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国土交通省国立研究開発法人審議会 

建築研究所部会（第４回） 

平成２９年７月１１日 

 

 

【事務局】  お待たせしました。それでは、時間になりましたので、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建築研究所部会を始めさせていただきます。座って

進めさせていただきます。 

 委員の皆様には、お忙しいところ、また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。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、部会長につきましてご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、部会長は引き続き安藤委員にお願いしたいと思います。安藤部会長、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、議事次第のＡ４の４枚

つづりの４枚目が座席名簿、３枚目委員名簿となっておりますが、まず、改めまして、安

藤部会長でございます。 

【安藤部会長】  安藤でございます。よろしくお願いします。 

【事務局】  続きまして、伊香賀委員でございます。 

【伊香賀委員】  伊香賀です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  井上委員でございます。 

【井上委員】  井上です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  塩原委員でございます。 

【塩原委員】  塩原でございます。どうぞ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】  行正委員でございます。 

【行正委員】  行正です。よろしくお願いします。 

【事務局】  大久保委員、中井委員におかれましては、本日、ご都合により欠席されて

おります。 
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 以上、委員８名のうち、現時点で６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

すことをご報告いたします。国土交通省及び建築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、先ほどの４枚目になりますが、それをもって紹介にかえさせて

いただきます。なお、技術審議官の五道は、別会議の関係で、遅れて出席となる予定でご

ざいますので、ご了承ください。 

 資料の確認をいたします。配付資料一覧、議事次第の次のページでございますが、その

一覧に記載しております。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

務局へお申しつけください。 

 会議の開催に当たり、石原技術調査課長からご挨拶をお願いします。 

【技術調査課長】  今、安田からありましたように、五道技術審議官はちょっと遅れま

すので、代わりに私からご挨拶をさせていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、本日、ご多忙中のところ、ご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。また昨年度は、研究所の第３期中長期目標期間における業務実績

評価等についてご議論いただき、ありがとうございました。 

 第４期中長期目標の策定におきましては、研究開発成果の最大化を第一とし、研究開発

に関する事項として、安全・安心と持続可能の２つの柱及び研修に関する事項を示しまし

た。平成２８年度から、この新たな中長期目標のもと、研究所は業務を行っているところ

でございます。 

 また、昨年４月に発生しました熊本地震への対応では、計４４名の職員を派遣し、建築

物の被災状況の調査・分析を行いました。また、新潟県糸魚川市の大規模火災などについ

ても、発災後被害状況確認を行うなど、迅速な災害対応にも積極的に行っているところで

ございます。 

 また、第５期科学技術基本計画の中で取り上げられている自然災害への対応に関する取

り組みとして、建築基準法の構造基準の改定案検討の技術的根拠として、建築研究所の研

究成果が活用されております。 

 国土交通省としましては、研究所において着実に研究が推進され、社会的価値を創出す

るとともに、災害時等において機動的に対外的な貢献をしていくことが重要と考えており

ます。 

 既に委員の皆様には、部会の開催に先立ちまして事前に評価を行っていただくなど、大
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変ご尽力をいただいております。改めて御礼申し上げます。本日の忌憚のない活発なご審

議をお願いして、冒頭の挨拶をさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは、安藤部会長から一言ご挨拶をいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

【安藤部会長】  安藤でございます。本日、非常に暑い中、本部会のためにご出席くだ

さった委員の方々、それから、このために多大な準備をされました事務局、研究所の方々

に、まず御礼申し上げたいと思います。限られた時間ではありますけれども、新しい中長

期計画の初年度の評価ということになりますし、この間、研究開発の枠組みも少し変わっ

ておりますし、評価のやり方も変わっておりますので、慎重に審議をいたしたいと思って

おります。どうぞよろしくお願いします。 

【事務局】  ありがとうございました。 

 それでは、マスコミの方はいらっしゃらないですね。わかりました。 

 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、これからの進行は安藤部会長にお願いしたいと思います。それでは、安藤部

会長、よろしくお願いいたします。 

【部会長】  それでは、早速、議事を進めさせていただきます。 

 本日の議事は、議事次第にありますように、平成２８年度業務実績評価についての１件

でございます。まず、業務実績及び自己評価については資料２によってご説明いただきま

して、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当たりましては、法人の役職員の方々にご退席

いただき、合議で取りまとめさせていただきます。 

 また、既に委員の皆様から事前に意見をお送りいただいております。その意見を集計し

た「机上配付資料」と右側に記載しております資料をごらんいただきながら進めさせてい

ただきたいと思います。皆様のお手元にありましたでしょうか。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

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

関しまして、まず建築研究所からの実績及び自己評価の説明を行っていただいて、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いて、評価に関

する意見について審議して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
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につきましては、各個別項目ごとに、平成２８年の業務実績評価について審議していただ

いて、最後に総合評定を行っていただきます。 

 それでは、法人からのご説明をお願いいたします。 

【理事長】  最初に概要説明ということで、今年４月に建築研究所理事長を拝命しまし

た緑川です。研究所には１２年ぶりに戻ることになりました。どうぞよろしくお願いいた

します。座って概要を説明させていただきます。 

 建築研究所は、ご存じのように、住宅・建築・都市に関する技術の向上を実現し、もっ

て住宅・建築・都市の健全な発展と秩序ある整備に資するということを目的に設立されて

おります。この目的を達成するために、主として住宅・建築・都市にかかわる研究開発、

そして国際地震工学に関する研修を行っております。それに加えて、国内の諸機関に対す

る技術の指導、それから成果の普及などを行い、さらに国際的な技術協力なども行ってき

ております。平成２７年４月、２年ちょっと前ですが、には国立研究開発法人になり、科

学技術の向上を通して国民経済の健全な発展に寄与し、公益に資するために研究開発の成

果を最大限に確保するということを目指してやっております。 

 当研究所は総勢八十数名からなっておりまして、研究部門は６つのグループに分かれて

おります。その各研究グループは、研究員をフラットな配置としまして、少人数ながら、

効率的かつ機動的な研究開発ができるようにというふうにしております。 

 予算ですが、その予算の執行や配分に関しては、限りある予算を有効に活用するという

ことのために、理事長以下、直接審査を行ったりしまして、適正な業務運営、それから内

部統制を図っているところであります。 

 また、研究予算の適切な執行に向けて、コンプライアンス規程とか不正防止にかかわる

規程等を整備しまして、職員向けの研修等を行い、コンプライアンス意識の向上・維持に

努めております。 

 冒頭に部会長からもお話ありましたけれども、平成２８年度から第４期中長期目標期間

となりまして、社会的要請の高い課題に的確に対応するように、複数の研究開発課題を組

み合わせた２つの研究開発プログラムを作成しまして、課題解決に向けて計画的に取り組

んでいるところであります。 

 また研修につきましては、国際協力機構、ＪＩＣＡと連携して、国際地震工学研修に取

り組むとともに、関連する研究開発の成果を研修カリキュラムに反映するなどして効果的

な運営を図っております。 
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 さて、本日の国立研究開発法人審議会建築研究所部会におきましては、平成２８年度の

業務の実績につきましてご審議をお願いしたいというところでございます。簡単に平成２

８年度を振り返ってみますと、４月の熊本地震、それから１２月の糸魚川市の大規模火災、

それから今年に入ってから倉庫の火災とか、いくつかの大規模災害がありましたが、建築

研究所としても、このような災害に際して、職員を現地に派遣して被害状況の調査を実施

するなどしております。このように国の要請等に対応して、そういう被害調査を実施して

いるところでございます。 

 一方、おかげさまで建築研究所は創立７０周年を迎えることができました。昨年、７０

周年ということで、新宿百人町から筑波研究学園都市に移転して４０年近くが経ちまして、

つくばでの歴史のほうが長くなったという状況でございます。建築研究所で私が働き始め

たころは移転したばかりで、研究施設が最新のものであったわけですが、今では実験施設

等が老朽化しておりまして、その対策をいかに図っていくかということが研究所としての

役割を果たす上で重要な課題であると認識しております。 

 それでは、平成２８年度の業務実績と自己評価の結果について、理事の澤地から詳細を

ご説明いたします。よろしくお願いいたします。 

【理事】  澤地でございます。資料２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２の３ページをご覧いただきたいと思います。この３ページは評定の総括表という

