
「複数の平行経路における横方向オフセ

　ットの横方向衝突危険度への影響で論

　文賞を受賞し貢献」

「ION GNSSにおいて優秀論文賞を受賞また 宮崎　裕己（通信・航法・監視領域）

　MSAS性能向上の研究開発における成果の 「マルチラテレーション監視システムの

　公表への貢献の功績」 　開発研究及び東京国際空港における同

　システム導入に貢献」

藤田　雅人（航空交通管理領域）

「空域の安全性評価手法に関し研究を行

　い関係機関とも調整を円滑に行うなど

「永年にわたり評議員会等の委員として 　航空行政に貢献」

　当研究所発展に多大なるご尽力ご協力

　をいただいた功労」 退　　職

長岡　　栄（研究企画統括）

「永年にわたり評議員会等の委員として 石出　　明（通信・航法・監視領域）

　当研究所発展に多大なるご尽力ご協力 星野尾　一明（通信・航法・監視領域）

　をいただいた功労」

特　別　功　労

永年勤続（30年）

永年勤続（20年）

田嶋　裕久（機上等技術領域）

功　　績

坂井　丈泰（通信・航法・監視領域）

天井　　治（航空交通管理領域）

５　職員表彰

◎ 理事長感謝状（平成20年4月1日）

水町　守志

日本航海学会論文集共著

東口　　實

特　　別

天井　　治（航空交通管理領域）

◎ 理事長感謝状（平成21年3月31日）

◎ 理事長表彰（平成20年4月1日）

長岡　　栄（研究企画統括）

付 録
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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：平成二〇年一二月二六日法律第九五号 

 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。  
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（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。  

 

   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。  

 

第十二条  削除  

 

（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。  
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（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。  

 

   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。  

 

第十二条  削除  

 

（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。  
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（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
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（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
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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
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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
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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。  

 

   附 則 （平成二〇年一二月二六日法律第九五号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  
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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。  

 

   附 則 （平成二〇年一二月二六日法律第九五号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  
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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） 

最終改正：平成二〇年三月三一日国土交通省令第一二号 

 

 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。  

 

第十条  削除  
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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：平成二〇年三月三一日国土交通省令第一二号 

 

 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。  

 

第十条  削除  
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（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 

 

 

   附 則 （平成二〇年三月三一日国土交通省令第一二号）  

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。  
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（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 

 

 

   附 則 （平成二〇年三月三一日国土交通省令第一二号）  

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。  
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３  独立行政法人電子航法研究所業務方法書 

 

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。 

（１）研究成果を国土交通行政に反映させること 

（２）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 

（３）研究成果に関する報告書を作成し、頒布すること 

（４）研究成果に関する発表会を開催すること 

（５）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。 

（１）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 

（２）書籍等を整列、管理すること 

（２）データベースを作成し、管理すること 

（４）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。 

（１）産業財産権等の取得に関すること 

（２）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。 

（１）契約の性質又は目的が競争を許さないとき 

（２）緊急の必要により競争に付することができないとき 

（３）競争に付することが不利と認められるとき 

（４）契約に係る予定価格が少額であるとき 

（５）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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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。 

（１）研究成果を国土交通行政に反映させること 

（２）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 

（３）研究成果に関する報告書を作成し、頒布すること 

（４）研究成果に関する発表会を開催すること 

（５）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。 

（１）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 

（２）書籍等を整列、管理すること 

（２）データベースを作成し、管理すること 

（４）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。 

（１）産業財産権等の取得に関すること 

（２）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。 

（１）契約の性質又は目的が競争を許さないとき 

（２）緊急の必要により競争に付することができないとき 

（３）競争に付することが不利と認められるとき 

（４）契約に係る予定価格が少額であるとき 

（５）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 

（１）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。 

（２）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 

（１）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。 

 

 

（２）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。 

 

（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、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。 

 

（４）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。 

 

 

 

３．業務運営 

（１）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。 

 

（２）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
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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 
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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。 
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第２ 業務運営の効率化に関する事項 

１．組織運営 

（１）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。 

（２）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 

（１）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。 

 

 

（２）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。 

 

（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、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。 

 

（４）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。 

 

 

 

３．業務運営 

（１）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
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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。 
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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。 

 

（２）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
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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。 

 

（１）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。 

 

（２）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。 

 

（３）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。 

 

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。 

（１）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。 

 

（２）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。 
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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。 

 

（１）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。 

 

（２）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。 

 

（３）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。 

 

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。 

（１）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。 

 

（２）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。 
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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 

（１）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。 

（２）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。 

 

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 

（１）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。 

 

（２）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
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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 

（１）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。 

（２）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。 

 

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 

（１）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。 

 

（２）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
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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

実施する。 

 

（３）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 

（１）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。 

 

（２）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。 

 

（３）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
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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

実施する。 

 

（３）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 

（１）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。 

 

（２）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。 

 

（３）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
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画に反映させる。 

 

（４）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。 

 

（５）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 

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 

（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。 

 

（２）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 

（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。 
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画に反映させる。 

 

（４）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。 

 

（５）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 

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 

（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。 

 

（２）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 

（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。 
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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 

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 

一般会計 ※ 

独立行政法人電子航法研究所施設整備補助金 

※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3月 31日法律第 23号)｣により平成２０年度以降区分経理が廃止されたことに伴

い、平成２０年度以降の財源については、全て一般会計にて整理している。 

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。 

 

（２）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％ 

 

 

表１． 予算 （総括）           （単位：百万円）                   別紙１（表１） 

 

［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） 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

［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 

※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3月 31日法律第 23

号)｣により平成２０年度以降区分経理が廃止されたこ

とに伴い、平成２０年度以降の予算については、全て一

般勘定にて整理している。 

 

 

 

 

 

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

 

［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 

 

※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3月 31日法律第 23

号)｣により平成２０年度以降区分経理が廃止されたこ

とに伴い、空港整備勘定については、平成１８、１９年

度の予算のみとしている。 

 

 

 

 

 

区分 金額 

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 

区分 金額 

収入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

受託等収入 

計 

 

６，１８１ 

６６１ 

１，１３３ 

７，９７５ 

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 

 

２，９８２ 

２，９８２ 

６６１ 

１，０７８ 

２２６ 

３，０２８ 

７，９７５ 

区分 金額 

収入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

受託等収入 

計 

 

