、資料２－１と２－２をごらんくださ

い。運営規則、会議の公開規則について説明させていただきます。基本的には、従前、独

立行政法人評価委員会がございましたので、こちらと同様の内容としてございます。 

 それでは、まず２－１、国土交通省国立研究開発法人審議会運営規則（案）をごらんい

ただきたいと思います。要点をご説明させていただきます。 
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 第１条から第４条までは、通常の審議会の運営規則で規定されているものと同じでござ

います。具体的には、会議の招集は会長が実施すること、議長は会長が行うことと等を規

定してございます。 

 第５条をご覧ください。会議の公開について規定してございます。審議会は公開とさせ

ていただきたいと考えてございます。また、公開に関する細かい規則につきましては、後

ほど資料２－２でご説明いたします公開に関する規則で規定したいと考えてございます。 

 第６条は、議決の特例について規定してございます。こちらも他の審議会と同様に、全

ての事項について審議会の議決を求めることをせず、下部組織である部会での議決で足り

るとする規定でございます。なお、具体的な議決事項については、後ほど議事の５でご審

議いただければと思います。この部会につきましては、国土交通省国立研究開発法人審議

会令第５条に基づいて、設置することができるとなっているだけでございまして、設置に

ついては改めてまたご審議いただくということになります。 

 第７条は、以上の規定についても部会に準用する旨を規定してございます。 

 以上が、運営規則（案）の説明です。 

 引き続きまして、会議の公開に関する規則について説明させていただきます。 

 先ほどの運営規則第５条に関する規定でございますけれども、資料２－２に書いてござ

いますように、第２条は、会議の傍聴について規定しております。他の会議と同様に、事

前に登録をお願いしたいと、こういうことで考えてございます。 

 また、第３条から第５条は、議事録、議事要旨、会議資料の公表について規定しており

ます。議事録については公開を原則としておりますが、会議資料においては、円滑な審議

等に支障がある場合には非公開としたいと、こういう形で考えております。 

 第６条、第７条は、部会についての準用でございますが、従前の評価委員会等と同様の

規定としてございます。 

 以上が、会議の公開規則の説明です。 

【磯部会長】  ありがとうございました。この審議会の運営規則、そして公開について

ご説明いただきました。何かご意見、ご質問、ございますでしょうか。 

 会議は基本的に公開とすると。それから、あらかじめ議決した事項については、部会の

議決をもって審議会の議決とするということです。ただし、公開につきましては、円滑な

運営等に支障が生ずるおそれがあるものについては、会長が審議会に諮って、非公開その

他の必要な措置をとることができると。 
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 よろしいでしょうか。 

 それでは、ご承認いただいたものとしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 続きまして、次の議事に進めたいと思います。議題４でございますが、国立研究開発法

人及び国立研究開発法人審議会の概要についてということであります。事務局の方からご

説明をお願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  それでは、資料３－１に沿ってご説明させていただきます。 

 資料３－１、まず１枚おめくりください。まず１ページ目でございますけれども、先ほ

ど技総審の挨拶にもございましたけれども、昨年６月に独立行政法人通則法が改正されま

した。ポイントは３つございます。１つは、特性に応じたマネジメントを実施するために、

法人を業務の種類に応じて３つに分けました。（１）に書いています。今回、この研究開発

法人審議会でご検討いただきますのは、中段（１）の②国立研究開発法人、ここに該当す

る国土交通省の５つの独立行政法人でございます。 

 ２つ目は、（２）に書いてございますけれども、ＰＤＣＡサイクルが機能する目標・評価

の仕組みの構築でございます。具体的には、法人の評価について、従前は第三者機関であ

る独立行政法人評価委員会が実施しておりましたけれども、政策実施機能の強化という観

点から、その政策そのものを持っております主務大臣が行うということに変更いたしまし

た。ただ、先ほども申しましたけれども、国立研究開発法人につきましては、政策の実施

機能の強化というものにあわせて、研究そのものをやっぱりきっちりやっていかなきゃい

かんということで、主務大臣の評価等に際して国立研究開発法人審議会から意見聴取を行

うと、こういう形になりました。 

 ３つ目でございますけれども、３つ目は（３）に書いてございますけれども、法人の内

外から業務運営を改善する仕組みの導入、いわゆるガバナンスの強化でございます。こち

らにつきましては、この下に黒ポツを２つ書いてございますけれども、監事の機能強化で

すとか、役員に対する一定の責任なり規制なり、こういったものが導入されてございます。 

 以上が、独立行政法人通則法の改正の内容でございます。 

 この法律は本年４月から施行されまして、その結果、国土交通省所管の５つの独立行政

法人については、それぞれ国立研究開発法人何々という形でまず名称変更が行われ、こう

いった規定が適用されているという形でございます。 

 １枚おめくりください。２ページ目でございます。独立行政法人の３分類のうちの１つ

が、先ほど申しましたように国立研究開発法人でございますけれども、主として研究を実
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施している独立行政法人が、本年４月に移行いたしました。「主として」というところで、

実は、移行しなくても研究開発をやっていらっしゃる法人もあるわけですけれども、今回、

主としてやっている法人については移行したということでございます。 

 本改正によりまして、国立研究開発法人の目的としては、研究開発成果の最大化である

ということが明記されました。また、他の法人の類型と異なりまして、従来、中期計画と

いうのは基本５年でやっておったわけでございますけれども、この研究開発法人という業

務の特性に応じまして目標期間を長期化、要するに、法人のそれぞれの目的に合わせて５

年から７年にするということが可能になりました。３つ目でございますけれども、研究開

発の長期性ですとか不確実性ですとか、そういったところから、主務大臣が行う中長期目

標の設定や業績の評価、中長期目標期間終了時における業務、組織全般にわたる見直しの

際に、国立研究開発法人審議会が研究開発領域の専門性、研究開発に関する国際動向、あ

と法人のマネジメントに対して適切な助言を行うということにされました。 

 先ほどから５つの法人と申してございますけれども、国土交通省の所管の５つの国立研

究開発法人は、その下に書いてございます５つでございます。名称と主な業務という形を

書かせていただいてございます。 

 さて、１枚おめくりください。研究開発法人審議会に何をしていただくかということで

ございますけれども、国立研究開発法人の評価等の作業手順、全体の流れ、こちらについ

てあらわしたものでございます。下に書いています、黒の中で説明している方が、従前の

独法評価委員会の制度という形でございます。審議会は、中長期目標の設定、業務実績評

価、そして目標期間終了時の業務・組織の見直し等に対して、主務大臣に意見具申を行う

こととなっております。また、従前のスキームでは、中長期計画に関与してございました

けれども、当該業務は削除されてございます。 

 １枚おめくりください。第４ページ目でございます。審議会が中長期目標の設定や業務

実績評価に関して検討を実施するに際し、どのような視点が求められるかについて、記載

してございます。これらにつきましては、先ほど説明いたしました独法通則法に基づきま

して、総務省が全府省共通の指針を出してございますので、基本的にはその指針に従って、

この審議会でやっていただくということになります。ここでは、当該指針の要点を記載さ

せていただいてございます。 

 まず、中長期目標の設定に関しましては、上に３つ書いてございますけれども、法人の

長の下で自律的なＰＤＣＡサイクルを設定し、法人内部のマネジメントを発揮できるよう、
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評価に資する一定の事業のまとまりごとに目標を設定すること。２つ目に書いてございま