ことになっております。研究開発プログラムという枠組みを平成２８年度から運用したこ

とによりまして、研究開発等に関する事項を１本の項目として評価をいたしまして、全部

で５項目の評価としております。 

 平成２８年度の建築研究所としての項目別の自己評価がこの紙に書かれておりますけれ

ども、最初の１番目、研究開発等に関する事項についてはＡ、２番目、研修に関する事項

についてはＡ、３番目、右側に行きまして、業務運営の効率化に関する事項についてはＢ、

その下の４番目、財務内容の改善に関する事項についてはＢ、最後に５番目、その他の業

務運営に関する事項についてはＢの自己評価とさせていただいております。それぞれにつ

いて、これから説明をさせていただきたいと思います。 

 ４ページをご覧ください。４ページですけれども、これは、まず１番目の研究開発等に

関する事項ということになります。この項目の重要度は「高」というように中期目標で定

められております。研究開発等に関します指標といたしましては、目標値の定められまし
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た評価指標と、目標値は定められていませんけれども、研究所の活動のパフォーマンスを

示しますモニタリング指標が中長期目標で与えられております。後ほどご説明をいたしま

すが、目標値の定められた評価指標については、平成２８年度について、目標値を全てク

リアしております。 

 次に、５ページをご覧ください。５ページ以降は字が少し多くなっておりますけれども、

列が左側から１列、２列、３列、４列、５列、６列、で、右側に評価をご記入いただくで

あろう大きな欄がございますけれども、左から４つの列に関しましては、中長期目標、中

長期計画、年度計画、あるいはそこで定められた評価軸、指標ということで、これは既に

与えられたものでございまして、今日説明をさせていただきますのは５列目と６列目、す

なわち主な業務実績等と、それから自己評価について説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 それでは、５ページの説明をさせていただきます。まず「研究開発等に関する事項」に

ついての説明でございますけれども、まず「国の研究開発評価に関する大綱的指針」を適

用いたしまして、研究開発成果の最大化に向けまして、安全・安心プログラム、それから

持続可能プログラム、この２つの研究開発プログラムを策定いたしまして、それぞれにプ

ログラムディレクターを配置し、研究開発プログラム内の研究開発課題を有機的に関連づ

けました。共同研究や外部資金導入等による効果的なアウトプットの実現を図るとともに、

技術の指導や成果の普及にかかわる社会的貢献の実現可能性を専門的に判断・評価する体

制を構築いたしました。そして、この２つの研究開発プログラムをプログラムディレクタ

ーのトップマネジメントで推進いたしまして、年度末に、社会のニーズ、アウトプットや

アウトカムの観点を重視した研究評価を着実に実施させていただきました。２つの研究開

発プログラムの中で合計４９の個別研究開発課題について着実に研究開発を推進できたと

考えております。 

 巨大地震等の自然災害や火災等に対して国民の安全・安心等を確保できる強靭な住宅建

築都市の実現や、建築分野における省ＣＯ２への貢献、人口減少、少子高齢化に伴う住宅・

建築都市の諸問題の解決に向けた研究開発課題などを設定いたしました。 

 また、建築基準法、その他の建築・住宅関連法令にかかわる、他の機関では取り組みに

くい重要な研究に取り組んできておりまして、その成果が今後の防災・減災対策の充実や

省エネルギー化の促進、木材利用推進などに貢献するものと考えられます。 

 次に６ページをご覧ください。６ページの上段について、まずご説明いたしたいと思い
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ます。 

 平成２８年度は災害の多い年でしたが、４月に発生いたしました熊本地震に対して、４

月から８月にかけまして合計１４回にわたって、延べ４４名の研究者を派遣しまして、建

築物の被害状況の調査及び被害の分析を行いました。これらの調査分析結果は、建築研究

所の出版物であります建築研究資料として取りまとめまして、インターネットを通じて公

開したほか、国総研と一緒に報告会を開催いたしました。これらの調査から見出された課

題は、既存の、既に走っております研究開発課題の拡充により対応をしております。 

 また、１０月に発生しました鳥取県中部地震、１２月に発生しました新潟県糸魚川市の

大規模火災、２月に発生しました埼玉県三芳町の倉庫火災についても、発災後迅速に現地

調査を行いまして、同様に、得られました知見は実施中の研究開発課題に反映をさせまし

た。 

 このように、災害の発生は安全・安心にかかわります我が国の課題を浮き彫りにいたし

まして、同時に社会的なニーズや国民の皆さんの関心の所在を明確にしておりますけれど

も、建築研究所は災害調査から得られました事実に基づいて実施中の研究開発課題の内容

を調整することによって、効果的に課題解決に向かうべき工夫をしてきております。 

 次に、この６ページの下半分について説明をいたします。 

 共同研究等、他機関との連携・協力についての主な業務実績と、その評価についてのご

説明になります。外部の研究機関との共同研究は４０件実施いたしました。このうち１２

件は国土交通省の建築基準整備促進事業の補助金を受けた民間事業者との共同研究でした。

共同研究参加者数ですけれども、１１８者ということで、評価指標の目標値１００者をク

リアしております。 

 このように、研究開発の効果的・効率的な推進のため、建築基準の整備促進等の重要な

課題に対応するべく、各機関の役割を果たしつつ効率的に進めていくための連携・協力の

取組は、適当かつ妥当な水準で行うことができたのではないかと評価させていただいてお

ります。 

 次に、７ページをご覧ください。まず７ページの上半分について説明をさせていただき

たいと思います。ここは競争的資金の獲得についての業務実績と評価についての部分にな

ります。 

 理事長等で構成します所内の競争的資金審査会を７回開催いたしまして、合計１２件の

申請課題について、申請内容の事前ヒアリングを行い、競争的研究資金の組織的かつ戦略
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的ともいえる獲得に努めてまいりました。その結果、４１課題、約１億４,０００万円を獲

得いたしました。このうち科学研究費補助金につきましては３１課題で５,５２６万円とな

っております。このように、競争的資金の審査会等によりまして、組織的かつ戦略的な獲

得に努めまして、研究所のミッションに合致した外部資金を獲得してきております。 

 次に、このページの下半分について説明いたします。国際連携についての業務実績と評

価についてでございます。 

 ２６件の研究協力協定を締結いたしまして、国際会議の役職員派遣は２５名、海外から

の研究者、研究生は２４名受け入れまして、国際会議については３件開催をしております。

ＩＳＯの国内委員会については１０件、同じく国際委員会については１件に役職員を派遣

しております。また、アジア等からの１２件５５名の視察を受け入れております。ＵＮＥ

ＳＣＯプロジェクトのＣＯＥとして、２回のウエブミーティングを建築研究所として開催

しております。また、ＪＩＣＡの要請に基づきまして、３件の技術協力案件について、職

員を海外に派遣いたしました。 

 このように、海外の大学・研究機関との連携・協力の取組を適切かつ十分に行っている

と言うことができると考えておりまして、国際標準に対する貢献を実施し、職員海外派遣

など、国際協力活動を適切に行うことができたのではないかと考えております。 

 次に、８ページをご覧ください。８ページでは、「技術の指導」についての主たる業務実

績と評価についてご説明をいたしたいと思います。 

 政策の企画立案や技術基準策定に対する技術的支援としての指導は、合わせて３０４件

行いました。内訳は、国、地方公共団体等からの依頼による審査会、委員会、講演会等へ

の派遣が２８８件と大半を占めておりますけれども、書籍の編集・監修が加えて１１件、

ＪＩＣＡを通じました技術協力、これは専門家派遣が５件、国の評価事業も２件行ってお

ります。平成２８年度に策定されました技術基準で建築研究所が関与したものは２３件ご

ざいました。 

 平成２８年度におきましては、特に熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員

会をはじめ、木造建築物の中高層化、ＣＬＴ等に関する国土交通省等の委員会に委員とし

て参画をいたしました。これらの結果、国の告示や技術的助言に研究開発成果が反映され、

研究開発成果の社会への展開が図られたと言えると考えております。技術指導件数は、目

標値２４０に対して１.２６倍になっておりまして、このほかにも本省等の会議への参画等

による行政協力も相当数実施していることから、研究開発成果の最大化は十分に図られて
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いると評価をさせていただいております。 