２，１３４ 

０ 

２１２ 

２，３４６ 

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 

 

１，４９８ 

１，４９８ 

０ 

１９３ 

２３ 

６３２ 

２，３４６ 
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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 

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 

一般会計 ※ 

独立行政法人電子航法研究所施設整備補助金 

※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3月 31日法律第 23号)｣により平成２０年度以降区分経理が廃止されたことに伴

い、平成２０年度以降の財源については、全て一般会計にて整理している。 

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。 

 

（２）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％ 

 

 

表１． 予算 （総括）           （単位：百万円）                   別紙１（表１） 

 

［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） 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

［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 

※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3月 31日法律第 23

号)｣により平成２０年度以降区分経理が廃止されたこ

とに伴い、平成２０年度以降の予算については、全て一

般勘定にて整理している。 

 

 

 

 

 

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

 

［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 

 

※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3月 31日法律第 23

号)｣により平成２０年度以降区分経理が廃止されたこ

とに伴い、空港整備勘定については、平成１８、１９年

度の予算のみとしている。 

 

 

 

 

 

区分 金額 

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 

区分 金額 

収入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

受託等収入 

計 

 

６，１８１ 

６６１ 

１，１３３ 

７，９７５ 

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 

 

２，９８２ 

２，９８２ 

６６１ 

１，０７８ 

２２６ 

３，０２８ 

７，９７５ 

区分 金額 

収入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

受託等収入 

計 

 

２，１３４ 

０ 

２１２ 

２，３４６ 

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 

 

１，４９８ 

１，４９８ 

０ 

１９３ 

２３ 

６３２ 

２，３４６ 



─ 180 ─

 

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

 

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。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

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。 

 
 
※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3月 31日法律第 23

号)｣により平成２０年度以降区分経理が廃止されたこ

とに伴い、平成２０年度以降の収支計画については、全

て一般勘定にて整理している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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。 
 
 
※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3月 31日法律第 23

号)｣により平成２０年度以降区分経理が廃止されたこ

とに伴い、空港整備勘定については、平成１８、１９年

度の収支計画のみとしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

区分 金額 

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 

区分 金額 

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 

７，４７７ 
７，４７７ 
５，２０３ 
１，０７８ 
１，０１９ 

１７７ 
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 

７，４７７ 
６，１８１ 

０ 
１，１３３ 

１６３ 
０ 
０ 
０ 
０ 

区分 金額 

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 

２，７６９ 
２，７６９ 
２，００３ 

１９３ 
１４３ 

  ４３０ 
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 

２，７６９ 
２，１３４ 

０ 
２１２ 

  ４２３ 
０ 
０ 
０ 
０ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3

月 31 日法律第 23 号)｣により平成２０

年度以降区分経理が廃止されたことに

伴い、平成２０年度以降の資金計画に

ついては、全て一般勘定にて整理して

いる。 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
表３． 資金計画 （空港整備勘定）※           （単位：百万円）           別紙３（表３） 

 
 

※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3

月 31 日法律第 23 号)｣により平成２０

年度以降区分経理が廃止されたことに

伴い、空港整備勘定については、平成

１８、１９年度の資金計画のみとして

いる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 

７，９７５ 
７，３０４ 

６６１ 
１０ 

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 

７，９７５ 
７，３１４ 
６，１８１ 
１，１２０ 

１３ 
６６１ 
６６１ 

０ 
０ 

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 

２，３４６ 
２，３４２ 

０ 
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 

２，３４６ 
２，３４６ 
２，１３４ 

２０７ 
５ 
０ 
０ 
０ 
０ 
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表１． 収支計画 （総括）         （単位：百万円）                  別紙２（表１） 
 

 

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。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

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。 

 
 
※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3月 31日法律第 23

号)｣により平成２０年度以降区分経理が廃止されたこ

とに伴い、平成２０年度以降の収支計画については、全

て一般勘定にて整理している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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。 
 
 
※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3月 31日法律第 23

号)｣により平成２０年度以降区分経理が廃止されたこ

とに伴い、空港整備勘定については、平成１８、１９年

度の収支計画のみとしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

区分 金額 

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 

区分 金額 

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 

７，４７７ 
７，４７７ 
５，２０３ 
１，０７８ 
１，０１９ 

１７７ 
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 

７，４７７ 
６，１８１ 

０ 
１，１３３ 

１６３ 
０ 
０ 
０ 
０ 

区分 金額 

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 

２，７６９ 
２，７６９ 
２，００３ 

１９３ 
１４３ 

  ４３０ 
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 

２，７６９ 
２，１３４ 

０ 
２１２ 

  ４２３ 
０ 
０ 
０ 
０ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3

月 31 日法律第 23 号)｣により平成２０

年度以降区分経理が廃止されたことに

伴い、平成２０年度以降の資金計画に

ついては、全て一般勘定にて整理して

いる。 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
表３． 資金計画 （空港整備勘定）※           （単位：百万円）           別紙３（表３） 

 
 

※｢特別会計に関する法律(平成 19年 3

月 31 日法律第 23 号)｣により平成２０

年度以降区分経理が廃止されたことに

伴い、空港整備勘定については、平成

１８、１９年度の資金計画のみとして

いる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 

７，９７５ 
７，３０４ 

６６１ 
１０ 

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 

７，９７５ 
７，３１４ 
６，１８１ 
１，１２０ 

１３ 
６６１ 
６６１ 

０ 
０ 

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 

２，３４６ 
２，３４２ 

０ 
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 

２，３４６ 
２，３４６ 
２，１３４ 

２０７ 
５ 
０ 
０ 
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 

（１）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 

（２）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 

（１）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 

 

 

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 

（１）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 

（２）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 

（１）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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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 

（１）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 

（２）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 

（１）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 

 

 

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 

（１）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 

（２）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 

（１）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 20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 20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 

