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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）

最終改正：平成一九年三月三一日法律第二三号

　第一章　総則（第一条―第五条）
　第二章　役員及び職員（第六条―第十条）
　第三章　業務等（第十一条―第十三条）
　第四章　雑則（第十四条）
　第五章　罰則（第十五条・第十六条）
　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。
　（事務所）
第四条　研究所は，主たる事務所を東京都に置く。
　（資本金）
第五条　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　役員及び職員
　　（役員）
第六条　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）
第七条　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。
　（役員の任期）
第八条　役員の任期は，二年とする。
　（役員及び職員の秘密保持義務）
第九条　研究所の役員及び職員は，職務上知ることのできた秘密を漏らし，又は盗用してはならない。その職を退いた後

も，同様とする。
　（役員及び職員の地位）
第十条　研究所の役員及び職員は，刑法 （明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については，法令により公務

に従事する職員とみなす。
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　　　第三章　業務等
　（業務の範囲）
第十一条　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）
第十二条　研究所は，前条に規定する業務のうち特別会計に関する法律 （平成十九年法律第二十三号）附則第百三十四条

第二項 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）
第十三条　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十一条に規定する業務
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）
第十四条　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
第十五条　第九条の規定に違反して秘密を漏らし，又は盗用した者は，一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十六条　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　第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二　第十三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
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
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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。

（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。

　　　附　則　（平成一八年三月三一日法律第二八号）　抄
　（施行期日）
第一条　この法律は，平成十八年四月一日から施行する。ただし，附則第九条第二項及び第三項並びに第十五条の規定は，

公布の日から施行する。
　（職員の引継ぎ等）
第二条　この法律の施行の際現に独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校（以下「北海道開発土

木研究所等」という。）の職員である者は，別に辞令を発せられない限り，この法律の施行の日（以下「施行日」という。）
において，それぞれ，独立行政法人北海道開発土木研究所の職員にあっては独立行政法人土木研究所の，独立行政法人
海技大学校の職員にあっては独立行政法人海技教育機構の職員となるものとする。

２　この法律の施行の際現に独立行政法人土木研究所，独立行政法人建築研究所，独立行政法人交通安全環境研究所，独
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立行政法人海上技術安全研究所，独立行政法人港湾空港技術研究所，独立行政法人電子航法研究所，独立行政法人航海
訓練所，独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校の職員である者は，別に辞令を発せられない限り，施行日
において，引き続きそれぞれの独立行政法人（独立行政法人海員学校にあっては，独立行政法人海技教育機構）の職員
となるものとする。

第三条　前条の規定により独立行政法人土木研究所，独立行政法人建築研究所，独立行政法人交通安全環境研究所，独立
行政法人海上技術安全研究所，独立行政法人港湾空港技術研究所，独立行政法人電子航法研究所，独立行政法人航海訓
練所，独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航空大学校（以下「施行日後の土木研究所等」という。）の職員となっ
た者に対する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十二条第二項の規定の適用については，当該施行日後
の土木研究所等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と，前条の規定により国家公務員としての身分を失ったこ
とを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第四条　附則第二条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者に対しては，国家公務員退職手当法（昭和
二十八年法律第百八十二号）に基づく退職手当は，支給しない。

２　施行日後の土木研究所等は，前項の規定の適用を受けた当該施行日後の土木研究所等の職員の退職に際し，退職手当
を支給しようとするときは，その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員（同条第二項の規定により職
員とみなされる者を含む。）としての引き続いた在職期間を当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間とみ
なして取り扱うべきものとする。

３　施行日の前日に独立行政法人土木研究所，独立行政法人建築研究所，独立行政法人交通安全環境研究所，独立行政法
人海上技術安全研究所，独立行政法人港湾空港技術研究所，独立行政法人電子航法研究所，独立行政法人北海道開発土
木研究所，独立行政法人海技大学校，独立行政法人航海訓練所，独立行政法人海員学校及び独立行政法人航空大学校（以
下「施行日前の土木研究所等」という。）の職員として在職する者が，附則第二条の規定により引き続いて施行日後の
土木研究所等の職員となり，かつ，引き続き当該施行日後の土木研究所等の職員として在職した後引き続いて国家公務
員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基
礎となる勤続期間の計算については，その者の当該施行日後の土木研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する
職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし，その者が当該施行日後の土木研究所等を退職したことにより退職
手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは，この限りでない。

４　施行日後の土木研究所等は，施行日の前日に施行日前の土木研究所等の職員として在職し，附則第二条の規定により
引き続いて施行日後の土木研究所等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）に
よる失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の土木研究所等を退職したものであって，その退職した
日まで当該施行日前の土木研究所等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による
退職手当の支給を受けることができるものに対しては，同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退
職手当として支給するものとする。

　（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）
第五条　施行日前に施行日前の土木研究所等を退職した者に関する国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三

の規定の適用については，独立行政法人土木研究所及び独立行政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては独
立行政法人土木研究所の，独立行政法人建築研究所を退職した者にあっては独立行政法人建築研究所の，独立行政法人
交通安全環境研究所を退職した者にあっては独立行政法人交通安全環境研究所の，独立行政法人海上技術安全研究所を
退職した者にあっては独立行政法人海上技術安全研究所の，独立行政法人港湾空港技術研究所を退職した者にあっては
独立行政法人港湾空港技術研究所の，独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあっては独立行政法人電子航法研究
所の，独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校を退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の，独立
行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立行政法人航海訓練所の，独立行政法人航空大学校を退職した者にあっ
ては独立行政法人航空大学校の理事長は，同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。

　（労働組合についての経過措置）
第六条　この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等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。

次条において「特労法」という。）第四条第二項に規定する労働組合であって，その構成員の過半数が附則第二条の規
定により施行日後の土木研究所等の職員となる者であるもの（以下この項において「旧労働組合」という。）は，この
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法律の施行の際労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）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，旧労働組合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，施行日から起算して六十日を経過する日までに，労働組合法
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法の適用を受ける労働組合となったものについては，施行日から起算して六十日を経過
する日までは，同法第二条ただし書（第一号に係る部分に限る。）の規定は，適用しない。

　（不当労働行為の申立て等についての経過措置）
第七条　施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の土木研究所等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申

立て及び中央労働委員会による命令の期間については，なお従前の例による。
２　この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の土木研究所等とその職員に係る特労法の適用を受

ける労働組合とを当事者とするあっせん，調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章（第十二条及び第十六条の規
定を除く。）及び第六章に規定する事項については，なお従前の例による。

　（北海道開発土木研究所等の解散等）
第八条　北海道開発土木研究所等は，この法律の施行の時において解散するものとし，次項の規定により国が承継する資

産を除き，その一切の権利及び義務は，その時において，独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独
立行政法人土木研究所が，独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が，それぞれ承継
する。

２　この法律の施行の際現に北海道開発土木研究所等が有する権利のうち，独立行政法人北海道開発土木研究所に係るも
のにあっては独立行政法人土木研究所が，独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が，
それぞれその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は，この法律の施行の時において国が承継する。

３　前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は，政令で定める。
４　北海道開発土木研究所等の平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三

号。以下この条において「通則法」という。）第三十八条の規定による財務諸表，事業報告書及び決算報告書の作成等
については，独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が，独立行政法人海技
大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が，それぞれ行うものとする。

５　北海道開発土木研究所等の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績については，独立行政法人北海
道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が，独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独
立行政法人海技教育機構が，それぞれ評価を受けるものとする。この場合において，通則法第三十二条第三項の規定に
よる通知及び勧告は，それぞれ独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に対してなされるものとする。

６　北海道開発土木研究所等の平成十七年四月一日に始まる事業年度における利益及び損失の処理については，独立行
政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が，独立行政法人海技大学校に係るものに
あっては独立行政法人海技教育機構が，それぞれ行うものとする。

７　北海道開発土木研究所等の平成十三年四月一日に始まる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
（以下この条において「中期目標の期間」という。）に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表
については，独立行政法人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が，独立行政法人海技
大学校に係るものにあっては独立行政法人海技教育機構が，それぞれ行うものとする。

８　北海道開発土木研究所等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績については，独立行政法
人北海道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が，独立行政法人海技大学校に係るものにあっ
ては独立行政法人海技教育機構が，それぞれ評価を受けるものとする。この場合において，通則法第三十四条第三項に
おいて準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は，それぞれ独立行政法人土木研究所又は独立行政
法人海技教育機構に対してなされるものとする。

９　北海道開発土木研究所等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における積立金の処分は，独立行政法人北海
道開発土木研究所に係るものにあっては独立行政法人土木研究所が，独立行政法人海技大学校に係るものにあっては独
立行政法人海技教育機構が，それぞれ従前の例により行うものとする。この場合において，附則第十二条第一号の規定
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による廃止前の独立行政法人北海道開発土木研究所法（平成十一年法律第二百十一号。次条第一項において「旧北海道
開発土木研究所法」という。）第十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人土木研究所
の平成十八年四月一日に始まる」と，「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立
行政法人土木研究所法（平成十一年法律第二百五号）第十二条」と，附則第十二条第二号の規定による廃止前の独立行
政法人海技大学校法（平成十一年法律第二百十二号。次条第一項及び附則第十一条において「旧海技大学校法」という。）
第十一条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人海技教育機構の平成十八年四月一日に始ま
る」と，「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人海技教育機構法（平
成十一年法律第二百十四号）第十一条」とする。

10　第一項の規定により北海道開発土木研究所等が解散した場合における解散の登記については，政令で定める。
　（独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構への出資）
第九条　前条第一項の規定により独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構が北海道開発土木研究所等の権

利及び義務を承継したときは，それぞれその承継に際し，独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構が承
継する資産の価額（同条第九項の規定により読み替えられた旧北海道開発土木研究所法第十二条第一項又は旧海技大学
校法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは，当該金額に相当する金額を除く。）から負債の金額
を差し引いた額は，政府から独立行政法人土木研究所又は独立行政法人海技教育機構に出資されたものとする。

２　前項に規定する資産の価額は，施行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。
３　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。
　（独立行政法人土木研究所に係る国有財産の無償使用）
第十条　国土交通大臣は，この法律の施行の際現に独立行政法人北海道開発土木研究所に使用されている国有財産であっ

て政令で定めるものを，政令で定めるところにより，独立行政法人土木研究所の用に供するため，独立行政法人土木研
究所に無償で使用させることができる。

　（独立行政法人海技教育機構に係る財産の無償使用）
第十一条　国は，この法律の施行の際現に旧海技大学校法附則第六条の規定に基づき独立行政法人海技大学校に無償で使

用させている財産を，独立行政法人海技教育機構の用に供するため，独立行政法人海技教育機構に無償で使用させるこ
とができる。

　（独立行政法人北海道開発土木研究所法の廃止に伴う経過措置）
第十三条　施行日前に前条第一号の規定による廃止前の独立行政法人北海道開発土木研究所法第十三条の規定により国土

交通大臣が独立行政法人北海道開発土木研究所に対してした指示は，第一条の規定による改正後の独立行政法人土木研
究所法第十五条の規定により国土交通大臣が独立行政法人土木研究所にした指示とみなす。

　（罰則に関する経過措置）
第十四条　施行日前にした行為及び附則第八条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日

以後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。
　（政令への委任）
第十五条　附則第二条から第十一条まで及び前二条に定めるもののほか，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　（平成一九年三月三一日法律第二三号）　抄
　（施行期日）
第一条　この法律は，平成十九年四月一日から施行し，平成十九年度の予算から適用する。ただし，次の各号に掲げる規

定は，当該各号に定める日から施行し，第二条第一項第四号，第十六号及び第十七号，第二章第四節，第十六節及び第
十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は，平成二十年度の予算から適用する。

一　附則第二百六十六条，第二百六十八条，第二百七十三条，第二百七十六条，第二百七十九条，第二百八十四条，第
二百八十六条，第二百八十八条，第二百八十九条，第二百九十一条，第二百九十二条，第二百九十五条，第二百九十八
条，第二百九十九条，第三百二条，第三百十七条，第三百二十二条，第三百二十四条，第三百二十八条，第三百四十三
条，第三百四十五条，第三百四十七条，第三百四十九条，第三百五十二条，第三百五十三条，第三百五十九条，第
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三百六十条，第三百六十二条，第三百六十五条，第三百六十八条，第三百六十九条，第三百八十条，第三百八十三条及
び第三百八十六条の規定　平成二十年四月一日

（罰則に関する経過措置）
第三百九十一条　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。
（その他の経過措置の政令への委任）
第三百九十二条　附則第二条から第六十五条まで，第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条まで

に定めるもののほか，この法律の施行に関し必要となる経過措置は，政令で定める。
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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）

最終改正：平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号

　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。
　（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。）第十一条第一号に規定す

る試験，調査，研究及び開発に関する事項
二　研究所法第十一条第二号に規定する成果の普及に関する事項
三　研究所法第十一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　研究所法第十一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　研究所法第十三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）
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



― 141 ―

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（第十一条において「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。
　（共通経費の経理）
第十条　研究所は，研究所法第十二条の規定により区分して経理する場合において，経理すべき事項が当該経理に係る勘

定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため，当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難な
ときは，当該事項については，国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って，各勘定に配分することにより経理す
るものとする。

　（財務諸表）
第十一条　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）
第十二条　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）
第十三条　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）
第十四条　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）
第十五条　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
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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
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）
第十六条　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。

　　　附　則　（平成一六年三月三〇日国土交通省令第三〇号）
　この省令は，公布の日から施行する。

　　　附　則　（平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号）　抄
　（施行期日）
第一条　この省令は，独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日（平

成十八年四月一日）から施行する。
　（中期計画の認可申請に係る経過措置）
第三条　次の表の上欄に掲げる独立行政法人は，独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十条第一項の規定

により平成十八年四月一日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは，同表の下欄に掲げる規定にかかわらず，
中期計画を記載した申請書を，同日に始まる中期目標に係る同法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく，国土交
通大臣に提出しなければならない。

