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1 独立行政法人電子航法研究所法
（平成十一年十二月二十二日）

（法律第二百十号）

第百四十六回臨時国会

小渕内閣

改正　平成一二年　五月二六日法律第八四号

独立行政法人電子航法研究所法をここに公布する。

独立行政法人電子航法研究所法

目次

第一章　総則（第一条―第六条）

第二章　役員（第七条―第九条）

第三章　業務等（第十条―第十二条）

第四章　雑則（第十三条）

第五章　罰則（第十四条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は，独立行政法人電子航法研究所の名称，目的，業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とす

る。

（名称）

第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めるところにより

設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は，独立行政法人電子航法研究所とする。

（研究所の目的）

第三条 独立行政法人電子航法研究所（以下「研究所」という。）は，電子航法（電子技術を利用した航法をいう。以下

同じ。）に関する試験，調査，研究及び開発等を行うことにより，交通の安全の確保とその円滑化を図ることを目的と

する。

（特定独立行政法人）

第四条 研究所は，通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。

（事務所）

第五条 研究所は，主たる事務所を東京都に置く。

（資本金）

第六条 研究所の資本金は，附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は，必要があると認めるときは，予算で定める金額の範囲内において，研究所に追加して出資することができる。

3 研究所は，前項の規定による政府の出資があったときは，その出資額により資本金を増加するものとする。

第二章 役員

（役員）

第七条 研究所に，役員として，その長である理事長及び監事二人を置く。

2 研究所に，役員として，理事一人を置くことができる。

（理事の職務及び権限等）

第八条 理事は，理事長の定めるところにより，理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は，理事とする。ただし，理事が置かれていないときは，監事とする。

3 前項ただし書の場合において，通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は，

その間，監事の職務を行ってはならない。
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（役員の任期）

第九条 役員の任期は，二年とする。

第三章 業務等

（業務の範囲）

第十条 研究所は，第三条の目的を達成するため，次の業務を行う。

一　電子航法に関する試験，調査，研究及び開発を行うこと。

二　前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。

三　電子航法に関する情報を収集し，整理し，及び提供すること。

四　前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

（区分経理）

第十一条 研究所は，前条に規定する業務のうち空港整備特別会計法（昭和四十五年法律第二十五号）第一条第一項に規

定する空港整備事業に関するものに係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

（積立金の処分）

第十二条 研究所は，通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下この項において「中期目標の期間」

という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後，同条第一項の規

定による積立金があるときは，その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を，当該中期目標の期間

の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受け

たときは，その変更後のもの）の定めるところにより，当該次の中期目標の期間における第十条に規定する業務の財源

に充てることができる。

2 国土交通大臣は，前項の規定による承認をしようとするときは，あらかじめ，国土交通省の独立行政法人評価委員会

の意見を聴くとともに，財務大臣に協議しなければならない。

3 研究所は，第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余

があるときは，その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか，納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は，政令で定める。

第四章 雑則

（主務大臣等）

第十三条 研究所に係る通則法における主務大臣，主務省及び主務省令は，それぞれ国土交通大臣，国土交通省及び国土

交通省令とする。

第五章 罰則

第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には，その違反行為をした研究所の役員は，二十万円以下の過料に処す

る。

一　第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二　第十二条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において，その承認を受けなかった

とき。

附　則

（施行期日）

第一条 この法律は，平成十三年一月六日から施行する。

（職員の引継ぎ等）

第二条 研究所の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は，別に辞令を発せられな

い限り，研究所の成立の日において，研究所の相当の職員となるものとする。

第三条 研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち，研究所の成立の日にお

いて引き続き研究所の職員となったもの（次条において「引継職員」という。）であって，研究所の成立の日の前日に

おいて国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第七条第一項（同法附則

第六条第二項，第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定によ
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る認定を受けているものが，研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項，第七条第一項若しくは第

八条第一項の給付（以下この条において「特例給付等」という。）の支給要件に該当するときは，その者に対する児童

手当又は特例給付等の支給に関しては，研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長（特別区の

区長を含む。）の認定があったものとみなす。この場合において，その認定があったものとみなされた児童手当又は特

例給付等の支給は，同法第八条第二項（同法附則第六条第二項，第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合

を含む。）の規定にかかわらず，研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

（平一二法八四・一部改正）

（研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置）

第四条 研究所の成立の際現に存する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第百八条の二第一項に規定する職員

団体であって，その構成員の過半数が引継職員であるものは，研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働

関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において，

当該職員団体が法人であるときは，法人である労働組合となるものとする。

2 前項の規定により法人である労働組合となったものは，研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに，

労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け，

かつ，その主たる事務所の所在地において登記しなければ，その日の経過により解散するものとする。

3 第一項の規定により労働組合となったものについては，研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは，

労働組合法第二条ただし書（第一号に係る部分に限る。）の規定は，適用しない。

（権利義務の承継等）

第五条 研究所の成立の際，第十条に規定する業務に関し，現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは，研

究所の成立の時において研究所が承継する。

2 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは，その承継の際，承継される権利に係る土地，

建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は，政府から研究所に対し出資されたものとす

る。

3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は，研究所の成立の日現在における時価を基

準として評価委員が評価した価額とする。

4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は，政令で定める。

（国有財産の無償使用）

第六条 国土交通大臣は，研究所の成立の際現に国土交通省に置かれる試験研究機関であって電子航法に関する試験，調

査，研究及び開発を行うものに使用されている国有財産で政令で定めるものを，政令で定めるところにより，研究所の

用に供するため，研究所に無償で使用させることができる。

（政令への委任）

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか，研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し

必要な経過措置は，政令で定める。

附　則 （平成一二年五月二六日法律第八四号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は，平成十二年六月一日から施行する。
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2 独立行政法人電子航法研究所に関する省令

（平成十三年三月二十七日）

（国土交通省令第四十九号）

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）及び独立行政法人の組織，運営及び管理に係る共通的な事項に関する

政令（平成十二年政令第三百十六号）第五条第二項に基づき，独立行政法人電子航法研究所に関する省令を次のように定

める。

独立行政法人電子航法研究所に関する省令

（業務方法書に記載すべき事項）

第一条 独立行政法人電子航法研究所（以下「研究所」という。）に係る独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）

第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は，次のとおりとする。

一　独立行政法人電子航法研究所法（平成十一年法律第二百十号。以下「研究所法」という。）第十条第一号に規定す

る試験，調査，研究及び開発に関する事項

二　研究所法第十条第二号に規定する成果の普及に関する事項

三　研究所法第十条第三号に規定する情報の収集，整理及び提供に関する事項

四　研究所法第十条第四号に規定する附帯業務に関する事項

五　業務の委託に関する基準

六　競争入札その他の契約に関する事項

七　その他業務の執行に関して必要な事項

（中期計画の認可申請等）

第二条 研究所は，通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは，当該中期計画を記載し

た申請書を，中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに（研究所の成立後最初の中期計画については，研究

所の成立後遅滞なく），国土交通大臣に提出しなければならない。

2 研究所は，通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは，変更しようとす

る事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

（通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項）

第三条 研究所に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は，次に掲げるも

のとする。ただし，研究所の成立後最初の中期計画に係る当該事項については，第一号，第二号及び第四号に掲げるも

のとする。

一　施設及び設備に関する計画

二　人事に関する計画

三　研究所法第十二条第一項に規定する積立金の使途

四　その他当該中期目標を達成するために必要な事項

（年度計画の記載事項等）

第四条 研究所に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には，中期計画に定めた事項に関し，当該事業年度において実

施すべき事項を記載しなければならない。

2 研究所は，通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは，変更した事項及びその理由を記

載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

（各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続）

第五条 研究所は，通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員

会の評価を受けようとするときは，当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を，当

該事業年度の終了後三月以内に，国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

（中期目標の期間の終了後の業務実績報告）



－141－

第六条 研究所に係る通則法第三十三条の事業報告書には，当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなけ

ればならない。

（中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続）

第七条 研究所は，通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評

価委員会の評価を受けようとするときは，当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を，当該中

期目標の期間の終了後三月以内に，国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

（会計の原則）

第八条 研究所の会計については，この省令の定めるところによるものとし，この省令に定めのないものについては，一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会

計の基準は，前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果と

して公表された基準（第十条において「独立行政法人会計基準」という。）は，この省令の規定に準ずるものとして，

第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

（収益の獲得が予定されない償却資産）

第九条 国土交通大臣は，研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得

が予定されないと認められる場合には，その取得までの間に限り，当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については，減価償却費は計上せず，資産の減価額と同額を資本剰余金に対する

控除として計上するものとする。

（財務諸表）

第十条 研究所に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は，独立行政法人会計基準に掲げるキャ

ッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

（財務諸表の閲覧期間）

第十一条 研究所に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は，五年とする。

（短期借入金の認可の申請）

第十二条 研究所は，通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金を受けようとするとき，又は同条第二項

ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは，次に掲げる事項を記載した申請書を国土交

通大臣に提出しなければならない。

一　借入れを必要とする理由

二　借入金の額

三　借入先

四　借入金の利率

五　借入金の償還の方法及び期限

六　利息の支払いの方法及び期限

七　その他必要な事項

（重要な財産の範囲）

第十三条 研究所に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産とは，土地，建物及び航空機と

する。

（重要な財産の処分等の認可の申請）

第十四条 研究所は，通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し，又は担保に供すること（以下この条に