 次に、９ページをご覧ください。９ページの上半分について、まず説明をさせていただ

きたいと思います。この部分は「成果の普及」についての業務実績と評価についてのご説

明になります。 

 まず建築研究資料を１１件出版、公表して、これらは建築行政実務等に活用されており、

顕著な成果の創出と言うことができるのではないかと考えております。国際会議を含め、

発表会等の開催数は１６回となり、目標値１０回をクリアしております。査読付論文６７

報をはじめ、４７５報の論文等を発表しており、査読付論文の目標数６０報をクリアして

おります。社会に向けてわかりやすく説明し、社会から理解を得ていく取組として、研究

所の施設一般公開を６回実施いたしまして、これは年間２回という目標値をクリアしてお

ります。この中で、特にＣＬＴの実験棟に関しましては、延べ２,７１７人の方に訪れてい

ただきまして、成果の普及に大きく貢献したと考えております。 

 そのほか、ホームページへのアクセス数ですが、約８４５万件、広報紙「えぴすとら」

を年４回発行することができました。加えて創立７０周年記念誌作成と記念講演会を開催

させていただくことができました。また、建築物省エネルギー法の施行に対応しました特

設ページに計算支援プログラムなどを掲載・更新した結果、この特設ページには約１８５

万件のアクセスがありまして、省エネルギー・低炭素化に向けた成果の普及に取り組んだ

ということは顕著な成果ではないかなと考えております。 

 次に、この９ページの下半分について説明をさせていただきたいと思います。 

 以上説明をさせていただいた研究の中心部分でございますけれども、全ての活動を包含

した２つの研究開発プログラムについて、年度末に外部の研究評価委員会で評価をいただ

きました。社会のニーズに合っているかどうか、適切な時期、形でアウトプットが出てい

るか、社会的価値の創出に貢献できているか、連携・協力の取組はどうか、技術的支援は

十分か、成果の普及はどうなっているか、こういう評価項目に対して、外部の有識者、学

識経験者の方々に評価をいただきました結果は、２つの研究開発プログラムいずれも全評

価・各項目についてａの評価をいただき、総合評価については、２つの研究開発プログラ

ムいずれも最高のＡ評価をいただきました。これらの実績を踏まえまして、「研究開発等に

関する事項」に関しては、自己評価をＡ評価とさせていただいております。 

 次に、１１ページをご覧ください。研修に関する指標といたしましては、目標を定めら

れた評価指標と、目標値のない、しかしながら研究所の活動のパフォーマンスを示すモニ
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タリング指標で示されております。後ほどご説明いたしますが、評価指標については、Ｊ

ＩＣＡによる研修修了者に対するアンケートにおける研修の有用性に関する評価の平均点

を採用しておりまして、目標値をクリアしております。モニタリング指標につきましては、

これは研修修了者の数でございますけれども、昨年度より５名増加いたしまして５５名と

なっております。 

 次に、１２ページをご覧ください。国際地震工学研修についての主な業務実績と自己評

価についてご説明をいたします。研修の実施状況ですが、５５名の研修生を受け入れまし

た。通年研修では１１か国から２１名の研修生を受け入れ、全員に修士号学位が授与され

ました。グローバル地震観測研修では１４か国から１８名の研修生を受け入れ、中南米地

震研修では、これは全てスペイン語による講義が行われましたけれども、８か国から１６

名の研修生を受け入れました。合計で５５名ということになります。ＪＩＣＡによるアン

ケート調査の平均点は９１点でありまして、目標値８０点をクリアして、研修が適切に実

施されたと言うことができると考えております。 

 研修の内容の充実や研修の広報・普及と研修効果の充実のために、研修カリキュラムに

地震工学の個別研究開発課題により得られました最新の知見を反映させました。またイン

ターネットを通じて、国内外で発生した大地震に関するスペシャルページの公開、英文講

義ノートや講義ビデオの公開、Ｅラーニングシステムの公開の充実などを行いました。ま

た、来日しました研修生に対して、東日本大震災や熊本地震で得られた最新の知見を講義

で説明し、さらに東北の現地視察を組み入れ、そこにおいて、津波専門家による津波被害

の説明や震災復興の過程を学ぶ機会を提供いたしました。 

 これまれの研修修了者は１００か国・地域から延べ１,７６９名になっておりまして、政

府関係者や研究者などとして活躍をしてくれております。研修修了生とは良好なネットワ

ークを構築しまして、海外で災害が起こったときの迅速な情報収集や共同研究、建研が国

際協力する際の現地におけるサポート役などとして貢献をいただきまして、今後も世界に

広がる人的なリソースを有効に活用すべきであると考えております。 

 平成２８年度より、研修でも新たな研修成果と研修効果の充実を図る取組について、研

究所としての自己評価を実施し、外部学識経験者で構成された研修評価委員会による外部

評価も実施をいたしました。評価の指摘点等は次回以降の研修に反映できるように、ＰＤ

ＣＡサイクルの確立を図りました。外部評価の結果はＡ評価をいただいております。 

 これらの実績等を踏まえまして、「研修に関する事項」に関しまして、研究所の自己評価
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としましてはＡ評価とさせていただきました。 

 次に、めくっていただきまして、１４ページをご覧ください。業務運営の効率化に関す

る指標としましては、一般管理費、業務経費のうち運営効率化に係る額の削減率が、前年

度予算額に対して、おのおの３％及び１％を達成しておりまして、目標値をクリアしてお

ります。 

 次に、１５ページをご覧いただきたいと思います。業務運営の効率化についての主な業

務実績と自己評価について説明をさせていただきたいと思います。建築研究所では、研究

者をフラットに配置する組織形態としております。また研究支援部門では、可能な限り職

員を外部の研修会等に参加をさせまして、研究支援の質の運営の効率化の向上を図りまし

た。研究評価については、研究開発等の項で説明をさせていただきましたとおり、着実に

実施したことによりまして、研究開発のＰＤＣＡサイクルが行われたというように考えて

おります。 

 次に、１６ページをご覧ください。「業務運営の効率化」の取組といたしまして、アウト

ソーシングの推進等に取り組み、一般管理費及び業務経費の削減目標を達成できたところ

でございます。契約審査会や契約監視委員会により、契約における競争性と透明性を確保

するなど、契約の適正化を推進いたしました。内部統制の充実・強化といたしまして、会

議等での組織のミッションの徹底、情報の共有、研究費の適正な使用、コンプライアンス、

実験等々を含めまして職場巡視、これを適切に取り組みました。また、所内のイントラネ

ットの活用など、業務の電子化に取り組みました。 

 これらの実績を踏まえまして、「業務運営の効率化に関する事項」に関して、自己評価を

Ｂ評価とさせていただきました。 

 次に、めくっていただいて、１８ページをご覧いただきたいと思います。これは４番目

の「財務内容の改善に関する事項」というものに関する説明になります。業務実績と自己

評価について簡単に説明をさせていただきたいと思います。予算を計画的かつ効率的に執

行しまして、運営費交付金の執行率は９８.２％でございました。収支計画及び資金計画も

計画のとおり実行いたしました。予算、収支、資金については、それぞれの計画に基づき

適正に実施したと考えております。 

 これらの実績等を踏まえまして、業務運営の効率化に関する事項に関しまして、自己評

価をＢ評価とさせていただきました。 

 次に、２０ページをご覧いただきたいと思います。これは、５番目の「その他の業務運
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営に関する事項」に関する評定調書でございます。簡単に説明をさせていただきたいと思

います。「その他の業務運営に関する事項」について、主な業務実績と自己評価についてで

すが、施設に関する事項について、実験施設等の外部機関への貸出しは、平成２８年度は

１６件ということで、収入は約３１８万円ということでした。施設整備計画に基づきまし

て計画的な設備更新などを行いまして、限られた予算の範囲の中で、できる限りの維持管

理を行いました。 

 次に、２１ページをご覧ください。２１ページですが、ここでは「人事に関する事項」

について、実績と評価を書かせていただいております。国立研究開発法人としての役割を

全うできるように、若手研究者を任期付職員として採用しております。研究職５３名のう

ち博士号取得者は４２名で、全体の７９％という状態にあります。人件費の削減につきま

しては、平成１７年度の予算額に対しまして、平成２８年度執行額は１１.７％の削減とな

っております。人材の獲得・育成、給与水準、人件費等について、適切に対処しておりま

す。 

 次に、めくっていただきまして、２２ページをご覧ください。「その他中長期目標を達成

するために必要な事項」についてですけれども、まず「内部統制」については、毎週、幹

部会議を開催するなどによりまして、理事長のリーダーシップのもとでガバナンスを適正

に行いました。「リスク管理体制」については、リスク管理規程に基づきましてリスク管理

委員会を開催し、リスク対応計画の策定等を実施し、適切に対応できたと考えております。

「コンプライアンス」については、研修等により、研究不正等の防止が図られております。

「情報公開、個人情報保護、情報セキュリティ」について、関係規程等に基づきまして適

切に対処いたしました。情報セキュリティに関するインシデントが発生しましたけれども、

対応策を検討しまして、再発の防止策となるシステム構築を進めているところでございま

す。 

 以上、これらの実績等を踏まえて、「その他の業務運営に関する事項」に関して、自己評

価をＢ評価とさせていただきました。 

 以上で説明を終わらせていただきたいと思います。 

【部会長】  ご説明、どうもありがとうございました。 

 それでは、これから、ただいまのご説明に対する、あるいはその自己評価に対するご質

問、ご意見等をお願いしたいと思います。審議する際には、法人の役職員に退室いただく

ことになりますので、ご質問はできるだけこの場でしていただくようにお願いいたします。 
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【監事】  申しわけありません。監事から一言お話をさせてください。 

