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国立研究開発法人審議会 土木研究所部会（第４回） 

平成２９年７月６日 

 

 

【事務局】  それでは、時間まで若干ありますが、もう委員の皆様方がおそろいでござ

いますので、ただいまから第４回国土交通省国立研究開発法人審議会土木研究所部会を始

めさせていただきます。 

 委員の皆様には、お忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。私

は、大臣官房技術調査課で分析官をしております安田と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 まず、部会長について報告させていただきます。本部会の委員の皆様の投票によりまし

て、部会長は、引き続き石田委員にお願いしたいと思います。石田部会長、引き続きよろ

しくお願いいたします。 

 次に、委員のご紹介をさせていただきます。お手元に委員名簿及び座席表を配付してお

ります。議事次第の３枚目に委員名簿、そして４枚目が座席表となっております。 

 まず、改めまして、石田部会長でございます。 

【石田部会長】  おはようございます。石田です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  戸田委員でございます。 

【戸田委員】  戸田です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  長沢委員でございます。 

【長沢委員】  長沢でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  二羽委員でございます。 

【二羽委員】  二羽です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  平林委員でございます。 

【平林委員】  平林です。よろしくお願いします。 

【事務局】  三上委員でございます。 

【三上委員】  三上です。よろしくお願いします。 

【事務局】  山田委員でございます。 

【山田委員】  山田です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  行正委員でございます。 
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【行正委員】  行正です。どうぞよろしくお願いします。 

【事務局】  井上委員、桑野委員、谷口委員の３名の方におかれましては、本日、ご都

合により欠席されております。 

 以上、委員１１名のうち、現時点で８名のご出席をいただいておりまして、国土交通省

国立研究開発法人審議会令に規定する定足数であります過半数の出席要件を満たしており

ますことをご報告させていただきます。 

 国土交通省及び土木研究所の出席者につきましては、時間の都合上、お手元の座席表を

もって紹介にかえさせていただきます。 

 資料の確認をいたします。議事次第の次に、資料配付一覧がございます。資料に過不足

がございましたら、お気づきになられた時点で事務局にお申しつけいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、会議の開催に当たりまして、五道技術審議官から、ごあいさつを申し上げま

す。 

【技術審議官】  おはようございます。国土交通省の技術審議官の五道でございます。 

 委員の皆様におかれましては、本日、大変お忙しい中、また暑い中、本部会にご参加い

ただきまして、まことにありがとうございます。また、石田部会長をはじめ、委員の皆様

におかれましては、日ごろより国土交通行政、とりわけ土木研究所の業務実績評価、また

中長期計画の策定等に対しまして、ご指導いただいておりますことを重ねて御礼申し上げ

ます。 

 第４期の土木研究所の中長期目標計画でございますけれども、「安全・安心な社会の実現」、

「社会資本の戦略的な維持管理・更新」、「持続可能で活力ある社会の実現」という３つの

柱で構成されておりまして、２８年度から、この新しい中長期目標に従いまして研究を進

めているところでございます。 

 まず、安全・安心ということにつきましては、昨日からの福岡・大分の豪雨ということ

でございますけれども、昨年も、熊本地震をはじめといたしまして、延べ１６３名の職員

を現地に派遣し、指導を行っているところでございます。また、今回の災害につきまして

も、今、派遣準備を進めていると聞いてございます。また、昨年、福岡の陥没の事故がご

ざいましたけれども、福岡市からのご要請を受けて、国のほうで原因究明、再発防止を行

ってほしいということで土木研究所に第三者委員会ということで事務局をつくらせていた

だきまして、原因分析等を行ってきているところでございます。そのようなことで、安全・



 -3- 

安心に対するしっかりした業務を行っているところでございます。 

 また、今、日本の政府の中では生産性の向上と働き方改革ということが非常に大きな目

標になっているわけでございますけれども、国土交通省におきましても、ｉ－ 

Constructionということで、建設現場の生産性をしっかり上げて働き方を変えていこうと

いうような取り組みをさせていただいております。それらの中でも、例えば土木研究所に

おいて、昨年は、長年８センチで運用していたコンクリートのスランプを、流動性の高い

コンクリートを効率的に打つということで１２センチに変更する技術的な根拠について研

究を進めていただいているところでございます。 

 本日は、２８年度の業務実績の評価ということで、事前に先生の皆様には評価を行って

いただいているところでございますけれども、本日の議論を受けまして、今後の土木研究

所の業務運営に対して参考にさせていただきたいと思ってございます。忌憚のない活発な

ご審議をお願いいたしまして、冒頭のごあいさつとさせていただきます。本日は、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございました。 

 それでは、石田部会長から一言、ごあいさつをお願いいたします。 

【部会長】  部会長に選任していただきました石田でございます。よろしくお願いをい

たします。 

 今日は２８年度の評価をさせていただくわけでございますけれども、２８年度から本格

的に独立研究法人という形になりまして、評価の考え方を大きく変えたわけでございます。

研究成果の最大化という、何かわけのわからないようなことを目標にしなさいということ

でございますし、マネジメントに関しては、マネジメントはリーダーのガバナンスによっ

てちゃんとしなさいと、これもわけのわからんことでございます。考えますに、土研にお

かれましても、国土交通省におかれましても、よく考えて、ちゃんと評価してくださいよ

ということでございまして、その一翼をこの分科会としても担わせていただくということ

でございます。 

 今日のしっかりした議論、意見交換、コミュニケーションにかかっていると思いますの

で、よろしくお願い申し上げまして、皆様のご協力を得て、今日のいい評価分科会にして

まいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、あいさつとさせていただ

きます。ありがとうございました。 

【事務局】  ありがとうございます。 
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 カメラ等による頭撮りは、ここまでとさせていただきます。 

 本日の議事につきましては非公開となりますので、傍聴者はご退席ください。 

 なお、議事録につきましては、後日公表されます。 

 それでは、これからの進行は石田部会長にお願いしたいと思います。それでは、石田部

会長、よろしくお願いいたします。 

【石田部会長】  それでは、議事を進めさせていただきます。 

 本日の議事は、先ほども申しましたように、平成２８年度の業務実績評価についてでご

ざいます。業務実績及び自己評価について、資料２によりご説明いただき、その後、評価

書様式に沿って、議事に関する評価への意見を取りまとめてまいりたいと思います。各項

目の意見の取りまとめについては、法人の役職員の方々に退席いただき、合議で取りまと

めさせていただきます。もう既に全員に事前に十分な説明をしていただいておりますし、

委員の皆様から意見をお送りいただいております。意見を集計した机上配付資料等、右上

に記載されております資料をごらんいただきながら進めさせていただければと思います。 

 それでは、早速でございますけれども、事務局からご説明をお願いいたします。既に説

明いただいておりますので、簡潔にお願いいたしたいと思います。 

【事務局】  それでは、部会長から示されました進行方法に従いまして、議事（１）に

関しまして、まず土木研究所からの実績及び自己評価の説明を行っていただきまして、続

いて、これらに関する質疑、質疑後に研究所の役職員の方に席を外していただきまして、

評価に関する意見について審議し、取りまとめていただくという進行とさせていただきま

す。 

 審議につきましては、各個別項目ごとに平成２８年度業務実績評価について審議してい

ただきまして、最後に総合評定という流れになります。 

 それでは、法人からのご説明をお願いいたします。 

【理事長】  国立研究開発法人土木研究所理事長、西川でございます。この４月１日付

で就任しております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 業務実績等の報告に先立ちまして、簡単にごあいさつをさせていただきます。 

 平成２８年度より第４期の中長期目標期間が始まりまして、国立研究開発法人審議会の

審議を経て、国土交通大臣及び農林水産大臣から指示された新たな中長期目標に基づき、

業務を推進しているところでございます。第４期の中長期目標におきましては、「安全・安

心な社会の実現への貢献」、「社会資本の戦略的な維持管理・更新への貢献」、「持続可能で
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活力ある社会の実現への貢献」の３つの目標が示されており、土木研究所では１７の研究

開発プログラムを設け、研究開発成果の最大化に向けて、重点的かつ集中的に取り組んで

おります。 

 平成２８年度、昨年度ですが、先ほどのごあいさつにもありましたように、４月に熊本

地震が発生いたしました。また、８月には台風１０号等による豪雨災害に見舞われました。

土木研究所では、発災直後から職員を派遣し、技術支援を実施するなど、社会貢献を行っ

ているところでございます。近年は、逼迫する巨大地震や自然災害の激甚化、社会インフ

ラの老朽化等、さまざまな課題に直面しており、今後、社会資本整備に必要な土木技術の

研究開発の重要性はますます高まってくるものと考えられます。その中で、ＩＣＴ技術や

ＡＩ、ビッグデータ等の土木分野への応用や、外部機関と連携した土木分野における先端

的材料の実用化など、新技術の開発や実用化も視野に研究開発に取り組んでいく必要がご

ざいます。 

 土木研究所は、従来から、良質な社会資本の効率的な整備に貢献すべく、土木技術に関

する研究開発を進めておるところでございますが、これからも国内の社会的要請に対して

短期的、長期的、双方の視点で研究開発に取り組むとともに、土木技術の国際的な研究開

発拠点として国際貢献活動にも取り組んでまいります。 

 業務実績・自己評価の詳細につきましては、理事の山口から説明させていただきます。 

 本日は、ご審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【理事】  理事の山口でございます。それでは、時間もございませんので、早速ご説明