独立行政法人建築研究所 独立行政法人建築研究所に関する省令第二条第一項

独立行政法人交通安全環境研究所 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第二条第一項

独立行政法人海上技術安全研究所 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第二条第一項

独立行政法人港湾空港技術研究所 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第二条第一項

独立行政法人電子航法研究所 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第二条第一項

独立行政法人航海訓練所 独立行政法人航海訓練所に関する省令第二条第一項

独立行政法人海技教育機構 独立行政法人海技教育機構に関する省令第二条第一項

独立行政法人航空大学校 独立行政法人航空大学校に関する省令第二条第一項
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3　独立行政法人電子航法研究所　業務方法書

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，独立行政法人電子航法研究所（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11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11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。
　⑴　研究成果を国土交通行政に反映させること
　⑵ 　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「産業財産権等」という。）

を実施させること
　⑶　研究成果に関する報告書を作成し，頒布すること
　⑷　研究成果に関する発表会を開催すること
　⑸　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11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。
　⑴　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
　⑵　書籍等を整列，管理すること
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　⑶　データベースを作成し，管理すること
　⑷　図書等を公開すること

（附帯業務）
第６条　研究所法第11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。
　⑴　産業財産権等の取得に関すること
　⑵　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。
　⑴　契約の性質又は目的が競争を許さないとき
　⑵　緊急の必要により競争に付することができないとき
　⑶　競争に付することが不利と認められるとき
　⑷　契約に係る予定価格が少額であるとき
　⑸　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。

附則　この業務方法書は，平成18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　第２期中期目標

　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。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・効果的に行うという独立行政法人制度の趣旨を十分に踏まえ，社会
ニーズ等の状況変化に適切に対応しつつ，本中期目標に従って，質の高いサービスを提供すること。このため，研究開発
及び成果の普及・活用促進等，研究所が実施するあらゆる活動を通じて，わが国の交通の安全と円滑化に貢献するととも
に，航空行政等の国土交通政策について，その技術課題の解決を図るという研究所の任務を的確に遂行するものとする。
　また，研究所は，本中期目標期間より非公務員型の独立行政法人へ移行することから，国に加え大学，民間等と人事交
流などの連携を促進すること等により，そのメリットを最大限活用するものとする。

第１　中期目標の期間
　平成18年４月１日から平成23年３月31日までの５年間とする。

第２　業務運営の効率化に関する事項
１．組織運営
⑴　組織運営の合理化・適正化の推進
　 　中期計画において，組織運営に関する計画と目標を具体的に定めることにより，組織運営の合理化・適正化を推進す

るとともに，その実施状況と目標達成状況について，定期的な自己点検・評価を実施すること。また，年度計画につい
ては，中期計画を基本としつつ，自己点検・評価結果及び独立行政法人評価委員会の年度評価結果を踏まえた改善策を
盛り込むこと等により，組織運営を効果的・効率的かつ機動的に行うこと。

⑵　業務執行体制の見直し等
　 　高度化，多様化する社会ニーズに迅速かつ的確に対応でき，理事長のリーダーシップと研究企画・総合調整機能を最

大限発揮できるように業務執行体制を見直し，責任の範囲と所在を明確にした組織運営を行うこと。また，専門分野を
集約した組織構成とすることにより，研究開発機能の専門性と柔軟性の向上を図ること。

　特に重要なプロジェクトの推進については，プロジェクトチームにより自立的・弾力的な組織編成を行うこと。

２．人材活用
⑴　職員の業績評価
　 　職員の自発的な能力向上を促し，これを最大限発揮させるため，職員の業績評価を職務，職責，社会ニーズへの貢献

度等を勘案して，厳正かつ公正に行うこと。また，職員の自主性，自立性及び創造性を尊重し，公平性を維持する観点
から，業績評価結果に基づいて適切な処遇を行うこと。

⑵　職員の任用
　 　職員の採用と配置は，研究開発業務が高度な専門性を維持して効果的・効率的に実施されるとともに，研究所のポテ

ンシャル向上が図られるよう，戦略的に実施すること。
　特に若手研究者の任用については，多様な人材を確保し，資質・能力に応じた配置とすること。
⑶　外部人材の活用
　 　研究所のポテンシャル及び研究開発機能の向上を図るとともに，社会ニーズに迅速かつ的確に対応するため，外部人

材を研究者として積極的に活用すること。具体的には，任期付任用を最大限活用することとし，他の研究機関・民間企
業等との人材交流を中期目標期間中に28名以上実施すること。

⑷　人材の育成
　 　今後，退職者の増加に伴い，研究所のポテンシャルが低下することを防ぐため，人材育成に関する長期計画を作成し，

着実に実行すること。また，社会ニーズに的確に対応できる幅広い視野を持つ研究者を育成すること。
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３．業務運営
⑴　経費の縮減
　① 　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及び特殊要因により増減する経費を除く。）につ

いては，中期目標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６%程度抑制す
ること。

　② 　業務経費（人件費，公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）につい
ては，中期目標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 　人件費※注）については，「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ，前中期目標期間の最終年
度予算を基準として，本中期目標期間の最終年度までに国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うこと。また，国
家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の見直しを進めること。

　　※注） 対象となる「人件費」の範囲は，常勤役員及び常勤職員に支給する報酬（給与），賞与，その他の手当の合計額とし，
退職手当，福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費），今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分は除く。

⑵　予算及び人的資源の適正な管理
　 　各研究開発課題に対する予算配分及び執行状況を適時把握することにより，予算管理の適正化と業務運営の効率化を

図ること。また，エフォート（研究専従率）の把握により，人的資源の有効活用を図るとともに職員のコスト意識の徹
底を行うこと。

第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
１．社会ニーズに対応するための研究開発の戦略的・重点的な実施，研究実施過程における措置
　研究所が実施する研究開発の基本的な考え方は次のとおりとする。
⑴　社会ニーズに対応した研究開発の重点化
　 　増大する航空交通量への対応等，社会ニーズに対応するための研究開発を重点的に実施すること。具体的には，航空

交通の安全性向上と，空港及び航空路における交通容量拡大を図るため，より高度な航空交通管理手法の開発及び評価
に係る研究開発を重点的に実施すること。また，より高度な航空交通管理の実現に寄与し，より安全かつ効率的な航空
機運航の実現に資するため，衛星・データ通信等の新技術を採り入れた通信・航法・監視システムの整備，運用及び利
用に係る研究開発を行うこと。これらの研究開発成果は，RNAV（広域航法）の導入，航空路・空域再編等による航空路・
空域容量の拡大，大都市圏拠点空港及びその周辺の空域容量の拡大，異常接近予防やヒューマンエラー予防等の予防安
全技術と衛星・データ通信等の新技術の導入による安全かつ効率的な航空交通をそれぞれ達成するため，国土交通省航
空局が実施する航空管制業務や航空保安システムの整備等において，技術的に実用・活用可能であるものを目指すこと。

　 　具体的な研究開発課題の設定にあたっては，社会ニーズを十分に把握し，関係者と調整を図るとともに，有用性，有
益性及び将来的な発展性を十分考慮すること。また，研究開発の目的及び目標を明確かつ具体的に定めるとともに，特
に重要性及び優先度が高い課題については，重点研究開発分野として位置付け，戦略的かつ重点的に取り組むこと。

⑵　基礎的技術の蓄積等
　 　中長期的な国際動向を見据え，将来の航空交通管理システムに不可欠となる先導的研究・萌芽的研究及び要素技術の

研究を実施し，基礎的技術の蓄積とポテンシャルの向上を図ること。
⑶　研究開発の実施過程における措置
　　研究開発の実施過程においては，次に掲げる措置を講じること。
　① 　社会ニーズに対応するための研究要素を包括的に企画，提案し，研究の位置付けと達成目標を明確にすること。ま

た，研究開発の目的及び成果が，社会ニーズに対して的確・タイムリーで効果的なものとなるよう，関係者から情報
収集を随時行い，研究開発の実施過程において，ニーズの変化に即応できる柔軟性を有すること。

　② 　各研究開発課題について，社会ニーズの状況変化や，事前・中間評価の結果に基づき，関係者と十分調整の上，研
究内容や方法の見直し，中止等，所要の措置を講じること。また，事後評価結果については，関係者と十分調整の上，
その後の研究開発計画に反映させること。
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２．共同研究，受託研究等の推進
　① 　優れた研究成果を上げるためには，他の研究機関等の外部資源を最大限活用することが不可欠である。このため，

当研究所の研究開発に関連する技術分野または研究開発に必要な要素技術に関する研究開発等を行っている国内外の
研究機関，民間企業等との共同研究を引き続き強力に推進し，研究開発の高度化と効果的・効率的な実施を同時に実
現すること。具体的には，共同研究を中期目標期間中に36件以上実施すること。

　② 　航空交通の安全確保とその円滑化を図るためには，国，空港管理者，航空機運航者，航空保安システム製造者等の
航空関係者が抱える技術課題をそれぞれ解決する必要がある。これらの課題に対応し研究所の社会的貢献度を高める
ため，国，地方自治体及び民間等からの受託研究を積極的に実施すること。具体的には，中期目標期間中に90件以上
実施すること。

　　　また，競争的資金を積極的に獲得すること。
　③ 　他機関との密接な連携と交流を円滑に推進するため，研究者・技術者の交流会等を中期目標期間中に30件以上実施

すること。

３．研究開発成果の普及・活用促進
　社会ニーズへの対応，共同研究及び受託研究の推進，受託収入・特許権収入等の自己収入の増加を図るためには，研究
所の研究開発成果を広く社会に公表してその利活用を促すとともに，研究所に対する潜在的な需要を掘り起こすための施
策を積極的に行うことが肝要である。このため，研究所の業務に係る啓発，学会発表，メディアを通じた広報及び発表，
インターネットによる資料の公表，成果の活用を推進するための技術支援，国際標準化作業への参画等の施策を積極的に
実施すること。具体的な実施内容と目標は次のとおりとする。
⑴　研究開発等
　①　知的財産権による保護が可能な知的財産については，必要な権利化を図ること。
　②　各研究開発課題については，年１回以上，学会，専門誌等において発表すること。
　③　査読付論文を80件以上提出すること。
　④　ホームページで提供する情報の内容を工夫，充実させることにより，アクセス件数が増加するよう努めること。
　⑤　その他研究所の活動及び成果の普及・活用促進に必要な広報活動に努めること。

⑵　国際協力等
　 　国際民間航空機関等の海外機関においては，新しい航空交通管理手法や新技術を採用した航空保安システムに係る国

際標準の策定が進められており，我が国もその活動に積極的に参画して国益を確保することが必要である。また，アジ
ア地域における航空交通の安全確保等については，我が国が果たすべき役割が大きくなっている。従って，次の施策に
より，航空分野における我が国の国際協力等に貢献すること。

　①　海外機関への技術支援等による国際協力を積極的に行うこと。
　②　国際的な最新技術動向を把握，分析し，当該情報を外部に提供できるしくみを整えること。
　③　研究開発成果の国際的な普及を推進するため，国際会議等における発表を240件以上実施すること。

第４　財務内容の改善に関する事項
１．自己収入の増加
　受託収入・特許権収入等の自己収入を増加させるための活動を積極的に推進すること。

第５　その他業務運営に関する重要事項
１．管理，間接業務の外部委託
　庁舎・施設管理業務や，研究開発業務において専門的な知識等を要しない補助的な作業等については，外部委託を活用
して業務の効率化を図ること。

２．施設及び設備に関する事項
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⑴ 　研究開発効率が低下しないよう，適切な施設・設備の整備を計画的に進めるとともに，その利用においては安全に留
意し，維持保全を着実に実施すること。

⑵　既存の研究施設及び研究機材を有効に活用し，効率的な業務遂行を図ること。
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5　独立行政法人電子航法研究所　第２期中期計画

　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，航空交通管理システムに関する研究等を通じて，航空行政等を技
術的側面から支援する中核的研究機関として社会に貢献していく。
　この実現に向けて，専門性の集約・継承と深化を図り，効率的な業務運営を行うことを基本とし，社会ニーズ，特に増
大する航空交通量に対応するため，高度な航空交通管理手法の開発・評価に関する研究を戦略的・重点的に実施する。
　また，非公務員型の独立行政法人として，柔軟で弾力的な人事制度を構築することにより，産業界及び学界との人材交
流による連携を促進し，人材の育成及び研究ポテンシャル（能力）の向上を図る。
　以上を踏まえ，独立行政法人通則法第30条第１項の規定に基づき，研究所の平成18年度から始まる期間における中期目
標を達成するための計画を次のように策定する。

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
⑴　組織運営
　 　研究開発機能の専門性と柔軟性の向上を図り，かつ航空交通管理システムに係る中核的研究機関としての機能を果た

すために，研究領域を大括り再編し専門分野を集約する。具体的には，航空交通管理領域，通信・航法・監視領域及び
機上等技術領域の３領域の組織構成とする。

　 　また，社会ニーズの高度化・多様化に迅速かつ的確に対応でき，理事長の運営方針・戦略の発信等を通じたリーダー
シップと研究企画・総合調整機能を最大限発揮できるように業務執行体制を見直し，責任の範囲と所在を明確にした組
織運営を行う。具体的には，航空行政と連携しつつ航空交通管理システムの全体構想における各研究課題の位置付けの
明確化を図るなど，企画・調整機能を重点化する。

　　特に重要なプロジェクトの推進については，プロジェクトチームにより自立的・弾力的な組織編成を行う。
　 　本中期目標期間においては，組織運営に関する計画の実施状況と目標達成状況について，年度計画線表やアクション

アイテムリスト等を活用して定期的な自己点検・評価を実施し，研究の進展及び社会情勢の変化に柔軟に対応する等効
果的・効率的な組織運営を行う。また，運営全般にわたる意思決定機構の整備，外部有識者により構成される評議員会
の活用等を行い，運営機能の強化を図る。

⑵　人材活用
　①　職員の業績評価
　　 　職員の業績評価においては，職務，職責，社会ニーズへの貢献度等を的確に反映させる。また，評価の実施状況を

見ながら，必要に応じ制度の精査と改善を行う。
　　　業績評価結果を処遇に適切に反映させることにより，職員の活性化と職務効率の向上を図る。
　②　職員の任用
　　 　効果的，効率的な研究体制を確立するため，研究員個人に蓄積された能力，経験及び研究所の今後の研究開発課題

等を勘案して適正な人員配置を行う。女性研究者の任用については，その拡大を目指す。若手研究員の任用について
は，公募等の実施により多様な人材を確保するとともに，研究課題の選定に当たっては資質・能力に応じた配置を行
うことにより研究組織の活性化を図る。