 簡潔に４点申し上げます。平成２８年度監事監査等を行いましたけれども、１点目、建

築研究所の業務が法令等に従って適正に実施されていると認められます。２点目、現在の

中長期目標の着実な達成に向けて、効果的・効率的に実施されていると認められます。３

点目、内部統制については、現在、その充実・強化が行われていると認められます。４点

目、財務諸表等について、独立行政法人会計基準等に基づいて適正なものと認められます。

参考資料１－３に詳細がございますので、ご参照いただければと思います。 

 監事といたしましては、今後も監査を通じて研究所の業務が適正に行われるよう努めて

まいる所存でございます。申しわけありません、一言申し上げさせていただきました。 

【部会長】  どうも失礼いたしました。ただいまの監事の意見ということも含めて、ご

質問、ご意見等をお願いいたしたいと思います。 

 先ほど言いかけましたように、法人の役職員には、この後、ご退室いただくことになっ

ておりますので、この際、ぜひ聞いておきたいことがございましたらお願いいたします。

１６時１０分までということで、２０分ちょっと時間がございます。５つの項目がござい

ましたけれども、順不同で、お気づきの点があればお尋ねいただきたいと思います。いか

がでしょうか。 

 すみません、じゃあ、私、皮切りに１つ伺わせていただきますけれども、この報告書で

申しますと、１４ページに予算というのが表になって出ておりますように、２つの研究開

発プログラムに対して予算が組まれておりますね。これに対して、突発的な災害に対応し

て研究調査を実施されている、これはほとんど各年度においてそういうことが起こってい

るわけですけれども、これには予算あるいは人員はどういうふうに対処しておられるんで

しょうか、お教えいただければと思います。 

【理事】  単年度の運営費交付金の執行率は、先ほどご説明しましたように９８％を超

えておりまして、年度途中で緊急的な追加予算を想定して運営するまでの資金的な余裕は、

残念ながら、ないというのが現状でございます。人的な補充に関しては、例えば災害対応

については国土技術政策総合研究所と連携をすることによって、お互いに分担し合って合

同で調査研究を行っておりますけれども、そういうようにする対応が一応可能でございま

すけれども、新しいニーズが年度途中で勃発するようなことがある場合には、既存の研究

開発課題から人的なリソースであるとか研究費を少し削ってきて、どうしてもやらなけれ

ばいけない研究に対応せざるを得ないというように考えております。 
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【部会長】  毎年度の予算額の削減目標というのが一方であって、予備費が立てられな

いということは、私ども外部から見ますと、大変ご苦労なさっているんじゃないかという

気がいたします。何らかの改善策というのがもしあるならば、ぜひお考えいただきたいと

いうふうに思います。 

 もう一つ、ついでに聞かせていただきますけれども、社会のニーズに適合した研究がな

されているかどうかということについては研究評価委員会が評価するということになって

いるようですけれども、中長期計画で２つの研究開発プログラムの枠組みが立てられてい

るということ、これに対する意見はどの段階で言えるのかというようなこと、あるいは、

フレキシブルな運営をするために２つの研究開発プログラムという大枠を設けているのだ

ろうと思いますけれども、例えばこれを年度計画に反映させていく、あるいは、具体的な

研究課題に展開あるいは修正、追加、見直していく、こういうことがあると思うんですけ

れども、それはどういう手続によって行われるんでしょうか。それから、それは研究評価

委員会にどのように開示されて、この社会的ニーズに対する適合性というのが評価される

ようになっているんでしょうか。 

【理事】  ２つの研究開発プログラムについては、研究開発プログラムとしての外部評

価をしていただいておりまして、始める前、それから中間で評価をしていただいて、いろ

いろなご意見をいただき、それを参考に微修正を加えていくということになっております。 

 また、その２つのプログラムの中の個別の研究開発課題についても、それぞれの研究開

発課題について外部評価をしていただいておりまして、研究開発プログラムよりはさらに

少しディテールに入ったレベルでご意見をいただき、それについても参考にさせていただ

きながら修正を加えていくというようなことになっております。 

 先生、今、ご指摘の年度計画の見直しということに関しましては、これは所内の、研究

所の中の役員会に諮った上で、理事長の承認を得て、国土交通大臣に届け出を行い、公表

することになっていると、こういう規定になっておりまして、従いまして、年度計画の見

直しについては研究所内で役員会並びに理事長の承認を受けられれば、見直しをすること

ができる。ただし、その見直しをした結果については、国土交通大臣等に届け出を行って、

公表をすることが必要であると、こういう規定になっているということでございます。 

【部会長】  ほかにいかがでしょうか。井上委員、お願いします。 

【委員】  ありがとうございます。二つお聞かせください。１つ目は、研修生が政策研

究大学院で修士号を取得しているという記述についてです。建築研究所で研修を受け、な
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おかつ政策研究大学院で修士号に必要な単位を取得することは、通常では物理的に難しい

と思います。単位認定がどのようになされているかをご説明下さい。２つ目は、組織の構

成ついてです。個々の研究者は研究では研究プログラムに所属しつつ、組織としてはグル

ープに所属しています。これはいわゆるマトリックス型の組織と思われます。指示命令系

統が、どの範囲はグループで行い、どの範囲は研究プログラムで行っているのか、大きな

枠組みがあれば教えて下さい。 

【理事】  最初のご質問は直接担当しておりますセンター長から後ほどお答えしたいと

思うんですけれども、まず２つ目のご質問から私がお答えしたいと思います。建研は、従

来からクロスオーバーといいますか、例えば構造、材料、防火といった複数の分野にまた

がる成果、例えば技術基準みたいなものが求められるような状況というのが以前から頻繁

にございまして、従来から必要に応じて専門分野横断的な研究プロジェクトなどを実施し

てきております。 

 したがいまして、先生ご質問の、所属があって、それに横糸を通すように研究開発プロ

グラムがあるという状況で、どういう指示命令系統になっているかということでございま

すけれども、基本的に、プ研究開発ログラムについてはプログラムディレクターが権限を

持っていて、担当する各グループ所属の研究者に指示とかリクエストを出していただいて、

それにできる範囲内で応えていく。何か課題が生じたときには、専門分野の長である研究

グループ長とかセンター長に相談をしていただいて、何とか解決策を見出していくという

ようなこと、そういう方法をとっておりまして、最悪の場合、研究開発プログラムのリク

エストと研究グループとしてのスタンス、分野としてのスタンスが拮抗するというか、相

克を起こす場合があるかもしれませんけれども、そこは以前からやっているやり方なので、

そこは何とか解決をしているという、ちょっとうまくきれいに説明できなくて恐縮ですけ

れども、何とかうまくやっているという状況でございます。 

 それでは、最初の研修について、センター長から説明をさせていただきたいと思います。 

【センター長】  それでは横井のほうから説明いたします。政策研究大学院の修士プロ

グラムとの連携は約１０年前から始まりました。それに先立つ４０年以上の研修の歴史が

ございます。各時代において著名な先生方に講義を行っていただいているのと、建築研究

所の内部スタッフによる実習等、充実した研修を行ってまいりましたので、この研修自体

が大学の修士課程に匹敵するものであるという自負がございました。そこで、政策研究大

学院と連携するに当たりまして、我々の研修を審査してくださいということで、講義を行
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う者、実習を行う者、あるいはカリキュラム全体、それから個々の個別の講義について大