おいて「処分等」という。）について認可を受けようとするときは，次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣

に提出しなければならない。

一　処分等に係る財産の内容及び評価額

二　処分等の条件
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三　処分等の方法

四　研究所の業務運営上支障がない旨及びその理由

（積立金の処分に係る申請の添付書類）

第十五条 独立行政法人の組織，運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令（以下「令」という。）第五条第二項に

規定する添付書類は，次に掲げるものとする。

一　令第五条第一項の期間最後の事業年度（以下単に「期間最後の事業年度」という。）の事業年度末の貸借対照表

二　期間最後の事業年度の損益計算書

三　期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類

四　承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

附　則

この省令は，公布の日から施行する。
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3 独立行政法人電子航法研究所　業務方法書
平成13年4月1日

研究所規程第1号

目次

第1章　総則（第1条－第2条）

第2章　研究所の業務（第3条－第6条）

第3章　雑則（第7条－第9条）

附則

第1章 総則

（目的）

第1条 この業務方法書は，独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）第28条第1項の規

定に基づき，独立行政電子航法研究所（以下「研究所」という。）の業務の方法について，基本的事項を定め，もって

その業務の適正な運営に資することを目的とする。

（業務運営の基本方針）

第2条 研究所は，独立行政法人電子航法研究所法（平成11年法律第210号。以下「研究所法」という。）第3条の目的を

達成するため，関係機関と緊密な連携を図り，もってその業務の能率的かつ効果的な運営を期するものとする。

第2章 研究所の業務

（試験，調査，研究及び開発の実施）

第3条 研究所は，研究所法第10条第1号に規定される業務を，国土交通大臣の認可を受けた中期計画に従い，運営費交

付金を用いて実施する他，国，地方自治体，企業等から委託を受けて実施するものとする。

2 研究所は，研究所以外の者と共同して行うことが，研究所単独で行う場合と比較して，効率的であり，かつ優れた成

果が得られることについて十分な見通しがある場合に共同で研究を行うものとする。

（成果の普及）

第4条 研究所は，研究所法第10条第2号の規定に基づき，次の各号に掲げる方法により，第3条に規定する試験，調査，

研究及び開発の成果（この条において「研究成果」という。）の普及を行うものとする。

a 研究成果を国土交通行政に反映させること

s 研究成果として取得した特許権，実用新案権その他これに類する権利（第6条において「工業所有権等」という。）

を実施させること

d 研究成果に関する報告書を作成し，頒布すること

f 研究成果に関する発表会を開催すること

g その他事例に応じて最も適当と認められる方法

（情報の収集，整理及び提供）

第5条 研究所は，研究所法第10条第3号の規定に基づき，次の各号に掲げる方法により，電子航法に関する情報の収集，

整理及び提供を行うものとする。

a 電子航法に関連する書籍，報告書，データ等を収集すること

s 書籍等を整列，管理すること

d データベースを作成し，管理すること

f 図書等を公開すること

（附帯業務）

第6条 研究所法第10条第4号により行う業務は，次の各号に掲げるものとする。

a 工業所有権等の取得に関すること
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s その他研究所の業務の運営，管理に関すること

第3章 雑則

（業務の委託に関する基準）

第7条 研究所は，業務上必要な試験，調査，研究及び開発，工事の施行，施設の維持及び補修その他自ら行うことが困

難な業務または，研究所業務の遂行上他のものに行わせることが適当な業務については，これらの業務を行うに適当な

能力を有する者に委託することができるものとする。

2 研究所は，前項の業務を委託しようとするときは，受託者との間に委託契約を締結するものとする。

3 研究所は，前項の業務の委託をした場合には，その業務に要する費用を負担するものとする。

（競争入札その他の契約に関する事項）

第8条 契約は，すべて競争に付すものとする。ただし，次の各号の一に該当するときは，随意契約によることができる

ものとする。

a 契約の性質又は目的が競争を許さないとき

s 緊急の必要により競争に付することができないとき

d 競争に付することが不利と認められるとき

f 契約に係る予定価格が少額であるとき

g その他業務の運営上特に必要があるとき

（その他業務の執行に関して必要な事項）

第9条 研究所は，この業務方法書に定めるもののほか，その業務の執行に関し必要な事項について細則を定めることが

できるものとする。

附　則

この業務方法書は，平成13年4月1日から施行する。
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4 独立行政法人電子航法研究所　中期目標

独立行政法人電子航法研究所（以下「研究所」という。）は，電子航法に関する試験，調査，研究及び開発を行うこと

により，交通の安全の確保とその円滑化を図ることを目的とした，わが国唯一の試験研究機関であるが，その運営に当た

っては，自律性，自発性及び透明性を備え，業務をより効率的かつ効果的に行うという独立行政法人化の趣旨を十分に踏

まえつつ，本中期目標に従って，質の高いサービスを提供すること等により，わが国の交通の安全と円滑化に貢献する等

国土交通政策に係るその任務を的確に遂行するものとする。

1. 中期目標の期間

平成13年4月1日から平成18年3月31日までの5年間とする。

2. 業務運営の効率化に関する事項

a 組織運営

高度化，多様化する社会ニーズに迅速かつ効果的に対応できるよう，責任の所在を明確にした研究企画・総合調整機

能の充実等の措置により，弾力的な組織運営を確保すること。

s 人材活用

職員の評価について，公正で透明性の高い評価のためのルールを確立し，責任を持って実施する。職員の業績評価は，

研究の特性等に配慮した多様な評価基準によって行い，職員の個性と創造性を伸ばすようにすること。

また，若手研究者について，柔軟かつ競争的な研究開発環境を構築するため，任期付任用の普及と資質・能力に応じ

た活躍の場の確保に努めること。

d 業務運営

研究者が本来の業務に専念できる環境を整備するため，研究に付随する諸作業，補助，管理業務などの間接的な業務

負荷の外部委託の活用等による低減及び管理・間接業務経費の縮減等の措置により，業務運営の効率化を図ること。

特に，一般管理費（人件費，公租公課等の所要額計上を必要とする経費を除く）について，本中期目標の期間中に見

込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相当分に5を乗じた額）を2％程度抑制すること。

3. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

a 社会ニーズに沿った研究の重点的推進

（基本方針）

電子航法に関する試験，調査，研究及び開発等を行うことにより，交通の安全の確保とその円滑化を図るという研究

所の目的を踏まえ，以下の基本方針を定める。

①　重点研究開発領域を設定し，より質の高い研究成果を上げることを目指すこと。

②　競争的資金獲得，研究評価，研究者の資質向上等の措置により，研究成果の質の向上を目指すこと。

③　その他社会的に重要と判断される研究についても，適切に対応すること。

（具体的措置）

①　衛星・データ通信などの新技術を導入した次世代の通信・航法・監視システムの開発・整備に必要な研究を行い，

技術課題の抽出及びその解決を図ること。

②　増大する航空交通量に対応するためのより高度な航空交通管理手法の開発に必要な研究を行い，技術課題の抽出及

びその解決を図ること。

③　電子航法に関する基盤的・先導的な研究を実施し，基盤技術の蓄積に努めること。

なお，重点研究開発領域の設定にあたっては，社会ニーズの適切な把握，将来的な発展性，基礎研究の重要性等を考

慮することとし，中期目標期間中の重点研究開発領域に配分される研究費の全研究費に対する配分比率を90％以上と

すること。
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s 他機関との有機的連携

関連する分野について研究を行っている国内外の研究機関等との共同研究・受託試験を過去5カ年実績から10％程度

増加させる，また国際協調の下での最新技術動向の把握及び研究成果の発信のための国際交流・貢献及び研究の実施に

必要な職員を確保するための人材交流をそれぞれ過去5カ年実績から10％程度増加させること等により，他機関との有

機的連携を図り，より高度な研究の実現に努めること。

d 成果の普及，活用促進

独立行政法人の業務に係る啓発を行うとともに，国民の利便を増加する観点から，研究成果の広報，行政への研究成

果の反映，国際会議への積極的な寄与，利用可能なメディアを通じた研究成果の公表件数及び，特許の出願件数を過去

5カ年実績から10％程度増加させる等の措置により，業務成果の普及・活用を図ること。

4. 財務内容の改善に関する事項

運営費交付金を充当して行う事業については，「2. 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項について配慮した

中期計画の予算を作成し，当該予算による運営を行うこと。

5. その他業務運営に関する重要事項

a 施設設備に関する事項

研究所の施設・設備については，研究遂行上必要不可欠な基盤的設備の計画的整備を進めるとともに，陳腐化によっ

て研究効率が低下しないよう計画的な更新を進めること。

s 人事に関する事項

人事に関する計画を策定することにより，適切な法人運営を図ること。
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5 独立行政法人電子航法研究所　中期計画

国土交通大臣が定めた，独立行政法人電子航法研究所（以下「研究所」という。）の，平成13年度から平成17年度まで

の中期目標を達成するため，独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第30条に基づき，研究所の中期計画を以下