　③　外部人材の活用
　　 　研究所のポテンシャル及び研究開発機能の向上を図るとともに，社会ニーズに迅速かつ的確に対応するため，国内

外の研究機関・民間企業等から任期付研究員，非常勤研究員，客員研究員等を積極的に受け入れる。具体的には，中
期目標期間中に28名以上実施する。

　④　人材の育成
　　 　今後，熟年研究者の退職に伴い，研究所のポテンシャルが低下することを防ぐため，人材育成に関する長期計画を

作成し，着実に実行する。また，研究部門以外のポストの経験や留学等により，社会ニーズに的確に対応できる幅広
い視野を持つ研究者を育成する。具体的には，中期目標期間中に研究部門以外のポストへの配置や留学等を６名程度
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実施する。
⑶　業務運営
　① 　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及び特殊要因により増減する経費を除く。）につ

いては，業務の効率化など，経費の縮減に努め，中期目標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６％程度抑制する。

　② 　業務経費（人件費，公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）につい
ては，研究施設等の効率的な運用を更に進めることにより中期目標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。

　③ 　人件費※注）については，「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ，前中期目標期間の最終年
度予算を基準として，本中期目標期間の最終年度までに５％以上削減する。また，国家公務員の給与構造改革を踏ま
えた役職員の給与体系の見直しを進める。

　　※注） 対象となる「人件費」の範囲は，常勤役員及び常勤職員に支給する報酬（給与），賞与，その他の手当の合計額とし，
退職手当，福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費），今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分は除く。

　④ 　予算及び人的資源の適正な管理については，各研究開発課題に対する予算配分及び執行状況を予算管理システム等
により適時把握し，予算管理の適正化と業務運営の効率化を図る。また，エフォート（研究専従率）を正確に把握し，
人的資源の有効活用と職員のコスト意識の向上を図るとともに，研究に専念できるようなエフォートの質の向上を図
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
⑴　社会ニーズに対応した研究開発の重点化
　 　研究所の目的を踏まえ，より質の高い研究成果を提供することにより，安全・安心・便利な航空交通を求める社会ニー

ズに適切に対応するため，以下に掲げる３つの重点研究開発分野を設定し，戦略的かつ重点的に実施する。
　①　空域の有効利用及び航空路の容量拡大に関する研究開発
　　 　増大する航空交通量に対応するため，空域の有効利用及び航空路の容量拡大を図る必要があることから，RNAV（広

域航法），スカイハイウェイ計画等，新たな管制方式・運航方式を導入したときの航空交通容量への影響及び効果を
推定し，容量値算定のための技術資料を作成する。また，これらの導入に必要な安全性評価を実施し，最低経路間隔
等の基準作成に貢献する。その他，増大する航空交通量を安全に管理するためSSRモードＳシステムの高度化技術
の開発，並びにRNAV等を支える衛星航法の実現に向けた研究開発等を実施する。

　②　混雑空港の容量拡大に関する研究開発
　　 　増大する航空交通量に対応するため，混雑空港の処理容量及びその周辺空域の容量拡大を図る必要があることから，

空港周辺の飛行経路及び管制官が管轄するセクター構成の改善技術を開発し，混雑空港周辺の空域再編及び新たな管
制方式の導入等に貢献する。また，航空機等のより安全で円滑な地上走行に対応するため，多様な監視センサーデー
タの統合化技術を開発する。その他，衛星航法を用いて空港への精密進入を支援する技術を開発し，実運用機材の調
達や運用において活用できるようにする。

　③　予防安全技術・新技術による安全性・効率性向上に関する研究開発
　　 　航空交通の安全性・効率性を向上させるため，航空機に搭載している飛行管理システムデータを用いた飛行プロファ

イルの高精度予測手法の開発，及びそれを用いた異常接近検出手法を開発する。また，携帯電子機器を航空機内で使
用するために必要となる機上装置への安全性認証のための技術資料を作成する。その他，ヒューマンエラー防止のた
めの疲労の早期検出技術を開発する。

　具体的な研究開発課題の設定にあたっては，社会ニーズを十分に把握し，行政，運航者及び空港管理者等の関係者と調
整を図るとともに，有用性，有益性及び将来的な発展性を十分考慮する。また，研究開発の目的及び目標を明確かつ具体
的に定める。
⑵　基盤的研究
　 　社会ニーズの実現に向けた政策に基づく重点研究開発分野での将来の応用を目指した基盤的・先導的研究を実施し，

現在及び将来のニーズに対応した研究ポテンシャルの向上に努める。なお，研究の実施に当たっては，諸情勢の変化を
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考慮しつつ研究の方向性や具体的な方策について，柔軟に対応する。
　 　また，一方で，研究者の自由な発想に基づく研究についても，新しい知を生み続ける知的蓄積を形成することを目指

し萌芽段階からの多様な研究を長期的視点で実施し，特に若手研究者の自立を促進する。
⑶　研究開発の実施過程における措置
　　研究開発の実施過程においては，次に掲げる措置を講じる。
　① 　研究開発課題選定手順を明確にし，社会ニーズに対応するための研究要素を包括的に企画，提案し，研究の位置付

けと「目標時期」「成果」「効果」等の達成目標を明確にする。また，研究開発の目的及び成果が，社会ニーズに対し
て的確・タイムリーで効果的なものとなるよう，行政，運航者及び空港管理者等の関係者から情報収集を随時行い，
研究開発の実施過程において，ニーズの変化に即応できる柔軟性を確保する。

　② 　各研究開発課題について，社会ニーズの状況変化や，研究所内外の研究事前・中間評価の結果に基づき，行政等の
関係者と十分調整の上，研究内容や方法の見直し，中止等，所要の措置を講じる。また，研究所内外の研究事後評価
結果については，成果のフォローアップに努めながら，行政等の関係者と十分調整の上，その後の研究開発計画に反
映させる。

⑷　共同研究・受託研究等
　①　共同研究
　　 　研究開発の高度化を図り，これを効果的・効率的に実施するとともに，研究所の社会的地位と研究ポテンシャルの

向上を図るため，関連する技術分野を対象に研究活動等を行っている国内外の大学，研究機関，民間企業等との共同
研究を推進する。具体的には，共同研究を中期目標期間中に36件以上実施する。

　②　受託研究等
　　 　国，地方自治体及び民間等が抱えている各種の技術課題を解決するため，受託研究等を幅広く実施する。具体的に

は，受託研究等を中期目標期間中に90件以上実施する。また，競争的資金を積極的に獲得する。
　③　研究交流
　　 　他機関との密接な連携と交流を円滑に推進するため，研究者・技術者の交流会等を中期目標期間中に３０件以上実

施する。
⑸　研究成果の普及，成果の活用促進等
　①　知的財産権
　　　知的財産権による保護が必要な研究成果については，必要な権利化を図る。
　　 　また，登録された権利の活用を図るため，広報誌，パンフレット，ホームページ等により積極的に広報・普及を行

うとともに，研究成果に関心を寄せる企業等に積極的に技術紹介活動を行う。
　②　広報・普及・成果の活用
　　 　研究所の活動・成果を研究発表会，一般公開，広報誌等印刷物，マスメディア，ホームページ等の様々な広報手段

を活用し，効率的かつ効果的な広報活動を推進する。また，国際会議，学会，シンポジウム等に積極的に参加し，講
演，発表等を通じて研究成果の普及に努める。更に，行政当局への技術移転等を通じ，研究成果の活用を図る。

　　　・各研究開発課題については，年１回以上，学会，専門誌等において発表する。
　　　・中期目標期間中に80件程度の査読付論文への採択を目指す。
　　　・ホームページで提供する情報の内容を工夫，充実させることにより，アクセス件数が増加するよう努める。
　　　・研究発表会及び研究講演会をそれぞれ年１回開催する。
　　　・ 研究所一般公開を年１回実施する。また，研究所の見学を積極的に受け入れることにより，研究所の活動に関す

る広報に努める。
　　　・国土交通省の「空の日」事業への参加を年１回以上実施する。
　　　・ 研究成果への関心を喚起するため，研究所の広報の一環として，研究成果等について企業等に公開講座を開催す

る。
　　　その他研究所の活動及び成果の普及・活用促進に必要な広報活動に努める。

　③　国際協力等
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　　 　研究所で行う研究開発は，諸外国の研究機関等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及び連
携を進めることにより，国際的な研究開発に貢献する。さらに有効な国際交流・貢献を図るため，主体的に国際ワー
クショップ等を開催する。

　　 　国際的な最新技術動向を把握，分析し，当該情報を外部に提供できるよう，技術情報のデータベース化と当該情報
の提供を行う。

　　 　国際民間航空機関が主催する会議への継続的な参画により，国際標準策定作業に積極的に貢献する。アジア地域の
航空交通の発展に寄与するための研修等を実施する。

　　　・国際民間航空機関が主催する会議，その他国際会議・学会等で中期目標期間中に240件以上発表する。
　　　・国際ワークショップ等を，中期目標期間中に２件程度開催する。

３．予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画
⑴　自己収入の増加
　　受託収入・特許権収入等の自己収入を増加させるための活動を積極的に推進する。
⑵　中期目標期間における財務計画は次のとおりとする。
　①予算　　　　　別紙１のとおり
　②収支計画　　　別紙２のとおり
　③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。

５．重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
　特になし。

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
⑴　管理，間接業務の外部委託
　 　庁舎・施設管理業務や，研究開発業務において専門的な知識等を要しない補助的な作業等については，外部委託を活

用して業務の効率化を図る。
　①施設及び設備に関する事項

施設・設備の内訳
予定額

（百万円）
財　　　源

ア．実験施設整備
　　実験用航空機格納庫補修工事

11
一般会計
独立行政法人電子航法研究所施設整備補助金

イ．業務管理施設整備
　　電子航法開発部棟補修工事

100
一般会計
独立行政法人電子航法研究所施設整備補助金

ウ．業務管理施設整備
　　管制システム部棟建替工事

222
一般会計
独立行政法人電子航法研究所施設整備補助金

エ．業務管理施設整備
　　ATC研究棟他補修工事

104
一般会計
独立行政法人電子航法研究所施設整備補助金
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オ．業務管理施設整備
　　本部棟/衛星技術部棟補修工事

91
一般会計
独立行政法人電子航法研究所施設整備補助金

カ．業務管理施設整備
　　仮想現実実験棟他補修工事

55
一般会計
独立行政法人電子航法研究所施設整備補助金

キ．業務管理施設整備
　　航空システム部/管制システム部棟補修工事

77
空港整備特別会計
独立行政法人電子航法研究所施設整備補助金

　②　施設・設備利用の効率化
　　 　業務の確実な遂行のため，研究所の施設・設備及び実験用航空機について，性能維持・向上等適切な措置を講じる

とともに，その効率的な利用に努める。

⑵　人事に関する計画
　①　方針
　　　業務処理を工夫するとともに，業務内容及び業務量に応じて適正に人員を配置する。
　②　人件費に関する指標
　　　中期目標期間中の人件費総額見込み　　2,958百万円
　③　その他参考として掲げる事項
　　　・人件費削減の取り組みによる前年度予算に対する各年度の削減率は，以下のとおり（％）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
△1.7％ △0.6％ △1.1％ △1.1％ △1.1％
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別紙１（表１）
表１．予算（総括）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
［人件費の見積り］
　期間中総額2,958百万円を支出する。
　 但し，上記の額は，役員報酬（非常勤役員を

除く。）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）

収入
　　運営費交付金
　　施設整備費補助金
　　受託等収入
計

8,315
661

1,345
10,321

支出
　　業務経費
　　　　うち研究経費
　　施設整備費
　　受託等経費
　　一般管理費
　　人件費
計

4,480
4,480
661

1,271
249

3,660
10,321

別紙１（表２）
表２．予算（一般勘定）　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
［人件費の見積り］
　期間中総額1,789百万円を支出する。
　 但し，上記の額は，役員報酬（非常勤役員を

除く。）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

収入
　　運営費交付金
　　施設整備費補助金
　　受託等収入
計

3,140
584
779

4,503
支出
　　業務経費
　　　　うち研究経費
　　施設整備費
　　受託等経費
　　一般管理費
　　人件費
計

748
748
584
757
193

2,221
4,503

別紙１（表３）
表３．予算（空港整備勘定）　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
［人件費の見積り］
　期間中総額1,169百万円を支出する。
　 但し，上記の額は，役員報酬（非常勤役員を

除く。）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

収入
　　運営費交付金
　　施設整備費補助金
　　受託等収入
計

5,175
77

566
5,818

支出
　　業務経費
　　　　うち研究経費
　　施設整備費
　　受託等経費
　　一般管理費
　　人件費
計

3,732
3,732

77
514
56

1,439
5,818



― 155 ―

別紙２（表１）
表１．収支計画（総括）　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
　注 ）当法人における退職手当については，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。

費用の部
　経常費用
　　研究業務費
　　受託等業務費
　　一般管理費
　　減価償却費
　財務費用
　臨時損失

10,246
10,246
7,206
1,271
1,162
607

0
0

収益の部
　運営費交付金収益
　手数料収入
　受託等収入
　資産見返負債戻入
　臨時利益
純利益
目的積立金取崩額
総利益

10,246
8,315

0
1,345
586

0
0
0
0

別紙２（表２）
表２．収支計画（一般勘定）　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
　注 ）当法人における退職手当については，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。

費用の部
　経常費用
　　研究業務費
　　受託等業務費
　　一般管理費
　　減価償却費
　財務費用
　臨時損失

3,970
3,970
2,339
757
812

　62
0
0

収益の部
　運営費交付金収益
　手数料収入
　受託等収入
　資産見返負債戻入
　臨時利益
純利益
目的積立金取崩額
総利益

3,970
3,140

0
779
51
0
0
0
0

別紙２（表３）
表３．収支計画（空港整備勘定）　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
　注 ）当法人における退職手当については，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。

費用の部
　経常費用
　　研究業務費
　　受託等業務費
　　一般管理費
　　減価償却費
　財務費用
　臨時損失

6,276
6,276
4,867
514
350

　　545
0
0

収益の部
　運営費交付金収益
　手数料収入
　受託等収入
　資産見返負債戻入
　臨時利益
純利益
目的積立金取崩額
総利益

6,276
5,175

0
566

　　535
0
0
0
0
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別紙３（表１）
表１．資金計画（総括）　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
資金支出
　業務活動による支出
　投資活動による支出
　財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