すけれども、法人の役割、業務、国の諸政策に関する方針、研究開発の特性・多様性を踏

まえて適切に設定すること。３つ目として、具体的な達成水準を定める目標、課題の解決

などのアウトカム創出への寄与・貢献を目指す目標、ハイリスク・ハイリターンに挑戦す

るような研究開発成果の最大化に向けた適切な目標を策定するというのが、中長期目標の

設定でございます。 

 次に、業務実績評価でございます。２つ目の青いところでございますけれども、こちら

につきましては、年度、見込、実績、中間という４つの評価対象がございますけれども、

これにつきましても、評価等の内容と右側のほうに書かせていただいてございますけれど

も、例えば年度でございましたら、各事業年度の業務の実績について総合的な評価を実施

すると。見込につきましては、当該機関終了時に見込まれる業務の実績について、総合的

な評価を実施する等々という形で実施するということになってございまして、この評価の

視点というのは、その下に３つ書いてございますけれども、法人のミッション、個別目標

等に応じてあらかじめ設定した評価軸を用いて総合的に評価するということ。あるいは、

研究開発成果の最大化ということにつきましては、創出された直接的な成果のみならず、

成果の実用化などの橋渡し、人材の養成、施設・設備の整備・共用促進、行政への技術的

支援等も含めると、こういったことに留意してくださいと。３つ目といたしましては、業

務の実績についての評価を踏まえるとともに、すぐれた取り組み・成果等に対する積極的

な評価も織り込むなど、好循環の創出を促すような評価をしてくださいと、そういった内

容になってございます。 

 以上で資料３－１の説明を終わらせていただきます。 

【磯部会長】  どうもありがとうございました。ただいまの説明に関して、何かご質問

等ございますでしょうか。 

【石田委員】  じゃあ、よろしいでしょか。 

【磯部会長】  はい、どうぞ。 

【石田委員】  質問が２つございまして、１つは、一番最後のところの、どういう評価

をするかというところで、我々の任務とも係ってくるんですけれども、ＣＳＴＩ、総合科

学技術・イノベーション会議、長いのでこれからＣＳＴＩと呼びますけれども、その時に

は、トップたるマネジャーのガバナンスをきちんと評価しましょうということが明記して

あったと思うんですけれども、それについてここには書いていないんですけれども、それ
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は我々の任務外と考えてよろしいんでしょうか。それが１点です。 

 あと、３ページ目のところなんですけれども、研究開発の最大限の成果、最大化という

ことをうたっているわけですね、研究開発法人だから。そのときに、いろいろＣＳＴＩの

関連の部会で議論したんですけれども、今までみたいなちまちました評価は、みんな疲れ

るからやめましょうと。そのかわり、世界に誇れるような、あるいは人々の幸福につなが

るような研究成果を、みんなで議論して、わかりやすく説明してくださいねという、それ

を１つの基本線に据えましょうということだと思うので、それは本当に難しいことだと思

うんですけれども、それと関連するんですけれども、国交省傘下の今の５つの研究開発法

人の主な業務のところを見ますと、そういう目的とか、追求すべき価値に関しての文言が

ほとんどなくて、分野だけですよね。同時に、研究開発法人という法人形態が変わったの

ですが、そういうことについての議論があったのかどうかという、この２つの質問でござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

【吉田技術政策課長】  なかなか難しいご質問です。まず第１点目ですね。トップマネ

ジメントについてでございますけれども、トップマネジメントの責任につきましては、先

ほどちょっとお話ししましたように、独立行政法人通則法の改正案の中でもかなりきつく、

厳しく、むしろそこが求められておるということでございます。そういう意味で、今回の

法人のこの審議会の中でも、先ほど、組織のマネジメントの話についてもお願いしますと

いう話をさせていただきましたけれども、当然、そこはこの審議会の対象に入ってくると

いうことでご理解ください。 

 第２点目は、成果の最大化という観点でございます。成果の最大化という話につきまし

ては、先ほど申しましたように、ある程度、目標自体を大くくりにして、そこで目標を設

定してくださいという話が、中長期目標の設定の仕方の中で書いてございました。残念な

がら、今５つの研究開発法人は、皆さん第３期の中期計画実施期間中でございまして、そ

れも実は今年度が最終年度でございまして、そういう意味では、独立行政法人通則法で方

針が変わったことの反映といいますのは、次の新しい中長期目標、こちらの審議会でまた

ご議論いただきますけれども、そちらの中に反映されるべきものでございます。 

 当然、もう既に６月でございますので、各研究所は鋭意そちらのほうを検討してござい

ますので、改めてそちらのほうにつきましては、その目標を説明する際に、そういったＣ

ＳＴＩがまさに各研究所に対して期待しているミッションを発揮できるような形になって

いるかということにつきまして、ご議論いただきたいと思いますし、当然、事務局として
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も、そういった形のものが、例えば目標として設定できるように努めてまいりたいと、こ