のとおり策定する。

1. 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

a 研究実施体制の効率化

社会の要請に応じた研究業務運営を効率的に行うため，責任の所在を明確にした研究企画・総合調整機能の充実を図

り，当初計画との整合性を常に把握し，研究の進展および社会情勢の変化に柔軟に対応する。

s 人材活用に関する計画

職員の業績評価に当たっては評価制度を設けて，透明性を確保して適切に実施する。評価基準としては，

・客観性の高い基準として研究成果の国内外での活用度合い等研究成果の質に係る評価基準。

・産学官連携，学会等活動，競争的資金の獲得等研究機関外部との研究開発活動に係る評価基準。

・企画，管理・調整業務及び，評価活動等機関内での評価基準。

を組み合わせる。

また，若手研究者について任期付任用制度を活用するとともに，積極的に横断的研究グループへ参画させる。

d 業務運営の効率化

研究所における業務の役割分担を明確にし，研究に付随する諸作業，補助業務などの外部委託や事務管理業務などの

電子化を推進することにより，研究業務の間接的な業務に係る負担を軽減し，研究者が研究業務に専念できるような環

境を整備するとともに，管理・間接業務に係る経費の縮減等に努め，業務運営の効率化を図る。

特に，一般管理費（人件費，公租公課等の所要額計上を必要とする経費を除く）について，本中期目標の期間中に見

込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相当分に5を乗じた額）を2％程度抑制する。

f 研究所施設・設備利用の効率化

研究所の施設・設備について，性能向上の実施等適切な措置を講ずることにより，施設・設備の占有時間の短縮を図

る等，効率的な利用に努めるとともに，業務に支障の生じない範囲で施設・設備を貸与する等により外部による活用に

も努める。

2. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため取るべき措置

a 重点研究開発領域の設定

研究所の目的を踏まえ，特別研究費により実施する研究及び空港整備事業の一過程として実施する研究を以下に掲げ

る重点研究開発領域として設定し，大規模かつ重点的に実施する。

①新しい通信技術に関する研究開発

・航空通信の信頼性，効率性等の向上を目的とした新しい通信方式に関する研究開発を行い，わが国の航空環境に適

合した通信方式の実用化に貢献し，併せて国際標準の策定等に資する。

・航空通信のネットワーク化を図るための研究開発を行い，実用化に貢献し，併せて国際標準の策定等に資する。

②新しい航法システムに関する研究開発

・測位衛星を利用した航法の信頼性，精度等の向上を目的とした衛星航法補強システム及び新しい民間航空用衛星シ

ステムに関する研究開発を行い，わが国の航空環境に適合した航法システムの実用化に貢献し，併せて国際標準の

策定等に資する。

・航空機の衝突防止等を目的としたパイロット支援システムに関する研究開発を行い，航空機の安全運航の確保，国

際標準の策定等に資する。

③新しい監視システムに関する研究開発
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・航空機の監視機能等の向上を目的とした新しい監視方式に関する研究開発を行い，わが国の航空環境に適合した監

視システムの実用化に貢献し，併せて国際標準の策定等に資する。

・航空機，車両等の空港内移動体の監視システムに関する研究開発を行い，空港内移動体の衝突防止等に資する。

④新しい航空交通管理に関する研究開発

・航空機が安全かつ効率的に航行するための管制および空域の管理に関する研究開発を行い，効率的な空域の設定・

評価手法の確立及び管制方式の改善等に貢献する。

・航空機の一時的かつ過度の集中を防止するための国内及び国際交通流管理に関する調査研究や航空交通状況の変化

予測技術に関する研究開発を行い，航空交通流管理の効率化等に貢献する。

また，重点研究開発領域の研究課題に対しては，人的結集と資金の集中投入を行うこととし，中期目標期間中の重点

研究開発領域に配分される研究費の全研究費に対する配分比率を90％以上とする。

なお，個別の研究課題の選定，実施に当たっては課題評価制度を設けて，事前及び事後の評価を適切に実施する事に

より，研究成果の質の向上を図り，交通の安全の確保とその円滑化に資する。

s 基盤的研究

電波工学，通信工学，情報処理工学，ネットワーク工学，計測工学等の分野において基盤的・先導的研究を実施し，

電子航法の基盤技術の蓄積に努める。

研究を実施するに当たっては，諸情勢の変化を考慮しつつ研究の方向性や具体的な方策を随時見直す等柔軟に対応す

る。

d 国の推進するプロジェクト等への参画

国家的プロジェクト等，社会的に重要と判断される課題について，研究グループ制度等を活用し，研究資源の集中的

利用や機動的な研究実施体制構築を図り，積極的に参画する。

f 競争的資金

社会ニーズに沿った研究分野のポテンシャルを向上させること等を目的として，科学技術振興調整費，運輸分野にお

ける基礎的研究推進制度等の外部からの競争的研究費の獲得に努める。

また，研究所内部においても競争的研究費を確保し，競争的研究環境を構築する。

g 研究者の資質向上

より良い研究成果を引き出すため，国内外研修，留学等を通じて研究者の資質を向上させる。

・研究者の研修参加，留学を5名程度実施する。

h 共同研究・受託試験等

研究所で行う研究開発については，無線技術，情報通信技術，航空宇宙技術等の多様な分野の知見を要することから，

これらの技術知識を有する大学，民間企業等との共同研究・受託試験等を積極的に推進する。

・共同研究・受託試験等件数を22件程度実施する。

j 国際交流・貢献

研究所で行う研究開発は，諸外国と協調して行う必要があることから，これらと積極的に交流を進めることにより，

情報交換による研究の効率化を図り，国際的な研究開発に貢献する。

また，国際民間航空機関の会議への出席等により，国際標準策定等にも積極的に貢献していく。

・国際交流・貢献を70件程度実施する。

k 人材交流

空港整備事業に関する社会ニーズを的確に捉えるため，研究実施のために必要な航空保安業務に関する専門知識を有

する航空管制官及び航空管制技術官等との人材交流を積極的に行う。

・人材の交流を12件程度実施する。

l 研究成果の普及，成果の活用促進等

①広報・普及

研究所の活動・成果を定期的な研究発表会，印刷物の発行，研究成果のデータベース化及びインターネット利用等を

通じ広報するとともに，国際会議，学会，シンポジウム等に積極的に参加し，講演，発表等により研究成果等の普及に
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努める。

・研究発表会を年1回開催する

・所外発表件数を550件程度とする。

また，研究所を公開し，国民各層の見学等を受け入れることにより，研究所の活動に関する広報活動を推進する。

・研究所公開を年1回実施する。

②成果の活用

行政当局への技術移転等を通じ，研究成果の活用を図る。

また，我が国における次世代航空保安システムを世界的に調和させるため，国際標準の作成に係る技術資料の作成等

で貢献する。

・国際標準の作成に係る技術資料を90件程度作成する。

③知的所有権

研究者の意欲向上を図るため特許権，著作権等の知的所有権の取扱に係るルールの見直しを行うとともに，その管理

のあり方についても見直しを行い，その活用を促進する。

・特許の出願件数を48件程度とする。

3. 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画

中期目標期間における財務計画は次のとおりとする。

a 予算

別紙1のとおり

s 収支計画

別紙2のとおり

d 資金計画

別紙3のとおり

4. 短期借入金の限度額

予見し難い事故等の事由に限り，資金不足となる場合における短期借入金の限度額は，300（百万円）とする。

（但し，一般勘定100（百万円），空港整備勘定200（百万円）とする。）

5. 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

6. 剰余金の使途

①研究費

②施設・設備の整備

③国際交流事業の実施（招聘，セミナー，国際会議等の開催）
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7. その他主務省令に定める業務運営に関する事項