10,321
9,646
661
14
0

資金収入
　業務活動による収入
　　運営費交付金による収入
　　受託収入
　　その他の収入
　投資活動による収入
　　施設整備費補助金による収入
　　その他の収入
　財務活動による収入

10,321
9,660
8,315
1,327

18
661
661

0
0

別紙３（表２）
表２．資金計画（一般勘定）　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
資金支出
　業務活動による支出
　投資活動による支出
　財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

4,503
3,911
584

8
0

資金収入
　業務活動による収入
　　運営費交付金による収入
　　受託収入
　　その他の収入
　投資活動による収入
　　施設整備費補助金による収入
　　その他の収入
　財務活動による収入

4,503
3,919
3,140
775

4
584
584

0
0

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
　業務活動による支出
　投資活動による支出
　財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

5,818
5,735

77
6
0

資金収入
　業務活動による収入
　　運営費交付金による収入
　　受託収入
　　その他の収入
　投資活動による収入
　　施設整備費補助金による収入
　　その他の収入
　財務活動による収入

5,818
5,741
5,175
552
14
77
77
0
0
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別紙４
中期計画予算のルール（一般勘定）
［運営費交付金の算定方法］
　　　運営費交付金＝人件費＋一般管理費＋業務経費－自己収入

［運営費交付金の算定ルール］
１．人件費＝当年度人件費相当額＋前年度給与改定分等
　⑴　当年度人件費相当額＝基準給与総額±新陳代謝所要額＋退職手当所要額
　　イ　基準給与総額
　　　　18年度…所要額を積み上げ積算
　　　　19年度以降…前年度人件費相当額－前年度退職手当所要額
　　ロ　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
　　ハ　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
　⑵　前年度給与改定分等（19年度以降適用）
　　　昇給原資額，給与改定額，退職手当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。
２．一般管理費
　前年度一般管理費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×一般管理費の効率化係数（α）×消費者物価指数（γ）
＋当年度の所要額計上経費±特殊要因
３．業務経費
　⑴　研究経費
　　 　前年度研究経費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×業務経費の効率化係数（β）×消費者物価指数（γ）

×政策係数（δ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因
４．自己収入
　　過去実績等を勘案し，当年度に想定される収入見込額を計上
　一般管理費の効率化係数（α）：毎年度の予算編成過程において決定
　業務経費の効率化係数（β）：毎年度の予算編成過程において決定
　消費者物価指数（γ）：毎年度の予算編成過程において決定
　政策係数（δ）： 法人の研究進捗状況や財務状況，新たな政策ニーズへの対応の必要性，独立行政法人評価委員会によ

る評価等を総合的に勘案し，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，航空機燃料税等の所要額計上を必要とする経費
　特殊要因： 法令改正等に伴い必要となる措置，現時点で予測不可能な事由により，特定の年度に一時的に発生する資金

需要に応じ計上

［中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等］
　一般管理費の効率化係数（α）：中期計画期間中は0.97として推計
　業務経費の効率化係数（β）：中期計画期間中は0.99として推計
　消費者物価指数（γ）：中期計画期間中は1.00として推計
　政策係数（δ）：中期計画期間中は1.00として推計
　人件費⑵前年度給与改定分等：中期計画期間中は０として推計
　特殊要因：中期計画期間中は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）
［運営費交付金の算定方法］
　　　運営費交付金＝人件費＋一般管理費＋業務経費－自己収入

［運営費交付金の算定ルール］
１．人件費＝当年度人件費相当額＋前年度給与改定分等
　⑴　当年度人件費相当額＝基準給与総額±新陳代謝所要額＋退職手当所要額
　　イ　基準給与総額
　　　　18年度…所要額を積み上げ積算
　　　　19年度以降…前年度人件費相当額－前年度退職手当所要額
　　ロ　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
　　ハ　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
　⑵　前年度給与改定分等（19年度以降適用）
　　　昇給原資額，給与改定額，退職手当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。
２．一般管理費
　前年度一般管理費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×一般管理費の効率化係数（α）×消費者物価指数（γ）
＋当年度の所要額計上経費±特殊要因
３．業務経費
　⑴　研究経費
　前年度研究経費相当額（所要額計上経費及び特殊要因を除く）×業務経費の効率化係数（β）×消費者物価指数（γ）
×政策係数（δ）＋当年度の所要額計上経費±特殊要因
４．自己収入
　過去実績等を勘案し，当年度に想定される収入見込額を計上
　一般管理費の効率化係数（α）：毎年度の予算編成過程において決定
　業務経費の効率化係数（β）：毎年度の予算編成過程において決定
　消費者物価指数（γ）：毎年度の予算編成過程において決定
　政策係数（δ）： 法人の研究進捗状況や財務状況，新たな政策ニーズへの対応の必要性，独立行政法人評価委員会によ

る評価等を総合的に勘案し，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，航空機燃料税等の所要額計上を必要とする経費
　特殊要因： 法令改正等に伴い必要となる措置，現時点で予測不可能な事由により，特定の年度に一時的に発生する資金

需要に応じ計上

［中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等］
　一般管理費の効率化係数（α）：中期計画期間中は0.97として推計
　業務経費の効率化係数（β）：中期計画期間中は0.99として推計
　消費者物価指数（γ）：中期計画期間中は1.00として推計
　政策係数（δ）：中期計画期間中は1.00として推計
　人件費（２）前年度給与改定分等：中期計画期間中は０として推計
　特殊要因：中期計画期間中は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18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18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

⑴　組織運営
　 　研究領域を大括り再編し専門分野を集約するとの中期計画に対し，平成18年度より航空交通管理領域，通信・航法・

監視領域及び機上等技術領域の組織構成とし，研究開発機能の専門性と柔軟性を向上させるとともに航空交通管理シス
テムに係る中核的研究機関としての機能を果たす。

　 　また，研究企画・総合調整機能を最大限発揮できるように業務執行体制を見直すとの中期計画に対し，平成18年度に
研究企画統括の新設及び企画部門への研究員の配置を行い，研究企画・総合調整機能を発揮できるような業務執行体制
とする。

　 　組織運営に関する計画の実施状況と目標達成状況について，引き続き年度計画線表やアクションアイテムリストを活
用して定期的な自己点検・評価を実施する。また，中期計画における運営全般にわたる意思決定機構の整備に対して，
その構築に向けて幹部会及び企画会議の見直しを検討する。あわせて評議員会の活用について検討する。

⑵　人材活用
　①　職員の業績評価
　　 　職員の業績評価においては，職責，社会ニーズへの貢献度等を処遇に適切に反映させることにより，職員の活性化

と職務効率の向上を図る。
　②　職員の任用
　　 　効果的，効率的な研究体制を確立するため，引き続き研究員個人に蓄積された能力，経験及び研究所の今後の研究

開発課題等を勘案して適正な人員配置を行う。女性研究者の任用については，育児休業制度の拡充を図るなど，働き
やすい環境の整備に努め，その拡大を目指す。若手研究員の任用については，公募により広く多様な人材の確保に努
めるとともに，資質・能力に応じた研究課題の選定を行う。

　③　外部人材の活用
　　 　研究所のポテンシャル及び研究開発機能の向上を図るとともに，社会ニーズに迅速かつ的確に対応するため，引き

続き国内外の研究機関・民間企業等から任期付研究員，非常勤研究員，客員研究員等を積極的に受け入れる。具体的
には，任期付研究員1名の採用を含め，外部人材を6名以上活用する。

　④　人材の育成
　　 　団塊世代の研究者が大量に退職を迎えることによる研究所のポテンシャル低下を防ぐため，人材育成に関する長期

計画を検討する。また，海外派遣を1名実施するとともに企画部門に研究員1名を配置し，社会ニーズに的確に対応し，
国際的に幅広い視野を持つ研究者を育成する。

⑶　業務運営
　 　所内ネットワーク，グループウェアソフトの活用により，事務管理業務の電子化，ペーパーレス化を継続的に推進し，

情報伝達の迅速化，簡素化を図る。また，業務運営の効率化，簡素化を向上させるため，業務運営効率化推進委員会に
おいて旅費請求事務の簡素化，専決事項の整理等について検討する。さらに業務の効率化等を図り，以下のとおり経費
を抑制する。

　・ 中期目標期間中に見込まれる一般管理費総額（人件費，公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因によ
り増減する経費を除く。）を６％程度抑制する目標に対し，平成18年度において1.2％程度抑制する。

　・ 中期目標期間中に見込まれる業務経費総額（人件費，公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により
増減する経費を除く。）を２％程度抑制する目標に対し，平成18年度において0.4％程度抑制する。

　・ 中期目標期間の最終年度までに，人件費※注）を平成17年度予算比で５％以上削減する目標に対し，中期計画に掲げた
人事に関する計画のとおり平成18年度において平成17年度比で1.7％程度削減する。
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　　※注） 対象となる「人件費」の範囲は，常勤役員及び常勤職員に支給する報酬（給与），賞与，その他の手当の合計額とし，
退職手当，福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費），今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分は除く。

　役職員の給与水準について，国家公務員の給与構造改革と同様に全体として平均4.8％引き下げる。また，年功的な給
与上昇を極力抑制するとともに職員の業績に応じた昇給制度にする。
　予算及び人的資源の適正な管理については，各研究開発課題に対する予算配分及び執行状況を予算管理システム等によ
り適時把握し，予算管理の適正化と業務運営の効率化を図る。また，エフォート（研究専従率）を正確に把握し，人的資
源の有効活用と職員のコスト意識の向上を図るとともに，研究に専念できるようなエフォートの質の向上を図る。
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

⑴　社会ニーズに対応した研究開発の重点化
　 　安全・安心・便利な航空交通を求める社会ニーズに適切に対応するため，中期計画において設定した以下に掲げる３

つの重点研究開発分野を戦略的かつ重点的に実施する。
　①　空域の有効利用及び航空路の容量拡大に関する研究開発
　　 　増大する航空交通量に対応するため，空域の有効利用及び航空路の容量拡大を図る必要があることから，RNAV（広

域航法），スカイハイウェイ計画等，新たな管制方式・運航方式を導入したときの航空交通容量への影響及び効果を
推定し，容量値算定のための技術資料を作成する。また，これらの導入に必要な安全性評価を実施し，最低経路間隔
等の基準作成に貢献する。その他，増大する航空交通量を安全に管理するためSSRモードSシステムの高度化技術の
開発，並びにRNAV等を支える衛星航法の実現に向けた研究開発等を実施する。

　　　具体的には，平成18年度に以下の研究を実施する。
　　ア．航空交通管理における新管制運用方式に係る容量値に関する研究 （平成16年度～19年度）
　　　（年度目標）
　　　 　現在の容量値の計算法を改良したアルゴリズムを作成し，遅延がどのように変化するか現在の計算法と比較，検

討することにより，より正確な計算方法の提案を目指す。また，計算機シミュレーションを用いて新しい管制運用
方式であるスカイハイウェイを導入したときの航空管制官の作業量の変化を推定し，その導入効果を予測する。

　　イ．静止衛星型衛星航法補強システムの２周波対応に関する研究 （平成16年度～19年度）
　　　（年度目標）
　　　 　２周波対応GPS受信機のデータ処理部を開発・評価し，実用に耐え得る性能要件を満足させる。また，カテゴ

リⅠ精密進入の性能を達成するための条件として，測位性能に影響を与える電離層や衛星軌道等の各誤差成分への
配分を最大許容値として設定し，これを達成するための誤差補正アルゴリズムを開発する。また，１周波の利用に
より，我が国の空港において必要とされるAPV（垂直誘導付進入）アベイラビリティを達成できるよう，電離層
遅延量補正残差の予測アルゴリズムを改良する。

　　ウ．RNAV経路導入のための空域安全性評価の研究 （平成18年度～20年度）
　　　（年度目標）
　　　 　レーダー監視下におけるターミナルRNAV経路の安全性評価手法について，諸外国の状況を調査するとともに

日本の航空交通状況を考慮したターミナルRNAV経路の安全性評価手法を開発する。また，この手法を用いて衝
突リスクを推定し，国土交通省が導入を検討しているターミナルRNAV経路の安全性を評価する。

　　エ．SSRモードSの高度運用技術の研究 （平成18年度～22年度）
　　　（年度目標）
　　　 　SSRモードSの高度な運用技術を確立するため，確率的ロックアウトオーバーライド（SLO）及び覆域制限機能

を有するSSRモードS地上局を平成18年度から19年度にかけて開発する。
　　　 　また，航空機の動態情報を効率的にかつ高い信頼性で取得するための技術開発を目指し，岩沼モードS地上局を

用いて我が国の空域を飛行する航空機について動態情報機能を持つトランスポンダの対応パラメータ種別などを調
査，分析する。

　②　混雑空港の容量拡大に関する研究開発
　　 　増大する航空交通量に対応するため，混雑空港の処理容量及びその周辺空域の容量拡大を図る必要があることから，

空港周辺の飛行経路及び管制官が管轄するセクター構成の改善技術を開発し，混雑空港周辺の空域再編及び新たな管
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制方式の導入等に貢献する。また，航空機等のより安全で円滑な地上走行に対応するため，多様な監視センサデータ
の統合化技術を開発する。その他，衛星航法を用いて空港への精密進入を支援する技術を開発し，実運用機材の調達
や運用において活用できるようにする。

　　　具体的には，平成18年度に以下の研究を実施する。
　　ア．A-SMGCシステムの研究 （平成16年度～20年度）
　　　（年度目標）
　　　 　システムの中核をなす監視機能については，極めて高い検出性能の実現を目指し，複数の監視センサ（空港面探

知レーダ，マルチラテレーション，SSRモードS）の組み合わせとデータの統合化によって相互に補完しあえる統
合型空港面監視センサの開発に向けた相関処理機能について実験的検証を行い，羽田空港の再拡張に向けた統合型
空港面監視システム案を作成する。経路設定機能については，実際の運航状況と比較・検証することにより推奨経
路生成処理アルゴリズムの妥当性を評価する。誘導機能については，灯火誘導システムに経路情報を提供するため
の入出力インターフェイスを実験検証し，必要な改修を行う。管制機能については，滑走路誤進入およびコンフリ
クトを防止するための処理アルゴリズムを開発する。