ういうふうに考えてございます。 

【磯部会長】  よろしいでしょうか。 

【石田委員】  はい。 

【磯部会長】  ３－１についてほかにございますか。 

 では、今なければ、もう一つ、議題３で資料３－２がありますので、これのご説明をお

願いします。 

【上村委員】  すみません、３－１でよろしいですか。 

【磯部会長】  はい、３－１、どうぞ。 

【上村委員】  上村でございます。ちょっと私だけがわかっていないのかもしれないで

すけれども、この３－１の１枚目のところの２番のＰＤＣＡサイクルが機能する目標・評

価の仕組みの構築の中で、主務大臣の下での政策のＰＤＣＡサイクルを強化するというこ

とで、主務大臣が毎年度、業績評価を実施するんだけれども、具体的な目標設定は総務大

臣が指針を策定する。国立研究開発法人については、主務大臣の評価に関して、今のこの

審議会からの意見聴取が必要となると思いますが、主務大臣にこの審議会からの意見聴取

がどんなふうに反映されたり、反映されなかったりというようなことになるのか。 

 それから、第三者機関が、またこの主務大臣による行政評価を点検するとあるんですが、

その第三者機関というのはどこになるのか、どういう構成になるのかという、このところ

が、仕組みがちょっとよくわからないです。主務大臣が決めるんだろうけれども、しかし、

審議会からの意見聴取は参考程度というようなことなのか、どういう関係になるのか、少

しわかりにくいので教えてください。 

【吉田技術政策課長】  それではお答えいたします。どうも説明を端折りまして、申し

わけございません。資料３－１、資料で３枚目でございます。国立研究開発法人審議会の

役割というフローを見ていただきたいのでございますけれども、こちらを見ていただくと

一番わかりやすいかなと思います。 

 まず、国立研究開発法人、霞が関に省がいっぱいございます。それぞれの省が勝手に皆

さん評価しますと、これは、要するに国全体としての成果の最大化が図れないということ

で、まず、新たな国立研究開発法人制度につきましては、基本的にはピンクで書いており

ます中段、制度省と書いていますが、総務省が一律にその制度の運用について考えておる

と。したがって、例えば主務大臣が何かのものを評価するに当たっても、そのときに、例
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えばこういう観点とかこういうルールで評価してくださいよという話については、まず総

務省が決めますというのが、先ほどのまず第１点でございます。 

 じゃあ、そういう決められたルールに基づいて、そうは言いつつ、一方で政策は国土交

通大臣が所管しておりますので、まさに政策実現なり何なりに寄与したかどうかという観

点から、主務大臣、当然、国土交通大臣が、実際の評価を行うという形になります。ただ、

先ほどちょっと石田委員のほうからもお話がございましたように、一方で研究開発法人は、

やはりその成果の最大化も含めて、いわゆる国土交通省だけの政策ですね、これだけ考え

ていてもしようがないということで、こちらの研究開発法人審議会のほうで、研究開発法

人が、研究成果の最大化ということでちゃんと機能しているかというところの意見をいた

だくという形になってございます。 

 したがって、この絵で見ますと、中長期目標を見ていただきますとわかりやすいんです

けれども、そういう全体の枠組みをつくる制度省である総務省がまず枠組みを作りと意見

聴取と書いていますけど、それを踏まえた形で、本当にそのとおりできているかという研

究開発法人審議会のご意見を賜って、主務大臣である国土交通大臣が定めると、これが中

長期目標でございます。 

 中長期計画は、具体的にその目標を、年度の計画なり具体の計画に落とし込むものでご

ざいますので、これは大臣と法人との関係だけでございますけれども、あと、業務実績評

価という、そこの部分でございますけれども、こちらは、研究開発法人審議会でご意見を

いただいて、そういったご助言も踏まえつつ、最終的に、まさにその政策目的の実現にと

って効果があったかというのを大臣が判断するわけでございますけれども、国土交通大臣

がそれを評価したときに、その評価の基準が、例えば総務省が全省一律で定めた基準に合

っているかどうか、そこを改めて制度省である総務省が見ますよというところが、この独

立行政法人評価制度委員会でございます。ちなみに、今、ご質問にあった第三者委員会と

いますのは、総務省に設置されますこの独立行政法人評価制度委員会でございます。つま

り、先ほど言いましたように、この委員会は霞が関の全ての国立研究開発法人を見ますの

で、個々１個１個中身に踏み込むというよりは、先ほど言いましたように、制度全体が大

きい枠組みの中でちゃんと運営されているかどうかという形で見て、意見をいただくと、

こんな形になっております。 

【磯部会長】  よろしいでしょうか。１つの論点が、多分、ここでの審議会の議論の結

果というのは、大臣が判断をするときに尊重されるというようなことでよろしいんでしょ
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うかという、そういう意味ですかね。 

【上村委員】  そういうことですね。 

【磯部会長】  それでよろしいんですね。 

【吉田技術政策課長】  はい。 

【磯部会長】  ありがとうございます。 

 ほかに、３－１ございますか。はい、どうぞ。 

【藤川委員】  今期、新しい制度になってからの業績評価を他省庁においても始めたと

ころで、具体的に悩みがありまして、先ほどもおっしゃっておられた、目標自体は前の制

度の目標で動いていると。それに対して評価の軸というのは新しい制度だということで、

ここの乖離が非常にありまして、目標値等も、どうしても今後はきつくなっていくのであ

ろうけれども、前に設定された目標というのは、正直、緩いというところがあるのではな

いかと思います。 

 そうしたときに、厳しい基準を持っているのに、評価しなければいけない数値というの

が甘いと。これをどう考えるかというのは、部会によってとか、委員によって違ってきて

しまう可能性があるんですけれども、そこをある程度事務局サイドで目線を決めていただ

かないと、非常にぶれが生じるのかなというのが具体的に悩みになっておりますので、そ

のあたりは、あらかじめある程度の方向性をお示しいただいたほうがよろしいのではない

かなと思いましたので、ご検討いただければと思いました。 

【吉田技術政策課長】  今ご指摘の点につきましては、まさに藤川委員ご指摘のとおり、

霞が関全体でばらばらでも困る話になりますので、私どもといたしましても、他省庁とも

ちょっと意見交換しながら、そちらの方について、まさに評価の際に混乱が生じないよう

に、何がしかのものを出させていただきたいなと、こんな感じで考えてございます。 

【磯部会長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょう。 

 では、もしよろしければ、３－２を説明していただいて、また３－１に戻っても結構で

すので、この５研究開発法人についてのご説明をお願いいたします。 

【田村技術調査課長】  大臣官房技術調査課長の田村と申します。 

 それでは、私のほうから、土木研究所と、それから建築研究所の概要について、ご説明

をさせていただきます。 

 まず、資料を開いていただきました１ページ目でございます。土木研究所の概要という
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ことで、研究所の目的、１枚目のところに、土木技術に関する調査、試験、研究、開発を