学の目で審査をしていただきました。そして、大学のカリキュラムとして認定するに値す

るという結果をいただきました。また、従来行っておりました研修の講義数の半分を少し

超えるぐらいの日数で修士号を取得するのに必要な単位数を賄えるということがわかりま

した。個々の研修生は、研修の講義を受けていますが、現在では、研修の講義を受けると、

それが大学の単位として認定される、そういう仕組みになっています。だから個々の研修

生自体は、研修と修士課程と２つをやっているんじゃなくて、研修が修士課程となってい

る１つのことをやっています。そして、研修に参加したということと修士課程を修了した

ということが同時に行われるという仕組みになっております。 

 修士レポートは確かに非常に重い科目ですが、連携以前から研修参加のまとめとして個

人研究レポートを書くことを研修生に課しておりまして、連携開始後は、それをもう少し

グレードアップしたものを修士論文として大学に審査していただいております。 

【委員】  ありがとうございました。文科省の審査を受けているということですね。 

【センター長】  はい、もちろんそうです。 

【委員】  ありがとうございました。 

【部会長】  ほかにいかがでしょうか。 

【委員】  今日ご説明のあったことと必ずしも共通の内容ではございませんけれども、

１つご質問をさせていただきたいと思います。建築研究所は国総研とともに我が国唯一の

建築技術の開発機関でございまして、与えられたテーマをこなすというよりは、もっと大

所高所から日本の将来の建築社会にどういう研究が必要でというような方針立案を考える

というのは、長い歴史の中で何らかの形で行われているのではないかと思っておりますけ

れども、こういう業務実績等報告書の形になりますと、なかなかそういうものを記述する

場所もないし、評価もできないんですけれども、根幹的に非常に重要なところでございま

して、長期的なビジョンの検討とか提言、そういったものを取りまとめるような活動につ

いて、何かございましたらご説明をいただけるといいかなと思っております。 

【理事】  今、先生がお尋ねの中長期的なビジョンということに関しては、建築研究所

が中長期目標に対する答えとして出させていただいている中長期計画の中に書き込ませて

いただいているというように考えておりますけれども、公式の文書でございますので、い

ろいろなことはなかなか書きにくいのは確かでございます。ただ先生おっしゃるように、

少し能動的に研究所の側から、建築技術として必要な部分はどういうものなのかというこ
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とを提示していくことは非常に重要だと思いますし、それが、ただこの中長期計画として

世の中に出たときには、既にいろいろな方の関与であるとか意見を取り入れたものになっ

ておりますので、ピュアな形で研究所としてのビジョンとしては見にくくなっております

けれども、なるべくそこのところは、先生おっしゃるように、提示をしていく必要がある

のではないかなと思っております。拙い答えで恐縮ですけれども。 

【委員】  大変答えにくい質問をして申しわけございません。個人的には、具体的な事

例で申し上げて、方向性について希望を述べさせていただけたらというふうに思います。

建築基準が国際化をしているかどうかということに関して、昔は日米の共同研究で、日米

の基準の共通性とか違いとかを検討しつつ、日本の方向性についても検討をしておりまし

たが、アメリカのＮＩＳＴとか、向こうもどうもあまり財政的には芳しくないらしく、そ

ういう日米共同の会議とかも最近は開かれなくなったと聞いておりまして、米国も世知辛

いので、基準は変わったけれども、それを世界中に売り込むために世界戦略でいろいろと

やっておりまして、日本がそこから取り残されているというか、建築基準に関してガラパ

ゴス化しているのではないかという、ちょっと漠然とした不安があるので、いろいろ調べ

てみると、そういったことが当たっていることもありまして、既存建物の補強設計の基準

なんていうのは一番、まあ、遅れてはいないんですけれども、耐震診断だけは突出して進

んでいるんですけれども、そういった既存建物のメンテナンスと、それからサステナブル

な社会に向けての基準づくりみたいな点、結構進んでいるけれども、日本はどうだろうな

というのがちょっと気になっている。そういうところから、少しそういう方向性について

ぜひご議論いただいてもいいのではないかなという、そういう思いがございまして、そう

いう質問をさせていただきました。 

 ちょっと長くなりました。どうもすみません。 

【部会長】  ありがとうございました。 

【理事長】  よろしいですか。今の塩原先生の件ですが、建研の現在の第４期中長期目

標は、一言で言うと、安全・安心で持続可能な住宅・建築・都市の実現に向けてというこ

とです。キーワードとしてはサステナブルということですけれども、それについては、日

本だけじゃなくて、これは世界中でどこでもキーワードになっていることでもあります。

先日、カリフォルニア大学バークレー校のスティーブ・メイン先生が来られたときにちょ

っと話をしたんですが、建研の最近のメインテーマは何だというので、そういうサステナ

ブルというキーワードだという話をしましたら、彼も、アメリカでもそれは同じことだと
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いうことを言っていましたので、そういう点では共通しているかなと。個々の具体的な要

素技術になると、またちょっと違ったりするところはあるんですが、根本のところは同じ

なのかなと感じた次第です。 

【部会長】  ほかにいかがでしょうか。 

【委員】  今のお話で、キーワードとしてサステナブルと。私から見ると、それで中長

期のお考えを持っていらっしゃる、その中長期の計画を個別の研究課題に落とされていら

っしゃるという理解でよろしいですよね。全てがここに網羅されているかどうかはわから

ないんですけれども、萌芽的な研究と従来からおっしゃっているものも含めて、今、建研

としては、この資料１の１７ですか、にも、安心・安全プログラムと持続可能プログラム

ということで掲げられていらっしゃる研究開発課題で、今、走っていらっしゃるという、

こういう理解でよろしいですよね。 

 今日の監事さんのお話で、その業務の、監事のご報告をいただいたんですけれども、中

長期の点については結論だけをお話しになられて、着実な実施をしていらっしゃるという

お話だったんですけれども、監事の方から、日ごろ建研の中で業務をご覧になっていらっ

しゃるお立場で、どんな観点でそこら辺のところをそういう判断をされたのかという、観

点というか、そんなのをお聞かせいただけたらと思います。 

【監事】  ２８年度については参考資料１－３にも詳細を書いてございますが、私から

一言申しますと、建築研究所というのはコンパクトな組織でございます。理事長、理事か

らもお話があったように、理事長のリーダーシップのもとで、会議ですとか、いろいろな

場を通じて情報共有を図る、報告も上がってくる、そういったところで、内部統制、コン

プライアンス等をしっかりやってきているし、今後やっていけるのではないかと。当然、

規程の整備ですとか、システム整備とか、そういったものも大事でございますけれども、

そういった組織としての強みを生かしてやっていけるのではないかと今後についても思っ

ておりますが、いずれにいたしましても、引き続き監事といたしましてしっかり監査をし、

業務が適正に行われるよう見てまいりたいと思っております。 

【委員】  すみません、お聞きしたかったのは、その中長期のところについては着実に

実施していらっしゃるというご判断を先ほど示されていたので、どのような観点でご覧に

なっているのかなという、そこの観点のところをお聞かせいただきたかったんですけれど

も。例えば、年度の評価でも、その目標値であるとか、モニタリング指標であるとか、そ

ういったものを一応クリアしているかしていないかというのは、これは基礎的な定量的な
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ものとして大事なところだと思うんですけれども、監事さんとしては、そういうところも

もちろんご覧になっていると思うんですけれども、それ以外に、何か観点として、日常、

一緒に組織を見ていらっしゃるお立場で見ていらっしゃることがあったら教えていただき

たいと。 

【監事】  失礼いたしました。若干舌足らずでございました。当然中長期の目標ですと

か、目標値、モニタリング等もございますけれども、監査といたしましては、法令に従っ

ているかとか、財務諸表等も見ているわけでございますが、先ほど冒頭で申しましたよう

に、昨年度については、内部統制、そういったところなどをやはりきちっとしているかと

いうところを見ております。そういう意味で、先ほど、すみません、舌足らずですけれど

も、コンパクトな組織でというのは私の感想も入りますけれども、理事長のもと、研究所

としてしっかりと内部統制が図られ、業務が適正にきちっと行われていくのかというとこ

ろを昨年度は見た観点の重要な１つでございます。それでお答えになっておりますでしょ

うか。 

【部会長】  ほかはいかがでしょうか。 

 それでは、ほぼ出尽くしたと思います。私も今の塩原委員の質問に意見という形で最後

に付け加えさせていただきたいと思うんですけれども、私、審議会のほうにも出ておりま

して、建築研究所のスタンスとほかの国交省の研究所のスタンス、少し違うような、それ

はもちろん建築という分野の特殊性だと思うんですけれども、違うような気がいたしまし

た。 

 １つは、やはり他機関がやらないこと、できないことという、特に民間の研究機関とい

いますか、民間の研究開発はできることというようなことには触れないということ、それ

から、それと密接に関連しますけれども、やはり技術基準に資する研究開発を行うという

ミッションが非常に強くあるということかと従来感じておりました。そういう意味で、少

し長期のビジョンというふうに塩原委員がおっしゃったようなことについて、幅広く、夢

のあることも含めて手がけていただくようなこと、そういう必要があるのではないかとい

うことを検討していただいてもいいのではないかというふうに感じておられる委員がこれ

までも多かったと思います。 

 それから、共同研究の遂行という観点についても、もう少しハブ的機能を果たしてほし

いとか、もうちょっといろいろな研究機関の連携の中でリーダーシップを発揮してほしい

という期待もこれまで私は聞いてきたような気もするんですね。そういうことをもう少し、
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可能な範囲でご検討いただいて、研究開発に反映させていただく可能性はないのかという