をさせていただきたいと思います。 

 お手元にございますＡ３版の資料２をメインに説明させていただきまして、必要に応じ

まして、Ａ４版の冊子でございます資料１につきまして、適宜参照しながら説明をさせて

いただきたいと思っております。 

 まず、資料２の３ページをお開きいただけますでしょうか。こちらには、年度評価の項

目別評定総括表を示してございます。左側半分に研究開発に関する目標を示しております。

先ほどからもございましたように、「安全・安心な社会の実現への貢献」、「社会資本の戦略

的な維持管理・更新への貢献」、「持続可能で活力ある社会の実現への貢献」という３つの

目標から構成されております。 

 右半分に移っていただきまして、業務運営にかかわります３つの目標を示してございま

す。１つは、業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項、そして、そ
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の他業務運営に関する重要事項ということになってございます。これら６つの目標に対し

まして、Ｂを標準といたしまして、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階で自己評価を行ってござ

います。 

 それでは、続きまして、資料１になりますけれども、こちらの冊子の２ページ目をお開

きいただけますでしょうか。 

 本文の３行目のところから、研究開発課題と技術指導や成果の普及等を必要に応じてま

とめた研究開発プログラムを構成して、効果的かつ効率的に進めると記載をしてございま

す。 

これは、研究開発プログラムの構成についての説明でございます。具体的には、表－１に

示しますように１７件の研究開発プログラムで構成してございます。先ほどございました

研究開発に関する３つの目標のうち、安全・安心が５件、維持管理が３件、持続可能が９

件というプログラムによって構成し、各プログラムにおきまして研究開発や技術指導等を

行うということにしてございます。 

 続きまして、飛んで申しわけございませんが、資料１に付箋紙がついてございまして、

参考資料という記載になってございます。参考資料をお開きいただきますと、参考という

表記でページ番号が振ってございます。それの５６ページをお開きいただけますでしょう

か。後ろからめくっていただいたほうが早いかもしれませんが、横書きの表のあるページ

がございます。ページ数も横書きになっておりますので、とじしろで若干見にくくなって

ございますけれども、参考の５７の前のページになります。こちらの表は、主務大臣から

指示されました中長期目標の別紙２です。左から３列目の評価指標の欄の※印のところを

ごらんいただけますでしょうか。 

 こちらに示しますように、土木研究所に設置された評価委員会により、妥当性の観点、

時間的観点、社会的・経済的観点についての評価軸を元に研究開発プログラムの評価・進

捗確認を行うということ、災害対応への支援、成果の社会への還元、国際貢献等も勘案し、

総合的な評価を行うと規定されてございます。これに基づきまして、土木研究所におきま

しては、外部の有識者の方々から構成される外部評価委員会を設置いたしまして、昨年度

の評価につきましても、今年の５月９日から１７日にかけまして５つの分科会に分けた検

討、さらには６月２日の本委員会におきまして研究開発プログラムについてのご審議をい

ただきまして、総合的な評価をいただいたところでございます。 

 それでは、具体的に各目標の評価について説明をさせていただきます。 
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 資料２、Ａ３版のほうに戻っていただきまして、４ページ目をお開きいただけますでし

ょうか。４ページ目は、研究開発の１つ目の目標でございます安全・安心に関するページ

でございます。 

 左側の２８年度という欄をごらんいただきますと、上からＡ、Ｂ、Ａ、Ｂと記載されて

います。これが、外部評価委員会におきまして、いただきました評価結果でございます。

こちらにつきましても、この審議会と同様、Ｂを標準といたしまして、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄの５段階での評価をいただいております。 

 安全・安心につきましては、１番目の項目、社会ニーズへの適合と、３番目の社会的価

値の創出という評価軸につきましてＡの評価をいただいております。また、２番目の成果

の創出時期、４番目の生産性向上の評価軸では、標準の、着実な成果と取り組みを行って

いるというＢ評価をいただいております。 

 まず、社会ニーズへの適合という評価軸について少し説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 １枚めくっていただきまして、次の５ページ目をお開きいただけますでしょうか。小さ

い字で申しわけございませんが、５つ目の列に主な業務実績等というところがございます。

こちらに外部評価委員会で評価していただきました点も踏まえつつ、主な業務実績を記載

してございます。まず、１つ目の白丸のところの研究開発プログラム（１）についてです

けれども、黒ポツがございますが、２つ目のところに、平成２８年北海道豪雨災害を踏ま

えた今後の水防災対策のあり方に対する課題について新たに取り組んだという記載をして

ございます。また、２つ目の丸、研究開発プログラム（２）につきましては、２つ目の黒

ポツのところに、社整審河川分科会答申に資する取り組みについて記載をしてございます。

これらの点を外部評価委員会のほうで評価していただきまして、社会ニーズへの適合とい

う評価軸についてＡ評価をいただいたところでございます。 

 続きまして、社会的価値の創出の評価軸について説明させていただきます。 

 同じく、５ページの主な業務実績等の３つ目の丸のところにございます研究開発プログ

ラム（３）の２つ目のポツのところに、熊本地震にかかわる災害支援について記載をして

ございます。さらに、その下の丸、研究開発プログラム（４）でございますが、１ページ

めくっていただきまして６ページに移りまして、３つ目のポツでございますけれども、こ

ちらにつきましても、道路橋、堤防等に関する熊本地震の支援について記載をさせていた

だいております。災害対応につきましては、後ほど少し詳しく説明させていただきますが、 
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この研究開発プログラムの説明を続けさせていただきたいと思います。５つ目のポツのと

ころに河川堤防の液状化対策について、土木研究所資料を発刊したり、その普及活動を行

ったことについて記載をしてございます。さらに、その下の丸、研究開発プログラム（５）

でございますけれども、その２つ目の黒ポツのところに吹雪の視界情報について記載をし

てございます。 

 この液状化と吹雪につきまして、資料１を用いまして少し説明をさせていただきたいと

思います。 

 Ａ４版の冊子の２８ページをお開きいただけますでしょうか。２８ページには、河川堤

防の液状化対策設計手法に関する技術指導に関するコラムを掲載してございます。写真－

１にございますような手引きあるいは設計計算例の冊子を発刊してございます。また、写

真－２に示しますように、説明会を計７回開催してございます。さらには、地方整備局等

から寄せられます技術相談に対しまして、個別の対応を行っております。これらによりま

して、液状化対策設計方法が適切に運用されるような技術指導を実施しているところでご

ざいます。 

 続きまして、同じ資料の４０ページをお開きいただけますでしょうか。４０ページには、

メディアでの情報発信に関するコラムを示してございます。図－２に吹雪の視界情報提供

サイトについて示してございます。インターネットによる掲載のほか、テレビ１０件、新

聞報道５件という形で社会への紹介を行っております。また、実際に多くの方々に活用い

ただいているところでございます。 

 これらの点が外部評価委員会のほうでも評価をいただき、社会的価値の創出という評価

軸についてもＡ評価をいただいてございます。 

 続きまして、同じ資料１でございますが、また少し飛びまして、参考資料のほうのペー

ジの参考の４９をお開きいただけますでしょうか。こちらのページにおきましては、主務

大臣から指示されました中長期目標についての記述がございますが、参考の４９ページの

下から７行目に※印がございます。そこで、研究開発の実施にあたっては、以下の事項に

取組み、研究開発成果の最大化を図るものとすると記載されております。具体的には、そ

の下のポツにございます長期的視点を踏まえた基礎的、先導的、萌芽的研究開発の実施、

１ページめくっていただきまして、参考の５０のところの技術の指導、成果の普及、土木

技術を活かした国際貢献、他の研究機関等との連携等という５項目についての表示がござ

います。 



 -9- 

 これらについて、どのような取り組みをしているかということについて、資料２のほう

に戻りまして説明をさせていただきたいと思います。資料２の６ページにお戻りいただけ

ますでしょうか。先ほどもございました左から５つ目の列のところでございますけれども、

下から２つ目の白丸のところに、先ほど述べました１つ目の項目、長期的視点を踏まえた

研究開発について記載をしております。 

 安全・安心に関します５つのプログラムにおきましては、基礎的、先導的、萌芽的研究

開発にも取り組んでいるということを記載してございます。下から１つ目の丸に移ってい

ただきまして、ここでは技術指導について記載をしてございます。１つ目のポツになりま

すが、熊本地震や、先ほどもございました台風１０号等への災害対応についての記載をし

てございます。 

 こちらにつきまして、少し資料１を使いまして説明をさせていただきたいと思います。

資料１の１９ページをお開きいただけますでしょうか。こちらには、災害時の技術支援の

ことについて記述をしてございます。表－１.１.３.１にございますように、平成２８年度

につきましては、延べ２７９人・日という記載がございます。通常の年ですと８０人・日

前後でございますので、平成２８年度は非常に災害派遣の多い年であったということがわ

かります。その下に１.２がございまして、ここで熊本地震の事例を記述してございます。

地震発生直後から各分野の専門家を土木研究所としては派遣いたしまして、技術支援を行

ってきているところでございます。１ページめくっていただきまして、２０ページに移っ

ていただきまして、１.３という記載がございまして、こちらでは北海道・東北地方を中心

としました豪雨災害への対応についての記載をしております。これらの災害支援に対しま

して、平成２８年度の全建賞を３件、先月末、受賞させていただいたところでございます。 

 続きまして、２１ページですけれども、このような災害支援のほかにも、平常時の技術

指導もあわせて実施してございます。表１.１.３.２にございますように、平成２８年度は

１,１１４件の技術指導を行ったという記載をしてございます。 

 それでは、資料２の７ページに戻っていただけますでしょうか。１つ目の白丸ですけれ

ども、成果の普及についての記載がございます。１つ目の黒ポツのところで、土木研究所

の研究成果が４件の技術基準に反映されたことを記載しております。また、土木研究所講

演会等を開催する、あるいは多くのマスコミ報道をされるということで、社会に向けての

情報発信を行っているところでございます。 

 その下に２つ目の白丸がございまして、土木技術を活かした国際貢献ということを記載
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してございます。その中の４つ目の黒ポツですけれども、ＩＣＨＡＲＭ、水災害・リスク