通じて、社会資本の効率的な整備に資するということですが、具体的な研究の中身でござ

います。 

 ちょっとすみません、下の方に飛んでいただきまして、中期目標・中期計画、これは、

独立行政法人時代につくりました今年最終年度の中期目標・中期計画でございますが、こ

こに示しておりますように４つの中期目標、大きくは、安全・安心な社会の実現、グリー

ンイノベーションによる持続可能な社会の実現、それから、社会資本の戦略的な維持管理・

長寿命化、それから土木技術の国際貢献、この４つの目標を掲げまして、これに基づきま

して、研究開発を効果的に実施するということでございます。 

 真ん中のほうに書いてございますが、当然、国の政策実施機能を担う組織ということで、

こうした研究の成果を、例えばさまざまな示方書ですとか技術基準といった国の基準とか

解説書に反映をする、そういったことを通じて、社会資本整備の実施主体に活用してもら

うということで、結果的に効率的な整備ですとか、あるいは北海道の開発の推進、こうい

ったところに貢献するという形になっております。 

 それから、もう一つ、単に基準等の改定だけではなくて、現場における技術指導ですと

か、あるいは、国内だけではなくて、アジアをはじめとした世界各国への国際貢献、こう

いったことについても行うということが主な業務の内容となっております。 

 これまで進めてきております研究開発の例が、右側のほうに書いてございますが、例え

ば、中期目標に示されました安全・安心な社会の実現という観点でいきますと、４年前の

東日本大震災で堤防が非常に多く被災したわけでありますが、その被災事例の分析を行い

まして、東日本大震災の経験を踏まえまして、堤防の耐震対策マニュアルを改定して、実

際の復旧事業とか耐震対策事業に活用しております。 

 それから、今、大きく問題になっております社会資本の老朽化ということに関しまして

は、過去に撤去した橋梁ですとか、そういったものを用いまして、その橋梁の部材の壊れ

方とかのメカニズムを解明した上で、そういった研究成果を、例えば道路橋の総点検実施

要領に反映して、具体の点検・診断に生かしているということでございます。 

 それから、次の２面をお願いいたします。技術指導の例でございますが、昨年起きまし

た広島県の土石流災害、このときには、捜索とかそういったときに、非常に危険な状態の

中で捜索をしなければいけないということで、例えば状況に応じて、今は大丈夫だ、いや、

ここはもう中止しよう、例えばそういった具体的な指導を現場で行ったり、そうした捜索
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活動の安全確保ですとか、あるいは今後の復旧等についての技術指導も行っております。 

 それから、成果の普及の例、非常に多くの成果を一般にも普及させて活用していただく

ということで、ここに書いておりますのは吹雪の視界情報ということで、特に積雪地でい

きますと、やっぱり吹雪による交通障害というのが発生します。気象データから視界情報

なんかを推定する技術を開発して、それを一般向けに吹雪の視界情報として提供すること

で、非常に多く活用される事例もございます。 

 右側のほうに、国際貢献の例ということで、これも、４年前にタイのチャオプラヤ川で

大きな洪水氾濫が起きました。これにつきまして、実際に土研のほうで氾濫シミュレーシ

ョンを行いまして、どこまで被害が長期化するかといった予測を、タイ政府、あるいは関

係者のほうに提供いたしまして、復旧とか復興支援の検討に活用していただいたというこ

ともございますし、現地の日本企業の再開なんかにも貢献をさせていただいたということ。 

 それから、３年前のインドネシアのアンボン島で起きました天然ダムにおきましては、

既に土研で開発しておりました――天然ダムができますと水がたまる、それがあふれると

崩壊するということになりますけれども、研究所で開発しました水位観測ブイを実際に現

地で設置しまして、技術的な助言なんかも行って、住民の避難とか、そうしたものにも貢

献をさせていただいたということでございます。 

 一番下のところに、最近の政策課題と土木研究所が果たすべき役割ということで、やは

り最近、特に力を入れておりますのは、想定される首都直下ですとか南海トラフ地震、こ

ういったものに対応する自然災害の防止、軽減、早期復旧に対する研究、あるいは、社会

資本の老朽化対策で、非常に効率的な維持管理というのが求められておりますけれども、

そうしたことに資する研究等に特に力を入れて進めているという状況でございます。 

 ３ページ目をお願いいたします。続きまして、建築研究所の概要でございます。ここは、

特に住宅、建築、それから都市計画に係る技術に関する調査、試験、研究を行うというこ

とで、下のほうに中期目標・中期計画、土木研究所と同様でございますが、大きく４つの

目標を掲げて現在研究を進めております。グリーンイノベーションによる持続可能な建

築・都市の実現、安全・安心な建築・都市の実現、それから、特に今後大きな問題になり

ます人口減少・高齢化に対応した建築・都市ストックの維持・再生ですとか、あるいは、

建築・都市計画技術における国際貢献と情報化への対応、この４つの目標を掲げて、現在

進めてきております。 

 真ん中に主な業務が書かれておりますが、この中期目標に基づきまして、研究開発を実
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施して、これも土木研究所と同様でございますけれども、建築基準法ですとか、さまざま

な法律に基づく技術基準に反映して、最終的には住宅・建築・都市の質の確保・向上に貢

献していくというものと、あと、特に建築研究所で特徴的なのは、やはり地震国というこ

ともございます。そういった日本の特性を生かして、世界的な地震防災対策の向上に寄与

するための地震工学の研修を、開発途上国の技術者に対して行っているということも今、

力を入れて進めております。 

 右側のほうには研究開発の例ということで、幾つか例を示しております。 

 １つは、住宅における省エネ技術の適用実験、こういったことも技術基準に反映させて

おります。それから、最近特によく言われております、地震による長周期地震動に基づく

さまざまな解析等、技術基準のための基礎資料として、今いろんな基礎的な研究を行って

おります。 

 それから、シミュレーションによる建築物表面上の津波の瞬間流線を考えながら、耐津

波設計のガイドラインにも反映したりと、こういった研究を進めております。 

 次のページをお願いいたします。あと、技術指導の例として、東日本大震災における建

築物の被害調査の実施ですとか、あるいは、国の施策に関する技術的支援ということで、

今、木造住宅の３階建ての実現ということに向けて、防火基準の改正に係る基礎的な研究

等も行っております。こういった成果は、建築基準法の改正にも反映をしておりますし、

また、省エネ基準の改正に係る技術的な支援等も行って、これも具体的な省エネ基準の改

正にもつなげております。 

 あと、成果の普及ということで、省エネ・低炭素建築物に関する情報提供ですとか、こ

ういったものに資するためのプログラムを公表して、一般に活用していただいているとい

うようなこと。 

 それから、国際貢献の例で、先ほどもちょっと触れましたけれども、これはかなり古く

やっております。昭和３７年からＪＩＣＡと協力いたしまして、開発途上国の研究者、あ

るいは技術者を対象といたしました研修、今まで約１,６００名の方々が修了していただい

ております。最近も、中国との関係、あるいはスペイン語による中南米の技術者の方々へ

の研修等も実施し、かなり幅広く展開をしているところでございます。 

 最近の政策課題と建築研究所が果たすべき役割ということで、最近特に力を入れている

ということで、１つは、気候変動問題に対応いたしました省エネ対策の高度化、それから、

建築における木材利用ですとか、資源循環利用の促進、こういったことが１つの大きなテ
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ーマ。それから、やはり巨大地震等に対応するための建築物の安全性の評価、こういった