ことをお考えいただければと考えた次第です。 

 よろしいでしょうか。それでは審議に移っていきたいと思いますので、よろしければこ

こで、法人の役職員関係者の方々は退室をお願いします。 

（役員退室） 

【部会長】  よろしいでしょうか。ちょっと繰り返しになりますけれども、これからや

ることについて確認をさせていただきたいと思います。 

 評価項目が５つございますね。その各項目について、順次、評価をまとめ、かつその評

定理由及び課題ということを１つずつ審議してまとめていきたいと思います。最後に総合

的な評価、それから課題等についての取りまとめに移りたいと思います。時間の予定は、

今のは約１０分ちょっと延びてしまったんですが、各項目の評価を、これから３０分程度

で、５項目に対する評価をまとめていきたいと思います。これより早く終わるのではない

かというふうにも期待しているんですが、よろしいでしょうか。 

 それでは、先生方、メモを片手に、それから、今、ご説明をいただいた評価の表、資料

２と机上資料あたりを参考に、逐次、見ていきたいと思います。 

 まず、Ⅰの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うち、①研

究開発等に関する事項についてご審議いただきたいと思います。この項目に関する先生方

の評価ですが……。 

【事務局】  この資料です。 

【部会長】  すみません、ご意見等、これに書いてあるんですけれども、これを主に見

てください。①研究開発等に関する事項ですが、委員評価は全てＡというふうになってお

りますので、これを前提にご意見をいただきたいと思います。２ページ目に各委員の評定

理由というのが左側に書かれております。この委員の方々の評定理由の中で、特に今のご

説明になかったようなこと、この資料に基づいた説明の中になかったようなことで、これ

を理由としたというのがあったら補足していただけませんか。ちなみに私は、ほぼご説明

にあったことのみを要約してある形です。 

【事務局】  すみません、こちらの資料、先生方のお名前は、部会長以外の方はあいう

えおで書いてありますので、個人名で書いていない状況でございます。 

【部会長】  ご自分のところはおわかりになると思いますので、少し時間がたつとわか

りにくい……。仮に、資料２でご説明いただいたようなことを要約して、各委員が評定し
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ているとすれば、これは事務局に適当に取りまとめていただくことは可能でしょうか、さ

らに委員意見を集約していただくことは。 

【事務局】  先生方の事前にいただいたご意見については、大臣への意見ということで、

これをさらに取りまとめていきたいと思っております。それは作業としてやらせていただ

きまして、部会長にご相談した上で、委員の皆様方にも、その整理した結果をお見せして、

確認をいただいて、最終的に大臣に意見として提出すると、そういう流れになると思いま

す。 

【部会長】  じゃあ、そういうことで、特に付け加えたいというのがあればご指摘いた

だけますか。 

 じゃあ、よろしければそういうふうに取りまとめさせていただく、評定はＡ、理由は今

のように取りまとめさせていただくということでよろしいでしょうか。 

 今後の課題ということについて、ご意見いただけますでしょうか。先ほどの質問時間の

後半のところは、これに関する課題ということでよろしいかと思うんですが、それを取り

まとめたようなことでよろしいでしょうか。それから全体に対する課題ともダブるような

ところがありますので、それはそのように各委員にご指摘あるいは記載していただいてい

れば、それもそのように重複して記載する、取りまとめるということもありますね。いか

がでしょうか。ここに書いてあることの中で特に強調したいということがございましたら

おっしゃっていただけますか。長沢委員、さっきのことで何か付け加えることはございま

すか。 

【委員】  常に中長期については次の中長期があると思うので、その次の中長期を迎え

るために、常にそういう意識を持っていただきたいということですかね。 

【部会長】  私、１つ、生産性向上という、土木分野では、産業界、それから行政、官、

研究も含めて大変大きな取組がなされているものが建築では全くなされていないこと、そ

ういうものに関して、あるいはＩＣＴ化の推進に関して、ＢＩＭに関しても、どうも標準

が日本は大変遅れているという実態があるので、このあたりを少し、どうやって組み込ん

でいくかということを検討していただけないかという意見を書きました。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、一旦、取りまとめさせていただきます。「研究開発等に関する事項」ですけれ

ども、これについては、評定結果はＡ、理由については事前に提出していただいたものを

集約して案を取りまとめていただく。課題についても、今日の議論で出ましたもの、及び
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ここの審議の場で触れられたことを取りまとめていただくということでよろしいでしょう

か。 

（「はい」の声あり） 

【部会長】  じゃあ、次の項目に移りたいと思います。「研修に関する事項」ですね。こ

の評価は、机上配付資料の１ページ目を見ていただきますと、これも委員の評価結果は全

てＡということになっております。これはまずよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【部会長】  Ａという案で議論させていただきます。 

 評定理由ですけれども、研究所理事による説明に加えて、ここは特に評価したい、ある

いはその部分はさほど評価されないのではないかという異論も含めて、ご意見いかがでし

ょうか。井上委員、さっきのご質問もありましたけれども、これはよろしいですか。 

【委員】  大丈夫です。 

【部会長】  問題ありませんね。一昨年度、昨年度、まあ、昨年度といいますか、評価

年度でいうと、その１つ前になるんですけれども、スペイン語による研修とか、非常に大

きな進展があったんですけれども、着実に実施されていて、数も年々、前年を上回る成果

を上げているということで、Ａでよろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

【部会長】  課題についてはいかがでしょうか。井上委員、これについても特によろし

いですか。 

【委員】  はい、大丈夫です。 

【委員】  私、１つ、ＪＩＣＡのアンケートについて書かせていただいたんですけれど

も、研修生のアンケートというのもあるし、ＪＩＣＡのアンケートもあるし、何が一番い

い尺度かと思うんですけれども、ＪＩＣＡとしては、ＪＩＣＡのするアンケートというの

はＪＩＣＡの自画自賛にならないのかというのがちょっと心配だったんですけれども、建

築研究所としては、他機関に比べてＪＩＣＡから低い点数をもらうとＪＩＣＡから予算が

来なくなるという面もありまして、どっちなのか……、当事者のアンケートというのが第

三者性があるのかなというのが気になったので、他機関でこういう評価をされている項目

がＪＩＣＡのアンケートなのか、一度調べられたほうがいいかなという気がしました。 

【部会長】  ご意見いただいていますので、取りまとめにおいて、ちょっと検討します。 

【委員】  そういう趣旨ですということで申し上げます。 
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【部会長】  研修に関しては、何かもう一つ、外部評価というのがなかったでしょうか。 

【委員】  ありましたね。 

【委員】  研修に関する外部評価は、私、知っているから、あまり意味がないんですけ

れども、私も研修の委員の１人で、説明は、外部評価の体制については、いずれにしろ報

告書には第三者性みたいなことに関する説明が書いていないので、こういうのは運用規程

とか、そういうのをちゃんと書いてもらったほうがいいのかもしれませんね。多分あると

思うんですけれども、出すだけだと思うんですけれども、ＪＩＣＡのアンケートについて

は、その運用規程すらわからないような感じがします。 

【部会長】  資料２の１３ページに、研修についての「外部学識経験者で構成された研

究評価委員会による外部評価の結果は。適切である」（Ａ評価）であったと。 

【委員】  それは私が知っているものです。 

【部会長】  研修についての外部評価のことが記述されている。 

【委員】  ええ。 

【部会長】  ただ、今の塩原委員のご意見というのは、付け加えて悪い結果にはならな

いし、ご意見が出ましたので、入れていただけますでしょうか。それを盛り込んでいただ

いた文言について、委員がもう一度チェックする機会はございますので……。 

【事務局】  そうですね、また確認させていただきます。委員の皆様方に、また我々で

取りまとめたものをそれぞれ確認していただきますので、そこでまたチェックをしていた

だけたらと思います。 

【部会長】  それでは、そのようにお願したいと思います。 

 ほかに、この研修に関して課題と感じている点はございますか。よろしいですね。 

 じゃあ、次に移らせていただきます。「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」です。これ

は、今日ご欠席の大久保委員がＡとしたほか、全て自己評価と同じＢという委員評価にな

っております。これについてはＢということで、とりあえず結論にさせていただきます。 

 評定理由に関してはいかがでしょうか。おおむね自己評価の説明を要約した形になって

いると思いますが、これを取りまとめていただくということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【部会長】  じゃあ、次、課題ですけれども、いかがでしょうか。 