a 施設及び設備に関する事項

s 人事に関する計画

①方針

業務処理を工夫することにより人員を適正に配置する。

②人員に関する指標

期末の常勤職員数を期初の94％とする。

（参考1） 中期目標期間の期初の職員数 64名

期末の職員数の見込み 60名

（参考2） 中期目標期間中の人件費総額見込み 3，221百万円

※注　中期計画における指標値は，特に断りのないものについては中期目標期間（5年間）の数値。

施 設 ・ 設 備 の 内 容 予定額（百万円） 財　　　　源

①電磁環境研究施設整備 一般会計

電波無響室高度化整備 387 独立行政法人電子航法研究所

施設整備費補助金

②管理施設整備 一般会計

構内給水設備更新 89 独立行政法人電子航法研究所

施設整備費補助金

③電子航法評価研究施設整備 一般会計

電子航法評価部研究棟 480 独立行政法人電子航法研究所

建替工事 施設整備費補助金
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別紙1（表1）

表1. 予算　（総括） （単位：百万円）

［人件費の見積り］

期間中総額3,221百万円を支出する。

但し，上記の額は，役員報酬並びに職員

基本給，職員諸手当，超過勤務手当，休

職者給与及び国際機関派遣職員給与に相

当する範囲の費用である。

［運営費交付金の算定ルール］

別紙4のとおり（一般勘定）

別紙5のとおり（空港整備勘定）

別紙1（表2）

表2. 予算　（一般勘定） （単位：百万円）

［人件費の見積り］

期間中総額2,003百万円を支出する。

但し，上記の額は，役員報酬並びに職員

基本給，職員諸手当，超過勤務手当，休

職者給与及び国際機関派遣職員給与に相

当する範囲の費用である。

［運営費交付金の算定ルール］

別紙4のとおり

別紙1（表3）

表3. 予算　（空港整備勘定） （単位：百万円）

［人件費の見積り］

期間中総額1,218百万円を支出する。

但し，上記の額は，役員報酬並びに職員

基本給，職員諸手当，超過勤務手当，休

職者給与及び国際機関派遣職員給与に相

当する範囲の費用である。

［運営費交付金の算定ルール］

別紙5のとおり

区　　　分 金　　　額
収入
運営費交付金 8,891
施設整備費補助金 956
受託業務収入 106

計 9,953
支出
業務経費 4,679
うち研究経費 4,679

施設整備費 956
受託経費 106
一般管理費 258
人件費 3,954

計 9,953

区　　　分 金　　　額
収入
運営費交付金 3,430
施設整備費補助金 956
受託業務収入 97

計 4,483
支出
業務経費 779
うち研究経費 779

施設整備費 956
受託経費 97
一般管理費 210
人件費 2,441

計 4,483

区　　　分 金　　　額
収入
運営費交付金 5,461
施設整備費補助金 0
受託業務収入 9

計 5,470
支出
業務経費 3,900
うち研究経費 3,900

施設整備費 0
受託経費 9
一般管理費 48
人件費 1,513

計 5,470
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別紙2（表1）

表1. 収支計画　（総括） （単位：百万円）

注） 当法人における退職手当については

役員退職手当支給基準及び国家公務員退

職手当法に基づいて支給することとなる

が，その全額について，運営費交付金を

財源とするものと想定している。

別紙2（表2）

表2. 収支計画　（一般勘定） 単位：百万円）

注） 当法人における退職手当については

役員退職手当支給基準及び国家公務員退

職手当法に基づいて支給することとなる

が，その全額について，運営費交付金を

財源とするものと想定している。

別紙2（表3）

表3. 収支計画　（空港整備勘定） （単位：百万円）

注） 当法人における退職手当については

役員退職手当支給基準及び国家公務員退

職手当法に基づいて支給することとなる

が，その全額について，運営費交付金を

財源とするものと想定している。

区　　　分 金　　　額
費用の部 12,800
経常費用 12,800
研究業務費 7,662
受託業務費 106
一般管理費 1,229
減価償却費 3,803
財務費用 0
臨時損失 0

収益の部 12,800
運営費交付金収益 8,891
手数料収入 0
受託収入 106
資産見返物品受贈額戻入 3,803
臨時利益 0

純利益 0
目的積立金取崩額 0
総利益 0

区　　　分 金　　　額
費用の部 3,574
経常費用 3,574
研究業務費 2,534
受託業務費 97
一般管理費 896
減価償却費 47
財務費用 0
臨時損失 0

収益の部 3,574
運営費交付金収益 3,430
手数料収入 0
受託収入 97
資産見返物品受贈額戻入 47
臨時利益 0

純利益 0
目的積立金取崩額 0
総利益 0

区　　　分 金　　　額
費用の部 9,226
経常費用 9,226
研究業務費 5,128
受託業務費 9
一般管理費 333
減価償却費 3,756
財務費用 0
臨時損失 0

収益の部 9,226
運営費交付金収益 5,461
手数料収入 0
受託収入 9
資産見返物品受贈額戻入 3,756
臨時利益 0

純利益 0
目的積立金取崩額 0
総利益 0
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別紙3（表1）

表1. 資金計画　（総括） （単位：百万円）

別紙3（表2）

表2. 資金計画　（一般勘定） （単位：百万円）

別紙3（表3）

表3. 資金計画　（空港整備勘定） （単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
資金支出 9,953
業務活動による支出 8,997
投資活動による支出 956
財務活動による支出 0
次期中期目標の期間への繰越金 0
資金収入 9,953
業務活動による収入 8,997
運営費交付金による収入 8,891
受託収入 106
その他の収入 0

投資活動による収入 956
施設整備費補助金による収入 956
その他の収入 0

財務活動による収入 0

区　　　分 金　　　額
資金支出 4,483
業務活動による支出 3,527
投資活動による支出 956
財務活動による支出 0
次期中期目標の期間への繰越金 0
資金収入 4,483
業務活動による収入 3,527
運営費交付金による収入 3,430
受託収入 97
その他の収入 0

投資活動による収入 956
施設整備費補助金による収入 956
その他の収入 0

財務活動による収入 0

区　　　分 金　　　額
資金支出 5,470
業務活動による支出 5,470
投資活動による支出 0
財務活動による支出 0
次期中期目標の期間への繰越金 0
資金収入 5,470
業務活動による収入 5,470
運営費交付金による収入 5,461
受託収入 9
その他の収入 0

投資活動による収入 0
施設整備費補助金による収入 0
その他の収入 0

財務活動による収入 0
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別紙4

中期計画予算のルール（一般勘定）

1. 人件費
○人件費
＝①基準給与総額＋②退職手当所要額±③新陳代謝所要額＋④前年度給与改定分等

①基準給与総額
13年度においては，国の職員であった場合に支給される基本給，諸手当，共済組合負担金等の所要額
14年度以降においては，積算上の前年度人件費相当額－前年度退職手当所要額

②退職手当所要額
当年度に退職が想定される人員ごとに積算

③新陳代謝所要額
新規採用給与総額（予定）の当年度分＋前年度新規採用者給与総額のうち平年度化額－前年度退職者の給与総額のう
ち平年度化額－当年度退職者の給与総額のうち当年度分
④前年度給与改定分等（14年度以降適用）

昇給原資額，給与改定額，退職手当，公務災害補償費等当初見込み得なかった人件費の不足額
なお，昇給原資額及び給与改定額は，運営状況等を勘案して措置することとする。運営状況等によっては，措置を行
わないことも排除されない。

2. 物件費
○一般管理費（人件費を除く）
①13年度は，積み上げ方式による
②14年度以降
＝前年度一般管理費相当額（所要額計上経費を除く）×消費者物価指数×効率化係数（α）＋当年度の所要額計上
経費

○業務経費（人件費を除く）
a 経常研究費
①13年度は，積み上げ方式による
②14年度以降
＝前年度人当研究費（研究員当積算庁費相当）×政策係数（A）×効率化係数（β）＋前年度のその他の経費（所
要額計上経費を除く）×消費者物価指数×効率化係数（α）＋当年度の所要額計上経費

s 特別研究費
①13年度は，積み上げ方式による
②14年度以降
＝前年度特別研究費相当額×政策係数（B）×効率化係数（β）

・政策係数（A）（B）：毎年度の予算編成過程において決定
・消費者物価指数：毎年度の予算編成過程において決定
・効率化係数（α）（β）：毎年度の予算編成過程において決定
・所要額計上経費：公租公課，機体特別整備費等の所要額計上を必要とする経費

［注記］前提条件
・政策係数（A）
期間中は1.021として推計

・政策係数（B）
期間中は1.104として推計

・消費者物価指数
期間中は1.00として推計

・効率化係数（α）（β）
期間中はα，βとも0.99として推計

・人件費　④前年度給与改定分等は0として推計
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別紙5

中期計画予算のルール（空港整備勘定）

1. 人件費
○人件費

＝①基準給与総額＋②退職手当所要額±③新陳代謝所要額＋④前年度給与改定分等
①基準給与総額

13年度においては，国の職員であった場合に支給される基本給，諸手当，共済組合負担金等の所要額
14年度以降においては，積算上の前年度人件費相当額－前年度退職手当所要額

②退職手当所要額
当年度に退職が想定される人員ごとに積算

③新陳代謝所要額
新規採用給与総額（予定）の当年度分＋前年度新規採用者給与総額のうち平年度化額－前年度退職者の給与総額のう
ち平年度化額－当年度退職者の給与総額のうち当年度分

④前年度給与改定分等（14年度以降適用）
昇給原資額，給与改定額，退職手当，公務災害補償費等当初見込み得なかった人件費の不足額
なお，昇給原資額及び給与改定額は，運営状況等を勘案して措置することとする。運営状況等によっては，措置を行
わないことも排除されない。

2. 物件費
○一般管理費（人件費を除く）

①13年度は，積み上げ方式による
②14年度以降
＝前年度一般管理費相当額（所要額計上経費を除く）×消費者物価指数×効率化係数（α）＋当年度の所要額計上
経費

○業務経費（人件費を除く）
a 経常研究費
①13年度は，積み上げ方式による
②14年度以降
＝前年度人当研究費（研究員当積算庁費相当）×政策係数（A）×効率化係数（β）＋前年度のその他の経費（所
要額計上経費を除く）×消費者物価指数×効率化係数（α）＋当年度の所要額計上経費

s 特別研究費
①13年度は，積み上げ方式による
②14年度以降
原則13年度同額とする

・政策係数（A）：毎年度の予算編成過程において決定
・消費者物価指数：毎年度の予算編成過程において決定
・効率化係数（α）（β）：毎年度の予算編成過程において決定
・所要額計上経費：公租公課，機体特別整備費等の所要額計上を必要とする経費