ことについても今、力を入れております。また、長期にわたり使用できる長寿命化という

ことで、質の高い住宅・建築・都市の形成ですとか、あるいは中古・リフォーム市場の整

備、こういったものに対応した研究等も、最近の政策課題に対応した研究として、力を入

れて進めているところでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

【吉田技術政策課長】  引き続きまして、残りの３つの研究所につきましてご説明をさ

せていただきます。 

 １枚めくっていただきます。海上技術安全研究所でございます。 

 こちら、この残りの３つについてなんですけど、先ほど、中期目標とか中期計画がなか

なか書いていないという話をいただきました。中期目標、あるいは詳細計画、何をやって

いるかという話につきましては、お手元の、それぞれ３つの研究所のパンフレットの中に

書いてございますので、今日は第１回ということでありますので、どちらかというと、じ

ゃあ、法人そのもののミッションは何なのかという話で、実は整理させていただいてござ

います。 

 まず最初、研究所の目的でございますけれども、こちら、船舶に関する研究開発を通じ

て、安全で環境に優しい海上輸送や、あるいは海洋の利用を実現するということでござい

ます。こちらは当然、主たるプレーヤーは、船舶なり海洋の利用もそうですけれども、民

間ということになりますので、そういう意味では、主な業務ということで、海事行政にお

ける安全や環境の課題の解決ですとか、あるいは国際海事機関における国際基準づくり、

あるいは、当然、民間で取り組むことが困難な基盤的な技術の確立を技術面でサポートす

るということを、１つ大きな目標としています。あわせて、その研究成果といいますのは、

共同研究ですとか受託を通じて海事産業界に還元し、それによって海事産業の競争力強化

ですとか、その拡大ですとか、こういったことを目指しているということでございます。 

 最近の主な研究成果ということで書かせていただいてございます。そういう意味で、海

上技術安全研究所の主たる目的は、先ほど言いましたように安全の確保と環境の確保、あ

と海洋の利用の拡大と、それともう一つは、海上輸送の高度化という話になるんですけれ

ども、主とした研究成果ということで、安全については、当然、安全な構造を考える、あ

るいは基準を考えるというものとあわせまして、実際、大規模な事故が起きてございます

ので、こういった事故解明の原因の究明ですとか再発防止対策、それをフィードバックし
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ての基準の作成という話にもつながっていくということでございます。 

 環境につきましては、昨今また新しいＣＯＰをつくりましょうということで、ＣＯ２の

排出削減というのが重要な課題になってございますけれども、国際移動するものですね、

例えば航空機も船舶もみんなそうですけど、こちらについては、いわゆるＣＯＰは国単位

でやっておりますので、実は今、規律の外になっているんですね。そういう意味で、こう

いった部分については国際的なルールをつくっていって、国際全体で規律していかないと、

そこの部分は実現できないということで、ＣＯ２排出の国際規制の条約化を行ったという

ことでございます。 

 当然、基準だけつくっても、それが実現できないと、要するにそれを実現する技術がな

いと、逆に言うと海上交通がとまってしまうという問題がございますので、そこは、画期

的な省エネ技術ということで２つ、下に絵が描いてございますけれども、こういった技術

を民間と共同で開発しているということでございます。 

 ３つ目は海洋でございます。こちらは、日本の現在の科学技術イノベーション総合戦略

の中でも、海洋資源探査等、日本が今後進むべき話として、海洋の利用の拡大ということ

が非常に強く言われてございます。こうした中で、世界初の浮体式洋上風力発電を目指し

たプロジェクトといったところに対して、浮体技術に関する部分に対しての知見を生かし

た形での貢献、あるいは海底資源探査、こういった部分についても一定の関与をしている

ということでございます。 

 １枚めくっていただきまして、こちらはそれをもうちょっと具体的に書いた話でござい

まして、アプローチとして、国際基準をリードする世界最高レベルということで、これは

国際機関ですね。先ほど言いましたように、主として海事といいますのは国際航海する船

でございます。基準も当然ほとんど国際ルールということになりますので、そういう意味

で、国際海事機関でのそういった議論ですね、安全対策、あるいは環境規制といったとこ

ろに対して積極的にリードしておりますというのが左側の話。 

 右側の話は、そうは言いましても、日本国民の安全を守るという観点で言えば、いくら

基準があってもやっぱり事故は起きるわけでございまして、そういった事故の原因を技術

的に解明して再発防止につなげるという意味で、そういう事故原因の究明といったところ

をやっています。あわせまして、下のほうに書いていますけれども、技術的な観点も１つ

ありますけれども、東日本大震災復興・復旧に対して、津波対策というのは１つ必要なわ

けでございますので、そういう技術研究開発もあわせて行っているというものでございま
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す。 

 次に、１枚めくっていただいて７ページ目でございます。港湾空港技術研究所の概要で

ございます。港湾空港技術研究所は、目的に書いてございますように、港湾及び空港の整

備に関する研究開発等を通じて、効率的かつ円滑な港湾と空港の整備に資するということ

でございまして、主な業務といたしましては、その下に書いてございますけれども、安全・

安心な社会を形成するための研究、特に、この間の東日本大震災のときに、津波被害とい

うのが非常に大きな問題になりましたけれども、沿岸域の地震、津波被害の防止、軽減、

あるいは高波、高潮災害の防止、軽減、こういったところを進めております。 

 あわせて、２つ目に書いてございますが、沿岸域の良好な環境を保全、形成するための

研究でございます。ここに書いていますけれども、生態系が大分乱れてきておる中で、や

はり持続的な社会という形で、我々、経済発展とそういった部分をどう両立していくかと

いうことで、海域環境の保全、回復、あるいは流出した油への対策等々を進めているとい

うことでございます。 

 さらに、こちらも活力ある経済社会を形成するための研究ということでございまして、

港湾であれば、まさに日本の太宗の貨物の輸送を担っておるものでございますので、その

港湾インフラをどう整備していくか。あるいは空港であれば、まさに今後また、東京オリ

ンピック・パラリンピックを目指して容量拡大等を進めていかなきゃいけない。そういっ

た中で、そういった施設等の高度化等に関する研究を行っている。 

 具体的な研究、主な研究とその活用例ということで、右側に書かせていただいてござい

ます。よくテレビ等でごらんになった方も多いのではないかなと思いますけれども、津波

災害の防止、軽減に関する研究ということで、世界最大規模の人工津波実験施設を用いま

して、要するに、津波を全てとめられればいいんですけれども、粘り強く、例えば壊れて

も人に被害が少ないような構造にするとか、そういう形を含めまして、さまざまな津波防

止に向けた研究を行っているとともに、ちょっと右側のほうに書いてございますけれども、

ＧＰＳ波浪計等を使いまして、実際そういった津波というか、海象データでございますけ

れども、こういったところを使いまして、津波の被害予測ですとか、あるいはまさにこの

データは、逆に他の研究所等において、実際、津波警報の活用等々にも活用されていると

いうものでございます。 

 さらに１枚めくっていただきます。先ほど言いましたように、港湾等々、こちらのほう

については、基本的には地方自治体なり何なりが、三セクが港湾の管理をされておるとい
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うことでございます。港湾・空港施設を高度化するに当たって、こういった管理者に対す