　　イ．高カテゴリGBASのアベイラビリティ向上とGNSS新信号対応に関する研究 （平成17年度～20年度）
　　　（年度目標）
　　　 　精密進入を支援するGBAS（地上型衛星航法補強システム）は，極めて高い安全性が要求されることから，危険

な誤誘導情報送信の原因となる事象から完全に保護する必要があるため，当該事象の全てを脅威モデルとして設定
し，故障系統ツリーモデル解析により，最も安全なシステムアーキテクチャを構築する。また，静止衛星型衛星航
法補強システムの測距信号を利用したGBAS性能の評価を実施し，その効果が得られる条件を明らかにする。

　　ウ．今後の管制支援機能に関する研究 （平成18年度～19年度）
　　　（年度目標）
　　　 　レーダデータ等を使用して羽田空港の到着機の航空交通流を解析し，到着機の時間集中度，飛行時間等の分布を

求める。また，評価ツールを開発し，時間管理機能と管制支援機能の連携モデルを開発する。さらに，羽田空港の
再拡張後の交通量を想定したシナリオによる航空管制官参加のリアルタイムシミュレーションを実施する。これら
より，時間管理機能と管制支援機能との連携手法の基本的な要件を明らかにする。

　③　予防安全技術・新技術による安全性・効率性向上に関する研究開発
　　 　航空交通の安全性・効率性を向上させるため，航空機に搭載している飛行管理システムデータを用いた飛行プロファ

イルの高精度予測手法の開発，及びそれを用いた異常接近検出手法を開発する。また，携帯電子機器を航空機内で使
用するために必要となる機上装置への安全性認証のための技術資料を作成する。その他，ヒューマンエラー防止のた
めの疲労の早期検出技術を開発する。

　　　具体的には，平成18年度に以下の研究を実施する。
　　ア．無線測位におけるマルチパス誤差低減に関する研究 （平成16年度～19年度）
　　　（年度目標）
　　　 　空港面上のスポット付近等の電波環境の悪い場所では，検出率の低下や大きな測位誤差（20m以上）が発生する

が，モードS信号の処理において時間検出ソフトウエア等を改良し測位誤差を６mに収めることを目標に改善する。
また，プリアンブル検出アルゴリズムを改良し，電波環境の悪い場所での信号検出率を改善する。さらに，空港内
での測位実験により性能の改善を検証する。

　　イ．航空機の動態情報を利用するコンフリクト検出手法の研究 （平成16年度～20年度）
　　　（年度目標）
　　　 　レーダデータ等の解析結果に基づき，航空機の将来位置を予測する航空機運航モデルに水平面の予測機能を追加

する。また，レーダデータや航空機搭載の飛行管理システムのダウンリンクデータを用いて，水平面におけるコン
フリクト検出手法を開発する。これらにより，より信頼性の高いコンフリクト検出手法の確立を目指す。

　　ウ．航空管制用デジタル通信ネットワークシステムの研究 （平成17年度～20年度）
　　　（年度目標）
　　　 　航空通信の基幹網には経済性の優れたIP（インターネット・プロトコル）をベースとしたネットワークが考え
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られている。一方，ATN（航空通信ネットワーク）は異なるプロトコルであるOSIを用いているので，そのまま
ではIPベースの基幹網に相互接続できない。相互接続を可能とするにはトンネリング技術を開発する必要がある。
本年度はデュアル・スタック・ATNルータの開発を行い，IPベースの基幹網でパケットをトンネル化することに
よりATNデータの取り扱いを可能にする。また，管制官による運用性評価実験のためのシミュレーションシナリ
オの開発を行う。

　　エ．航空無線航法用周波数の電波信号環境に関する研究 （平成17年度～21年度）
　　　（年度目標）
　　　 　航空無線航法周波数帯域の利用動向とASAS（航空機間隔支援システム）の要件について調査を行う。これまで

困難であった広帯域かつ広ダイナミックレンジの干渉信号の一括測定を目指し，広帯域電波信号環境測定装置の記
録部を製作する。これを用いるGPS-L5帯域の信号測定実験により，広帯域一括測定精度と信号環境予測誤差要因
を検証する。さらに，航空無線航法周波数帯域を使用するDME（距離情報提供装置）等の各種既存システムの信
号環境予測に必要な計算機シミュレーション手法を開発する。

　　オ．携帯電子機器の航法機器への影響に関する研究 （平成18年度～20年度）
　　　（年度目標）
　　　 　航空会社から提出される携帯電子機器（PED）が原因と疑われる電磁干渉事例報告を分析し，電磁干渉障害を

受けやすい機上装置や電磁干渉を引き起こし易いPEDの傾向，特性等を明らかにする。この結果は，PEDからの
電波が機上装置に干渉する可能性を確認できる世界唯一のきわめて重要なデータとなる。また，携帯電話等意図的
に電波を放射する携帯電子機器（T-PED）の仕様調査，実測等を行い，T-PEDの放射電界強度，周波数スペクト
ル等に関する世界初のデータベースを作成する。さらに，このデータベースをもとに，T-PEDの電波形式に等価
でかつ強い電力を発生できる疑似信号の発生プログラムと必要なハードウェアの開発を行う。この開発により機上
装置の耐電磁干渉性能の評価が著しく容易となる。

　　　 　また，ヒューマンエラー防止のための疲労の早期検出技術を開発するため，国土交通省から委託を受けて「ヒュー
マンエラー事故防止技術の開発」の分担として，「運転者・操船者等の業務負荷状態評価システムの研究」を実施する。

　　　 　具体的な研究開発課題の設定にあたっては，社会ニーズを十分に把握し，行政，運航者及び空港管理者等の関係
者と調整を図るとともに，有用性，有益性及び将来的な発展性を十分考慮する。さらに，研究開発の目的及び目標
を明確かつ具体的に定める。

⑵　基盤的研究
　 　社会ニーズの実現に向けた政策に基づく重点研究開発分野での将来の応用を目指した基盤的・先導的研究を実施し，

現在及び将来のニーズに対応した研究ポテンシャルの向上に努める。なお，研究の実施にあたっては，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について，柔軟に対応する。また，一方で，研究者の自由な発想に基づく研究
についても，新しい知を生み続ける知的蓄積を形成することを目指し萌芽段階からの多様な研究を長期的視点で実施し，
特に若手研究者の自立を促進する。

　 　具体的には，航空交通管理システムに係る中核的研究機関としての機能を果たすため，ヒューマンファクタの研究等，
航空交通管理システムに関連した基盤的研究を６件実施する。また，今後の航空機の航法はGPS衛星等を用いた航法
が主流になると想定されることから，衛星航法に関連した基盤的研究を6件実施する。その他，予防安全技術の研究や
将来のニーズに対応した研究ポテンシャルの向上を図るための基盤的研究を実施する。

⑶　研究開発の実施過程における措置
　 　社会ニーズに的確に対応するため，国土交通省に対し新規の研究要素を包括的に企画，提案し，研究の位置付けと「目

標時期」「成果」「効果」等の達成目標を相互に確認する。また，研究開発の目的及び成果が，社会ニーズに対して的確・
タイムリーで効果的なものとなるよう，行政，運航者及び空港管理者等の関係者から情報収集を随時行い，研究開発の
実施過程において，ニーズの変化に即応できる柔軟性を確保する。

　 　各研究開発課題について，社会ニーズの状況変化や外部の有識者で構成する評議員会及び研究所内の研究評価委員会
による事前・中間評価結果に基づき，行政等の関係者と十分調整の上，研究内容や方法の見直し，中止等，所要の措置
を講じる。また，評議員会及び研究評価委員会による事後評価結果については，成果のフォローアップに努めながら，
行政等の関係者と十分調整の上，その後の研究開発計画に反映させる。
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　 　具体的には，評議員会による外部評価として，前年度に終了した重点研究課題の事後評価4件及び平成19年度開始予
定の重点研究課題に関する事前評価を行う。また，研究評価委員会による内部評価として，前年度に終了した研究課題
の事後評価13件，中間評価１件及び平成19年度開始予定の研究課題に関する事前評価を行う。

⑷　共同研究・受託研究等
　①　共同研究
　　 　研究開発の高度化を図り，これを効果的・効率的に実施するとともに，研究所の社会的地位と研究ポテンシャルの

向上を図るため，関連する技術分野を対象に研究活動等を行っている国内外の大学，研究機関，民間企業等との共同
研究を推進する。

　　・前中期目標期間から継続して実施する共同研究15件と新たに開始する共同研究をあわせて19件以上実施する。
　②　受託研究等
　　 　国，地方自治体及び民間等が抱えている各種の技術課題を解決するため，受託研究等を幅広く実施する。国土交通

省からの受託として以下の研究開発を実施する。
　　ア．高精度測位補正技術に関する研究
　　イ．ヒューマンエラー事故防止技術の開発
　　　・上記を含め，受託研究等を18件以上実施する。
　 　また，受託研究終了時には顧客満足度調査を実施し，今後の受託研究活動に反映させる。その他，競争的資金に積極

的に応募し，その獲得に努める。
　③　研究交流
　　 　他機関との密接な連携と交流を円滑に推進するため，研究交流会など研究者・技術者の交流会等を積極的に開催す

る。
　　　・交流会等を６件以上実施する。
⑸　研究成果の普及，成果の活用促進等
　①　知的財産権
　　 　知的財産権による保護が必要な研究成果については，必要な権利化を図る。また，登録された権利の活用を図るた

め，広報誌，パンフレット，ホームページ等により積極的に広報・普及を行うとともに，特許流通フェア等を活用し，
研究成果に関心を寄せる企業等に積極的に技術紹介活動を行う。

　②　広報・普及・成果の活用
　　 　研究所の活動・成果を研究発表会，一般公開，広報誌等印刷物，マスメディア，ホームページ等の様々な広報手段

を活用し，効率的かつ効果的な広報活動を推進する。また，国際会議，学会，シンポジウム等に積極的に参加し，講
演，発表等を通じて研究成果の普及に努める。さらに，行政当局への技術移転等を通じ，研究成果の活用を図る。

　　　・各研究開発課題については，年１回以上，学会，専門誌等において発表する。
　　　・16件程度の査読付論文の採択を目指す。
　　　・ホームページで提供する情報の内容を工夫，充実させることによりアクセス件数が増加するよう努める。
　　　・研究発表会及び研究講演会をそれぞれ年１回開催する。
　　　・ 研究所一般公開を年１回実施する。また，研究所の見学を積極的に受け入れることにより，研究所の活動に関す

る広報に努める。
　　　・国土交通省の「空の日」事業への参加を年１回以上実施する。
　　　・ 研究成果への関心を喚起するため，研究所の広報の一環として，研究成果等について企業等に公開講座を開催す

る。
　　その他，研究所の活動及び成果の普及・活用促進に必要な広報活動に努める。
　③　国際協力等
　　 　研究所で行う研究開発は，諸外国の研究機関等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及び連

携を進めることにより，国際的な研究開発に貢献する。その一環として，平成17年度にフランス国立民間航空大学院
より受け入れた研修生に対し，引き続き我が国の航空電子システム分野の技術を指導する。また，有効な国際交流・
貢献を図るため，国際ワークショップ等の開催に向けて関係機関と開催内容等，必要な検討を行う。
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　　 　国際的な最新技術動向を把握，分析し，当該情報を外部に提供できるよう，研究所が参加しているICAO（国際民
間航空機関）会議に関する技術情報のデータベース化と当該情報の提供を行う。

　　 　ICAOが主催する会議への継続的な参画により，国際標準策定作業に積極的に貢献する。アジア地域の航空交通の
発展に寄与するための研修等を実施する。

　　・ICAOが主催する会議，その他国際会議・学会等で48件以上発表する。
３．予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画

⑴　自己収入（利益）の増加
　　受託収入・特許権収入等の自己収入を増加させるための活動を積極的に推進し，13百万円以上の利益を目指す。
⑵　平成18年度における財務計画は次のとおりとする。
　①　予算　　　　　別紙１のとおり
　②　収支計画　　　別紙２のとおり
　③　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。
５．重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

　　特になし。
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

⑴　管理，間接業務の外部委託
　 　庁舎・施設管理業務や，研究開発業務において専門的な知識等を要しない補助的な作業等については，外部委託を活

用して業務の効率化を図る。
　①　施設及び設備に関する事項
　　　平成18年度に次の施設整備を実施する。

施設・設備の内訳
予定額

（百万円）
財　源

ア．実験施設整備
　実験用航空機格納庫補修

11
一般会計
独立行政法人電子航法研究所施設整備費補助金

イ．業務管理施設整備
　電子航法開発部（機上等技術領域）棟補修

39
一般会計
独立行政法人電子航法研究所施設整備費補助金

　②　施設・設備利用の効率化
　　 　業務の確実な遂行のため，研究所の施設・設備及び実験用航空機について，性能維持・向上等適切な措置を講じる

とともに，航空機使用ワーキンググループ，電波無響室ワーキンググループ等を活用し，その効率的な利用に努める。
⑵　人事に関する計画
　　業務処理を工夫するとともに，業務内容及び業務量に応じて適正に人員を配置する。
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別紙１（表１）
表１．予算（総括）
　　　　　　　平成18年度予算　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
［人件費の見積り］
　期間中総額603百万円を支出する。
　 但し，上記の額は，役員報酬（非常勤役員を

除く。）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。

収入
　　運営費交付金
　　施設整備費補助金
　　受託等収入
　　繰越金
計

1,687
50

249
0

1,986
支出
　　業務経費
　　　　うち研究経費
　　施設整備費
　　受託等経費
　　一般管理費
　　人件費
計

907
907
50

236
53

740
1,986

別紙１（表２）
表２．予算（一般勘定）
　　　　　　　平成18年度予算　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
［人件費の見積り］
　期間中総額360百万円を支出する。
　 但し，上記の額は，役員報酬（非常勤役員を