（１）組織運営 

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領域の組織構成を継続し、研究内容に応じて組織

横断的な対応を可能とする。平成 19 年度に作成した電子航法研究所長期ビジョンをベースとした研究をスタートさせ

る。また、企画部門に研究員を配置し、研究企画・総合調整機能を発揮できる体制を継続する。 

平成 20年度は、以下を実施する。 

・ 引き続き国内外の研究動向の調査を行い、電子航法研究所長期ビジョンの精緻化を進める。 

・ 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

を活用して定期的かつ効率的な自己点検・評価を実施する。 

・ 平成 19年度に決定された独立行政法人整理合理化方針に従い、将来の組織運営について行政とともに検討する。 

・ 運営全般にわたる意思決定機構の充実を図る。 

・ 効率的な業務運営を図るため、研究企画統括を中心とした研究調整機能の強化を図る。 

 

（２）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。また、常に適正な評価となるよう見直しを継続し、職員のモチベーションを高める。 

② 職員の任用 

研究所の中期目標期間の採用計画に基づき、新規職員を採用し、組織横断的な研究実施体制とすることにより研

究員の活性化を図る。また、平成 21年 4月に新規採用する職員を募集、選考し、新規に開始する研究開発課題に応

じて適切な研究員の配置計画を立てる。 

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、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、海外からの人材を含め、外部人材を 6名以上活用する。 

④ 人材の育成 

キャリアパスに関する指針に基づき、ポテンシャルの向上と幅広い視野を養うための研修を実施する。また、航

空行政に係る社会ニーズを積極的に把握し、これに対応する研究を企画できる人材を育成するため、企画部門に研

究員 1 名を通年配置する。国際感覚を養い、国際的なリーダーシップを執ることができる研究者を育成するため、

海外派遣を 1名以上実施する。 

 

 

（３）業務運営 

内部統制委員会を立ち上げ、内部監査等の在り方を検討するとともに、情報セキュリティ研修や著作権講習会等を開

催し、法令の遵守及び社会的規範・モラル遵守の徹底を図る。グループウェアソフトの活用をより推進し、事務管理業

務の電子化を更に進める。また、物品等の調達に関しては、原則、一般競争入札とし契約に係る情報は全面的に公開す

る。 

平成 20年度は、以下のとおり経費を抑制する。 

 

①  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 20年度において平成 19年度予算比で 3％程度抑制

する。 

②  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 20年度において平成 19年度予算比で 1％程度抑制す

る。 

③   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 20年度において平成 19年度予算比で 1.1％程度削減する。 

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を行う。 

※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。具体的には平成 20年度は以下を実施する。 

① コスト意識を徹底して効率的な研究の実施を図る。 

② エフォート（研究専従率）を活用し適切に研究員を配置することにより人的資源を有効活用するとともに研究

員のコスト意識の向上を図る。 

 

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とるべき措置 

（１）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に関する研究開発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ことが必要となっている。RNAV

（広域航法）、スカイハイウェイ計画等、新たな管制方式・運航方式は、空域の有効利用および航空路の容量拡大

をもたらすものであり、また経路の短縮や運航効率の向上により燃料の節減にも資するものである。本研究開発に

おいては、新しい方式の導入による、航空交通容量への影響および効果を推定し、容量値算定のための技術資料を
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６  独立行政法人電子航法研究所 平成 20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 20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 

（１）組織運営 

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領域の組織構成を継続し、研究内容に応じて組織

横断的な対応を可能とする。平成 19 年度に作成した電子航法研究所長期ビジョンをベースとした研究をスタートさせ

る。また、企画部門に研究員を配置し、研究企画・総合調整機能を発揮できる体制を継続する。 

平成 20年度は、以下を実施する。 

・ 引き続き国内外の研究動向の調査を行い、電子航法研究所長期ビジョンの精緻化を進める。 

・ 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

を活用して定期的かつ効率的な自己点検・評価を実施する。 

・ 平成 19年度に決定された独立行政法人整理合理化方針に従い、将来の組織運営について行政とともに検討する。 

・ 運営全般にわたる意思決定機構の充実を図る。 

・ 効率的な業務運営を図るため、研究企画統括を中心とした研究調整機能の強化を図る。 

 

（２）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。また、常に適正な評価となるよう見直しを継続し、職員のモチベーションを高める。 

② 職員の任用 

研究所の中期目標期間の採用計画に基づき、新規職員を採用し、組織横断的な研究実施体制とすることにより研

究員の活性化を図る。また、平成 21年 4月に新規採用する職員を募集、選考し、新規に開始する研究開発課題に応

じて適切な研究員の配置計画を立てる。 

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、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、海外からの人材を含め、外部人材を 6名以上活用する。 

④ 人材の育成 

キャリアパスに関する指針に基づき、ポテンシャルの向上と幅広い視野を養うための研修を実施する。また、航

空行政に係る社会ニーズを積極的に把握し、これに対応する研究を企画できる人材を育成するため、企画部門に研

究員 1 名を通年配置する。国際感覚を養い、国際的なリーダーシップを執ることができる研究者を育成するため、

海外派遣を 1名以上実施する。 

 

 

（３）業務運営 

内部統制委員会を立ち上げ、内部監査等の在り方を検討するとともに、情報セキュリティ研修や著作権講習会等を開

催し、法令の遵守及び社会的規範・モラル遵守の徹底を図る。グループウェアソフトの活用をより推進し、事務管理業

務の電子化を更に進める。また、物品等の調達に関しては、原則、一般競争入札とし契約に係る情報は全面的に公開す

る。 

平成 20年度は、以下のとおり経費を抑制する。 

 

①  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 20年度において平成 19年度予算比で 3％程度抑制

する。 

②  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 20年度において平成 19年度予算比で 1％程度抑制す

る。 

③   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 20年度において平成 19年度予算比で 1.1％程度削減する。 

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を行う。 

※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。具体的には平成 20年度は以下を実施する。 

① コスト意識を徹底して効率的な研究の実施を図る。 

② エフォート（研究専従率）を活用し適切に研究員を配置することにより人的資源を有効活用するとともに研究

員のコスト意識の向上を図る。 

 

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とるべき措置 

（１）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に関する研究開発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ことが必要となっている。RNAV

（広域航法）、スカイハイウェイ計画等、新たな管制方式・運航方式は、空域の有効利用および航空路の容量拡大

をもたらすものであり、また経路の短縮や運航効率の向上により燃料の節減にも資するものである。本研究開発に

おいては、新しい方式の導入による、航空交通容量への影響および効果を推定し、容量値算定のための技術資料を
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作成するとともに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研究開発等を実施する。 