るさまざまな技術指導を通じて、もちろん、新たな整備も当然あるわけでございますけれ

ども、日本の物流を支えるということが１つ、あと右側のほうに書かせていただいてござ

いますけれども、チリもそうですけれども、実は日本以外にも、インドネシア等も昔、大

きい地震がございましたけれども、こういった津波被害に苦しんでいる国というのはござ

います。こういった国々に対してさまざまな連携をして、世界的な安全の確保に対して貢

献しているというものでございます。 

 １枚おめくりください。最後、電子航法研究所でございます。電子航法研究所、名称が

ちょっとなじみが薄いのでございますけれども、目的は、電子航法に関する試験、調査、

研究及び開発等により、航空交通の安全確保とその円滑化を図ると言ってございますけれ

ども、これは要するに、航空機の管制ですね、飛行場周辺の管制、あと航空路の管制、航

空機をいかにスムーズに離陸させ、飛ばし、そしておろすかと、こういった部分の技術開

発を進めることによりまして、当然、整流化による、例えば①に書いてございますけれど

も、航空路の容量の拡大ですとか、あるいは混雑空港の処理容量の拡大、あるいは、当然、

この間も若干事故等がございましたけれども、やっぱり最終的には安全な航空機の離着陸、

運航を実現するということを、主として目的としてございます。 

 そういう意味で、具体的な研究開発例とその成果の活用という形で書いていますけれど

も、右側を見ていただきたいんですけれども、高精度な監視技術の研究開発ということで、

まさに空港周辺のデータ、そういった高精度の気象状況の監視を実現することによって、

要するに、より厳しい状況下でも飛べるようにするというのと、もう一つは、危ないとき

にはちゃんとそこは避難するということで、そういった技術開発を行っている。 

 ２つ目といたしましては、洋上飛行経路の効率化ということでございます。実際、航空

機につきましては、当然、例えば日本から北米までの間、道はないわけでございますけれ

ども、むしろ、それはその時その時の気象状況等を通じて、最も経済的かつ効率的なルー

トというのは実は出てまいります。それは、時間とともに日々当然変わってくるわけでご

ざいまして、そうした中で、まさにその時々に最も効率的なルートを提供し、しかもそれ

が、だから、安全なルートを提供するという意味での、そういうルートの策定のための技

術の開発を行っております。 

 ３つ目といたしましては、進入・着陸方式の高度化ですね。下のほうに書いてございま

すけれども、関西空港等々にも新しいシステムを導入してございますけれども、こういっ
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たことによりまして、より安全で効率的な進入・着陸方式を技術開発しているということ

でございます。 

 １枚めくってください。最後のページでございます。左上のほうに書いてございますけ

れども、世界の航空容量はどんどん拡大してございます。日本についても、そういう意味

で、先ほど申しましたように、２０２０年のオリパラに向けて大幅に容量を拡大していか

なきゃいけないわけでございますけれども、世界全体で見れば、まさに２０年で３倍に増

えてきています。こういった中で、首都圏空港のさらなる機能強化ですとか、航空システ

ムの高度化ということを図っていく必要があるというのが１点目です。 

 もう一つは、右側に書いてございますように、当然、飛行機は国内便は少なくて、国際

便が多くなるわけでございます。そうすると、飛ぶところの基準ですね、飛ぶところのほ

うもきっちり飛んでいただかないと、なかなか最終的にはこういった世界全体での効率拡

大に進んでいかないという中で、そういった国際的な対策、まさに日本国内と海外と連携

しながら、より航空路の拡大といったところを目指しておるというところでございます。 

 すみません、最後の１ページでございますけれども、１１ページ目でございますけれど

も、先ほど技総審のご挨拶にございましたけれども、今、国会において審議中の法案が無

事成立いたしますと、来年の４月１日をもって、国立研究開発法人海上技術安全研究所と

港湾空港技術研究と電子航法技術研究所、この３つが統合いたしまして、海上交通と航空

交通に関して、交通と、それに関するインフラでございますけれども、こういったところ

を一体的に実施する研究所という形で、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に

移行するということを予定してございます。 

 以上でございます。 

【磯部会長】  ありがとうございました。３－２についてご説明いただきました。 

 ご質問、あるいは３－１も含めて、ご質問、ご意見ありましたらお願いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

【佐藤委員】  じゃあ、よろしいでしょうか。 

【磯部会長】  はい、どうぞ。 

【佐藤委員】  ３－１に戻らせていただきまして、この国立研究開発法人審議会の役割

という図なんですけれども、以前の独法の委員会とちょっと比較してみると、中長期計画

のところですかね、下は中長期ではないですけれども、そこで研究開発法人審議会という

のがないんです。今まで独法評価委というのがそこにあったと。それが、要は黄色い、赤
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い枠のものが、計画を見るところには入ってこないというような、そういうことになって