［注記］前提条件
・政策係数（A）

期間中は1.021として推計
・消費者物価指数

期間中は1.00として推計
・効率化係数（α）（β）

期間中はα，βとも0.98として推計
・人件費　④前年度給与改定分等は0として推計
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6 独立行政法人電子航法研究所　平成14年度計画

独立行政法人電子航法研究所（以下「研究所」という。）の中期計画を実行するため独立行政法人通則法（平成11年法

律第103号）第31条に基づき，研究所に係る平成14年度の年度計画を以下のとおり策定する。

1. 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

a 研究実施体制の効率化

社会の要請に応じた研究業務運営を効率的に行うため，理事長が指名する研究部長がコーディネーターとなる，

GPS研究会，データリンク研究会，監視技術研究会，航空交通管理（ATM）研究会（平成13年度設置）を活用し，

資源，情報の共有化による研究の更なる活性化を図り，研究部間の有機的な連携を図る。

研究企画・総合調整機能の充実を図るための企画室，および研究所の活動の方向性を議論する企画会議を活用し，

研究の進捗状況の管理および研究活動の円滑化を図るとともに，当初計画との整合性を常に把握し，研究の進展およ

び社会情勢の変化に柔軟に対応する。

また，業務遂行の更なる円滑化，充実化に資するため，従来の部室制のあり方を検討する組織及び事務の見直しに

関する委員会により，効率的な組織体系を作るため継続的に検討する。

s 人材活用に関する計画

当該年度においては，前年度に作成した，職員の業績評価のための評価基準策定用データベースの拡充を図る。

評価基準は，

・客観性の高い基準として研究成果の国内外での活用度合い等研究成果の質に係る業績。

・産学官連携，学会等活動，競争的資金の獲得等研究機関外部との研究開発活動に係る業績。

・企画，管理・調整業務及び，評価活動等機関内での業績。

の観点から，職員の業務のすべてが適切に評価されるよう様々な情報を収集し，基準案を策定し，適切な業務評価制

度構築のための検討を引き続き行う。

また，これらの評価基準は，あらかじめ職員に公表することにより透明性を確保する。

若手研究者の活性化を図るため，横断的研究グループである各研究会への積極的参画が行える研究環境の構築を図

る。

また，任期付任用制度で受け入れた任期付研究員の活用を図る。

d 業務運営の効率化

業務運営効率化のためのワーキンググループを活用し，検討を行う。

具体的には，研究所内の施設等利用申し込み，所外発表伺等の事務管理の電子化を図り，情報伝達の迅速化，簡素

化を図る。

また，ネットワークのファイアウォール管理等所内設備の管理，研究に付随する間接的業務の一部の外部委託を推

進し，間接的な業務に係る負担の軽減を図り，研究者が研究業務に専念できるような環境を整備するとともに，一般

管理費（公租公課等の所要額計上を必要とする経費を除く）の抑制を図る。

f 研究所施設・設備利用の効率化

実験用航空機，電磁環境研究施設等，実験設備利用の効率化及び利用促進を図る。

また，外部機関からの研究特殊施設の利用の需要があった場合には，研究所施設の外部利用に関する制度に従い，

施設の有効活用を図る。

2. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため取るべき措置

a 重点研究開発課題の設定

重点研究開発領域のうち，継続中の研究及び外部評価を受けた新規課題について重点研究課題と位置づけ，以下の

研究を実施する。
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①新しい通信技術に関する研究開発

・データ通信対応管制情報入出力システムの研究

・航空管制用デジタル対空無線システムの研究

・統合化データリンクサービスの研究

②新しい航法システムに関する研究開発

・静止衛星型衛星航法補強システムの性能向上に関する研究

・高カテゴリー運用が可能な次世代着陸システムの研究

・次世代衛星航法システムに関する研究

・エンハンスト・ビジョン・システムに関する基礎研究

③新しい監視システムに関する研究開発

・データリンクによる航空機等の監視システム高度化の研究

・放送型データリンクによる航空機監視システムの研究

・ASAS用データリンク方式の電磁環境に関する研究

・ヘリコプタの障害物探知・衝突警報システムに関する研究

④新しい航空交通管理に関する研究開発

・航空路の安全性評価に関する研究

・ATM環境下における洋上空域効率的運用手法に関する研究

・大空港における効率的な運航を確保するための

後方乱気流に関する研究

当該年度においては，現在研究実施中の課題「静止衛星型衛星航法補強システムの性能向上に関する研究」及び

「データリンクによる航空機等の監視システム高度化の研究」に係る中間評価，前年度終了の3課題に係る事後評価

を実施する。さらに，平成15年度開始予定の研究課題に関する事前評価を行う。

また，上述の研究課題に関しては，人的結集と資金の集中投入を行うこととし，重点研究開発領域に配分される研

究費の全研究費に対する配分比率を90％以上とする。

注）全研究費とは人件費を除く，重点研究課題と基盤的研究課題に係る直接経費を指す。

s 基盤的研究

上記に掲げた研究課題以外においても，電波工学，通信工学，情報処理工学，ネットワーク工学，計測工学等の分

野において，以下に示す基盤的・先導的な研究を実施する。

・航空機衝突防止方式に関する研究

・航空衛星データ通信方式の研究

・航空機用救命無線機に関する基礎研究

・航空管制シミュレーションの効率化に関する研究

・CATⅢ ILS進入コース予測技術に関する研究

・新CNSに対応した管制方式に関する研究

・GNSS高度計の研究

・航空交通管理における容量値に関する研究

・航空交通流管理に対応した次世代飛行場管制卓の研究

・カオス理論によるヒューマン・ファクタの計測に関する基礎研究

・適応型クラッタ除去技術の実用化に関する研究

等

また，研究者全員で構成する研究交流会を定期的に開催し，科学技術全般にわたる議論，討論を日常的に行い，基

盤的研究課題の創出を図る。

研究の実施体制を検討する研究評価委員会により，研究評価を行い，社会情勢等の変化に対する修正等の機能をも
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たせる。

d 国の推進するプロジェクト等への参画

国家的プロジェクト等，社会的に重要と判断される課題に関し，機動的な研究実施体制を構築し，迅速かつ積極的

に参画する。

f 競争的資金の獲得

社会ニーズに沿った研究テーマについては，科学技術振興調整費，運輸分野における基礎的研究推進制度，日本学

術振興会等の当該研究テーマに適合した競争的研究費に積極的に応募し，研究課題の対外的競争力，研究分野の一般

的貢献度及び研究者の意欲の向上を図る。

また，研究所内部における競争的研究経費を確保し，研究課題の事前評価による選定を実施し，競争的な研究環境

の整備と有為な研究者の育成を図る。

g 研究者の資質向上

より良い研究成果を引き出すために長期の国内外研修，留学等を通じて研究者の資質を向上させるため，外部組織

による研究者等の研修，留学支援制度に積極的に応募し，職員の資質向上に対する意識を高める。

また，所内においても留学制度の創設に向け，広範に調査を実施する。

・研究者1名の長期研修への参加もしくは留学を実施する。

h 共同研究・受託研究等

研究所で行う研究開発については，無線技術，情報通信技術，航空宇宙技術等の多様な分野の知見を要することか

ら，これらの技術知識を有する大学，民間企業等との共同研究を積極的に推進する。

また，外部機関からの研究の委託要請の調査を実施し，これを積極的に受け入れ，研究成果の活用及び所有する技

術の実用化，移転を促進する

・共同研究・受託研究等を10件程度実施する。

j 国際交流・貢献

研究所で行う研究開発は，特に航空航法に関し諸外国と協調して行う必要があることから，国際民間航空機関の会

議，国際学会等への出席等により，国際標準の策定および国際的な技術情報の発信に貢献していく。

また，諸外国の研究者を研究所に招聘し，セミナー等を通じて情報の交換，国際交流をはかる。

・ ICAO会議への出席及び発表ならびに国際学会への参加等により，国際交流・貢献として14件程度を実施する。

k 人材交流

空港整備事業に関する社会ニーズを的確に捉えるため，研究実施のために必要な航空保安業務に関する専門知識を

有する航空管制官及び航空管制技術官等との人材交流を積極的に行い，研究成果として蓄えたノウハウの活用及び行

政ノウハウの吸収に努める。

・人材の交流を2件実施する。

l 研究成果の普及，成果の活用促進等

①広報・普及

研究所の活動・成果を公表する研究発表会を1回開催し，講演概要を配布する。

また，研究所報告，要覧，年報の発行，国際会議，学会，シンポジウム等に積極的に参加し，講演，発表等によ

り研究成果等の普及に努める。

・所外発表を110件程度実施する。

また，研究内容及び研究成果の電子化・公開等，ホームページ内容の充実，およびそれら成果のCD-ROM化を

図る。

その他，研究所の一般公開日の設定，国民各層の所内見学の受け入れ等により，研究所の活動に関する広報活動

を推進する。

②成果の活用

我が国における次世代航空保安システムを世界的に調和させるため，国際標準の作成に係る技術資料の作成等で

貢献する。
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・国際標準の作成に係る技術資料を18件程度作成する。