具体的には、平成 20年度に以下の研究を実施する。 

 

ア．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） 

本研究は、航空機が飛行可能な空域の有効利用と定められた航空路の容量を拡大するため、RNAV（空域を

より有効に利用できる広域航法）の導入を進めるためのものである。平成 20年度は、空港周辺の離着陸空域

でレーダー監視を受けていない RNAV 経路及び巡航高度の航空路でレーダー監視を受けている RNAV 経路（航

法精度２NM）について、日本の航空交通の状況を考慮した当該 RNAV経路の安全性評価手法を開発する。また、

開発された手法を用いて安全性を評価し、RNAV経路設定基準の策定根拠となる資料等を作成する。 

 

イ．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） 

本研究は、飛行中の航空機を監視する二次監視レーダー（SSR）モード Sに新たに必要とされる監視機能の

技術検証を行うものである。平成 20年度は、研究所内に設置した SSRモード S地上局を用いて、航行中の航

空機の動態情報（航空機に搭載している飛行管理システムのデータ）を取得する実験を行い、地上局の通信

機能を検証する。また、クラスタ機能（複数の地上局をネットワークで連携させる機能）について検討し、

本機能を有する SSRモード S装置を開発する。 

 

ウ．ATMパフォーマンスの研究（平成 19年度～22年度） 

（年度目標） 

本研究は、我が国の航空交通管理の能力（パフォーマンス）を評価する技術を開発するものである。平成

20 年度は、平成 19 年度に選定したパフォーマンス指標から、その能力を評価するための指標値を算出する

手法を検討する。また、平成 19年度に基本機能を構築したパフォーマンス評価システムの機能向上を行う。 

 

エ．洋上経路システムの高度化の研究（平成 20年度～23年度） 

（年度目標） 

本研究は、日本が管理する太平洋上の空域において、安全かつ最も経済的な飛行経路の実現を図るため、

飛行経路の管制シミュレーションによる検証を行うものである。平成 20年度は、单太平洋上の飛行経路につ

いて、その最適経路を選定し導入効果を検証する。 

 

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が必要である。本研究開

発においては、空港周辺の飛行経路および管制官が管轄するセクター（管制官が管轄する空域の卖位）構成の改善

要件を明らかにする技術を開発し、混雑空港周辺の空域再編および新たな管制方式の導入等に貢献する。また、航

 

空機等をより安全で円滑に地上走行させるため、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貢献する。 

具体的には、平成 20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） 

本研究は、空港において航空機等をより安全で円滑に地上走行させるための A-SMGC（先進型地上走行誘導

管制）システムを開発するものである。平成 20年度は、システムの経路設定機能となる推奨経路生成処理ア

ルゴリズムについて、実際の運航状況との比較によりその妥当性を検証する。また、A-SMGC実験システムの

総合性能試験と管制官等使用者によるシステム評価を実施する。 

 

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） 

本研究は、衛星を用いた高カテゴリ精密進入システムに求められる誘導精度・完全性等の性能を補強する

GBAS（地上型衛星航法補強システム）の技術開発において、サービスが利用可能な時間の割合（アベイラビ

リティ）を高いレベルで達成するため、SBAS（静止衛星型衛星航法補強システム）信号や GPS に新たに導入

される L5 周波数等の GNSS（全世界的航法衛星システム）新信号を利用する効果を評価するものである。平

成 20年度は、GPS L5周波数の信号に対する測距誤差の評価を行うとともに、平成 19年度に製作したシミュ

レーションソフトウェアにより、新信号を GBASに使用した場合に得られるアベイラビリティの改善効果を評

価する。 

 

ウ．ターミナル空域の評価手法に関する研究（平成 20年度～23年度） 

（年度目標） 

本研究は、今後見込まれる大幅な航空交通量増加に備え、輻輳するターミナル空域（空港周辺の離発着空

域）を最適化するため、総合的な評価手法を策定し、ターミナル空域設計用評価ツールを開発するものであ

る。平成 20年度は、運航効率、空域容量、管制効率に係る評価項目を抽出し、ターミナル空域設計用評価ツ

ールとして入力モジュールの製作を行う。 

 

エ．GNSS精密進入における安全性の解析及び管理技術の開発（平成 20年度～23年度） 

（年度目標） 

本研究は、衛星の測位信号を活用する航空機の GNSS（全世界的航法衛星システム）精密進入の実現を図る

ため、GNSS航法の安全性解析手法とリスク低減アルゴリズムを開発・改良することにより、これらの我が国

に適したリスク管理技術を確立するものである。平成 20 年度は、電離層嵐検出法の開発と、GNSS を精密進

入に利用する際のリスクの評価および安全性コンセプトを実証するプロトタイプの開発に着手する。 
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作成するとともに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研究開発等を実施する。 

具体的には、平成 20年度に以下の研究を実施する。 

 

ア．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） 

本研究は、航空機が飛行可能な空域の有効利用と定められた航空路の容量を拡大するため、RNAV（空域を

より有効に利用できる広域航法）の導入を進めるためのものである。平成 20年度は、空港周辺の離着陸空域

でレーダー監視を受けていない RNAV 経路及び巡航高度の航空路でレーダー監視を受けている RNAV 経路（航

法精度２NM）について、日本の航空交通の状況を考慮した当該 RNAV経路の安全性評価手法を開発する。また、

開発された手法を用いて安全性を評価し、RNAV経路設定基準の策定根拠となる資料等を作成する。 

 

イ．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） 

本研究は、飛行中の航空機を監視する二次監視レーダー（SSR）モード Sに新たに必要とされる監視機能の

技術検証を行うものである。平成 20年度は、研究所内に設置した SSRモード S地上局を用いて、航行中の航

空機の動態情報（航空機に搭載している飛行管理システムのデータ）を取得する実験を行い、地上局の通信

機能を検証する。また、クラスタ機能（複数の地上局をネットワークで連携させる機能）について検討し、

本機能を有する SSRモード S装置を開発する。 

 

ウ．ATMパフォーマンスの研究（平成 19年度～22年度） 

（年度目標） 

本研究は、我が国の航空交通管理の能力（パフォーマンス）を評価する技術を開発するものである。平成

20 年度は、平成 19 年度に選定したパフォーマンス指標から、その能力を評価するための指標値を算出する

手法を検討する。また、平成 19年度に基本機能を構築したパフォーマンス評価システムの機能向上を行う。 

 