いるかと思うんですけれども、これというのはつまり、一番最初に森技術総括審議官が、

中長期で７年にするというところで、ある程度自由度を持たせるというお話がありました

けれども、つまり、最初に目標を立てるのは大臣であると。それが法人に指示をすると。

そのとき、審議会というのが出てくるわけですね。その後、でも大臣が法人に対して計画

の許可をする際には、まず、法人がその計画を大臣に申請すると。それを大臣が認可する

と。そこには審議会は出てこないというところで見ると、ここでこの自由度というような

考え方が出て、ある程度そこは法人に任せる、計画はですね。その計画の中には、今度は

ハイリスク・ハイリターンという言葉が入ったり、それから、先ほど石田委員が、ちまち

ました評価じゃなくて、よい成果を大々的に取り上げてあげようと、そういう方向性もあ

るんだという話がありましたけれども、そういうようなことを含めて、自由度を法人に持

たせて、後でそれを評価してあげると。そういうようなことに変わるということなんです

か。 

 私、今までも評価の分科会でやっていて、そういう意味だと、大分変わるんだなという

感じを持っているんですけど、そういう理解でよろしいんですかね。 

【吉田技術政策課長】  概ねそういう形ではあるんですけれども、先ほどちょっと申し

ましたように、一番大きいポイントは、従来は、要するに独立行政法人の評価は、評価委

員会が権限を持っておったというところでございます。つまり、全部、要するに、独法の

効率的な運営みたいな観点から、評価委員会が全部権限を持っておったので、そこについ

ては、目標だけではなくて、その計画なり何なり、あるいは業績評価等々にも、そこは独

法評価委員会が関与しておったと。 

 先ほど言いましたように、やっぱり成果の最大化と政策実現能力の向上という観点から、

そこの部分を大臣に落としましたというのが、今回一番大きいポイントでございまして、

ですから、下との一番の違いは、従来、独法評価委員会と書いてありましたところは４カ

所全部出てくるんですけれども、この役回りが、その下では大臣に変わったというふうに

ご理解いただきたいと。 

 その中で、この委員会に対して何を求められているか、そこはまさに今、佐藤委員がお

っしゃったみたいに、ちまちまとしたところ、ディテールに入るのではなくて、まさにそ

れぞれの研究開発法人がちゃんと適正にガバナンスを維持され、マネジメントし、そして

研究成果が最大になるように、大くくりの中でまさにご指示いただき、その成果もそうい
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う形で評価して、それをこんな感じでしなさいというのを、大臣にご提言いただくと、こ

ういうふうなところをお願いしたいというものでございます。 

【磯部会長】  よろしいでしょうか。 

【佐藤委員】  はい。 

【磯部会長】  中長期計画のところに研究開発法人審議会が入っていないのは、中長期

目標を立ててしまえば、中長期計画がそれを反映しているかどうかは審議会に諮らなくて

もできると、そういう理解でよろしいんでしょうかね。 

【吉田技術政策課長】  そこは、大臣が責任を持ってやるということでございます。 

【磯部会長】  よろしいでしょうか。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、このように研究開発法人審議会の役割、そして５つの国立研究開発法人につ

いて説明をしていただき、さらに３つについては統合の予定があるという予定についても

ご説明いただきました。 

 それでは、次の議題、最後の議題に移りたいと思います。議題５は、部会の設置等につ

いてであります。部会については、国立研究開発法人審議会令第５条の規定により設置が

可能となっております。また、あわせて部会での議決について、特例についても規定があ

ります。 

 事務局のほうで原案を作成していただいておりますので、まず説明を聞いた後に、審議

を行いたいと思います。よろしくお願いします。 

【吉田技術政策課長】  それでは、資料４－１と４－２をごらんください。 

 まず、資料４－１に沿って説明させていただきます。ただいま会長からご紹介いただい

たとおり、国土交通省国立研究開発法人審議会は、部会の設置が可能となってございます。

従来の評価委員会も同様であったわけでございますけれども、先ほど５つの研究開発法人

それぞれの業務をご紹介させていただきましたけれども、専門的かつ詳細な調査、または

討議を行った上で、多面的・総合的な審議を行うことが適当な場合には、審議会に下部組

織を設置して、弾力的・機動的な運営を図ることが効率的であるということで考えてござ

います。 

 本審議会が対象としております５つの法人は、それぞれ専門性が高くて、法人ごとに詳

細な審議を行った上で、総合的な審議を行うことが適当であると考えてございますという
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ことで、資料４－１には、部会を４つ設置してはいかがかということで書かせていただい

てございます。 

 なぜこの中で、海上技術安全研究所と電子航法研究所を１つの部会にしているかという

ことでございますけれども、こちらにつきましては、実は交通安全環境研究所という、も

う一つ別の研究所があるわけでございますけれども、独立行政法人評価委員会のときに、

交通というくくりの中で、この３つの研究所を合わせて１つの分科会の中でご審議いただ

いていたこともありまして、その交通安全環境研究所は今回、国立研究開発法人に移行し

ないので、こういう形になってございますけれども、残りの２つについては、合わせた形

で部会を設置してはいかがというふうに考えてございます。 

 当然、もう１点といたしましては、先ほどちょっと申しましたように、来年、法案が通

れば、港湾空港技術研究所も含めた形で３つの研究所が統合されますので、研究所単位で

の部会という形になろうかと考えてございます。 

 次に、資料４－２に沿って説明させていただきます。これは、部会の議決をもって審議

会の議決とすることができる事項についてでございます。要するに、毎回必ず審議会を開

くという話になりますと、なかなか煩雑な部分もございますので、部会の議決をもって審

議会の議決とすることにできる専決規定につきましては、資料４－２に書いております３

つのケースについて、これを可能としてはいかがかというものでございます。 

 １つ目は、主務大臣による独立行政法人通則法第３５条の６第１項に規定する評価のう

ちと書いています。これは、要するに国立研究開発法人の評価全てでございますけれども、

そのうちの各事業年度における業績の評価に係るものについての意見具申、つまり、毎年

の評価だけはそれぞれの部会でやっていただいたらいかがと。当然、大くくりの大きい話

については、審議会でやっぱりちゃんと議論していただく必要があるのではないかと。 

 ２つ目は、主務大事による独立行政法人通則法第３５条の６第２項に規定する評価につ

いての意見具申。これ、わかりにくいですけど、何かと申しますと、中長期計画は、先ほ

ど、５年から７年という形でそれぞれの法人が決められるという話をご説明いたしました。

この中で、６年ですとか７年ですとかという形で中長期計画を定める場合、期間を、例え

ば３年・３年ですとか、４年・３年という形で分割することができます。 

 分割いたしますと、当然その期間、理事長さんは、じゃあ、７年フルにいなきゃいけな

いかというと、そうではなくて、分割した場合には理事長さんは、場合によってはその期

間のところで交代されることもある得べしと、これはあくまであり得べしなんですけれど
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も、そういうふうな中身になってございます。これは、要するに中長期計画の途中で理事

長さんがそういう意味でおかわりになった場合の、理事長さんの評価についての意見具申。

先ほどちょっと、ガバナンスの話は審議会でやるのかと、まさにやっていただくわけでご

ざいまして、これが２つ目でございます。 

 その他会長が認める事項についての意見具申という形で、通常というか、平常で部会に

落とす話は、そういう意味で１番ということで、２番目以降は、今後、もしそういうふう

な形で中長期計画が定められ、あるいは先ほど言いましたように、理事長さんがお変わり

になるというケースが出てくればと、そういう条項でございます。 

 以上でございます。 

【磯部会長】  ありがとうございました。ただいまのご説明に関して何かご意見、ご質

問ございますでしょうか。 

 ４つの部会を設ける。そして、その部会の議決をもって審議会の議決とすることのでき

る事項、よろしいでしょうか。 

 それでは、特に意見がないようですので、これについては原案どおりということにさせ

ていただきたいと思います。 

 なお、それぞれの部会に属する委員及び臨時委員につきましては、会長が指名するとい

うことになっておりますので、後日、お知らせさせていただきたいと思っていますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、その他の事項です。事務局のほうからご説明をお願いしたいと思います。 