また，行政当局への報告等により，整備計画への盛り込み等の研究成果の活用を図る。

③知的所有権

他機関における知的所有権等の活用方法等の調査を実施する等により，特許権，著作権等の知的所有権の取扱に

係るルールの見直しを行うとともに，その管理のあり方についても見直しを行い，その活用促進を図る。

・特許出願を10件程度実施する。

3. 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画

平成14年度における財務計画は次のとおりとする。

a 予算

別紙1のとおり

s 収支計画

別紙2のとおり

d 資金計画

別紙3のとおり

4. 短期借入金の限度額

予見し難い事故等の事由に限り，資金不足となる場合における短期借入金の限度額は，300（百万円）とする。

（但し，一般勘定100（百万円），空港整備勘定200（百万円）とする。）

5. 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

なし

6. 剰余金の使途

①研究費

②施設・設備の整備

③国際交流事業の実施（招聘，セミナー，国際会議等の開催）

7. その他主務省令に定める業務運営に関する事項

a 施設及び設備に関する事項

なし

s 人事に関する計画

①方針

業務処理を工夫することにより人員を適正に配置する。

②人員に関する指標

年度末の常勤職員数を年度当初と同数とする。
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別紙1（表1）

表1. 予算　（総括）

平成14年度予算 （単位：千円）

［人件費の見積り］

期間中総額660百万円を支出する。

但し，上記の額は，役員報酬並びに職員

基本給，職員諸手当，超過勤務手当，休職

者給与及び国際機関派遣職員給与に相当す

る範囲の費用である。

別紙1（表2）

表2. 予算　（一般勘定）

平成14年度予算 （単位：千円）

［人件費の見積り］

期間中総額406百万円を支出する。

但し，上記の額は，役員報酬並びに職員

基本給，職員諸手当，超過勤務手当，休職

者給与及び国際機関派遣職員給与に相当す

る範囲の費用である。

別紙1（表3）

表3. 予算　（空港整備勘定）

平成14年度予算 （単位：千円）

［人件費の見積り］

期間中総額255百万円を支出する。

但し，上記の額は，役員報酬並びに職員

基本給，職員諸手当，超過勤務手当，休職

者給与及び国際機関派遣職員給与に相当す

る範囲の費用である。

区　　　分 金　　　額
収入

運営費交付金 1,791,574
施設整備費補助金 0
受託収入 22,000

計 1,813,574
支出

業務経費 928,084
うち研究経費 928,084

施設整備費 0
受託経費 22,000
一般管理費 49,653
人件費 813,837

計 1,813,574

区　　　分 金　　　額
収入

運営費交付金 724,804
施設整備費補助金 0
受託収入 20,000

計 744,804
支出

業務経費 150,971
うち研究経費 150,971

施設整備費 0
受託経費 20,000
一般管理費 40,501
人件費 533,332

計 744,804

区　　　分 金　　　額
収入

運営費交付金 1,066,770
施設整備費補助金 0
受託収入 2,000

計 1,068,770
支出

業務経費 777,113
うち研究経費 777,113

施設整備費 0
受託経費 2,000
一般管理費 9,152
人件費 280,505

計 1,068,770
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別紙2（表1）

表1. 収支計画　（総括）

平成14年度収支計画 （単位：千円）

注）当法人における退職手当については役

員退職手当支給基準及び国家公務員退職

手当法に基づいて支給することとなる

が，その全額について，運営費交付金を

財源とするものと想定している。

表2. 収支計画　（一般勘定） 別紙2（表2）

平成14年度収支計画 （単位：千円）

注）当法人における退職手当については役

員退職手当支給基準及び国家公務員退職

手当法に基づいて支給することとなる

が，その全額について，運営費交付金を

財源とするものと想定している。

表3. 収支計画　（空港整備勘定） 別紙2（表3）

平成14年度収支計画 （単位：千円）

注）当法人における退職手当については役

員退職手当支給基準及び国家公務員退職

手当法に基づいて支給することとなる

が，その全額について，運営費交付金を

財源とするものと想定している。

区　　　分 金　　　額
費用の部 2,748,541

経常費用 2,748,541
研究業務費 1,457,793
受託業務費 22,000
一般管理費 274,851
減価償却費 993,897

財務費用 0
臨時損失 0

収益の部 2,748,673
運営費交付金収益 1,791,574
手数料収入 0
受託収入 22,000
資産見返運営費交付金戻入 71,578
資産見返物品受贈額戻入 863,389
臨時収益 0
その他の収入 132

純利益 132
目的積立金取崩額 0
純利益 132

区　　　分 金　　　額
費用の部 779,637

経常費用 779,637
研究業務費 491,854
受託業務費 20,000
一般管理費 205,590
減価償却費 62,193

財務費用 0
臨時損失 0

収益の部 779,692
運営費交付金収益 724,804
手数料収入 0
受託収入 20,000
資産見返運営費交付金戻入 4,129
資産見返物品受贈額戻入 30,704
臨時収益 0
その他の収入 55

純利益 55
目的積立金取崩額 0
純利益 55

区　　　分 金　　　額
費用の部 1,968,904

経常費用 1,968,904
研究業務費 965,939
受託業務費 2,000
一般管理費 69,261
減価償却費 931,704

財務費用 0
臨時損失 0

収益の部 1,968,981
運営費交付金収益 1,066,770
手数料収入 0
受託収入 2,000
資産見返運営費交付金戻入 67,449
資産見返物品受贈額戻入 832,685
臨時収益 0
その他の収入 77

純利益 77
目的積立金取崩額 0
純利益 77
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別紙3（表1）

表1. 資金計画　（総括）

平成14年度資金計画 （単位：千円）

別紙3（表2）

表2. 資金計画　（一般勘定）

平成14年度資金計画 （単位：千円）

別紙3（表3）

表3. 資金計画　（空港整備勘定）

平成14年度資金計画 （単位：千円）

区　　　分 金　　　額
資金支出 1,829,294

業務活動による支出 1,753,584
投資活動による支出 15,720
財務活動による支出 59,990
次期中期目標の期間への繰越金 0

資金収入 1,829,426
業務活動による収入 1,813,706
運営費交付金による収入 1,791,574
受託収入 22,000
その他の収入 132

投資活動による収入 15,720
施設整備費補助金による収入 15,720
その他の収入 0

財務活動による収入 0

区　　　分 金　　　額
資金支出 760,524

業務活動による支出 717,979
投資活動による支出 15,720
財務活動による支出 26,825
次期中期目標の期間への繰越金 0

資金収入 760,579
業務活動による収入 744,859
運営費交付金による収入 724,804
受託収入 20,000
その他の収入 55

投資活動による収入 15,720
施設整備費補助金による収入 15,720
その他の収入 0

財務活動による収入 0

区　　　分 金　　　額
資金支出 1,068,770

業務活動による支出 1,035,605
投資活動による支出 0
財務活動による支出 33,165
次期中期目標の期間への繰越金 0

資金収入 1,068,847
業務活動による収入 1,068,847
運営費交付金による収入 1,066,770
受託収入 2,000
その他の収入 77

投資活動による収入 0
施設整備費補助金による収入 0
その他の収入 0

財務活動による収入 0
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7 財務諸表（平成15年6月27日現在）

平成14年度

財　　務　　諸　　表

（添付書類）

平成14年度　事業報告書

平成14年度　決算報告書

独立行政法人　電子航法研究所
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科　　　　目 金　　　額
【資産の部】
Ⅰ流動資産
現金及び預金 206,123,573
未収金 190,129,994
棚卸資産 700,080
未収収益 664
仮払金 357,290
立替金 4,453
その他流動資産 35,287

流動資産合計 397,351,341
Ⅱ固定資産

1 有形固定資産
建物 1,149,410,361
建物減価償却累計額 △ 128,456,404 1,020,953,957
構築物 133,629,372
構築物減価償却累計額 △ 48,194,152 85,435,220
航空機 101,800,000
航空機減価償却累計額 △ 36,648,000 65,152,000
車両運搬具 6,710,790
車両運搬具減価償却累計額 △ 4,439,265 2,271,525
工具器具備品 4,253,107,379
工具器具備品減価償却累計額 △ 2,192,517,728 2,060,589,651
土地 3,082,544,000
有形固定資産合計 6,316,946,353

2 無形固定資産
電話加入権 559,000
無形固定資産合計 559,000

3 その他の資産
預託金 534,000
その他資産合計 534,000
固定資産合計 6,318,039,353
資産合計 6,715,390,694

【負債の部】
Ⅰ流動負債
運営費交付金債務 123,617,269
短期リース債務 53,348,012
未払金 233,715,254
未払消費税等 2,503,700
未払費用 800,952
預り金 2,050,846
その他流動負債 35,287
流動負債合計 416,071,320

Ⅱ固定負債
資産見返負債
資産見返運営費交付金 648,912,765
資産見返物品受贈額 1,256,762,815 1,905,675,580

長期リース債務 43,124,782
固定負債合計 1,948,800,362
負債合計 2,364,871,682

【資本の部】
Ⅰ資本金
政府出資金 4,258,412,552

資本金合計 4,258,412,552
Ⅱ資本剰余金
資本剰余金 283,619,824
損益外減価償却累計額（△） △ 220,792,598

資本剰余金合計 62,827,226
Ⅲ利益剰余金
積立金 20,474,982
当期未処分利益 8,804,252
（うち当期総利益） （8,804,252）
利益剰余金合計 29,279,234
資本合計 4,350,519,012
負債・資本合計 6,715,390,694