エ．洋上経路システムの高度化の研究（平成 20年度～23年度） 

（年度目標） 

本研究は、日本が管理する太平洋上の空域において、安全かつ最も経済的な飛行経路の実現を図るため、

飛行経路の管制シミュレーションによる検証を行うものである。平成 20年度は、单太平洋上の飛行経路につ

いて、その最適経路を選定し導入効果を検証する。 

 

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が必要である。本研究開

発においては、空港周辺の飛行経路および管制官が管轄するセクター（管制官が管轄する空域の卖位）構成の改善

要件を明らかにする技術を開発し、混雑空港周辺の空域再編および新たな管制方式の導入等に貢献する。また、航

 

空機等をより安全で円滑に地上走行させるため、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貢献する。 

具体的には、平成 20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） 

本研究は、空港において航空機等をより安全で円滑に地上走行させるための A-SMGC（先進型地上走行誘導

管制）システムを開発するものである。平成 20年度は、システムの経路設定機能となる推奨経路生成処理ア

ルゴリズムについて、実際の運航状況との比較によりその妥当性を検証する。また、A-SMGC実験システムの

総合性能試験と管制官等使用者によるシステム評価を実施する。 

 

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） 

本研究は、衛星を用いた高カテゴリ精密進入システムに求められる誘導精度・完全性等の性能を補強する

GBAS（地上型衛星航法補強システム）の技術開発において、サービスが利用可能な時間の割合（アベイラビ

リティ）を高いレベルで達成するため、SBAS（静止衛星型衛星航法補強システム）信号や GPS に新たに導入

される L5 周波数等の GNSS（全世界的航法衛星システム）新信号を利用する効果を評価するものである。平

成 20年度は、GPS L5周波数の信号に対する測距誤差の評価を行うとともに、平成 19年度に製作したシミュ

レーションソフトウェアにより、新信号を GBASに使用した場合に得られるアベイラビリティの改善効果を評

価する。 

 

ウ．ターミナル空域の評価手法に関する研究（平成 20年度～23年度） 

（年度目標） 

本研究は、今後見込まれる大幅な航空交通量増加に備え、輻輳するターミナル空域（空港周辺の離発着空

域）を最適化するため、総合的な評価手法を策定し、ターミナル空域設計用評価ツールを開発するものであ

る。平成 20年度は、運航効率、空域容量、管制効率に係る評価項目を抽出し、ターミナル空域設計用評価ツ

ールとして入力モジュールの製作を行う。 

 

エ．GNSS精密進入における安全性の解析及び管理技術の開発（平成 20年度～23年度） 

（年度目標） 

本研究は、衛星の測位信号を活用する航空機の GNSS（全世界的航法衛星システム）精密進入の実現を図る

ため、GNSS航法の安全性解析手法とリスク低減アルゴリズムを開発・改良することにより、これらの我が国

に適したリスク管理技術を確立するものである。平成 20 年度は、電離層嵐検出法の開発と、GNSS を精密進

入に利用する際のリスクの評価および安全性コンセプトを実証するプロトタイプの開発に着手する。 
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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 

本研究開発においては、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

のデータを用いて、航空機の飛行プロファイルを高精度に予測する手法の開発およびこれを用いた異常接近検出手

法を開発する。また、携帯電子機器の普及に伴い、これらを航空機内で使用することが機上装置への安全性に及ぼ

す影響について評価するための技術資料を作成する。 

具体的には、平成 20年度に以下の研究を実施する。 

 

ア．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） 

本研究は、航空機の動態情報（航空機に搭載している飛行管理システムのデータ）を利用した、より信頼

性の高いコンフリクト（航空機相互接近）警報を航空管制の実運用に供するためのものである。平成 20 年

度は、コンフリクト検出評価システムの機能向上を行うとともにその運用方式の開発を行う。 

 

イ．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） 

本研究は、我が国の管制業務に適用可能な空地デジタル通信ネットワークの構築を図るものである。平成

20年度は、航空管制用デジタル通信における VDL2プロトコル（航空管制用デジタル対空無線システムの通

信手順）のシミュレーション解析を行うとともに、空地通信ネットワークの品質評価および取得した航空通

信記録の解析を行う。また、H19 年度に試作した CPDLC（管制官－パイロット間データリンク通信）対応の

管制卓を更に機能向上させ、管制官による運用評価を行う。 

 

ウ．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） 

本研究は、航空無線航法サービス用に割り当てられた周波数帯域内にある各種の無線機器について、電波

信号環境（信号や混信の発生状況）の測定や予測の手法を確立するものである。平成 20 年度は、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。また、平成 19

年度に機能向上した広帯域電波信号環境測定装置を実験用航空機に搭載し、測定精度と信号環境予測誤差要

因の検証実験を実施し、信号環境予測手法を開発する。 

 

エ．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） 

本研究は、PED（携帯電子機器）を航空機内で使用するために必要となる PED からの電波に対する機上装

置の安全性を評価するためのものである。平成 20 年度は、電磁干渉障害を受けやすい機上システムや電磁

干渉障害を引き起こしやすい PEDの特性等を明らかにし、航空機内での PED使用基準および PED使用を前提

とした機上装置の安全性評価指針を作成する。アクティブ IC タグ、医療用電子機器等最近の PED からの電

磁放射に関する検討を行うとともに強い電波に対応した簡易電波検知装置の実験モデルを試作する。 

 

オ．航空機の安全運航支援技術に関する研究（平成 19年度～22年度） 

（年度目標） 

本研究は、航空管制機関から航空機に対し空域状況認識を支援し安全運行を支援する情報（航空機の位置

情報、速度情報等）をデジタル化して自動送信する方式（1090MHz 拡張スキッタによる TIS-B（トラフィッ

ク情報サービス放送）および FIS-B（飛行情報サービス放送））を実現するためのものである。平成 20年度

は、当該自動送信方式を用いた地上送信装置を開発する。また本装置の情報処理部（TIS-Bサーバー）を開

発する。 

 