マネジメント国際センターによる国際貢献をはじめ、積極的な国際貢献に取り組んでいる

ということを記載してございます。 

 この取り組みにつきまして、申しわけございませんが、また資料１に戻っていただきま

して、５１ページをお開きいただけますでしょうか。５１ページには、ＩＣＨＡＲＭによ

る国際貢献についてのコラムを記載しているところでございます。写真に示しますような

形で研修会議等への参加を行っていることを記載してございます。 

 申しわけございません。また、Ａ３の資料２の７ページに戻っていただけますでしょう

か。こちらの最後の白丸ですけれども、他の研究機関等との連携等について記載しており

ます。１つ目の黒ポツですけれども、３３件の共同研究を実施したことを記載しています。

さらに、２つ目のポツでは、国内外の機関と９件の連携協力協定を新たに締結したことに

ついて記載をしてございます。 

 この説明を受けまして、資料２の５ページにもう一度戻っていただけますでしょうか。

こちらの自己評価の欄に戻っていただきまして、右から２つ目の列になりますけれども、

評定と根拠という箇所がございます。ここでは、外部評価委員会での評価結果等も総合的

に勘案いたしまして、安全・安心につきましては自己評価をＡということにさせていただ

いております。 

 続きまして、同じ資料２の８ページをお開きいただけますでしょうか。こちらでは、研

究開発の２つ目の目標でございます維持管理についての総括表を示してございます。先ほ

どと同じように、左側の２８年度の欄に、上から外部評価委員会での評価として、Ｂ、Ｂ、

Ａ、Ｂという４つの評価をいただいてございます。この中で、３番目の社会的価値の創出

の評価軸につきましてＡ評価をいただいているところでございます。 

 そこで、この社会的価値の創出につきまして、９ページをお開きいただけますでしょう

か。同じく、左から５列目に主な業務実績等という欄がございます。 

 １つ目の白丸ですけれども、こちらの研究開発プログラム（６）におきまして、２つ目

のポツのところに舗装点検要領についての記載、３つ目のポツにはトンネル維持管理便覧

についての記載がございます。さらに、２つ目の丸になりますが、研究開発プログラム（７）

の３つ目の黒ポツのところに流動性を高めたコンクリートについての記載を行ってござい

ます。その下に、３つ目の白丸がございます。研究開発プログラム（８）でございますけ

れども、その中の２つ目の黒ポツのところに国際構造コンクリート連合（ｆｉｂ）への参
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画についての記載がございます。 

 この３つにつきまして、資料１を用いまして追加の説明をさせていただきたいと思いま

す。資料１の７８ページをごらんいただけますでしょうか。 

 舗装点検要領につきましては、平成２８年１０月に策定されました。この中には、土木

研究所の研究活動で得られました知見が反映されてございます。また、中段にございます

けれども、平成２８年１１月に発刊されました道路トンネル維持管理便覧には、トンネル

附属施設の実務的な維持管理手法を示されておりますが、この中で、例えば固定用アンカ

ーボルトの異常等に対する事例ですとか、留意事項といったものに土木研究所の研究成果

が活用されております。 

 隣の７９ページですけれども、流動性を高めたコンクリートについての記載がございま

す。従来ですと、写真－２の左側にございますようなスランプ８センチのものが使用され

てきたものが、流動性を高めたコンクリートの活用に関するガイドラインが平成２９年３

月に発表されることによりまして、写真－２の右側にありますような流動性を高めたスラ

ンプ１２センチのコンクリートも活用できるようになり、実際のところ、写真－１に示し

ます耐震性向上のために密な配筋をしているような場面でも施工性を向上させることが可

能となりました。この検討過程で、土木研究所の知見が大いに活用されたところでござい

ます。 

 続きまして、８２ページを開いていただけますでしょうか。こちらに、先ほどのｆｉｂ

のタスクグループミーティングへの参画についての記載がございます。コンクリート構造

物の材料や点検・診断等に関しまして、土木研究所の知見に基づき、技術的な提案を行っ

ております。これによりまして、国際技術基準改定に貢献しているところでございます。 

 これらの点が外部評価委員会で評価をいただきまして、社会的価値の創出という評価軸

におきまして、Ａという評価をいただいておるところでございます。 

 続きまして、資料２の９ページにお戻りいただけますでしょうか。安全・安心の場合と

同様に、主務大臣から示されました研究成果の最大化に関する項目についての評価でござ

います。欄につきましては、主な業務実績等のところでございますが、一番下の白丸の部

分に、長期的視点を踏まえた研究開発を記載してございます。１０ページ目に移っていた

だきますと、維持管理の研究開発プログラム３件におきましても、基礎的、先導的、萌芽

的研究開発に取り組んでいることを記載してございます。 

 続きまして、同じページの１つ目の白丸、技術指導についての記載がございます。平常
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時につきまして、技術指導は４４１件の支援を実施してございます。この支援件数につき

ましては、数値だけでいきますと目標値を下回る結果となってございますけれども、理由

については、次のように分析してございます。平成２８年度は、先ほどもございましたよ

うに災害対応が非常に多い年でございました。災害対応も平常時の対応も、基本的には同

じ職員が対応することになりますので、派遣を依頼する地方整備局等側におきましても、

また派遣をする土木研究所側におきましても、災害対応が多いと平常時の技術指導が相対

的に少なくなるという結果であると分析をしております。同様のことが平成２３年度、東

日本大震災の後の年度にも発生しておりますので、その分析は妥当ではないかと考えてご

ざいます。 

 続きまして、資料１にまた戻っていただきまして、７４ページをお開きいただけますで

しょうか。７４ページには、冒頭で五道技術審議官からもご説明がございました地下鉄七

隈線におけます事故原因究明についてのコラムが記載されてございます。ご存じのように、

福岡市博多区では、平成２８年１１月に道路陥没が発生いたしました。土木研究所におき

ましては、福岡市からの委託によりまして委員会を設置しまして、事故原因の究明、再発

防止等の検討を行ってまいりました。３回の委員会を開催しますとともに、報告書を取り

まとめ、福岡市に報告を済ませたところでございます。 

 資料２の１０ページに、また戻っていただけますでしょうか。５列目の欄ですけれども、

２つ目の白丸に成果の普及についての記載がございます。１つ目のポツですけれども、研

究成果が８件の技術基準に反映された旨を記載してございます。また、安全・安心と同様

に、土木研究所講演会等の開催、マスコミ報道による社会に向けた情報発信等についても

記載をしてございます。その下の３つ目の白丸でございますけれども、土木技術を活かし

た国際貢献について記載しています。具体的には、３６カ国から２２５名の研修員を受け

入れるなどの国際貢献について記述をしてございます。 

 最後の白丸の他の研究機関等との連携について挙げてございます。一番下の黒ポツでご

ざいますけれども、競争的資金に関し、ＳＩＰを含む１５件の研究を実施したことを記載

してございます。 

 少しページを戻っていただきまして、９ページ目に戻っていただけますでしょうか。自

己評価の欄でございます。右から２つ目の列の一番上になります。評定と根拠というとこ

ろがございまして、外部評価委員会の評価結果等も総合的に勘案いたしまして、維持管理

につきましては、自己評価Ｂとさせていただいております。 
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 続きまして、資料２の１１ページをお開きいただけますでしょうか。ここには、研究開