【委員】  建築研究所だけじゃなくて、別の研究所のあれでも同じような意見が出るん

ですけれども、大体、ここ数年、必ず前年の予算額に対して３％相当の削減というのをや
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っていらっしゃって、それは皆さん着実にやっていらっしゃるんですけれども、どこかで

限界が来ますね。あまり予算で無理をされると、研究開発成果のほうに響くのかなという

ところは、今年はいいんでしょうけれども、いずれ、そういう３％削減をやっていらっし

ゃると、なかなか厳しいものが組織としてはおありになるんじゃないかなと思います。そ

こは若干懸念するところではありますね。 

【委員】  いや、大いにありますね。 

【委員】  毎年３％ですからね。限界にそろそろ行く……。 

【部会長】  塩原先生も以前そういう意見を書いておられましたし、これは、だけど研

究所に対する課題ではないんですよね。 

【委員】  多分ね。もっと大きな……。 

【事務局】  各省庁の独立行政法人、みんな一緒です。 

【委員】  そうですよね。 

【委員】  大学の場合は、削減によって外部資金をもっと取ってきて頑張っているとこ

ろにお金が行くようにするというような大義名分がついているんですけれども、こちらも

そうなんですかね。 

【委員】  この場で問題にするというのは限界があるのかもしれませんけれども。 

【委員】  そうですね、この場では……。そこのところで、外部資金でちゃんと間接費

も含めて受け入れるようにしていますかという質問とともに、間接費もちゃんともらった

ほうがいいですよということを書かせていただきました。これは、たしか５年ぐらい前か

らそういう仕組みに変わったんですね。例えば科学研究費の支出について、直接研究費を

出したら、昔は直接研究費しかくれなかったんですけれども、今は直接研究費を付けると

間接研究費を向こうで勝手に付けてくれると。ただ、研究者はそれは使えなくて大学が丸

取りしてしまうという仕組みです。結局、直接研究費で取った人に対しては変わりないけ

れども、間接的にその機関が予算を得るという仕組みになっているようですね。 

【委員】  確認してもよろしいですか。大学は間接経費が認められていますが、私がか

つて勤務していた国の研究機関では直接研究費のみで、間接経費は認められていませんで

した。国立研究開発法人では、そこはどのような整理になっているのでしょうか。 

【事務局】  すみません、ちゃんと調べずに申し上げて申しわけないですが、運営費交

付金というのがありまして、それは、先ほどありましたように、経費の３％マイナスとか、

毎年毎年引かれていきます。そういう中で、外部資金を獲得すると、その分、運営費交付
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金も減らされるという、そういう仕組みになっているはずですので、その流れからいきま

すと、もし３０％もらっても、それは減らされるとか、まあ、もらえるかどうかというの

もあると思うんですが、いずれにしても、トータルの運営費交付金は一定でずっと減らさ

れていくというのが今の仕組みですね。 

【委員】  そうすると、例えば電気をたくさん使う研究をとってきて、電気をたくさん

使ったら、それは直接費じゃないから、建築研究所としては運営費交付金がどんどん減っ

ていくので、研究貧乏になってしまいますね。 

【部会長】  国立大学法人は運営費交付金は減らないと思いますね。 

【委員】  外部資金を獲得すれば獲得するほど、そうすると減らされちゃうみたいな関

係になっているということですか。 

【事務局】  そうなっているはずです。 

【委員】  それもまた、取ってくる意欲が……。 

【委員】  なくなりますね、モチベーションが。 

【委員】  ただそれも、モチベーションを与えると大学が困ると、また大学が言い出す

かもしれないし、限られたリソースの取り合いになっていますね。 

【事務局】  その点は大きな課題だと思っています。 

【部会長】  今の課題はどういうふうにまとめるかというのは難しいかとは思いますけ

れども、３％の削減が毎年行われるところで研究費を確保し、それから運営の遂行を図る

にはどういった工夫が求められるのかが課題であるというような書き方しかできなそうな、

何か矛盾している感じもあるんですけれども、何かちょっとメモにしておいていただけま

すでしょうか。 

【事務局】  わかりました。 

【部会長】  ほかにはよろしいでしょうか。少しここに各委員がお書きいただいたもの

を参考におまとめください。 

【事務局】  はい。 

【部会長】  じゃあ、次のⅢですけれども、「財務内容の改善に関する事項」です。これ

は、委員の評価はＢで統一されております。よって、これはＢという案にしたいと思いま

す。 

 その上で、５ページですけれども、評定理由と課題を見てください。これも案を作って

いただいたほうがよさそうですね。委員の意見を包含しているような案にまとめてくださ
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い。 

 課題につきましては、１点、記載がありますが、これについてどなたかご意見をいただ

けますか。 

【委員】  書かせて頂いたのは私です。一般の企業会計と違う部分がございますね。企

業会計とは違う部分があることを、どこかに記載しておいたほうがいいのではないかと感

じます。会計の先生のご意見を頂ければと思います。 

【委員】  非常に分かりずらい独特の会計ですが、基本損益計算書を民間と同様のレベ

ルに合わせましょうとなっていると思います。負債を見てもらうと分かりますが、その後

の収益に上げるためにプールされた科目があります。ここを理解するのが難しいんですが、

全然違いますよということではないと思います。 

【委員】  勤務先の大学で社会福祉法人会計を教えています。そこでは企業会計とは別

の資金収支計算書というものがあったり、自己資本比率の捉え方も違っていたりします。

企業会計とは見方が違うという記述があったほうが新設かなと感じました。 

【委員】  正式にはどういう名称になっているか知りませんけれども、独法の会計基準

等もあって、それは、今言いましたように、損益は民間と同じように出ましょうと。そこ

にウエートを置きながら、バランスシートに何を載せるかというのを調整していったとい

うつくり方なんですね。だから、必ずしも全然別ものではないんですね。国立大学なんか

も、もう大変ですよ。大変と言ったらあれですけれども、これに似たようなことで、ある

大学で稲盛さんがよく分からないと言われたということですが、それ位難しいんですね。 

【委員】  繰り返しになりますが、企業会計とは違うという事実が記載してあればと思

ったまでです。 

【部会長】  そうしたら、この項目は課題ではないという扱いで、何らかの形で研究所

に伝わればよろしいという、そういうことでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

【部会長】  じゃあ、最後の項目に移りたいと思います。Ⅳですけれども、「その他の業

務運営に関する事項」ですね。これも全て委員の事前評価はＢというふうになっておりま

す。評定理由、課題をざっとご覧になって、ご意見をください。 

 この評定理由については、情報セキュリティのインシデントに対する対応を除き、自己

評価を簡潔に取りまとめていただくということでよさそうですね。情報セキュリティのイ

ンシデントへの対応について、特段何か注記することはありますでしょうか。 
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【委員】  特に必要はないと思うんですけれども、結果のものを読んでいて、そこだけ