カ．電波特性の監視に関する研究（平成 20年度～22年度） 

（年度目標） 

本研究は、放射された電波が、アンテナ及び反射面の積雪等によりアンテナ近傍の電界が複雑に変化して

も、送信アンテナ近傍において、遠方の電波特性を推定できる技術を開発するものである。平成 20年度は、

近傍の電波特性と遠方の電波特性の相関特性をシミュレーションにより検討するとともに、アスファルト反

射面の反射特性の解明と電波反射特性測定センサの開発を行う。 

 

（２）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。 

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実施する。 

特に平成 20年度からは、長期ビジョンに基づく研究として、将来の航空交通管理として注目されているトラジェク

トリ管理について、その技術課題を明らかにするための研究課題に取り組む。 

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。 

 

（３）研究開発の実施過程における措置 

   平成 20年度は、以下を実施する。 

① 航空行政、運航者等の航空関係者のニーズを随時把握し、重点研究課題を企画・提案する。研究計画の作成にあた

っては、研究成果の達成目標を明確に設定し、航空関係者との間で随時、情報交換を行う。特に航空行政が抱える

技術課題について、情報共有を図り重点研究の今後の方向性を確認するため、航空局との間で連絡会を開催する。

また、重要な研究課題については、航空局へ報告会を開催するとともに、航空会社等のユーザーに対しては、出前

講座を開催し意見を研究に反映させる。 
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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 

本研究開発においては、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

のデータを用いて、航空機の飛行プロファイルを高精度に予測する手法の開発およびこれを用いた異常接近検出手

法を開発する。また、携帯電子機器の普及に伴い、これらを航空機内で使用することが機上装置への安全性に及ぼ

す影響について評価するための技術資料を作成する。 

具体的には、平成 20年度に以下の研究を実施する。 

 

ア．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） 

本研究は、航空機の動態情報（航空機に搭載している飛行管理システムのデータ）を利用した、より信頼

性の高いコンフリクト（航空機相互接近）警報を航空管制の実運用に供するためのものである。平成 20 年

度は、コンフリクト検出評価システムの機能向上を行うとともにその運用方式の開発を行う。 

 

イ．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） 

本研究は、我が国の管制業務に適用可能な空地デジタル通信ネットワークの構築を図るものである。平成

20年度は、航空管制用デジタル通信における VDL2プロトコル（航空管制用デジタル対空無線システムの通

信手順）のシミュレーション解析を行うとともに、空地通信ネットワークの品質評価および取得した航空通

信記録の解析を行う。また、H19 年度に試作した CPDLC（管制官－パイロット間データリンク通信）対応の

管制卓を更に機能向上させ、管制官による運用評価を行う。 

 

ウ．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） 

本研究は、航空無線航法サービス用に割り当てられた周波数帯域内にある各種の無線機器について、電波

信号環境（信号や混信の発生状況）の測定や予測の手法を確立するものである。平成 20 年度は、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。また、平成 19

年度に機能向上した広帯域電波信号環境測定装置を実験用航空機に搭載し、測定精度と信号環境予測誤差要

因の検証実験を実施し、信号環境予測手法を開発する。 

 

エ．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） 

本研究は、PED（携帯電子機器）を航空機内で使用するために必要となる PED からの電波に対する機上装

置の安全性を評価するためのものである。平成 20 年度は、電磁干渉障害を受けやすい機上システムや電磁

干渉障害を引き起こしやすい PEDの特性等を明らかにし、航空機内での PED使用基準および PED使用を前提

とした機上装置の安全性評価指針を作成する。アクティブ IC タグ、医療用電子機器等最近の PED からの電

磁放射に関する検討を行うとともに強い電波に対応した簡易電波検知装置の実験モデルを試作する。 

 

オ．航空機の安全運航支援技術に関する研究（平成 19年度～22年度） 

（年度目標） 

本研究は、航空管制機関から航空機に対し空域状況認識を支援し安全運行を支援する情報（航空機の位置

情報、速度情報等）をデジタル化して自動送信する方式（1090MHz 拡張スキッタによる TIS-B（トラフィッ

ク情報サービス放送）および FIS-B（飛行情報サービス放送））を実現するためのものである。平成 20年度

は、当該自動送信方式を用いた地上送信装置を開発する。また本装置の情報処理部（TIS-Bサーバー）を開

発する。 

 

カ．電波特性の監視に関する研究（平成 20年度～22年度） 

（年度目標） 

本研究は、放射された電波が、アンテナ及び反射面の積雪等によりアンテナ近傍の電界が複雑に変化して

も、送信アンテナ近傍において、遠方の電波特性を推定できる技術を開発するものである。平成 20年度は、

近傍の電波特性と遠方の電波特性の相関特性をシミュレーションにより検討するとともに、アスファルト反

射面の反射特性の解明と電波反射特性測定センサの開発を行う。 

 

（２）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。 

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実施する。 

特に平成 20年度からは、長期ビジョンに基づく研究として、将来の航空交通管理として注目されているトラジェク

トリ管理について、その技術課題を明らかにするための研究課題に取り組む。 

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。 

 

（３）研究開発の実施過程における措置 

   平成 20年度は、以下を実施する。 

① 航空行政、運航者等の航空関係者のニーズを随時把握し、重点研究課題を企画・提案する。研究計画の作成にあた

っては、研究成果の達成目標を明確に設定し、航空関係者との間で随時、情報交換を行う。特に航空行政が抱える

技術課題について、情報共有を図り重点研究の今後の方向性を確認するため、航空局との間で連絡会を開催する。

また、重要な研究課題については、航空局へ報告会を開催するとともに、航空会社等のユーザーに対しては、出前

講座を開催し意見を研究に反映させる。 
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② 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。 

具体的には、評議員会による外部評価として、以下を実施する。 

・ 平成 21年度開始予定の重点研究課題の事前評価 

・ 平成 19年度に終了した重点研究課題の事後評価 

・ 研究期間 5年以上の重点研究課題の中間評価 

また、研究評価委員会による内部評価として、以下を実施する。 

・ 平成 21年度開始予定の研究課題の事前評価 

・ 平成 19年度に終了した研究課題の事後評価 

・ 研究期間 5年以上の研究課題の中間評価 

 

（４）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を実施し、新たに 4件以上の共同研究を開始する。 

② 受託研究等 

国及び民間等からの受託研究等を 18 件以上実施し自己収入の増大を図るとともに、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 6 件以上実施