発の３つ目の目標でございます持続可能についての評価を行っております。同様に、左側

の２８年度の欄に外部評価委員会での評価としまして、Ｂ、Ｂ、Ａ、Ｂの評価が連なって

おります。３番目の社会的価値の創出の部分につきまして、Ａ評価をいただいております。

この社会的価値の創出について説明をさせていただきたいと思います。 

 １２ページ目をお開きいただけますでしょうか。主な業務実績等、左から５番目の列で

すけれども、ここの４つ目の白丸をごらんいただけますでしょうか。研究開発プログラム

（１２）でございます。それの２つ目のポツのところに石狩川水系空知川での流量推定に

ついて記載をしております。さらに、下から２つ目の白丸、研究開発プログラム（１４）

でございますけれども、その２つ目の黒ポツのところにワイヤーロープ式のレーンディバ

イダーについての記載をしてございます。一番下の白丸、研究開発プログラム（１５）で

ございますが、次の１３ページに移っていただきまして、２つ目のポツに中米での道の駅

に関する講習会等についての記載を行っております。さらに、その下の白丸、研究開発プ

ログラム（１６）でございますけれども、その中の３つ目の黒ポツのところで、平成２８

年８月の台風による北海道の農業水利施設・農地被害調査についての記載を行っておりま

す。 

 この４件につきまして、資料１をごらんいただけますでしょうか。１２１ページでござ

います。空知川での流量推定に関するコラムでございます。台風１０号の影響による大雨

によりまして、空知川では堤防が２カ所で破堤するということが起こっております。流量

観測所も破損いたしまして、今後の洪水対策の基礎となります流量の観測が不能となりま

した。そこで、土木研究所におきましては技術試験を行いまして、土木研究所で開発しま

した成果をもとに、画像解析等を行い、流量の推定を行ったという記載をしてございます。 

 １２６ページに移っていただけますでしょうか。１２６ページのコラムの上段部分につ

きましては、ワイヤーロープ式のレーンディバイダーについての記載がございます。土木

研究所におきまして開発しましたワイヤーロープ式の防護柵を、レーンディバイダーとし

て高速道路の暫定２車線区間に設置するという取り組みを開始しているところでございま

す。 

 続きまして、１３０ページをお開きいただけますでしょうか。写真－４、５がございま

す。それぞれ中米のエルサルバドルとニカラグアにおきます写真を掲載してございますけ

れども、両国におきまして、道の駅の設置に関しての講習会や技術指導を行ってございま
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す。 

 １３３ページに移っていただけますでしょうか。上段部分で農地被害の調査について記

載しております。平成２８年８月の台風によりまして、北海道の農業水路、農地につきま

しては、甚大な被害がもたらされたところでございます。土木研究所におきましては、農

業農村工学会と連携しつつ、被害調査を行っております。これによりまして、我が国の食

料生産を支える北海道の農業の復旧・復興に貢献しております。 

 資料２の１２ページにお戻りいただけますでしょうか。主な業務実績等のところの３つ

目の白丸がございます。研究開発プログラム（１１）でございます。その２つ目のポツの

ところにＩＣＴ技術を用いた河道内群落判読の記載がございます。今後の植生管理への貢

献等を見越して、この部分につきましても高い評価をいただいたところでございます。 

 これらの点が外部評価委員会におきまして評価をいただき、社会的価値の創出という評

価軸につきまして、Ａ評価をいただいております。その他のプログラムにつきましても、

着実に取り組んでいるという評価をいただいているところでございます。 

 資料２の１３ページに進んでいただけますでしょうか。安全・安心、維持管理と同様に、

主務大臣から提示されました研究成果の最大化に関する項目についての評価を行っており

ます。 

 主な業務実績の下から２つ目の白丸、長期的視点を踏まえた研究開発について記載して

おります。持続可能におけます研究開発プログラム９件すべてにおきまして、基礎的、先

導的、萌芽的研究開発に取り組んでいることを記載してございます。 

 下から１つ目の白丸、成果の普及についてでございます。１つ目のポツですが、研究成

果が２件の技術基準に反映されたことを記述しております。２つ目のポツで、２４編の技

術報告書を発刊したことを記載してございます。外部評価委員会の中では、土木研究所の

研究成果の発信の仕方として、査読付き論文ということは非常にいいことですけれども、

むしろ技術雑誌、刊行物等で適時に発表して土木現場に迅速に普及していくということが

重要であるというご示唆もいただき、これまでもそういう観点で実施しているところです

けれども、今後もそういう方向で対応していきたいと考えてございます。 

 続きまして、１４ページに移っていただきまして、下から２つ目の白丸でございます。

土木技術を活かした国際貢献についての記述でございます。国際標準化の取り組み、研修

生の受け入れ、常任・運営メンバーとしての参画といったことが記載してございます。 

 さらに、一番下の白丸のところで他の研究機関との連携につきましても、１つ目のポツ
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で２５件の共同研究を実施したことについて記載をしてございます。 

 これを受けまして、１２ページに戻っていただきまして、自己評価の欄の一番上でござ

いますけれども、評定と根拠のところをごらんいただけますでしょうか。外部評価委員会

での評価の結果も総合的に勘案いたしまして、自己評価はＢとさせていただいております。 

 続きまして、業務運営に関する３つの目標について説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 資料２の１５ページでございます。業務運営の効率化に関する事項です。１６ページに

進んでいただきまして、業務実績の欄をごらんいただけますでしょうか。（１）の効率的組

織運営について、２つ目のポツで柔軟な組織運営について記載をしてございます。これに

つきまして、資料１、１３７ページをお開きいただけますでしょうか。この表には、研究

開発プログラムと研究グループの関係を示してございます。複数の研究グループが連携し

て必要な研究者を編成し、研究開発プログラムを柔軟に実施しているということを記載し

てございます。 

 資料２の１６ページにお戻りいただけますでしょうか。業務実績の欄の２段落目ですけ

れども、（２）のＰＤＣＡサイクルの徹底について挙げております。冒頭説明いたしました

外部評価委員会の開催に加えまして、内部評価委員会も開催しておりまして、研究所内外

からのさまざまな意見を研究開発に反映することを行っております。 

 ３段落目、業務運営全体の効率化について示してございます。資料１の１４７ページを

お開きいただけますでしょうか。１４７ページ、一般管理費につきましては、そこにもご

ざいますようにファイル及びコピー用紙の再利用、両面コピーの推進等々を行うことによ

りまして削減を図っておりまして、中長期目標の前年度に対する３％削減の目標を達成し

てございます。同じく、１.２の業務経費につきましても、効率的な業務発注を行うことに

よりまして、前年度に対しまして１％の削減の目標を達成しているところでございます。 

 続きまして、次の１４８ページには契約の適正化についても記載をしてございます。資

料２の１６ページにお戻りいただけますでしょうか。一番下の段落ですけれども、業務の

電子化に関する事項を記載してございます。２つ目の黒ポツですけれども、所内のイント

ラの活用によりまして電子化の推進を図っていることを記載してございます。一番下のポ

ツでございますが、電子決裁について、平成３３年度末に電子決裁実施率を６０％にする

という目標に向けまして、計画どおりシステムの検討を実施してまいりました。 

 自己評価欄でございますけれども、右の欄の一番上にいっていただきまして、評価は、
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着実な業務運営を実施したとしてＢ評価としてございます。 

 続きまして、同じ資料の１８ページをお開きいただけますでしょうか。財務内容の改善

に関する事項を示してございます。めくっていただきまして、１９ページ目でございます。

左側から２列目に中長期計画についての欄がございます。ここに予算、短期借入金、不要

財産の処分、剰余金といった内容が記載されてございます。さらに、５つ目の列、業務実

績の欄ですけれども、予算をもとに計画的に執行したことを記載しております。 

 その隣、自己評価につきましては、着実な業務運営を実施したとしてＢ評価とさせてい

ただいております。 

 最後に、２０ページ目をお開きいただけますでしょうか。６つ目の目標になります。そ

の他の業務運営に関する重要事項について記載しております。これにつきましては、資料

１を使いながら説明をさせていただきたいと思います。 

 Ａ４版の資料１の１６１ページをお開きいただけますでしょうか。１６１ページには、

施設及び設備について記載しています。１.１の施設の整備・更新につきまして、表－８.

１.１にございますが、適切に実施した旨を記載しております。 

 続きまして、１６２ページですが、１.２に保有施設の貸し出しについて記載しておりま

す。表にもございますが、平成２８年度は９,７００万円の収入を得ているところでござい

ます。 

 １６３ページに移っていただきまして、人事に関する計画ですけれども、平成２８年度

は研究職員を６名、任期付き研究員を１１名採用したことを記載してございます。 

 １６４ページの上段に移っていただきまして、１.４には女性活躍推進行動計画について

記載しております。女性の採用割合につきましては、一般職、研究職とも目標水準を上回

ってございます。 

 １６５ページ、右のページに移っていただきまして、給与水準についての記載です。ラ

スパイレス指数につきましては、事務・技術職員が９５.１、研究職員が９０.６となって

ございます。 

 その下、第３節のところで積立金の使途について記載しておりますが、適切に充当して

ございます。 

 １６６ページに移っていただきまして、まず内部統制についてでございます。１.１に理

事長によるトップマネジメントについて記載をしてございます。これを担保するために、

経営会議、幹部会による意思決定や情報伝達、安全衛生に関する理事長の職場巡視、車座
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ミーティングによる職員の個別意見の聞き取りなどを行っております。 