貸　借　対　照　表

平成15年3月31日現在

（単位：円）
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損　益　計　算　書

（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

（単位：円）

科　　　　目 金　　　額
【経常費用】
業務費
給与手当 459,824,987
退職手当 64,286,310
福利厚生費 45,056,850
研究委託費 152,417,322
消耗品費 192,099,937
備品費 25,994,823
通信費 14,068,981
水道光熱費 16,938,984
支払リース料 1,725,450
保守修繕費 93,697,192
旅費交通費 27,478,822
支払手数料 9,400,221
減価償却費 1,225,088,781
その他の業務費 29,554,353 2,357,633,013

一般管理費
役員給与手当 53,595,272
役員退職手当 12,804,500
給与手当 120,446,564
福利厚生費 17,580,812
消耗品費 1,295,612
備品費 2,836,386
通信費 1,748,145
水道光熱費 2,511,457
支払リース料 335,160
保守修繕費 10,762,802
旅費交通費 2,444,123
支払手数料 12,516,128
減価償却費 4,189,355
その他の一般管理費 2,010,627 245,076,943

財務費用
支払利息 7,540,522 7,540,522
経常費用合計 2,610,250,478

【経常収益】
運営費交付金収益 1,343,840,635
固定資産見返負債戻入
資産見返運営費交付金戻入 103,338,973
資産見返物品受贈額戻入 981,728,863 1,085,067,836

受託収入 186,273,669
特許権収入 3,803,979
その他事業収入 60,491
財務収益
受取利息 5,120 5,120

雑　　　益 3,000
経常収益合計 2,619,054,730

【臨時損失】
過年度消耗品費 278,381,321
臨時損失合計 278,381,321

【臨時利益】
過年度物品受贈益 278,381,321
臨時利益合計 278,381,321

【当期純利益】
当期純利益 8,804,252
当期総利益 8,804,252
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利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益 8,804,252

当期総利益 8,804,252

Ⅱ　利益処分額

積立金 4,931,830

独立行政法人通則法

第44条第3項により

主務大臣の承認を受けようとする額

研究開発及び研究基盤整備積立金 3,872,422 3,872,422 8,804,252

（注）現在国土交通大臣に承認申請中です。
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キャッシュフロー計算書

（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

（単位：円）

Ⅰ業務活動によるキャッシュフロー

原材料，商品又はサービスの購入による支出 △ 222,116,932

人件費支出 △ 801,685,689

その他業務支出 △ 480,306,975

運営費交付金収入 1,791,574,000

受託収入 126,979,240

特許収入 4,897,129

その他収入 737,081

小　　計 420,077,854

利息の受取額 27,301

利息の支払額 △ 7,820,397

業務活動によるキャッシュフロー 412,284,758

Ⅱ投資活動によるキャッシュフロー

有形固定資産の取得による支出 △ 611,434,069

その他資産の取得による支出 △ 204,000

施設費による収入 85,625,584

投資活動によるキャッシュフロー △ 526,012,485

Ⅲ財務活動によるキャッシュフロー

リース債務減少に伴う支出 △ 58,887,512

財務活動によるキャッシュフロー △ 58,887,512

Ⅳ資金に係る換算差額 －

Ⅴ資金増加額 △ 172,615,239

Ⅵ資金期首残高 378,738,812 

Ⅶ資金期末残高 206,123,573
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行政サービス実施コスト計算書

（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

（単位：円）

Ⅰ業務費用 2,698,485,540

損益計算書上の費用

業務費 2,357,633,013

一般管理費 245,076,943

財務費用 7,540,522

過年度消耗品費 278,381,321 2,888,631,799

（控除）

受託収入 186,273,669

特許権収入 3,803,979

その他事業収入 60,491

財務収益 5,120

雑　　　益 3,000 190,146,259

Ⅱ損益外減価償却等相当額

損益外減価償却相当額 118,929,534

損益外固定資産除却相当額 1,714,102 120,643,636

Ⅲ引当外退職手当増加見積額 △ 48,651,269

Ⅳ機会費用

国有財産無償使用の機会費用 2,912,911

政府出資等の機会費用 30,329,988 33,242,899

Ⅴ行政サービス実施コスト 2,803,720,806
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【重要な会計方針】

1. 運営費交付金収益の計上基準

業務のための支出額を限度として収益化する方法（費用進行基準）を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

有形固定資産

定額法を採用しております。なお，主な固定資産の耐用年数については，以下のとおりです。また，受託により取得

した固定資産については，契約期間で償却しております。

建物 4～50年

建物付属設備 2～20年

構築物 2～29年

航空機 5年

車両運搬具 2年

工具器具備品 2～10年

3. 退職手当に係る引当金及び見積額の計上基準

役職員の退職手当については運営費交付金により財源措置がされておりますので，退職手当に係る引当金の計上はし

ておりません。

また，退職手当の見積額については，当研究所の退職給与規程に基づく自己都合による期末要支給額の100％相当額

を貸借対照表の注記事項において表示し，退職手当の増加額については行政サービス実施コスト計算書に計上しており

ます。

4. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しております。

5. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

a 国有財産無償使用の機会費用の計算方法

当研究所では土地・工作物の無償使用をしており，機会費用の算出にあたっては国有財産の一時使用料単価を参

考にして，使用面積に応じた負担額を算出しております。

s 政府出資等の機会費用計算に使用した利率

機会費用の算定にあたっては，国債の利回りを参考に0.7％としております。

6. 重要なリース取引の処理方法

重要なファイナンス・リース取引については通常の売買取引に準じた会計処理によっております。

7. 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は，税込方式によっております。

【重要な債務負担行為】

該当ありません。

【重要な後発事象】

該当ありません。
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【貸借対照表関係の注記事項】

運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額 712,920,815円

【損益計算書関係の注記事項】

「支払手数料」

当期より支払手数料については独立表示しました。なお，前年度は業務費中のその他の業務費に5,301,965円，一

般管理費中のその他の一般管理費に13,759,517円がそれぞれ含まれております。

「過年度消耗品費，過年度物品受贈益」

過年度において国から承継したソフトウェアを今年度において消耗品処理したものであります。

【キャッシュフロー計算書関係の注記事項】

1. 資金期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 206,123,573円

資金期末残高 206,123,573円

2. 重要な非資金取引

過年度において国から承継したソフトウェア 278,381,321円

【行政サービス実施コスト計算書関係の注記事項】

引当外退職手当の見積額が減少しているのは，期末の職員数が前年度末と比較して1名少ないこと及び退職手当の支

給対象とならない再任用職員が1名在籍していることによるものであります。
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固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

（単位：円）

期首 当期 当期 期末
減価償却累計額

差引当期末
資産の種類

残高 増加額 減少額 残高
当期

残高
摘要

償却額

建物 8,146,200 11,907,000 － 20,053,200 1,169,838 712,669 18,883,362

有形固定 構築物 11,760,000 2,620,537 － 14,380,537 1,917,261 1,550,286 12,463,276

資産（償却 車輌運搬具 6,710,790 － － 6,710,790 4,439,265 2,384,968 2,271,525

費損益内） 工具器具備品 3,798,855,902 455,427,815 109,699,718 4,144,583,999 2,181,936,587 1,224,630,213 1,962,647,412

計 3,825,472,892 469,955,352 109,699,718 4,185,728,526 2,189,462,951 1,229,278,136 1,996,265,575

建物 1,106,813,972 26,563,084 4,019,895 1,129,357,161 127,286,566 67,934,981 1,002,070,595

有形固定
構築物 116,248,750 3,225,600 225,515 119,248,835 46,276,891 22,903,333 72,971,944

資産（償却
航空機 101,800,000 － － 101,800,000 36,648,000 18,324,000 65,152,000

費損益外）
工具器具備品 108,523,380 － － 108,523,380 10,581,141 9,767,220 97,942,239

建設仮勘定 14,803,084 14,985,600 29,788,684 － － － －

計 1,448,189,186 44,774,284 34,034,094 1,458,929,376 220,792,598 118,929,534 1,238,136,778

非償却資産 土地
3,082,544,000 － － 3,082,544,000 － － 3,082,544,000

建物 1,114,960,172 38,470,084 4,019,895 1,149,410,361 128,456,404 68,647,650 1,020,953,957

構築物 128,008,750 5,846,137 225,515 133,629,372 48,194,152 24,453,619 85,435,220

航空機 101,800,000 － － 101,800,000 36,648,000 18,324,000 65,152,000

有形固定 車輌運搬具 6,710,790 － － 6,710,790 4,439,265 2,384,968 2,271,525

資産合計 工具器具備品 3,907,379,282 455,427,815 109,699,718 4,253,107,379 2,192,517,728 1,234,397,433 2,060,589,651

土地 3,082,544,000 － － 3,082,544,000 － － 3,082,544,000

建設仮勘定 14,803,084 14,985,600 29,788,684 － － － －

計 8,356,206,078 514,729,636 143,733,812 8,727,201,902 2,410,255,549 1,348,207,670 6,316,946,353