【吉田技術政策課長】  まず、今後のスケジュールにつきまして、資料５に沿って説明

させていただきます。 

 本日の第１回審議会をもって、部会の設置等が行われたということでございます。これ

を受けまして、年度評価、あと、見込評価ですね、今までやってきた部分の見込評価等に

ついて、各部会でご審議をいただきたいと考えてございます。既に、内々にはスケジュー

ルは各部会のほうで調整が進んでおると伺っておりますけれども、６月の下旬から７月上

旬に、それぞれ順次こういった部会を開いていただいて、そちらのほうのご評価をお願い

したいと。これを受けまして、さらに第２回審議会にて、見込評価及び事務事業の見直し

について、７月１３日に第２回の審議会を開催いたしまして、そこでご審議いただくこと

を考えてございます。 

 また、先ほど申しましたように、この５つの研究開発法人は今年度で全ての中期計画が
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終了するということで、新しい中長期目標につきましては１月ぐらいにご審議いただくと

いうことになろうかなと、こういうふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

【磯部会長】  ありがとうございました。何かご質問等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

【山田委員】  １つ質問。 

【磯部会長】  はい、どうぞ。 

【山田委員】  中央大学の山田です。先ほどのガバナンスというのがどこまでを言って

いるのかちょっとわからなくて、我々のミッションは、基本的に研究というものにかかわ

るんだけど、例えば研究組織等、例えば海外の同種の研究所と比較して、最近海外ではこ

うなっていて、非常にうまくいっている事例があるけど、少し日本は、例えばこういうと

ころが遅いんじゃないかとかいうような議論で、それで、もう少しこういう組織論もあり

得るんじゃないかというようなことは、ここで語る話なんでしょうか。それはミッション

の枠外なんでしょうか。 

【吉田技術政策課長】  先ほどちょっとお話しさせていただきましたように、あくまで

ご助言いただきますのは研究成果の最大化でございます。ですから、細かいガバナンスは

さておき、今、おっしゃったみたいな、例えば、まさに研究成果の最大化の観点で言えば、

ガバナンスとかマネジメントはこんなふうなことがあり得るのではないかという話につき

ましては、その目的に照らして入ってくると考えてございます。 

【山田委員】  はい、ありがとうございました。 

【磯部会長】  ありがとうございました。 

 ほかにいかでしょうか。はい、どうぞ。 

【安藤委員】  安藤でございます。私は、建築研究所に関する部会を担当しておりまし

たが、１つ、かねがね感じていたことがございます。それは、研究機関の連携、協働に関

することです。建築分野は、８、９割方が民間市場での活動ということなのですけれども、

大学・民間の研究所で取り組まれている課題の多くは、やはり国策・政策に大もとで関連

することが大変多くある。一方で大学のほうも、いろんな意味でリソースが制約されてい

るとか、機会が制約されているというようなことがございますので、研究成果の最大化と

いうことで申しますと、やはり建築研究所単独の成果を、石田先生の言葉で言うとちまち

まと評価すると言うよりは、もっと大きな計画・構想のもとで国策として取り組むべきこ
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とがあるのでは、ないかと思います。 

 それから、私は建築研究所には、そのような課題に関しては、ある種の連携・協働のリ

ーダーやハブの役割を担ってほしいというような考えを抱いています。こういう目標が、

中長期目標にどういうふうに入り込んでくるのか。そこのところは、単独の機関の成果と

か、あるいは目標とかということではないものですから、そこはいろいろ省庁にまたがる

こともあろうかもしれませんけれども、よく上のほうでお考えいただかないとならないと

感じております。 

 新しい中長期目標、計画に向けて、どれほどの私どもに発言の権限があるかわかりませ

んし、タイミングの適切性もわかりませんけれども、かねがねそういうふうに感じていた

ということだけを申し上げておきたいと思いました。 

【磯部会長】  何かありますか。 

【吉田技術政策課長】  今まさに、総合科学技術・イノベーション会議の中でも、国立

研究開発法人に対して求められている話が２つあって、１つは、イノベーションハブにな

りなさいという話、もう１つは、民間への橋渡し機能を強化しなさいということが言われ

ておって、近々成立するであろう科学技術イノベーション総合戦略２０１５の中にも、そ

ういったご指示が出てくるということで理解してございます。 

 今おっしゃった点ですね、先ほど申しましたように、今後、新しい中長期目標を定める

べく、今、研究所それぞれ作業を進めてございますので、それを進めていく段階でまた委

員にご相談させていただいて、そういったものがどこまでできるかという問題は当然ある

のですけれども、取り組んでまいりたいと考えてございます。 

【磯部会長】  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

【石田委員】  じゃあ、すみません。 

【磯部会長】  はい、どうぞ。 

【石田委員】  時間がちょっとありますので、今、安藤先生がおっしゃったことはもの

すごく大事だと思うんですよね。これまでの評価って、ともすれば定量的な評価に偏して

いた嫌いがあるんですけれども、やっぱり説得力がある形であればいいのかなとか、逆に、

私、土木研究所では萌芽的研究を積極的に支援しましょうという試みをされていて、高く

評価するんですけれども、全部が成功するのではなくて、これだけ失敗しちゃいましたと

いうのを逆にプラスに評価すると。理事長さんのガバナンス能力のプラスに評価をすると。
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失敗を奨励しているわけではありませんけれども、そんなふうな柔軟な評価とか、これか

らのほんとうの真の意味での評価ということが大事だなと思いましたので、印象ですが、

述べさせていただきました。 

【磯部会長】  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 貴重な意見をいただきました。国際性にしても、それから巨視的な意味での研究成果と

いうんでしょうか、そういうことも、また石田先生の意見も含めて、具体的な評価をする

ときに、また審議会の委員としては、こういう具体的なことに対して国際性を入れたらこ

うよくなるとか、あるいはちょっと大きな意味での研究成果を出すべきだとか、そういう

格好で意見を言う機会もたくさんあるんだと思います。そういう中で議論をしていきたい

と考えています。 

 それでは、一応予定した時間にもなっていますので、本日の審議についてはこれまでと

させていただきたいと思います。進行を事務局にお返しいたします。 

【吉田技術政策課長】  本日は長時間のご審議、まことにありがとうございました。本

日の審議内容等につきましては、先ほどご審議いただきました運営規則の記載に基づきま

して、議事録を作成の上、公表させていただきます。 

 なお、配付させていただきました資料につきましては、後日送付させていただきますの

で、席上に置いてお帰りいただいても結構でございます。その他ご連絡ですとか、あるい

はお問い合わせ事項等ございましたら、事務局までお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、第１回国土交通省国立研究開発法人審議会を終了させて

いただきます。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