 また、１.３のリスク管理、中段ですけれども、リスク発生原因の分析・評価、マニュア

ルの作成等を実施してまいりました。 

 １６７ページに移っていただきまして、２のコンプライアンスです。コンプライアンス

につきましては、コンプライアンス携帯カードの配布、コンプライアンス講習会の開催等、

コンプライアンスの意識向上を図ってまいりました。 

 その下に、３で情報公開、個人情報保護、情報セキュリティという項目がございます。

１６８ページに移っていただきまして、一番下のところに３.９の情報セキュリティがござ

います。情報セキュリティポリシーの改定、講習会の実施、標的型メールの攻撃対策訓練

などを実施してきたところでございます。 

 １６９ページに移っていただきまして、保有財産の管理につきまして、実験施設の継続

保有ですとか、整備の必要性について見直し検討を行いまして、検証を行っておるところ

でございます。 

 その下、５の知的財産権でございますが、権利化すべき必要性については十分検討した

上で、３件の特許を出願したところでございます。 

 １７０ページに移っていただきまして、一番下の表－８.４.３ですけれども、登録され

ております特許の実施契約率について示してございます。３９.５％と進展を示しておりま

して、知的財産権の活用を推進してきたということがおわかりいただけると思います。 

 １７２ページに移っていただきまして、６の安全管理、環境保護、災害対策について記

述してございます。安否確認システムの導入等について記載をしておるところでございま

す。 

 資料２に戻っていただきまして、２１ページでございます。自己評価の欄でございます

けれども、着実な運営を実施したということでＢ評価とさせていただきます。 

 最後に、同じ資料２の３ページに再度戻っていただきまして、以上で研究開発と業務運

営に関します６つの目標について説明させていただきましたけれども、研究開発につきま

しては上からＡ、Ｂ、Ｂ、右側にいっていただきまして、業務運営に関しましてはＢ、Ｂ、

Ｂという自己評価とさせていただいております。 

 引き続きまして、監査報告についての説明に移りたいと思います。 

【監事】  ７月１日付で就任いたしました監事の佐無田でございます。よろしくお願い

します。 
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 独立行政法人通則法第１９条４項並びに同法の第３８条第２項に基づいて、土木研究所

の平成２８事業年度における事業報告書、財務諸表、決算報告書の監査を行っております。 

 監査に当たりましては、理事長をはじめ、役職員などとのコミュニケーションを図り、

情報の収集に努め、また経営会議や、その他重要な会議に出席し、役職員などからも説明、

報告を受けてまいりました。さらに、会計監査人である優成監査法人から、その職務の執

行状況につきまして報告を受け、必要に応じて説明を求めてまいりました。 

 その結果、添付資料にございます参考資料１－３、平成２８事業年度監査報告のとおり、

法令等に従って中長期目標の着実な達成に向けて、土木研究所の業務は適正かつ効果的、

効率的に実施され、同時に、内部統制システムについても、おおむね整備が図られ、適切

な運用がなされていると判断をいたしました。役員の職務執行に関する不正行為や法令等

に違反する重大な事実も認められませんでした。また、財務諸表等について、会計監査人

優成監査法人の監査方法及びその結果は相当であり、適正に表示されていると判断をいた

しました。その他、監査の結果、特に問題となった事項はございませんでした。 

 以上、６月２０日付で理事長に対して前任監事より意見を申し述べたことを、あわせて

ご報告申し上げます。 

 以上でございます。 

【部会長】  説明は以上で終了でございますので、ご質問、ご意見などがあれば、お願

いをいたします。 

 なお、後ほど審議をいたします際には法人の役職員の方には退室いただきますので、今

の間にご質問、ご意見等ありましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。ど

うぞ。 

【委員】  資料１の２ページ目に表－１がございますね。３つの目標１、２、３に対し

て、それぞれ１７の研究開発プログラムを割り当てておられますけれども、例えば１は５

つで、３は９件、２が３件ということで、かなりアンバランスな感じがするんですが、そ

の点はあまり配慮されなかったんでしょうか。 

【理事】  まず、一つ一つの研究開発プログラムの中を構成します研究項目の数にも若

干差がございますので、この研究開発プログラムの数だけの差がここに起こっているとい

うことではございません。幾分細分化しなければ、うまくプログラムを構成できないとい

うこともございますので、そういう点では、全体にはバランスはとれていると考えており

ます。 
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【委員】  この下のサブ、実際の研究テーマとか、そういう面でいうと、３つの大きな

目標はバランスしているということでしょうか。 

【理事】   

３つの目標では、概ねバランスしているとお考えいただければ良いと考えます。 

 あと一つ、それぞれの柱について個別の表がございますが、例えば資料２の４ページ目

等をごらんいただけますでしょうか。４ページ、８ページ、１１ページをお開きいただき

ますと、各表で右側に予算額が記載されております。その値を見ていただきますと、３つ

の目標でそれほどの大きなばらつきはないということがご理解いただけるのではないかと

思います。 

【部会長】  ありがとうございました。いかがでしょうか。どうぞ。 

【委員】  細かいことで恐縮ですけれども、資料２の５ページ目、研究開発プログラム、

これはリスクマネジメント支援技術の開発ということで、２つ目のポツ、中小河川に対す

るソフトの対策。プログラムとはちょっと離れますけれども、中小河川に対するハードの

対策の研究は、どのような状況なのでしょう。山田先生に聞いたほうがいいのかもしれな

いですけれども。 

【委員】  中小河川の？ 

【委員】  ええ。プログラム（２）はソフトの対策を始めるという書き方だと思うんで

すけれども、中小河川に対するハード面の対策、防災に対するハード面の研究体制は。 

【委員】  言おうと思えば言えますけれども。 

【理事】  まず、基本的には、中小河川につきましても研究の対象にしてございます。

さらに、ハード面等の対応につきましては、土木研究所での研究あるいは国交省での取り

組み、そういったものもあわせまして、全体としてはソフト、ハードを連携した形の対応

になっていくと考えてございます。 

【委員】  では、コメントを入れましょうか。 

【委員】  はい。 

【委員】  全然別の会議で、大河川を含めて、中小河川も含めて、国の管理と県や道の

管理のところで、川の点検だとか維持管理がどういうレベルで行われているかという調査

が出て、１カ月以内ぐらいにその通信簿みたいなものが出るんです。国が管理していると

ころは大体ちゃんと資料があって出てくるんですが、県管理のような小さい川、必ずしも

県は小さいわけでもないけれども、だんだん支川で末端のほうにいくと全然資料が出てこ
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ないんです。だから、ハードがどうなっているか正式なデータが出てこないというのが現

状です。 

 その間に、小さい川で本格的な河川改修がなかなか難しいときに、とりあえず、例えば

モバイルレビーとか、あるいはもっと山のほうの護岸でブランチブロック工法だとか、ソ

イルセメントを使った工法などという小さいのはちょこちょことあるんですけれども、現

在の日本全体で中小河川を大々的に整備していくという流れになっていないものですから、

土研のせいではなくて、技術開発も全体的におとなしいというか、鎮静化している。それ

がまた、今回の山国川とか、ああいうところの洪水で、道路のわきにちょっとコンクリー

トのつい立てみたいなものが立っている程度のものとか、そういうところの災害が目立っ

てきているのも事実です。コメントです。 

【部会長】  ほかにいかがですか。よろしいですか。 

 私から１つお伺いしたいんですけれども、３ページ目の表の１.１.１です。今回から評

価において、土木研究所に設置された評価委員会の評価を非常に重く受けとめましょうと

いうふうにしてあって、そのとおり実施していただいているのですけれども、この評価委

員会が何回ぐらい行われたかとか、どこでどういう議論が行われたかというのは、そうい

う意味では極めて重要な情報だと思うんですが、あまり書かれていないんです。自己評価

を拝見いたしますと、ここでＡ評価をいただいたからとか、そういう記述はあるんだけれ

ども、どうしてＡ評価かということも書かれていない。 

 冒頭で申し上げましたけれども、研究成果を最大化するということは、どう頭を使って

考えていくかということでもありますので、山口理事のご説明の中では、そういうことを

ほんとうによくうかがわせる口頭での説明でございましたので、やっておられると思うの

で、まとめ方がちょっと下手かなと。せっかくやっているのに、そういういいところが出

ていないなという印象でございますので、その辺、評価委員会の議論の様子とかをご披露

いただければと思います。 

 山田先生は委員長ですよね。委員長の立場からもコメントをいただければと思います。 

【委員】  コメントに引っかけて、私の質問もいいですか。 

【部会長】  はい、どうぞ。 

【委員】  資料１の１３７ページを開けていただけませんか。研究グループが横向きに

書いてあるんです。復習のために全体を確認しておきたいんですけれども、研究グループ、

例えば水環境、水工、土砂管理、道路技術等があります。大ざっぱでいいんですけれども、
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もう一度各グループ、まずどのぐらいの研究者構成でしたか。別に正確な数字ではなくて、