する。 

 

（５）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と判断される研究成果については、そのコストパフォーマンスを検討した上で、必

要な権利化を図り、平成 19年度に作成した維持計画を基に、保有する特許等の権利の活用を図る。また、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、特許の普及に係るイベント等を活用し、

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。 

 

平成 20年度は、以下を実施する。 

・ 各研究開発課題について、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。 

・ ホームページを更に充実させ、情報発信を積極的に行うとともに、更新頻度を高め、アクセス数の増加を

目指す。 

・ 研究所一般公開、研究発表会をそれぞれ 1回開催する。 

・ 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」及び「国土交通 day」事業への参加を実施する。 

・ 航空関係者の研究成果に対する理解とその活用を促進するため、企業及び航空関係者への公開講座として、

出前講座を継続企画し開催する。 

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 

平成 19年度に新た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、平成 20年度は講演会を兼ねた国際ワークシ

ョップを開催する。 

その他、平成 20年度は、以下を実施する。 

・ 研究所が参加している ICAO（国際民間航空機関）の会議に提出された技術情報を整理し、開示可能な情報

を共有する体制を整え、利用者のニーズに応えるための改善を図る。 

・ 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。 

・ 海外の研究機関等との連携強化を図る。 

 

３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（１）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、21.6百万円以上の利益を目指す。 

（２）平成 19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。 
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② 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。 

具体的には、評議員会による外部評価として、以下を実施する。 

・ 平成 21年度開始予定の重点研究課題の事前評価 

・ 平成 19年度に終了した重点研究課題の事後評価 

・ 研究期間 5年以上の重点研究課題の中間評価 

また、研究評価委員会による内部評価として、以下を実施する。 

・ 平成 21年度開始予定の研究課題の事前評価 

・ 平成 19年度に終了した研究課題の事後評価 

・ 研究期間 5年以上の研究課題の中間評価 

 

（４）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を実施し、新たに 4件以上の共同研究を開始する。 

② 受託研究等 

国及び民間等からの受託研究等を 18 件以上実施し自己収入の増大を図るとともに、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 6 件以上実施

する。 

 

（５）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と判断される研究成果については、そのコストパフォーマンスを検討した上で、必

要な権利化を図り、平成 19年度に作成した維持計画を基に、保有する特許等の権利の活用を図る。また、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、特許の普及に係るイベント等を活用し、

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。 

 

平成 20年度は、以下を実施する。 

・ 各研究開発課題について、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。 

・ ホームページを更に充実させ、情報発信を積極的に行うとともに、更新頻度を高め、アクセス数の増加を

目指す。 

・ 研究所一般公開、研究発表会をそれぞれ 1回開催する。 

・ 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」及び「国土交通 day」事業への参加を実施する。 

・ 航空関係者の研究成果に対する理解とその活用を促進するため、企業及び航空関係者への公開講座として、

出前講座を継続企画し開催する。 

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 

平成 19年度に新た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、平成 20年度は講演会を兼ねた国際ワークシ

ョップを開催する。 

その他、平成 20年度は、以下を実施する。 

・ 研究所が参加している ICAO（国際民間航空機関）の会議に提出された技術情報を整理し、開示可能な情報

を共有する体制を整え、利用者のニーズに応えるための改善を図る。 

・ 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。 

・ 海外の研究機関等との連携強化を図る。 

 

３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（１）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、21.6百万円以上の利益を目指す。 

（２）平成 19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。 
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６．剰余金の使途 

以下の使途を目的とした目的積立金の獲得を目指す。 

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 

（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。 

① 施設及び設備に関する事項 

    平成 20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．業務管理施設整備 

 管制システム部棟建替工事 

 

    87 

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。また、実験

用航空機の更新についての検討に着手する。 

 

（２）人事に関する計画 

① 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 職員の業務評価手法を改善し、業績に応じた昇給とすることにより、人件費の効率化を図る。 

 

 

予算                           別紙１ 
平成２０年度予算 

（卖位：百万円） 

 

［人件費の見積り］ 

期間中総額５８７百万円を支出する。 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
収支計画                         別紙２ 

平成２０年度収支計画 
（卖位：百万円） 

 
 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
資金計画                         別紙３ 

平成２０年度資金計画 
（卖位：百万円） 

 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

区  分 金   額 

収入     

  運営費交付金 1,640   
  施設整備費補助金       87   
    受託等収入         283   
  繰越金                 0   
計   2,010   

支出     
  業務経費 882   
    うち研究経費 882   

    施設整備費       87 
  受託等経費 254   
  受託管理費 7   
  一般管理費 50   
   人件費 730    
計  2,010   

区  分 金   額 

費用の部 2,173   
   経常費用 2,173   
      研究業務費 1,428   
      受託等業務費 261   
      一般管理費 229   
      減価償却費 255   

   財務費用 0   
   臨時損失 0   
収益の部 2,171   
   運営費交付金収益 1640   
   手数料収入 0   
   受託等収入 283   
   資産見返負債戻入   248   
   臨時収益 0   
純損失   2   
前中期目標期間繰越積立金取崩額 2   
総利益   0   

区  分 金   額 

資金支出 2,010  

   業務活動による支出 1,918  

   投資活動による支出       87  

   財務活動による支出 5  

   次期中期目標の期間への繰越金 0  

資金収入 2,010  
   業務活動による収入 1,923  
     運営費交付金による収入 1,640  
     受託収入 279  
     その他の収入   4  
   投資活動による収入       87  

施設整備費補助金による収入 87  
     その他の収入 0  

財務活動による収入      0  
   繰越金 0  
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６．剰余金の使途 

以下の使途を目的とした目的積立金の獲得を目指す。 

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 

（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。 

① 施設及び設備に関する事項 

    平成 20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．業務管理施設整備 

 管制システム部棟建替工事 

 

    87 

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。また、実験

用航空機の更新についての検討に着手する。 

 

（２）人事に関する計画 

① 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 職員の業務評価手法を改善し、業績に応じた昇給とすることにより、人件費の効率化を図る。 

 

 

予算                           別紙１ 
平成２０年度予算 

（卖位：百万円） 

 

［人件費の見積り］ 

期間中総額５８７百万円を支出する。 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
収支計画                         別紙２ 