除く。）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。

収入
　　運営費交付金
　　施設整備費補助金
　　受託等収入
　　繰越金
計

626
50

155
0

831
支出
　　業務経費
　　　　うち研究経費
　　施設整備費
　　受託等経費
　　一般管理費
　　人件費
計

151
151
50

150
41

439
831

別紙１（表３）
表３．予算（空港整備勘定）
　　　　　　　平成18年度予算　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
［人件費の見積り］
　期間中総額243百万円を支出する。
　 但し，上記の額は，役員報酬（非常勤役員を

除く。）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。

収入
　　運営費交付金
　　施設整備費補助金
　　受託等収入
　　繰越金
計

1,061
0

94
0

1,155
支出
　　業務経費
　　　　うち研究経費
　　施設整備費
　　受託等経費
　　一般管理費
　　人件費
計

756
756

0
86
12

301
1,155
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別紙２（表１）
表１．収支計画（総括）
　　　　　　　平成18年度収支計画　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
　注 ）　当法人における退職手当については，

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。

費用の部
　経常費用
　　研究業務費
　　受託等業務費
　　一般管理費
　　減価償却費
　財務費用
　臨時損失

2,207
2,207
1,453
236
240
278

0
0

収益の部
　運営費交付金収益
　手数料収入
　受託等収入
　資産見返負債戻入
　臨時収益
純利益
目的積立金取崩額
総利益

2,207
1,687

0
249
271

0
0
0
0

別紙２（表２）
表２．収支計画（一般勘定）
　　　　　　　平成18年度収支計画　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
　注 ）　当法人における退職手当については，

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。

費用の部
　経常費用
　　研究業務費
　　受託等業務費
　　一般管理費
　　減価償却費
　財務費用
　臨時損失

802
802
459
150
168
25
0
0

収益の部
　運営費交付金収益
　手数料収入
　受託等収入
　資産見返負債戻入
　臨時収益
純利益
目的積立金取崩額
総利益

802
626

0
155
21
0
0
0
0

別紙２（表３）
表３．収支計画（空港整備勘定）
　　　　　　　平成18年度収支計画　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
　注 ）　当法人における退職手当については，

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。

費用の部
　経常費用
　　研究業務費
　　受託等業務費
　　一般管理費
　　減価償却費
　財務費用
　臨時損失

1,405
1,405
  994

86
72

253
0
0

収益の部
　運営費交付金収益
　手数料収入
　受託等収入
　資産見返負債戻入
　臨時収益
純利益
目的積立金取崩額
総利益

1,405
1,061

0
94

250
0
0
0
0
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別紙３（表１）
表１．資金計画（総括）
　　　　　　　平成18年度資金計画　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
　注 ）運営費交付金による固定資産の取得につ

いては，財源の区分に対応させて業務活動
による支出としている。

資金支出
　業務活動による支出
　投資活動による支出
　財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

1,986
1,932

50
4
0

資金収入
　業務活動による収入
　　運営費交付金による収入
　　受託収入
　　その他の収入
　投資活動による収入
　　施設整備費補助金による収入
　　その他の収入
　財務活動による収入
　繰越金

1,986
1,936
1,687
247

2
50
50
0
0
0

別紙３（表２）
表２．資金計画（一般勘定）
　　　　　　　平成18年度資金計画　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
　注 ）　運営費交付金による固定資産の取得に

ついては，財源の区分に対応させて業務活
動による支出としている。

資金支出
　業務活動による支出
　投資活動による支出
　財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

831
779
50
2
0

資金収入
　業務活動による収入
　　運営費交付金による収入
　　受託収入
　　その他の収入
　投資活動による収入
　　施設整備費補助金による収入
　　その他の収入
　財務活動による収入
　繰越金

831
781
626
155

0
50
50
0
0
0

別紙３（表３）
表３．資金計画（空港整備勘定）
　　　　　　　平成18年度資金計画　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分 金　　　額
　注 ）　運営費交付金による固定資産の取得に

ついては，財源の区分に対応させて業務活
動による支出としている。

資金支出
　業務活動による支出
　投資活動による支出
　財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

1,155
1,153

0
2
0

資金収入
　業務活動による収入
　　運営費交付金による収入
　　受託収入
　　その他の収入
　投資活動による収入
　　施設整備費補助金による収入
　　その他の収入
　財務活動による収入
　繰越金

1,155
1,155
1,061

92
 2
0
0
0
0
0
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8



― 170 ―

貸　借　対　照　表
（平成19年３月31日）

（単位：円）
科　　　目 金　　　額

【資産の部】
Ⅰ流動資産

　　　現金及び預金 465,713,600
　　　未収金 122,707,350
　　　たな卸資産 27,888,058
　　　前渡金 37,203
　　　前払費用 1,046,675
　　　仮払金 825,500
　　　立替金 741,504
　　　流動資産合計 618,959,890
Ⅱ固定資産

　　１有形固定資産
　　　　建物 1,150,719,392
　　　　　建物減価償却累計額 △321,183,915
　　　　　建物減損損失累計額 △10,124,727 819,410,750
　　　　構築物 132,139,615
　　　　　構築物減価償却累計額 △92,918,322 39,221,293
　　　　航空機 101,800,000
　　　　　航空機減価償却累計額 △96,710,000 5,090,000
　　　　車両運搬具 19,438,709
　　　　　車両運搬具減価償却累計額 △7,358,439 12,080,270
　　　　工具器具備品 4,217,298,957
　　　　　工具器具備品減価償却累計額 △3,417,712,175
　　　　　工具器具備品減損損失累計額 △4,704,689 794,882,093
　　　　土地 3,082,544,000
　　　　建設仮勘定 16,167,900
　　　　　有形固定資産合計 4,769,396,306
　　２無形固定資産
　　　　電話加入権 178,880
　　　　ソフトウェア 10,951,512
　　　　　無形固定資産合計 11,130,392
　　３投資その他の資産
　　　　敷金 156,000
　　　　長期前払費用 36,276
　　　　　投資その他資産合計 192,276
　　　　　固定資産合計 4,780,718,974
　　　　　資産合計 5,399,678,864
【負債の部】
Ⅰ流動負債

　　　運営費交付金債務 130,017,347
　　　預り施設費 16,167,900
　　　短期リース債務 4,999,306
　　　未払金 451,642,972
　　　未払消費税等 2,727,200
　　　未払費用 2,377,274
　　　前受金 27,028,595
　　　預り金 2,108,440
　　　　流動負債合計 637,069,034
Ⅱ固定負債

　　　資産見返負債
　　　資産見返運営費交付金 666,168,424
　　　資産見返物品受贈額 110,770,233 776,938,657
　　　長期リース債務 5,421,658
　　　　固定負債合計 782,360,315
　　　　負債合計 1,419,429,349
【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 270,158,446
　　　損益外減価償却累計額（△） △545,595,256
　　　損益外減損損失累計額（△） △10,504,847
　　　　　資本剰余金合計 △285,941,657
Ⅲ利益剰余金 7,778,620
　　　　　資本合計 3,980,249,515
　　　　　　負債・資本合計 5,399,678,864

【注記】運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額　709,417,930円
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損　益　計　算　書
（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

（単位：円）
科　　　目 金　　　額

【経常費用】
　業務費
　　給与手当 464,374,015
　　退職手当 57,323,760
　　福利厚生費 56,102,569
　　諸謝金 1,013,660
　　研究委託費 403,401,630
　　消耗品費 238,458,044
　　備品費 36,724,942
　　通信費 9,999,227
　　水道光熱費 14,795,732
　　支払リース料 38,569,866
　　保守修繕費 90,797,003
　　旅費交通費 38,434,262
　　支払手数料 10,310,322
　　減価償却費 321,811,956
　　その他の業務費 31,838,762 1,813,955,750
　一般管理費
　　役員給与手当 52,406,437
　　役員退職手当 2,184,000
　　給与手当 114,883,389
　　福利厚生費 20,279,079
　　諸謝金 107,280
　　消耗品費 5,353,956
　　備品費 1,650,327
　　通信費 1,749,251
　　水道光熱費 2,403,000
　　支払リース料 936,638
　　保守修繕費 13,232,081
　　旅費交通費 1,420,392
　　支払手数料 8,075,432
　　減価償却費 1,801,889
　　その他の一般管理費 5,103,519 231,586,670
　財務費用
　　支払利息 136,973 136,973
　　　経常費用合計 2,045,679,393

【経常収益】
　運営費交付金収益 1,426,319,081
　固定資産見返負債戻入
　　資産見返運営費交付金戻入 316,737,468
　　資産見返物品受贈額戻入 19,657,267 336,394,735
　受託収入 270,376,841
　特許権等収入 1,067,212
　施設費収益 27,952,000
　雑益 4,479,359
　経常収益合計 2,066,589,228
　経常利益 20,909,835

【臨時損失】
　固定資産除却損 20,075,570
　臨時損失合計 20,075,570

【当期純利益】 834,265
【前中期目標期間繰越積立金取崩額】 2,376,056
【当期総利益】 3,210,321
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キャッシュフロー計算書
（平成18年４月１日～平成19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 △312,617,397
　　人件費支出 △837,086,181
　　その他業務支出 △788,771,968
　　運営費交付金収入 1,687,115,000
　　受託収入 258,519,392
　　特許権等収入 1,277,212
　　その他業務収入 △29,418,143
　　　小　　　計 △20,982,085
　　利息の支払額 △141,355
　　国庫納付金の支払額 △254,171,825

業務活動によるキャッシュフロー △275,295,265

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 △182,213,004
　　施設費による収入 44,119,900

投資活動によるキャッシュフロー △138,093,104

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 △5,243,184

財務活動によるキャッシュフロー △5,243,184

Ⅳ資金に係る換算差額 -
Ⅴ資金増加額 △418,631,553
Ⅵ資金期首残高 884,345,153
Ⅶ資金期末残高 465,713,600

　　【注記】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
　　　　　　　　　　　資金期末残高　　　　　　　　　465,713,600円
　　　　　　　　　　　現金及び預金勘定　　　　　　　465,713,600円
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行政サービス実施コスト計算書
（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

（単位：円）
Ⅰ業務費用

⑴　損益計算書上の費用
　　　 業務費 1,813,955,750
　　　 一般管理費 231,586,670
　　　 財務費用 136,973
　　　 固定資産除却損 20,075,570 2,065,754,963

⑵　（控除）自己収入等
　　　 受託収入 △270,376,841
　　　 特許権等収入 △1,067,212
　　　 雑益 △4,479,359 △275,923,412
　　　 業務費用合計 1,789,831,551

Ⅱ損益外減価償却等相当額
　　損益外減価償却相当額 67,736,823
　　損益外減損損失相当額 15,209,536
　　損益外固定資産除却相当額 928,287 83,874,646
Ⅲ引当外退職給付増加見積額 39,143,752
Ⅳ機会費用
　　政府出資等の機会費用 66,332,306 66,332,306
Ⅴ行政サービス実施コスト 1,979,182,255
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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
　　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
　⑴　有形固定資産
　　　定額法を採用しております。
　　　主な固定資産の耐用年数については，以下のとおりです。
　　　　建物　　　　　　２～50年
　　　　構築物　　　　　２～29年
　　　　航空機　　　　　　　５年
　　　　車両運搬具　　　２～４年
　　　　工具器具備品　　２～10年
　⑵　無形固定資産
　　　定額法を採用しております。
　　　なお，法人内利用のソフトウェアについては，法人内における利用可能期間（５年以内）に基づいております。
　　 　また，特定の償却資産（独立行政法人会計基準第86）の減価償却相当額については，損益外減価償却累計額として

資本剰余金から控除して表示しております。
　　 　なお，残存価額10％まで償却を終了した資産についても減価の実態を適正に反映させるため，取得価額の５％に至

るまで償却することとしております。

３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
　　退職一時金については運営費交付金により財源措置がなされるため，退職給付に係る引当金は計上しておりません。
　 　なお，行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は，独立行政法人会計基準第３８に基づき

計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加（減少）額を計上しております。

４．たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　資産の種別に応じて，以下のとおりとしております。
　　　　貯蔵品
　　　　　航空機部品　　　　個別法
　　　　　その他　　　　　　最終仕入原価法
　　　　未成受託研究支出金　個別法

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
　⑴　国有財産の無償による貸借取引の機会費用の計算方法
　　 　当研究所では土地・工作物の内，一部を無償で使用しており，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。
　⑵　政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
　　　10年利付国債の平成19年3月末利回りを参考に1.65％で計算しております。

６．リース取引の処理方法
　 　リース料総額が50万円以上のファイナンス・リース取引については，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。
　 　リース料総額が50万円未満のファイナンス・リース取引については，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。
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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。

８．会計方針の変更
　 　当該事業年度より，「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る独立行政法人会計

基準注解」（平成17年６月29日　独立行政法人会計基準研究会　財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会公
企業会計小委員会）並びにこれらに関するQ&A（平成17年８月　総務省行政管理局　財務省主計局　日本公認会計士
協会）を適用している。この変更により，従来と同一の方法を採用した場合と比べ，建物が10,124,727円，工具器具備
品が4,704,689円，電話加入権が380,120円減少しているが，中期計画等で想定した業務運営を行った結果であり，損益
に与える影響はありません。

【重要な債務負担行為】
　 　当該会計年度に契約締結を完了させましたが，実際の支出が翌期以降になる債務負担行為のうち，重要なものは以下

のとおりです。
　　実験評価用SSRモードS装置　99,750,000円

【重要な後発事象】
　　該当事項はありません。　

【減損関係】
　　減損を認識した資産

１．資産の種類，名称　無形固定資産，電話加入権（43回線）
　⑴　使用用途及び使用場所
　　　通信の用
　⑵　帳簿価額等の概要　559,000円
　⑶　減損の認識に至った経緯
　　 　上記資産については出資を受けた時点の１回線当たりの評価額に比べ平成18年４月の時点における評価額が約68％

下落しており，市場価格の回復は見込まれないことから減損を認識した。
　⑷　減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産毎の内訳
　　　損益計算書に計上しない減損額：380,120円　（電話加入権）
　⑸　算定方法等の概要
　　 　減損の測定にあたっては，正味売却価額が使用価値相当額（再調達価額）を上回っていたため，前者を回収可能サー