５人なのか、１０人なのか、１５人なのか、２５人なのかという数字を、大ざっぱで結構

ですから、教えてください。大ざっぱで結構ですよ。 

【理事】  まず、全体の職員でいきますと４５０人ぐらいです。研究職員で３１０人か

ら３２０人ぐらいという構成でございます。すべてについてはご説明するのは難しいです

けれども、例えば、左からいきまして、この中でいきますと、地質・地盤研究グループで

すと３チーム、水環境が２チームプラス１センター、水工が２チームという構成でござい

ますけれども…… 

【委員】  ２チームですね。 

【理事】  はい。１グループ２チームぐらいで構成してございますけれども、１チーム、

職員で５名から１０名ぐらいのところで運営をしているところでございます。若干チーム

によってのばらつきがあるものもございますし、そのほかに、民間からの交流研究員の方

がいるチームもございます。 

【委員】  共通の理解のために、さらに質問です。年齢構成は、どのぐらいの方からど

のぐらいの人がチームのトップになっているのか教えてください。一番若い人がこのぐら

いでと。 

【理事】  上席ないしは室長ということでよろしいでしょうか。 

【委員】  はい。一番若い人から。 

【理事】  構成される研究員ですか。 

【委員】  そう。チームの年齢構成を教えてください。 

【理事】  チームによってのばらつきがかなりございまして、２０代はほとんどいない

状況です。 

【委員】  ２０代はいないんでしょう。 

【理事】  はい。ほとんどおりません。３０代の前半もやはりかなり少なくて、若手と

呼べるのが３０代半ばぐらいというところも結構多くて、昔でいう室長、上席クラスのメ

ンバーでいきますと４０から５０に手の届くところでの年齢構成になっておりますので、

やはり若手の育成といいますか、まず採用というところが土研としても一番大きな課題と

認識はしております。 

【委員】  私はそこがね、別にこれは土木研究所自身の責任というよりは、国全体の人

事のあり方の問題ですので、土木研究所が１００％この人事構成にすべて責任があるわけ
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ではないということは十分わかっているんです。世界で活発に、アクティブに研究してい

る、国なり、民間なり、大学の研究組織というのは、ドクターをとろうかとか、ドクター

をとったポストドクの人で３０前ぐらい、あるいは工学部系だと３０代前半ぐらいが大体

アクティブにやっていて、４０代というのはほとんどもう管理職みたいな、世界は大体そ

んなものだと思うんですよね。その中でこのミッションをやらなければいけないところが、

まず土木研究所の置かれた非常に気の毒な状況としか私は思えないんですよね。やはり私

は、自分が研究者として、２０代半ばぐらいから３０代くらいで博士号をとったとか、そ

の後ぐらいは自分でも勢いに乗っているし、どんどん新進の気性みたいなものがあるんだ

けれども、土木研究所の構成は、その年齢から１０歳以上上ですよね。その中でこの大き

なミッションをやりこなさなければいけないところを我々が理解しないと、評価というの

は非常に難しい。 

 同じ土木系研究所として国総研と土木研究所があるがゆえに、何かしら社会的ニーズと

いうか、政策に直結するような研究は国総研がやっておられて、どっちかというと専門家

がしっかりやっている研究テーマを土木研究所が担わなければいけないところがあって、

絶対評価でいうと、何となく地味目の研究が多い。それは絶対必要な研究です。そういう

意味で、そういうことがわかった上で相対評価、絶対評価しないと、ほかの研究機関との

相対評価で何かバランスが悪くなってしまうということを感じつつ、そういう現状の中で、

もう一個の私が担当していた分野では非常に努力されている跡が十分あると私は評価して

おります。 

【部会長】  ありがとうございます。 

【理事】  ありがとうございます。１点だけ、石田部会長からご指摘いただきました外

部評価委員会等々の記述の点です。若干全体の並びが悪い部分はあるのかもしれないです

けれども、資料１の冊子の１４０ページ以降のところに、どういう体制で、どういう日時

で、ご指摘いただいたコメント等について取りまとめたものを記述してございます。 

【部会長】  資料２の中に、これぐらいだったら表にでもしておけばいいものをと思っ

たぐらいのものです。実際にちゃんとやっておられるのだから、そういうものはもっと前

面にアピールしたほうがいいのではないのかなというぐらいのコメントですので、あまり

気にすることはないですよ。 

【理事】  ありがとうございます。 

【部会長】  いかがでしょうか。どうぞ。 
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【委員】  人事に関連して質問したいのですが、研究職員とか任期付きの研究員も含め

て、職員の方でも結構ですけれども、外国人の方はどのぐらいおられますか。 

【理事】  先ほどございましたＩＣＨＡＲＭという水災害・リスクマネジメント国際セ

ンターがあるんですけれども、それを含め、今、任期付きで４名採用してございます。 

【委員】  それですべてですか。ほかの部署とか、ＩＣＨＡＲＭ以外ではおられないで

すか。 

【理事】  ＩＣＨＡＲＭで２名、全体で４名という形です。 

【委員】  わかりました。昨今、国際化の中で、さまざまな問題が出てきますので、女

性はかなり積極的に登用されるのはよくわかるんですが、あわせもって、やはり外国人の

研究者、任期付きでもいいので、できるだけそういう人にも入ってもらうほうが、より組

織を活性化するかと感じました。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございました。ほかに、ご質問とかご意見はございませんか。

どうぞ。 

【委員】  では、もう一つ。知っていて聞かざるを得ないんですけれども、例えば今の

外国人とかいうときに、例えばＩＣＨＡＲＭならＩＣＨＡＲＭという組織のお金、研究予

算あるいは人件費等はどのくらい、交付金の枠内で出ているのか、外部組織からどのぐら

いの、例えばＪＩＣＡ等からがどのぐらい来ていて、もともとの研究所の中の予算でどう

なっているのか、その辺のお金の構成を教えてほしいです。 

【理事】  職員につきましては、基本的に内部の予算で賄っているということになりま

す。一部、専門研究員等にございましては、研究費、それも結局は中の予算で対応してい

るということでございます。 

【委員】  ですから、ＩＣＨＡＲＭの活動はすばらしい、すばらしいと私は日ごろから

書いていて評価しているんですけれども、ある部署だけがぐっと増えてしまうと、研究所

の内部のほかの予算を食ってしまっているということはあり得ませんか。あるいは、食っ

ても構わないのか、食い過ぎなのか、妥当な線なのか、そういう意味での質問です。 

【理事】  まず、全体のそれぞれの仕事のバランス等も含めて考えますと、基本的に、

それなりにバランスした形でお金は配分できていると考えます。ただ、その中でどのよう

な人員配置をするとか、組織をどうするかというのは、また別の話だとは思うんですけれ

ども、現時点では、非常に全体は苦しいところではございますが、組織としてのアンバラ
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ンスという点ではないのではないかと思っております。 

【委員】  そういう言い方でいいんですか。つまり、土木研究所としては、長期的に考

えると、こういう部分はもっと増やしたいとか、増やしたいけれども、予算の制約で、そ

こまでは増やせない。現有勢力の中でこれだけの成果を出しているというのか、大体この

ぐらいのスケール感で今後もいきますというか、もうちょっと増やしたいけれども、なか

なか予算は難しいよねというのか、その辺の本音ベースみたいな話を聞かせていただけれ

ば。 

【理事】  ありがとうございます。現状での予算、人員バランスをお話しさせていただ

いたところでございますけれども、新しいトピックスにトライしていくとか、それぞれ対

応しなければならないものが年度年度あるいは期間期間で変わってくると考えられますの

で、そういったところで、できる限り組織として、その中での現有勢力をうまく配分する

というのは使命だとは思うんですけれども、人員、予算をより確保できれば研究の技術継

承といいますか、そういったことも含めて、大変やりやすくなると認識はしております。

ありがとうございます。 

【部会長】  それは大事な問題だと思うんですけれども、土木研究所からこういう報告

書に書くというのはなかなか難しいと思うので、この委員会の意見ですよね。山田先生か

ら最初にあった年齢構成の問題とか、外国人の問題とか、ほんとうにいい業績を上げてお

られるから、そっちが大事なので、中で食い合い、取り合いをすることのないように、や

はり大事なことは大事なので、もっと人員、予算を与えられてしかるべきであるみたいな

感じの意見を我々が評価の段階で言えば、あまり役に立たないかもしれませんけれども、

そういうことをすべきかなと、議論を聞いていて思いました。 

 ですから、国交大臣が評価されるわけだから、評価の参考意見ですよね。そのときの参

考意見に、委員会でこういう意見がありましたとかということは、きちんと参考意見とし

て取りまとめさせていただければと思いますけれども、そういう扱いでいいですかね。 

【委員】  ぜひ、上のほうまで、大臣までいくのでしたら、国内的なプレゼンスがどう

のこうのという時代ではなくて、中国とかシンガポールとか香港とか韓国と比べて、例え

ば国際的活動という評価は土木研究所としてどうかという目で見ないと、そういう時代だ

と思っています。そういう意味でいうと、予算も人員も人員構成も、中国などの動きに比

べれば全く物足りないと我々は思っていますので、そこは大臣等まで直通で届けてあげて

ほしいですよね。 
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【部会長】  ありがとうございました。まだまだ議論していたいような気もするんです

けれども、審議という大事なものが残っておりますので、質問、ご意見についてはこれぐ

らいにさせていただきまして、各項目の審議に入りたいと思います。 

 法人の役職員等関係者は退室をお願いしたいと思います。すみません。 

（法人役職員退室） 

【部会長】  では、まず「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」の審議に入りたいと思います。研究成果の最大化は３項目からなってございまして、