無形固定 電話加入権 － 559,000 － 559,000 － － 559,000

資産 計 － 559,000 － 559,000 － － 559,000

その他の 預託金 330,000 204,000 － 534,000 － － 534,000

資産 計 330,000 204,000 － 534,000 － － 534,000

たな卸資産の明細 （単位：円）

当期増加額 当期減少額

種　類
期　首 当期購入・ その他 払出・ その他

期末残高 摘　要
残　高 製造・ 振替

振替

貯蔵品 2,329,835 1,297,700 － 2,927,455 － 700,080

計 2,329,835 1,297,700 － 2,927,455 － 700,080
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資本金及び資本剰余金の明細及び増減 （単位：円）

運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

a 運営費交付金債務 （単位：円）

役員及び職員の給与費の明細 （単位：円）

区　　　　分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　要

資本金 政府出資金 4,258,412,552 － － 4,258,412,552

計 4,258,412,552 － － 4,258,412,552

資本剰余金 無償譲与 － 559,000 － 559,000 （注）1

施設費 197,459,499 96,853,234 － 294,312,733 （注）2

損益外除却額 △ 7,006,499 － 4,245,410 △ 11,251,909 （注）3

計 190,453,000 97,412,234 4,245,410 283,619,824

損益外減価償却累計額 104,394,372 118,929,534 2,531,308 220,792,598 （注）3

差引計 86,058,628 △ 21,517,300 1,714,102 62,827,226

交付年度 期首残高 交付金当 当期振替額 期末残高

期交付額 運営費交 資産見返 資本剰余金 小　　計

付金収益 運営費交

付金

平成13年度 61,224,256 － － － － － 61,224,256

平成14年度 － 1,791,574,000 1,343,840,635 385,340,352 － 1,729,180,987 62,393,013

合　　計 61,224,256 1,791,574,000 1,343,840,635 385,340,352 － 1,729,180,987 123,617,269

区　　分 報　酬　又　は　給　与 退　職　手　当

支　　給　　額 支給人員 支　　給　　額 支給人員

役　　　員 53,595,272 4 12,804,500 2

職　　　員 580,271,551 72 64,286,310 2

合　　　計 633,866,823 76 77,090,810 4

区　　分 一般勘定 空港整備勘定 計 法人共通 合　計

事業費用 875,306,906 2,013,324,893 2,888,631,799 － 2,888,631,799

事業収益 878,800,970 2,018,635,081 2,897,436,051 － 2,897,436,051

事業損益 3,494,064 5,310,188 8,804,252 － 8,804,252

総 資 産 3,801,527,379 2,913,863,315 6,715,390,694 － 6,715,390,694

［注記事項］

・役　　員：独立行政法人電子航法研究所役員給与規程による。

・職　　員：独立行政法人電子航法研究所職員給与規程及び独立行政法人電子航法研究所非常勤職員に関する達による。

なお，職員の支給額及び支給人員には非常勤職員を含めており，支給額は18,316,091円，支給人員は8名で

す。

・職員給与支給人員：年間平均支給人員数

セグメント情報 （単位：円）

（注）1. 当期増加額は，過年度において国から電話加入権を承継したことによるものであります。

2. 当期増加額は，施設整備費補助金を財源とする固定資産の取得によるものであります。

3. 当期減少額は，現物出資財産の除却によるものであります。

s 運営費交付金収益

業務等の区分を行っていないため，記載を省略しております。
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添　付　書　類

平成14年度事業報告書

独立行政法人　電子航法研究所
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Ⅰ． 事業の概要

1. 研究所の目的と業務

a 目的

独立行政法人電子航法研究所（以下「研究所」という。）は，電子航法（電子技術を利用した航法をいう。以下

同じ。）に関する試験，調査，研究及び開発等を行うことにより，交通の安全の確保とその円滑化を図ることを目

的とする。

s 業務の範囲

研究所は第三条の目的を達成するため，次の業務を行う。

一　電子航法に関する試験，調査，研究及び開発を行うこと。

二　前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。

三　電子航法に関する情報を収集し，整理し，及び提供すること。

四　前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2. 法人の沿革等

a 沿革

昭和36年4月 運輸技術研究所航空部に電子航法研究室設置。

昭和38年4月 運輸技術研究所改組，船舶技術研究所電子航法部となる。

昭和42年7月 電子航法研究所設立。

総務課，企画調査室，電子航法部，衛星航法部を設置。

昭和45年4月 電子航法部を廃止，電子航法開発部と電子航法評価部を設置。

昭和47年5月 企画調査室を廃止，研究企画官を設置。

昭和51年5月 空港整備特別会計を導入。

昭和51年10月 岩沼市に岩沼分室を設置。

昭和53年10月 航空施設部を設置。

平成13年1月 中央省庁等改革により，国土交通省電子航法研究所となる。

平成13年4月 独立行政法人電子航法研究所となる。

平成14年4月 航空施設部，電子航法評価部，衛星航法部を航空システム部，

管制システム部，衛星技術部に名称変更。

研究室を廃止し，研究グループを編成。

s 根拠法令

独立行政法人電子航法研究所法（平成11年法律第210号）

d 主務官庁及び主務大臣

主務官庁：国土交通省

主務大臣：国土交通大臣

3. 所在地

a 本所

〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7丁目42番地23

s 分室

〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字北長沼4
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4. 資本金

政府出資金　一 般 勘 定： 3,282,822,581円

空港整備勘定： 975,589,971円

Ⅱ．組織・定員

1. 組織図

（管制間隔研究グループ）

（搭載機器研究グループ）

（センシング研究グループ）

（着陸システム研究グループ）

（管制用監視研究グループ）

（VDL研究グループ）

（GBAS研究グループ）

（機器開発研究グループ）

（航空管制評価研究グループ）

（航空交通管理研究グループ）

（管制施設研究グループ）

（海上交通管制研究グループ）

（衛星システム研究グループ）

（衛星通信研究グループ）

（衛星航法研究グループ）

2. 役員

a 定数

理事長1人，理事1人，監事2人

s 氏名，役職，任期及び経歴

3. 職員（平成15年3月31日現在）

事務職16人，研究職47人

岩　沼　分　室

衛 星 技 術 部

管制システム部監事（非常勤）

監　事

航空システム部理　　事理　事　長

電子航法開発部

企　画　室

総　務　課

役　　職 氏　　名 任　　期 前　　　歴

理事長 大沼　正彦 H13.4.1～H15.3.31 国土交通省電子航法研究所長

理事 岡田　和男 H13.4.1～H15.3.31 外務省在カナダ日本国大使館公使

監事 石井　隆樹 H13.4.1～H15.3.31 全日本空輸㈱整備本部技術部主席部員

監事（非常勤） 相原　康彦 H13.4.1～H15.3.31 国土交通省航空事故調査委員会委員長
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Ⅲ. 事業の実施状況

1. 事業の実施状況

平成14年度における電子航法研究所の事業の実施額（人件費を除く直接経費）は，次のとおりである。

a 重点研究

①新しい通信技術に関する研究開発 3件

②新しい航法システムに関する研究開発 4件

③新しい監視システムに関する研究開発 4件

④新しい航空交通管理に関する研究開発 3件

以上14件613,810,558円

s 基盤的研究

平成14年度は基盤的研究を21件実施し，研究総額は，64,065,842円であった。

d 受託業務

平成14年度は受託業務を17件実施し，受託収入額は，186,273,669円であった。

2. 借入金

事業運営に必要な資金は国からの運営費交付金で賄われているため，長期，短期ともに該当なし。

Ⅳ. 業務運営に関する事項

1. 施設及び設備に関する事項

平成14年度において，施設整備費補助金を財源として所内設備の整備を行った。

a 管理施設整備

平成13年度に工事着手後，想定し得なかった地中障害物が発見され，その調査，撤去作業，経路の見直し等

に時間を要したため，一部平成14年度に繰り越したものである。
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添　付　書　類

平成14年度決算報告書

独立行政法人　電子航法研究所
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収　入　支　出　決　算　書

収　　　　　入

総　　　　括

区　　　　　分 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　　　　考

円 円 円

運営費交付金 1,791,574,000 1,791,574,000 0

施設整備費補助金 0 14,985,600 △ 14,985,600 前年度繰越分

受託収入 22,000,000 186,273,669 △ 164,273,669 受託研究の増加のため

特許収入 0 3,803,979 △ 3,803,979 特許実施があったため

その他事業収入 0 60,491 △ 60,491

財務収入

受取利息 0 5,120 △ 5,120

雑　収　入

土地貸付 0 3,000 △ 3,000

計 1,813,574,000 1,996,705,859 △ 183,131,859
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支　　　　　出

総　　　　括

区　　　　　分 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　　　　考

円 円 円

業務経費 928,084,000 924,477,211 3,606,789

施設整備費 0 14,985,600 △ 14,985,600 前年度繰越分

受託経費 22,000,000 180,065,465 △ 158,065,465 受託研究の増加のため

一般管理費 49,653,000 49,583,964 69,036

人件費 813,837,000 752,406,610 61,430,390 役職員分

特許経費 0 1,216,051 △ 1,216,051 特許実施があったため

その他事業経費 60,491 △ 60,491

計 1,813,574,000 1,922,795,392 △ 109,221,392
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