ビス価額として採用した。正味売却価額は複数の取引業者の市場での買取価額を参考に算定した。

２．資産の種類，名称　建物，６号棟（旧管制システム部研究棟）
　⑴　使用用途及び使用場所
　　　実験室及び研究室，調布本所内
　⑵　帳簿価額等の概要　13,608,821円
　⑶　減損の認識に至った経緯
　　 　上記資産については出資財産の３階（中２階除く）建て研究棟であるが老朽化が著しく外壁の亀裂・防水劣化によ

る雨漏り，構造物の亀裂等により，１階と２階の１部分が使用できる状況であり，平成18年度の使用実績は延べ床面
積比で27％となっていることから減損を認識した。

　⑷　減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産毎の内訳
　　　損益計算書に計上しない減損額：10,124,727円　（建物）
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　⑸　算定方法等の概要
　　 　減損の測定にあたっては，使用価値相当額（再調達価額）が正味売却価額を上回っていたため，前者を回収可能サー

ビス価額として採用した。使用価値相当額（再調達価額）は再調達価額を算出することに著しい費用がかかるため，
使用部分の割合により減価償却後再調達額を算出した。

３．資産の種類，名称　工具器具備品　GNSS試験システムシミュレーション部
　⑴　使用用途及び使用場所
　　　衛星航法補強システム（SBAS）機能，性能のシミュレーション評価を行う為の装置，調布本所内
　⑵　帳簿価額等の概要　6,272,922円
　⑶　減損の認識に至った経緯
　　 　上記資産についてはシミュレーション装置としての機能が老朽化等により著しく低下しており，平成18年度の使用

実績はデータ収集機能として全体機能の25％程度あることから減損を認識した。
　⑷　減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産毎の内訳
　　　損益計算書に計上しない減損額：4,704,689円　（工具器具備品）
　⑸　算定方法等の概要
　　 　減損の測定にあたっては，使用価値相当額（再調達価額）が正味売却価額を上回っていたため，前者を回収可能サー

ビス価額として採用した。使用価値相当額（再調達価額）は当該資産が製作品であり市場価格がないことから使用部
分の割合により減価償却後再調達額を算出した。

減損の兆候はあったが認識には至らなかった資産
１．資産の種類，名称　工具器具備品　航空管制用デジタル対空無線システム実験設備
　⑴　使用用途及び使用場所
　　 　音声・データ双方の通信を同時に行えるICAO標準の通信システムであるVDLモード３の開発評価装置，調布本

所内
　⑵　減損の兆候
　　 　上記資産については米国FAAが開発した同様な機材との相互運用性評価実験を予定していたが，ＦＡＡ側の計画

変更により相互運用性評価は行なわれなかったため，平成18年度の使用実績はなかったことから減損の兆候が認めら
れたと判断した。

　⑶　今後の使用可能性と資産の状態
　　 　大学との共同研究の一環として，当該実験設備の一部を利用してVDLの変調方式に対するフェージングの影響を

評価する実験を予定している。また当該装置は再稼働可能な状態を維持していることから減損の認識はしないことと
した。
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付　属　明　細　書

１．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第86特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相
当額も含む。）の明細

（単位：円）

資　産　の　種　類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
減損損失累計額 減価償却累計額

差引当期末
残　高 摘　要

当期減損損失 当期償却額

有形固定
資産（償却
費損益内）

建 物 24,352,425 8,981,427 － 33,333,852 － － 7,202,284 1,748,959 26,131,568
構 築 物 14,380,537 － － 14,380,537 － － 7,663,878 895,248 6,716,659
車両運搬具 16,462,500 2,976,209 － 19,438,709 － － 7,358,439 2,045,829 12,080,270
工具器具備品 4,378,055,245 120,260,298 389,539,966 4,108,775,577 4,704,689 4,704,689 3,368,062,994 315,403,693 736,007,894

計 4,433,250,707 132,217,934 389,539,966 4,175,928,675 4,704,689 4,704,689 3,390,287,595 320,093,729 780,936,391

有形固定
資産（償却
費損益外）

建 物 1,129,162,669 － 11,777,129 1,117,385,540 10,124,727 10,124,727 313,981,631 44,973,625 793,279,182
構 築 物 117,759,078 － － 117,759,078 － － 85,254,444 7,906,146 32,504,634
航 空 機 101,800,000 － － 101,800,000 － － 96,710,000 5,090,000 5,090,000
工具器具備品 108,523,380 － － 108,523,380 － － 49,649,181 9,767,052 58,874,199

計 1,457,245,127 － 11,777,129 1,445,467,998 10,124,727 10,124,727 545,595,256 67,736,823 889,748,015

非償却資産
土 地 3,082,544,000 － － 3,082,544,000 － － － － 3,082,544,000
建設仮勘定 － 16,167,900 － 16,167,900 － － － － 16,167,900

計 3,082,544,000 16,167,900 － 3,098,711,900 － － － － 3,098,711,900

有形固定
資産合計

建 物 1,153,515,094 8,981,427 11,777,129 1,150,719,392 10,124,727 10,124,727 321,183,915 46,722,584 819,410,750
構 築 物 132,139,615 － － 132,139,615 － － 92,918,322 8,801,394 39,221,293
航 空 機 101,800,000 － － 101,800,000 － － 96,710,000 5,090,000 5,090,000
車両運搬具 16,462,500 2,976,209 － 19,438,709 － － 7,358,439 2,045,829 12,080,270
工具器具備品 4,486,578,625 120,260,298 389,539,966 4,217,298,957 4,704,689 4,704,689 3,417,712,175 325,170,745 794,882,093
土 地 3,082,544,000 － － 3,082,544,000 － － － － 3,082,544,000
建設仮勘定 － 16,167,900 － 16,167,900 － － － － 16,167,900

計 8,973,039,834 148,385,834 401,317,095 8,720,108,573 14,829,416 14,829,416 3,935,882,851 387,830,552 4,769,396,306

無形固定
資産

電話加入権 559,000 － － 559,000 380,120 380,120 － － 178,880
ソフトウェア 14,471,628 － － 14,471,628 － － 3,520,116 3,520,116 10,951,512

計 15,030,628 － － 15,030,628 380,120 380,120 3,520,116 3,520,116 11,130,392

その他の
資産

敷 金 － 156,000 － 156,000 － － － － 156,000
長期前払費用 28,781 36,276 28,781 36,276 － － － － 36,276

計 28,781 192,276 28,781 192,276 － － － － 192,276

２．たな卸資産の明細

（単位：円）

種類 期首残高
当期増加額 当期減少額

期末残高 摘　要当期購入・
製造・振替 その他 払出・振替 その他

貯蔵品 － 522,560 － － － 522,560
未成受託研究支出金 25,960,514 27,365,498 － 25,960,514 － 27,365,498

計 － 27,888,058 － 25,960,514 － 27,888,058
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３．資本金及び資本剰余金の明細

（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 資 本 剰 余 金

無　償　譲　与           559,000                 －                 － 559,000
施　　設　　費 294,312,733                 －                 － 294,312,733
損益外除却額 △ 12,936,158                 －     11,777,129 △ 24,713,287

計 281,935,575                 －     11,777,129 270,158,446
損益外減価償却累計額 488,707,275 67,736,823     10,848,842 545,595,256
損益外減損損失累計額 0 10,504,847                 － 10,504,847

差　引　計 △ 206,771,700 △ 78,241,670         928,287 △ 285,941,657

４．積立金の明細及び目的積立金等の取崩しの明細

⑴　積立金の明細 （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
前中期目標期間繰越積立金 － 6,944,355 2,376,056 4,568,299

通則法44条１項積立金 57,265,027 203,851,153 261,116,180 －
計 57,265,027 210,795,508 263,492,236 4,568,299

注１　当期増加額は，前中期目標期間からの繰越によるものであります。
　　　当期減少額は，⑵参照。
注２　１） 前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は57,265,027円であり，これに前中期目標期間の最終年度の未処

分利益203,851,153円を加えると積立金261,116,180円となります。
　　　２） この積立金261,116,180円のうち，今中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額は6,944,355円であ

り，差し引き254,171,825円については国庫に納付しております。

⑵　目的積立金等の取崩しの明細 （単位：円）

区　　分 金　額 摘　要

前中期目標期間繰越積立金取崩額      2,376,056 

前中期目標期間において発生した前
払費用の費用への振替及びリース債
務の損益差額による欠損相当額の取
崩し。

５．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

⑴　運営費交付金債務の増減の明細 （単位：円）

交付年度 期首残高 交付金当
期交付額

当期振替額
期末残高運営費交

付金収益
資産見返
運営費交

付金
資本剰余金 小　　計

平成18年度 － 1,687,115,000 1,426,319,081 130,778,572 － 1,557,097,653 130,017,347
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６．役員及び職員の給与の明細

（単位：千円、人）

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
（3,192） （1） （0） （0）

49,214 3 2,184 1

職　　員
（57,701） （24） （0） （0）

521,556 60 57,324 2

合　　計
（60,893） （25） （0） （0）

570,770 63 59,508 3

注１ ）役員報酬基準の概要は，理事長988,000円，理事840,000円，監事780,000円，非常勤監事266,000円を月額として支給
しております。

　　 　その他諸手当及び退職手当については，「独立行政法人電子航法研究所役員給与規程」及び「独立行政法人電子航
法研究所役員退職手当支給規程」に基づき支給しております。    

注 ２）職員に対する給与は，「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」に基づき支給しております。

注３）支給人員は，年間平均支給人員数によっております。
注４）非常勤役員及び非常勤職員については，外数として（　）で記載しております。
注 ５）中期計画においては，法定福利費を含めて予算上の人件費としておりますが，上記明細には，法定福利費は含まれ

ておりません。

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細 （単位：円）
18年度交付分

区　　　分 金　　　額 内訳

費用進行基
準による振
替額

運営費交付金
収益 1,426,319,081 ①費用進行基準を採用した業務：全ての業務

②当該業務に係る損益等
　ア）損益計算書に計上した費用の額：1,439,126,081
　　　（役職員人件費：702,016,385,その他の経費：737,109,696）
　イ）年度計画による自己収入からの運営費交付金債務への充当額：12,807,000
　ウ）固定資産の取得額：業務用器具備品等130,778,572
③運営費交付金の振替額の積算根拠
　費用1,439,126,081－自己収入からの充当額12,807,000=1,426,319,081

資産見返運営
費交付金 130,778,572

資本剰余金 －

計 1,557,097,653

会計基準第80第３項による
振替額 －

合　　　計 1,557,097,653

⑶　運営費交付金債務残高の明細 （単位：円）

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画

平成18年度
費用進行基準
を採用した業
務に係る分

130,017,347

○費用進行基準を採用した業務：全ての業務
○ 運営費交付金債務残高の発生理由は，入札差額が生じたことによる経費の減少及

び期を跨いだ物品等の契約済繰越等により，翌事業年度に繰り越したものである。
なお，中期計画で予定した本事業年度に実施すべき業務については，計画どおり
に実施済みであり，業務の未達成による運営費交付金債務の翌事業年度への繰越
額はない。

○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については，翌事業年度において
収益化する予定である。
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７．セグメント情報

（単位：円）
区分 一般勘定 空港整備勘定 計 法人共通 合計

事業費用 815,369,779 1,230,309,614 2,045,679,393  － 2,045,679,393
事業収益 819,369,873 1,247,219,355 2,066,589,228  － 2,066,589,228
事業損益 4,000,094 16,909,741 20,909,835 － 20,909,835
総 資 産 3,482,636,498 1,923,272,296 5,405,908,794  － 5,399,678,864

（注） 事業費用のうち前中期目標期間繰越積立金を財源とする金額は，「一般勘定」で1,302,165円，「空港整備勘定」で
1,073,891円であります。

８．各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類

　当研究所は，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条の研究所の目
的を達成するために，研究所法第10条に規定された業務を行っており，空港整備勘定の経理は，当該業務のうち空港整備
特別会計法（昭和45年法律第25号。）
　第１条第１項に規定する空港整備事業に関するものについて行っております。

　なお，交付金の受入勘定と実際に使用する勘定は一致しております。

※業務の範囲（研究所法第10条）
　１号　電子航法に関する試験，調査，研究及び開発を行うこと。
　２号　前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
　３号　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。
　４号　前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
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９．法人単位財務諸表と勘定別財務諸表との関係を明らかにする書類

⑴　貸借対照表（平成19年３月31日） （単位：円）
科　　　目 一般勘定 空港整備勘定 調整借方（貸方） 法人単位

【資産の部】
Ⅰ流動資産

　　　現金及び預金 152,706,307 313,007,293 465,713,600
　　　未収金 55,231,161 67,476,189 122,707,350
　　　たな卸資産 26,710,701 1,177,357 27,888,058
　　　前渡金 7,000 30,203 37,203
　　　前払費用 43,175 1,003,500 1,046,675
　　　仮払金 644,970 180,530 825,500
　　　立替金 294,628 446,876 741,504
　　　その他流動資産 0 6,229,930 6,229,930 0
　　　　　流動資産合計 235,637,942 389,551,878 6,229,930 618,959,890
　Ⅱ固定資産
　　１有形固定資産
　　　建物 761,169,995 389,549,397 1,150,719,392
　　　　建物減価償却累計額 △228,684,955 △92,498,960 △321,183,915
　　　　建物減損損失累計額 △10,124,727 0 △10,124,727
　　　構築物 48,599,075 83,540,540 132,139,615
　　　　構築物減価償却累計額 △33,347,645 △59,570,677 △92,918,322
　　　航空機 101,800,000 0 101,800,000
　　　　航空機減価償却累計額 △96,710,000 0 △96,710,000
　　　車両運搬具 18,362,359 1,076,350 19,438,709
　　　　車両運搬具減価償却累計額 △6,335,906 △1,022,533 △7,358,439
　　　工具器具備品 382,745,499 3,834,553,458 4,217,298,957
　　　　工具器具備品減価償却累計額 △257,497,055 △3,160,215,120 △3,417,712,175
　　　　工具器具備品減損損失累計額 0 △4,704,689 △4,704,689
　　　土地 2,550,767,000 531,777,000 3,082,544,000
　　　建設仮勘定 16,167,900 0 16,167,900
　　　　有形固定資産合計 3,246,911,540 1,522,484,766 4,769,396,306
　　２無形固定資産
　　　　電話加入権 58,240 120,640 178,880
　　　　ソフトウェア 0 10,951,512 10,951,512
　　　　　無形固定資産合計 58,240 11,072,152 11,130,392
　　３投資その他の資産
　　　　敷金 0 156,000 156,000
　　　　長期前払費用 28,776 7,500 36,276
　　　　　投資その他資産合計 28,776 163,500 192,276
　　　　　固定資産合計 3,246,998,556 1,533,720,418 4,780,718,974
　　　　　資産合計 3,482,636,498 1,923,272,296 6,229,930 5,399,678,864
【負債の部】
　Ⅰ流動負債
　　　運営費交付金債務 33,964,664 96,052,683 130,017,347
　　　預り施設費 16,167,900 0 16,167,900
　　　短期リース債務 2,710,303 2,289,003 4,999,306
　　　未払金 162,142,751 289,500,221 451,642,972
　　　未払消費税等 1,909,040 818,160 2,727,200
　　　未払費用 974,703 1,402,571 2,377,274
　　　前受金 25,999,000 1,029,595 27,028,595
　　　預り金 1,329,940 778,500 2,108,440
　　　その他流動負債 6,229,930 0 △6,229,930 0
　　　　　流動負債合計 251,428,231 391,870,733 △6,229,930 637,069,034
Ⅱ固定負債