最初が「安全・安心な社会の実現への貢献」ということでございます。お手元に取扱注意

と書かれている一覧表がありますけれども、それをごらんになりながら議論してまいりた

いと思います。 

 最初のやつは全員がＡでございますので、Ａでいいのではないかなと思いますが、よろ

しいですよね。 

 ２番目が「社会資本の戦略的な維持管理・更新への貢献」でございまして、山田委員が

Ａで、あとはＢでございます。どうしましょうか。 

【委員】  私は、多分みんなＢになるだろうと思ったので、だけれども、記録として残

さなければいけない部分で、Ａが１人ぐらいいたほうがいいという意味のＡですので、み

んなに従います。 

【部会長】  ありがとうございます。最初の五道審議官のごあいさつの中にもありまし

たけれども、安全・安心が目立ち過ぎてしまって、２番目と３番目も立派な研究成果を上

げられているんだけれども、ちょっと影が薄くなってしまったということもあるのかなと

思いますので、山田先生のご配慮はありがたいなと思います。 

 Ｂということでよろしいですか。 

【委員】  先ほど申し上げましたけれども、１７項目のプログラムに分けて、それぞれ

配置してやったら、こうならざるを得ないような気もするんですよね。これは、こういう

ふうにやらなければいけないと決まっていなくて、一つのやり方だと思うんですが、土木

研究所がこういうふうにしたいということでやってきたんですよね。 

【部会長】  はい、そうですね。 

【委員】  だけれども、例えば安全・安心は今までの主たる研究テーマだから、いいの

は当然だと思うんだけれども、維持管理にしても、サステナビリティーにしても、こうい

うことをやっているぞということを、もうちょっと違う視点で評価軸を変えれば、もうち
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ょっと評価できる項目もあると思うんですよ。でも、頭のほうで、このプログラムはここ

だからというふうにやるから、全部安全・安心にいってしまうんですよね。 

 例えば、先のほうへいってしまうけれども、持続可能のほうは環境系とか河川系が中心

になっているじゃないですか。だけれども、そういうところには、例えば建設材料だって、

もっといろいろあるだろうし、いろいろな面のサステナビリティーがあると思うんです。

だけれども、プログラム自体がそこに入っていないから、どうしようもないということに

なっているので、１から１７の切り口でないことを考えたほうがもうちょっといいのかな

という気がします。全体的なコメントですけれども。 

【部会長】  ということで、ご参考に、次の中期目標にかけてお考えいただくというこ

とかな。 

【技術審議官】  今のこの３つ柱の下の部分というのは、最初のに合っていれば、若干

入れかえはできるんですか。 

【事務局】  この３つの目標に…… 

【技術審議官】  そこは変えられないでしょう。 

【事務局】  ３つの目標は変えられないですね。 

【技術審議官】  そこは変えられないですけれども、研究の中身から見ると、どっちで

も読めるみたいなものが仮にあったときに、それをというのはできるんですか。 

【事務局】  すぐにはお答えできませんので、検討します。 

【技術審議官】  そこはご指摘のところを踏まえてですね。 

【委員】  入り口で完全に仕分けしてしまったら、もうそこにしかいかないから、内容

がもしサステナビリティーとか維持管理に関係していても、そこにいかなくて、安全・安

心にいってしまうということがあると思うんですよ。そういう気がします。例えば、最後

にＳＩＰが何件、何件といっても、全部のＳＩＰが大体上のほうに集中しているみたいな

感じになって、本来ＳＩＰというのは維持管理のところにいくべきなんだけれども、そこ

の件数が少ないとか、ちょっといびつな感じがしますよね。 

【部会長】  ということで、戦略的な維持管理についてはＢということでよろしゅうご

ざいますか。 

【委員】  ちょっとだけですけれども、コメントで、この議論もあったということで。 

 少なくとも、河川系の維持管理・更新というのは、実は国交省と一緒に土木学会で点検・

評価を出したんです。先ほどもコメントしましたけれども、国の場合はどのぐらいやって
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いるかというのがちゃんと出てくるんです。ところが、県管理の部分はほとんどデータが

出てこないんです。つまり、やっていないんですよ。何でやらなくなってしまったかとい

うと、昔はひものついたお金で、これをやりなさいと毎年３００億円ぐらいの金を全国の

県に配っていたんだけれども、ひものついた交付金は嫌だというので、一般の交付金の中

にぼんと入れられてしまったんです。そうすると、県の人たちはそんなことにまで、知事

なんかは全然そんなものに使いたくないんですよ。ほかのところに使ってしまうがゆえに、

何も進んでいないんですよね。 

 その現状の中で、特に最近の防災関係でいうと、中小河川の氾濫等が多いのに、そうい

うデータが出てこない現状というのがわかった上で、土木研究所は、ではどうしたら出て

こられるような仕組みづくり、技術もそうだし、仕組みづくりということを考えてもらわ

ないと。それは土木研究所だけでやれる話でもないですけれども、あらゆるところでそれ

を言わないと、中小河川で、少なくとも維持管理への技術的貢献はなかなか難しいと思い

ます。その中でよくやっておられると思ったから、私はＡと言っているので、この注釈つ

きというので。 

【部会長】  ありがとうございます。すみません。事務的に進めておりますけれども、

②につきましてもＢということにさせていただきたいと思います。 

 ③の「持続可能で活力ある社会の実現への貢献」ということにつきましても、分布を見

るとＢかなと思いますけれども、これも何かご意見ございますか。ないようでございます

ので、これもＢということにさせていただきたいと思います。 

 研究成果の最大化ということに関して、二羽先生と山田先生からご意見をいただいたも

のですから。柔軟なプロジェクトは、輪切りにする考え方と、①、②、③というのは追求

すべき価値で分けるわけですから、必ずしも一対一に対応するものではないので、その辺

の評価の考え方というか、研究成果の最大化をどう達成していくのかということについて、

やはり自己評価が主になっていくものですから、それは土研にちゃんと考えていただくこ

とかなということだと思うんですよね。そういうご意見を申し上げておきたいと思います。 

 では、次は業務のほうでございますけれども、「業務運営の効率化に関する事項」でござ

います。これも山田先生以外はＢですが、エビデンス、証拠のためにＡということですね。 

【委員】  そういうことです。 

【部会長】  わかりました。ということで、Ｂにさせていただきたいと思います。 

 「財務内容の改善に関する事項」についても、Ｂでよろしゅうございますよね。 



 -28- 

 最後が、「その他の業務運営に関する重要事項」ということでございまして、これもＢで

すと。 

 Ｂというと、あれですけれども、ちゃんと立派にやっておられるということがＢですの

で、そういうことだと思います。 

【委員】  土木研究所は、この夏、夕方、夜、何時からクーラーが切れますか。つまり、

まじめにやり過ぎているからＡなんですよ、私は。全く効率性なんか考えないで、所員が

くそ暑い中、クーラーを切ってやっているんですよ。こんなくだらないことを一生懸命や

り過ぎてしまっているんですよ。それで電気代が下がりましたとか、そういうレベルの生

真面目さがあり過ぎてしまって、ほんとうの効率性にはなっていないというところがあっ

て、あまりにもばかばかしい経費削減みたいなことが徹底的にやられてしまっていて、ど

うでもいいようなところで電気を切りましょうみたいな、旧帝国陸軍の何とかさんがやっ

たみたいなことがあるので、あまりそんなことをやっても仕方ないですよということをコ

メントにつけつつ、でも、立派にやっていますねという意味でＡなんですよ。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 そうしますと、皆様方に評定いただいたのは、取扱注意の赤字で書かれているとおりＡ、

Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂでございます。研究成果の最大化だから、やはりそっちのほうが大事

なので、これについては２倍の重みで考えましょうということにさせていただきました。

単純平均しますと、２倍だから、上の３つについてはＡが２個、Ｂが４個、下については

Ｂが３個でありますので、２対７でＢのほうがやはり多くなってしまいますので、部会の

総合評価はＢになってしまうのですが、何かありますか。 

【委員】  よくある、Ｂに矢印上向きとかね、そういうものをやれば。 

【部会長】  Ｂプラスとか。 

【委員】  何かそうしないと。 

【部会長】  そういうのは許されないので。 

【事務局】  評価としては、恐れ入りますが、その辺はコメントで補足いただくのがい

いかなと思います。 

【技術審議官】  実は、上の３つ、災害に関する研究の中身をどういうふうに評価する

のがほんとうに真っ当なのかというところをやはりもうちょっと議論するとかもなされま

したけれども、土研ともちょっと議論をさせていただければと思います。 

【委員】  今のところ、山田先生が委員長をされている外部評価委員会の評価結果に相
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当何かもう…… 