ちょっと浮き出てきましたので、逆に言うと、正直にきちっと書いてあるということじゃ

ないかなと思います。判定のベースにしなければいけないというものではないです。 

【部会長】  わかりました。じゃあ、自己評価における扱いを勘案して、簡潔にまとめ

る方向でお願いいたします。 

 課題ですが、ラスパイレス指数の指標としての妥当性、若手研究者のテニュアトラック

……、若手研究者のテニュアトラックは、それ自体、問題があると言えば問題ですね。テ

ニュアトラック制をとらなければ問題もありそうだし、とっても問題がありそうですけれ

ども。 

【委員】  大学に転出される研究者の方がおられると思うのです。それについてのデー

タがありませんでした。プラスの評価の面もあると思うので、出していただいてもいいの

かなと思います。 

【部会長】  そうですね。博士号取得者とかだけでなくて、もう少し実情を詳しく説明

していただいたほうが納得できるような資料の作り方があるのではないかということです

ね。じゃあ、原案をお作りいただいて、今のは井上委員のメモですか、そのラスパイレス

指数……。 

【委員】  ラスパイレス指数のことは気にしていただかなくて結構です。その指標その

ものにあまり意味がないのではないかと思ったまでですので。 

【部会長】  それじゃ、今の議論をメモ的に起こしていただきまして、確認が回ります

ので、そのときに少し、確認そのものをお願いしてよろしいでしょうか。 

 それから、コンプライアンスの実施、運営費交付金、中期的な人事計画の見通し……、

これは課題として、メモとして最大限残していただくことは可能ですか。そういう取扱い

は適切でしょうか。下から２番目に書いてある……。 

【事務局】  課題をできるだけ記述して残しておきたいということですね。わかりまし

た。この部会のご意見ということで、そこは大丈夫だと思われますので、その辺も踏まえ

てまとめさせていただきたいと思います。 

【委員】  分科会の意見という形ではなくて、そういう指摘もあったという記述でよろ

しいんですよね。 

【部会長】  それだと入れていただけるかなと思ったんですが、今日の取りまとめは部

会の意見でないといけませんか。 
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【事務局】  想定しておりましたのが、大臣に提出する部会としての意見を取りまとめ

るのが目的で、今、やっておりますので、そういう観点でご意見をいただければと思って

おりますが。 

【技術審議官】  それは違う部分で残すことはできるんですか。大臣に出すのはその程

度にしておいて、部会としてはこういう意見があったということが記録に残るような……。 

【事務局】  それは別途取りまとめて……。 

【技術審議官】  そこはどういう形でできるのが一番いいですか。 

【部会長】  そうすると、さっきの人事の資料をもうちょっと我々にとってわかりやす

くしてほしいというのは、大臣に対する答申としての課題ではないですよね。だからそう

いう意味では「なし」と、そういう観点でおつくりください。 

【事務局】  わかりました。 

【部会長】  私はそういう意味では、例えば下から２番目の欄のは、運営費交付金が減

少していく中にあって、中期的な人事計画の見通しをどう持てるかというのが課題になり

得ると思うんですね。それから、２番目は不要、３番目は、今言った人事計画の見通しに

含まれると見て、なくてもよい。情報セキュリティに関する研修・訓練の実施、これはあ

ってもいいかなと思いますけれども。その程度でおまとめいただけますか。そしてまた各

委員の意見を聞きたいと思います。 

 最後、ちょっと走ってしまいましたけれども、これで５つの項目に対する評価と、それ

から評定理由、課題、全て意見がまとまりました。よろしいでしょうか。 

【事務局】  総合評価を、すみません、お願いいたします。 

【部会長】  じゃあ、総合評価のほうに移りたいと思いますけれども、まずこれは、評

点よりも課題改善点、意見、これをいただくようにしましょうか。これは７ページ、８ペ

ージですね、今の机上配付資料ですけれども……、すみません、総合評点を付ける前に、

意見の取りまとめのほうをさせていただきます。まず７ページの、法人全体に対する評価

に関する意見をざっとご覧ください。この中で、評価に関する意見として適切なものとい

うのを選んでいきたいとい思うんですが、１番目の段は、これは私の意見ですけれども、

質問しましたように、予算づけもないし、追加的な配分もないのに、突発的災害に対して

の追加的努力を評価するのは難しい、本来あるべき姿ではないということを書きましたの

で、これは入れておいていただきたいと思います。 

 ２番目、一層のマネジメント強化……、ガバナンスの強化ではなくて、マネジメントの
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改善ということのようですね。 

 すみません、こちらは事務局と私の原案作成をお任せいただいてよろしいですか。それ

で見ていただくというふうにしましょうか。 

（「はい」の声あり） 

【部会長】  なるべく委員のご意見を集約したいということで、そういたします。 

 次、８ページですが、これも、原則、同じように、事務局及び私でまず原案を作ってみ

るということにしたいと思いますけれども、先ほどの議論にありましたように、長期的で、

もう少し夢のあるビジョンを持っていただきたいというようなニュアンスのことをまず書

くということで案を作っていこうと思いますが、いかがでしょうか。これについてはお任

せいただくということでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

【部会長】  それでは総合評定に入りたいと思います。９ページをご覧ください。総合

評定に関しては、今までとやり方が変わっていますが、５項目になりまして、項目の重要

度を加味した評価を行ったほうがよいとのご意見があったため、これらを踏まえて、平成

２８年１月の審議会で、「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」、

これは最初の２つですけれども、研修も含めた２つですけれども、これは２倍の重みを付

けて評価することとしておりました。これらを踏まえて、総合評定についてご意見があれ

ばお願いしますということですが、まず、この９ページの総合判定の結果の分布をご覧く

ださい。お一方の委員を除いてＡということになっております。このＡということの根拠

は、今説明した総合評定に関する重み、最初の２つの項目、これの重みが２倍であると。

したがいまして、結果としてＡが４つ、Ｂが３つという分布に相当する評価になっている

ということです。その平均をとりますと、Ａのほうに近いということで、算術的にＡ評価

になるということは、まず評定理由としての根拠だろうと思います。 

 このＡの評定についてはいかがでしょうか。じゃあ、部会としてＡにすることにご異論

がおありの委員、いらっしゃいますでしょうか。Ａでよろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

【部会長】  それから、その理由ですけれども、算術的ということのみを書くのも味気

ないので、もうちょっと、優れた成果を上げているという書き方にしていただきたいと思

いますけれども、私、１つ、先生方にお伝えしておきたいことがあるんですけれども、仮

に業務に関する評価が大体Ｂで今後もいくだろうとすると、もし最初の２つにＳがついて
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も、総合評定はＳにはならないんですね。必ずＡでとどまってしまうというような重みな

んです。それで、実は昨年の審議会でも国交省関係の３つの法人の評価をやったときに、

建築研究所だけＢ評定で、ほかの２つの法人がＡになって、自己評価もそうだったわけで

すけれども、というようなことがありましたので、本当に優れた成果を上げたときは、そ

のように評価を、分科会として、あるいはその前に自己評価として、分科会として正当に

評価することが必要な場合もあり得るというふうに感じました。今のは情報提供ですけれ

ども、優れた成果、特段問題のある、あるいは十分な努力を傾注しての結果であると思い

ますので、よろしいでしょうか。これも理由についてはまとめさせていただいて、ご意見

をいただくようにします。それでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【部会長】  それでは、総合評定もＡというふうに決まりましたので、今後の進め方に

若干触れて終わりにしたいと思うんですけれども、先ほど来、話したような方針で整理を

し、その結果についてご覧いただいて、取りまとめを最終的に出したいと思います。 

 それから、本日ここでご議論いただいた際に出されたご意見以外にも、新たにご意見を

思いつかれましたら、後日で結構ですので、事務局までお寄せいただきたいということで

す。 

【事務局】  ７月１９日の水曜日までに事務局のほうにお願いいたします。 

【部会長】  １週間ほどですね。 

【事務局】  はい、そうですね。 

【部会長】  じゃあ、そういうことで、本日の審議は終わりまして、私が司会をする議

事は終了いたしましたので、これで事務局のほうにお返しをしたいと思います。 

【事務局】  長時間にわたるご審議、ありがとうございました。もし建築研究所の方に

委員の皆様方として直接この場で、今、来ていただいてお話し、お伝えしたいことがある

ということでしたらお呼びいたしますが、どういたしましょう。 

【部会長】  私は特段ありませんけれども、ほかの委員の方々はいかがでしょうか。 

【事務局】  よろしいですか。 

【部会長】  それじゃ、これで結構です。 

【事務局】  それでは、長時間のご議論、ありがとうございました。事務局から連絡事

項が３点ございます。１点目は、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、そして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ます。
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部会長と調整した後に委員の皆様にお示しして、ご確認いただきたいと思います。平成２

８年度評価につきましては、確認をもって部会の意見として取りまとめます。ご意見等に

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

承ください。 

 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

に確認していただいた後に、発言者の名前を伏せて公表させていただきます。 

 ３点目でございます。最後ですが、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。なお資料については取扱注意でお願い

いたします。 

 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建築研究所部会を閉会いた

します。長時間にわたり、ご意見ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