　　　資産見返負債
　　　　資産見返運営費交付金 76,414,798 589,753,626 666,168,424
　　　　資産見返物品受贈額 5,939,848 104,830,385 110,770,233
　　　長期リース債務 2,949,739 2,471,919 5,421,658
　　　　固定負債合計 85,304,385 697,055,930 782,360,315
　　　　負債合計 336,732,616 1,088,926,663 △6,229,930 1,419,429,349
【資本の部】
　Ⅰ資本金
　　　政府出資金 3,282,822,581 975,589,971 4,258,412,552
　　　資本金合計 3,282,822,581 975,589,971 4,258,412,552
　Ⅱ資本剰余金
　　　資本剰余金 272,440,515 △2,282,069 270,158,446
　　　損益外減価償却累計額（△） △404,672,357 △140,922,899 △545,595,256
　　　損益外減損損失累計額（△） △10,248,487 △256,360 △10,504,847
　　　　　資本剰余金合計 △142,480,329 △143,461,328 △285,941,657
　Ⅲ利益剰余金
　　　前中期目標期間繰越積立金 2,480,125 2,088,174 4,568,299
　　　当期未処分利益 3,081,505 128,816 3,210,321
　　　（うち当期総利益） （3,081,505） （128,816） （3,210,321）
　　　　利益剰余金合計 5,561,630 2,216,990 7,778,620
　　　　　資本合計 3,145,903,882 834,345,633 3,980,249,515

負債・資本合計 3,482,636,498 1,923,272,296 5,399,678,864
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法人単位貸借対照表において相殺消去された勘定相互間の債権・債務の内訳

事　　　　項 一般勘定 空港整備勘定 調整　借方（貸方）
空港整備勘定から一般勘定への共通経費の配賦 △ 6,229,930 6,229,930 △ 6,229,930

９．法人単位財務諸表と勘定別財務諸表との関係を明らかにする書類

⑵　損益計算書（平成18年４月１日～平成19年３月31日） （単位：円）
科目 一般勘定 空港整備勘定 調整 法人単位

【経常費用】
　業務費
　　給与手当 261,021,455 203,352,560 464,374,015
　　退職手当 28,774,512 28,549,248 57,323,760
　　福利厚生費 31,478,900 24,623,669 56,102,569
　　諸謝金 531,903 481,757 1,013,660
　　研究委託費 23,468,879 379,932,751 403,401,630
　　消耗品費 182,715,057 55,742,987 238,458,044
　　備品費 9,980,491 26,744,451 36,724,942
　　通信費 3,011,920 6,987,307 9,999,227
　　水道光熱費 6,302,215 8,493,517 14,795,732
　　支払リース料 22,683,138 15,886,728 38,569,866
　　保守修繕費 32,024,265 58,772,738 90,797,003
　　旅費交通費 8,168,609 30,265,653 38,434,262
　　支払手数料 6,106,162 4,204,160 10,310,322
　　減価償却費 27,258,785 294,553,171 321,811,956
　　その他の業務費 15,720,952 16,117,810 31,838,762
　一般管理費
　　役員給与手当 52,406,437 0 52,406,437
　　役員退職手当 2,184,000 0 2,184,000
　　給与手当 56,628,881 58,254,508 114,883,389
　　福利厚生費 12,034,849 8,244,230 20,279,079
　　諸謝金 107,280 0 107,280
　　消耗品費 5,241,895 112,061 5,353,956
　　備品費 1,650,327 0 1,650,327
　　通信費 1,103,681 645,570 1,749,251
　　水道光熱費 1,551,860 851,140 2,403,000
　　支払リース料 936,638 0 936,638
　　保守修繕費 10,035,134 3,196,947 13,232,081
　　旅費交通費 1,174,612 245,780 1,420,392
　　支払手数料 6,056,583 2,018,849 8,075,432
　　減価償却費 1,346,861 455,028 1,801,889
　　その他の一般管理費 3,588,726 1,514,793 5,103,519
　財務費用
　　支払利息 74,772 62,201 136,973
　　　経常費用合計 815,369,779 1,230,309,614 2,045,679,393

【経常収益】
　運営費交付金収益 566,618,451 859,700,630 1,426,319,081
　固定資産見返負債戻入
　　資産見返運営費交付金戻入 24,553,682 292,183,786 316,737,468
　　資産見返物品受贈額戻入 2,322,798 17,334,469 19,657,267
　受託収入 194,799,659 75,577,182 270,376,841
　特許権等収入 0 1,067,212 1,067,212
　施設費収益 27,952,000 0 27,952,000
　雑　　益 3,123,283 1,356,076 4,479,359
　　　経常収益合計 819,369,873 1,247,219,355 2,066,589,228
　　　経常利益 4,000,094 16,909,741 20,909,835

【臨時損失】
　固定資産除却損 2,220,754 17,854,816 20,075,570
　　臨時損失合計 2,220,754 17,854,816 20,075,570

【当期純利益】 1,779,340 △945,075 834,265
【前中期目標期間繰越積立金取崩額】 1,302,165 1,073,891 2,376,056
【当期総利益】 3,081,505 128,816 3,210,321
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９．法人単位財務諸表と勘定別財務諸表との関係を明らかにする書類

⑶　キャッシュフロー計算書（平成18年４月１日～平成19年３月31日） （単位：円）
科　　　目 一般勘定 空港整備勘定 調　　整 法人単位

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 △179,843,961 △132,773,436 △312,617,397

　人件費支出 △480,128,791 △356,957,390 △837,086,181
　その他業務支出 △170,248,505 △624,771,895 6,248,432 △788,771,968
　運営費交付金収入 625,793,000 1,061,322,000 1,687,115,000
　受託収入 183,611,545 74,907,847 258,519,392
　特許権等収入 0 1,277,212 1,277,212
　その他業務収入 △26,161,519 2,991,808 △6,248,432 △29,418,143
　　小　　計 △46,978,231 25,996,146 0 △20,982,085
　利息の支払額 △75,555 △65,800 △141,355
国庫納付金の支払額 △113,951,194 △140,220,631 △254,171,825
業務活動によるキャッシュフロー △161,004,980 △114,290,285 0 △275,295,265

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 △35,088,075 △147,124,929 △182,213,004
　施設費による収入 44,119,900 0 44,119,900
投資活動によるキャッシュフロー 9,031,825 △147,124,929 △138,093,104

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 △2,750,007 △2,493,177 △5,243,184
財務活動によるキャッシュフロー △2,750,007 △2,493,177 △5,243,184

Ⅳ資金に係る換算差額 0 0 0
Ⅴ資金増加額 △154,723,162 △263,908,391 △418,631,553
Ⅵ資金期首残高 307,429,469 576,915,684 884,345,153
Ⅶ資金期末残高 152,706,307 313,007,293 465,713,600

法人単位キャッシュフロー計算書において相殺消去された勘定相互間のキャッシュフローの内訳
事　　項 一般勘定 空港整備勘定 調　整

Ⅰ業務活動によるキャッシュフロー
共通経費の配賦による勘定間の精算
　 一般勘定から空整勘定へ配賦された維持管理費等の精算 △18,502 18,502
　一般勘定から空整勘定への維持管理費等の配賦 △6,229,930 6,229,930

その他業務支出 0 6,248,432 △6,248,432
その他業務収入 △6,248,432 0 6,248,432
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９．法人単位財務諸表と勘定別財務諸表との関係を明らかにする書類

⑷　行政サービス実施コスト計算書（平成18年４月１日～平成19年３月31日） （単位：円）

科目 一般勘定 空港整備勘定 調整 法人単位
Ⅰ業務費用
　⑴損益計算書上の費用
　　業務費 659,247,243 1,154,708,507 1,813,955,750
　　一般管理費 156,047,764 75,538,906 231,586,670
　　財務費用 74,772 62,201 136,973
　　固定資産除却損 2,220,754 17,854,816 20,075,570
　⑵（控除）自己収入等
　　受託収入 △194,799,659 △75,577,182 △270,376,841
　　特許権等収入 0 △1,067,212 △1,067,212
　　雑益 △3,123,283 △1,356,076 △4,479,359
　業務費用合計 619,667,591 1,170,163,960 1,789,831,551

Ⅱ損益外減価償却等相当額 59,243,198 24,631,448 83,874,646
　損益外減価償却相当額 48,155,701 19,581,122 67,736,823
　損益外減損損失相当額 10,248,487 4,961,049 15,209,536
　損益外固定資産除却相当額 839,010 89,277 928,287

Ⅲ引当外退職給付増加見積額 6,143,774 32,999,978 39,143,752

Ⅳ機会費用 52,437,788 13,894,518 66,332,306
　政府出資等の機会費用 52,437,788 13,894,518 66,332,306

Ⅴ行政サービス実施コスト 737,492,351 1,241,689,904 1,979,182,255

10．利益の処分に関する書類

（単位：円）　　　　　　　　　
科　　　　目 一般勘定 空港整備勘定 法人単位

Ⅰ当期未処分利益
　　当期総利益 3,081,505 128,816 3,210,321

Ⅱ利益処分額
　　積立金 3,081,505 128,816 3,210,321
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決　算　報　告　書
収　　　　　入

法人単位 単位：円

区　　　分 予算額（Ａ） 決算額 （Ｂ） 差　　　額 備　　　　　考

収入 （Ｂ－Ａ）

運営費交付金 1,687,115,000 1,687,115,000 0

施設整備費補助金 49,951,000 44,119,900 △ 5,831,100 契約差額による不用額

受託収入 248,308,000 270,376,841 22,068,841 政府受託等が増加したため

その他の収入 0 5,546,571 5,546,571 損害保険料収入等があったため

計 1,985,374,000 2,007,158,312 21,784,312
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決　算　報　告　書
支　　　　　出

法人単位 単位：円

区　　　分 予算額（Ａ） 決算額 （Ｂ） 差　　　額 備　　　　　考

支出 （Ａ－Ｂ）

業務経費 907,343,000 816,524,536 90,818,464 SSRモードＳ調布地上局を２ヶ年
契約で整備するため

施設整備費 49,951,000 44,119,900 5,831,100 契約差額による不用額

受託経費 235,501,000 253,856,713 △ 18,355,713 政府受託等が増加したため

受託管理費 0 5,712,878 △ 5,712,878 受託業務の管理経費を計上したため

一般管理費 52,308,000 51,786,393 521,607 業務効率化による削減額

人件費 740,271,000 702,016,385 38,254,615 新陳代謝によるため

計 1,985,374,000 1,874,016,805 111,357,195
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決　算　報　告　書
収　　　　　入

一般勘定 単位：円

区　　　分 予算額（Ａ） 決算額 （Ｂ） 差　　　額 備　　　　　考

収入 （Ｂ－Ａ）

運営費交付金 625,793,000 625,793,000 0

施設整備費補助金 49,951,000 44,119,900 △ 5,831,100

受託収入 154,702,000 194,799,659 40,097,659 政府受託等が増加したため

その他の収入 0 3,123,283 3,123,283 損害保険料収入等があったため

計 830,446,000 867,835,842 37,389,842
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決　算　報　告　書
支　　　　　出

一般勘定 単位：円

区　　　分 予算額（Ａ） 決算額 （Ｂ） 差　　　額 備　　　　　考

支出 （Ａ－Ｂ）

業務経費 150,912,000 138,418,220 12,493,780 PCB処分時期が変更となったため

施設整備費 49,951,000 44,119,900 5,831,100 契約差額による不用額

受託経費 150,081,000 186,210,737 △ 36,129,737 政府受託等が増加したため

受託管理費 0 4,009,700 △ 4,009,700 受託業務の管理経費を計上したため

一般管理費 40,639,000 40,232,082 406,918 業務効率化による削減額

人件費 438,863,000 417,452,685 21,410,315 新陳代謝によるため

計 830,446,000 830,443,324 2,676
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決　算　報　告　書
収　　　　　入

空港整備勘定 単位：円

区　　　分 予算額（Ａ） 決算額 （Ｂ） 差　　　額 備　　　　　考

収入 （Ｂ－Ａ）

運営費交付金 1,061,322,000 1,061,322,000 0

施設整備費補助金 0 0 0

受託収入 93,606,000 75,577,182 △ 18,028,818 政府受託等が減少したため

その他の収入 0 2,423,288 2,423,288 損害保険料収入等があったため

計 1,154,928,000 1,139,322,470 △ 15,605,530



― 191 ―

決　算　報　告　書
支　　　　　出

空港整備勘定 単位：円

区　　　分 予算額（Ａ） 決算額 （Ｂ） 差　　　額 備　　　　　考

支出 （Ａ－Ｂ）

業務経費 756,431,000 678,106,316 78,324,684 SSRモードＳ調布地上局を２ヶ年
契約で整備するため

受託経費 85,420,000 67,645,976 17,774,024 政府受託等が減少したため

受託管理費 0 1,703,178 △ 1,703,178 受託業務の管理経費を計上したため

一般管理費 11,669,000 11,554,311 114,689 業務効率化による削減額

人件費 301,408,000 284,563,700 16,844,300 新陳代謝によるため

計 1,154,928,000 1,043,573,481 111,354,519