【部会長】  はい、整理されています。 

【委員】  そこが何かもっと点が出るようなですね。 

【部会長】  出るように。 

【委員】  項目を分けてでも、全体としてのほんとうの力の評価が出るような。採点し

ながら、専門家ではないから、はなから、この項目はすごいよと言ってＡといくわけにも

いかないし、困ったなと思いながら。 

【委員】  土木研究所のアピールの仕方にもよるのではないかと思うんですよね。結構、

地味なんだと思うんです。わりと抑制的にアピールしているので。私もほかの研究所の委

員もさせていただいているんですけれども、同じようなところで、研究のところはＡ、Ａ

とやってくるところと、土研の評価はいつも控え目で、品がいいといえば品がいいんです

けれども、一生懸命やったよと、もっとアピールしてもいいのではないかなと。抽象的な

言い方で申しわけないんですけれども、そんなところがあります。だから、外部評価委員

のほうにも訴えないというところもあるのかなと思います。 

 研究成果の最大化の３つの柱に関しては、ほんとうにいろいろやっていらっしゃるし、

私たちからすると、どれもＡをあげてもいいのではないかと思うんですけれども、ご本人

がＢとしか言ってこないと、ついつい。少なくともＡに近いＢという言い方でもしてもら

うと、それならＡをつけてあげようかなという感じになるんですけれども、ちょっとそこ

ら辺が。 

【部会長】  外部評価委員会でも自己評価は提出されるんですか。 

【委員】  出ますね。 

【部会長】  それがＢであるという感じなんですか。 

【委員】  そんな感じですね。 

【部会長】  元気を出して自信を持ってという。 

【技術審議官】  ほかのところなども見ながら、品よくやっているのかもしれませんの

で、その辺のところは適正な評価ができるようにですね。 

【部会長】  そうですね。 

【委員】  外部評価委員会は５つでしたよね。 

【事務局】  ５つです。 

【委員】  ５つですよね。この場以上に専門集団が評価していることなんですね。とい
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うことになると、我々はやはりそれにかなり影響を、私は影響を受けるということになり

ます。 

【技術審議官】  外部評価の仕方のところから、なかなか変わっていかないというご意

見でもあると思いますので、そこも含めて、土木研究所ともう一度議論したいと思います。 

【部会長】  よろしいですかね。それでは、今いただいたご意見をもとに、総合評定に

関して、この部会はＢであると。せざるを得ないと言ったほうが正確かもわかりませんけ

れども、そういうふうにさせていただきたいと思います。 

 それと、途中でいろいろご意見をいただきました。やはり研究成果の最大化というとき

の追求すべき価値の軸と１７のプロジェクトの軸が必ずしも評価に反映されていない可能

性があるので、その辺について反映してほしいとか、もうちょっと環境を整えるという意

味で、人材とか予算を充実、拡充すべきであるというご意見も出ましたし、奏功をもうち

ょっとちゃんとアピールするべく自信を持って、もうちょっとよく考えてよねということ

もございました。そういうことについては事務局と相談させていただいて、原案をつくら

せていただいて、またお諮りして、最終的に国交大臣へ具申する、意見になるわけですけ

れども、それの取りまとめという形にさせていただければと思います。 

 そんなことかなと思いますが、何か言っておきたいことがあればということで、お願い

します。 

【委員】  コメントですけれども、総じて、するべきことをきちんとされていて、それ

に加えて、さまざまな災害対応であるとか、新しい技術に取り組まれているので、まず標

準的ないいものがあって、それに加えてＡになるものが出てきているので、そのあたり、

もう少し評価の仕方をうまく工夫されると、当然、少なくともⅠのここに関してはＡだと

は思います。 

 それと、私、個人的なコメントで、さまざまな評価軸といいますか、さまざまな定量的

な評価のための項目を挙げられているんですけれども、１つ、論文の数とか査読論文がど

うこうというのは、あまりにもそれにとらわれ過ぎますと、本来の土木研究所のやるべき

研究とはちょっとずれてくるというか、あまりにもそれにこだわってしまうと、本来の業

務よりも論文のための研究になってくるところがあります。一つの評価としてはあるんで

すけれども、あまりそれにこだわり過ぎると、その数だけで評価してしまうと、ちょっと

ゆがむかなという気がします。コメントです。 

【部会長】  ありがとうございます。まさに、おっしゃるとおりで、そういうふうにし
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ましょうよねということで、昔は外形的な数値目標がほとんどだったんですけれども、外

部評価委員会のご判断を尊重しましょうと。外形的なものよりは実際のいろいろなことを

考えた評価にしようということで、随分変わったんですけれども、今日議論いただきまし

たように、まだまだ変わり方が十分ではないということもありまして、その辺、アピール

が下手だったのではないかなというご意見をいただいたんだと思っております。その趣旨

をさらに生かして、自己評価とか、それを研究に反映していただくということも含めて、

意見の中に組み込んでまいりたいと思います。ありがとうございました。 

 この評価について、そういうことにさせていただきますので、よろしゅうございますよ

ね。先ほども申しましたように、いただいたご意見をもとに、事務局で整理して、後日、

委員の皆様に確認していただきたいと思います。本日いただいたご意見以外にもご意見が

ございましたら、後日ですけれども…… 

【事務局】  ７月２１日、金曜日までに。 

【部会長】  だそうです。７月２１日の金曜日までに、言っておきたい、あるいは励ま

したいということがございましたら、お寄せいただければ、その中に盛り込ませていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 これで本日の議事は終了いたしました。今日もほんとうに実質的な、いい議論、いい評

価をしていただきまして、ありがとうございました。お礼を申し上げまして、私の進行は

これぐらいにさせていただきます。あと、よろしくお願いいたします。 

【事務局】  ありがとうございました。 

 部会長、以前、こういう場で、こうやって終わった後に、部会長から土木研究所をまた

呼び込んで、何か言いたいことがあれば言っていただくとか、そういう場面もあったらし

いですが、今日はどういたしましょう。 

【部会長】  どうしましょうか。せっかくですから、直にやったほうがいいよね。 

【委員】  そのほうが伝わると思います。 

【部会長】  伝わりますものね。では、呼び込んでいただけますでしょうかね。 

（法人役職員入室） 

【部会長】  待機していただきまして、ありがとうございました。 

 審議が終わりましたので、委員の皆様の意見を直接にお伝えすべきだろうということに

なりまして、来ていただきました。 

 私がまず申し上げます。多分不足するであろうと思いますので、委員の方々からもご意
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見を賜れるのではないかなと思っております。 

 まず、評定でございますけれども、結論的に申し上げますと、土木研究所の自己評価の

とおりになりました。 

 そこで、いろいろ議論がございまして、安全・安心というところだけがＡでございます。

ところが、戦略的な維持管理・更新とか持続可能な社会の実現への貢献ということに関し

ても、非常にいい研究をされているし、それの研究成果の社会への貢献といいますか、研

究成果の最大化についても、ほんとうによく努力されておりますし、着実な成果を上げら

れている。でも、１７のプロジェクトの組み方が、追求すべき３つの価値の間に若干うま

い組み合わせがされていなくて、どうもプロジェクトの組み方に引きずられて、いいとい

いますか、人の目を引くような安全・安心のところに集中して、ここだけがＡで、いかに

も２番と３番も惜しいことをやっておられるのに、それが目立たない、惜しいよねという

ことでございまして、その辺の表現のあり方についても、自己評価が最初の出発点でござ

いますので、工夫をしていただくといいのかなということになりました。 

 それと、在席されておられる間に議論になりましたけれども、やはり非常にいい成果を

上げておられるので、これをさらに拡充するということも必要なので、そのことについて

は、国交大臣へ当部会から申し上げる意見書の中に、人員、予算の拡充が必要であるとか、

望まれるみたいな意見も併記させていただこうということになりました。 

 それと、評価の方法にまた戻るのでありますけれども、外形的、定量的評価よりは、実

質的な、ほんとうの意味での最大化ということを、なかなか難しいことではありますけれ

ども、さらに知恵を絞っていただいて、いい自己評価を実現していただくとありがたいな

という議論でございました。 

 不足していると思いますけれども、追加をすることがありましたら、委員の皆さんから

お願いしたいと思います。 

【委員】  今、石田先生が言われたとおりですけれども、プロジェクトで切り分けるの

ではなくて、例えば個々の研究課題ごとに、安全・安心か、維持管理か、サステナビリテ

ィーかということで分ければ、２番目、３番目のところについても、それなりの成果があ

るということがもうちょっと出てくるように思いました。ですから、そういうふうにして

研究の最大化がちゃんと図れているということをもう少しアピールしていただいたほうが

よいのではないかという意見です。 

【部会長】  よろしゅうございますかね。ということでございますので、参考にしてい
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ただければと思います。どうもご苦労さまでございました。 

【事務局】  長時間のご議論ありがとうございました。 

 ３点ほど簡単に連絡事項がございます。 

 まず、１点目でございますが、本日の審議の取りまとめにつきましては、本日ご議論い

ただいた内容や事前評価でいただいた意見を踏まえて、事務局で案を作成して、石田部会

長と調整した後、委員の皆様にお示しして、ご確認いただきます。平成２８年度評価につ

きましては、この確認をもって部会の意見として取りまとめます。ご意見につきましては、

大臣が決定する評価書の参考とさせていただき、公表されますので、ご了承いただきたい

と思います。 

 ２点目でございますが、本日の議事録につきましては、事務局で案を作成して、各委員

に確認後、発言者の名前を伏せて公表いたします。 

 最後、３点目でございます。配付資料につきましては、郵送いたしますので、机の上に

置いたままでお帰りいただければと思います。資料につきましては、取り扱い注意でお願

いいたします。 

 以上でございます。 

 それでは、これで第４回国土交通省国立研究開発法人審議会土木研究所部会を閉会いた

します。 

 本日は、長時間のご議論どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