平成２０年度収支計画 
（卖位：百万円） 

 
 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
資金計画                         別紙３ 

平成２０年度資金計画 
（卖位：百万円） 

 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

区  分 金   額 

収入     

  運営費交付金 1,640   
  施設整備費補助金       87   
    受託等収入         283   
  繰越金                 0   
計   2,010   

支出     
  業務経費 882   
    うち研究経費 882   

    施設整備費       87 
  受託等経費 254   
  受託管理費 7   
  一般管理費 50   
   人件費 730    
計  2,010   

区  分 金   額 

費用の部 2,173   
   経常費用 2,173   
      研究業務費 1,428   
      受託等業務費 261   
      一般管理費 229   
      減価償却費 255   

   財務費用 0   
   臨時損失 0   
収益の部 2,171   
   運営費交付金収益 1640   
   手数料収入 0   
   受託等収入 283   
   資産見返負債戻入   248   
   臨時収益 0   
純損失   2   
前中期目標期間繰越積立金取崩額 2   
総利益   0   

区  分 金   額 

資金支出 2,010  

   業務活動による支出 1,918  

   投資活動による支出       87  

   財務活動による支出 5  

   次期中期目標の期間への繰越金 0  

資金収入 2,010  
   業務活動による収入 1,923  
     運営費交付金による収入 1,640  
     受託収入 279  
     その他の収入   4  
   投資活動による収入       87  

施設整備費補助金による収入 87  
     その他の収入 0  

財務活動による収入      0  
   繰越金 0  



財　　務　　諸　　表

７　　財務諸表

平成19年度

独立行政法人　電子航法研究所

【注記】この平成19年度財務諸表は平成21年2月20日に国土交通省の承認を得たもの

　　　　である。平成20年度財務諸表については本年報発行時点において国土交通省

　　　　へ承認申請中である。

（添付書類）

平成19年度　決算報告書
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（単位：円）
科　　　　目 金　　　額

【資産の部】
  Ⅰ流動資産
        現金及び預金 568,094,649
    　  未収金 395,758,482
    　  たな卸資産 1,865,059
    　  前渡金 829,508
    　  前払費用 21,888
    　  立替金 83,441
            　流動資産合計 966,653,027
  Ⅱ固定資産
　　  １ 有形固定資産
       　　建物 1,221,013,841
       　　　 建物減価償却累計額 △ 369,700,882
       　　　 建物減損損失累計額 △ 10,124,727 841,188,232
      　 　構築物 132,139,615
       　　　 構築物減価償却累計額 △ 98,155,374 33,984,241
      　 　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 18,956,466
      　 　   車両運搬具減価償却累計額 △ 7,118,244 11,838,222
      　 　工具器具備品 4,510,976,762
      　 　　 工具器具備品減価償却累計額 △ 3,689,505,931
      　 　　 工具器具備品減損損失累計額 △ 4,704,689 816,766,142
      　 　土地 3,082,544,000
　　　　　　 有形固定資産合計 4,791,410,837
　　 ２  無形固定資産
      　 　電話加入権 178,880
      　 　ソフトウェア 7,431,396
　　　　　　 無形固定資産合計 7,610,276
　　 ３  投資その他の資産
        　 敷金 156,000
        　 長期前払費用 14,388
　　　　　   投資その他資産合計 170,388
　　　　　   固定資産合計 4,799,191,501
      　　    資産合計 5,765,844,528
【負債の部】
  Ⅰ流動負債
     　運営費交付金債務 123,587,088
     　短期リース債務 5,575,137
     　未払金 816,567,277
     　未払消費税等 1,833,600
     　未払費用 1,640,269
    　 預り金 2,623,800
　　　　　　 流動負債合計 951,827,171
  Ⅱ固定負債
       資産見返負債
　　　    資産見返運営費交付金 699,619,972
　　　    資産見返物品受贈額 110,304,803 809,924,775
       長期リース債務 2,236,958
　            固定負債合計 812,161,733
        　　  負債合計 1,763,988,904
【純資産の部】
  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 337,240,846
　　　 損益外減価償却累計額（△） △ 606,084,893
　　　 損益外減損損失累計額（△） △ 10,504,847
　　　　　   資本剰余金合計 △ 279,348,894
  Ⅲ利益剰余金
　　　 前中期目標期間繰越積立金 2,247,989
　　　 積立金 3,210,321
　　　 当期未処分利益 17,333,656
　　　（うち当期総利益） (17,333,656)
  　　　　利益剰余金合計 22,791,966
         　   純資産合計 4,001,855,624
　　　　　　　  負債・純資産合計 5,765,844,528

696,422,313 円
40,018,065 円

（平成２０年３月３１日）
貸　借　対　照　表

【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
運営費交付金から充当されるべき引当外賞与の見積額
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（単位：円）
科　　　　目 金　　　額

【経常費用】
　業務費
　　　給与手当 474,519,783
　　　退職手当 97,505,214
    　福利厚生費 54,600,210
      諸謝金 1,366,140
    　研究委託費 295,757,002
    　消耗品費 510,724,781
    　備品費 41,657,224
    　通信費 9,751,473
　　  水道光熱費 17,342,838
    　支払リース料 27,075,260
　　　保守修繕費 87,737,419
　　　旅費交通費 43,844,890
      支払手数料 18,135,886
    　減価償却費 269,420,030
   　 その他の業務費 31,825,955 1,981,264,105
　一般管理費
　　　役員給与手当 48,322,160
　　  給与手当 113,654,289
    　福利厚生費 21,555,439
    　諸謝金 98,010
    　消耗品費 5,494,297
    　備品費 3,513,330
    　通信費 1,837,732
　　　水道光熱費 2,170,572
    　支払リース料 617,598
　　　保守修繕費 7,981,723
　　　旅費交通費 2,938,015
　　　支払手数料 12,183,421
    　減価償却費 2,092,469
    　その他の一般管理費 5,521,738 227,980,793
  財務費用
    　支払利息 112,422 112,422
         経常費用合計 2,209,357,320

【経常収益】
　運営費交付金収益 1,393,098,405
  固定資産見返負債戻入
  　 資産見返運営費交付金戻入 263,438,306
　   資産見返物品受贈額戻入 465,430 263,903,736
  受託収入 560,635,757
　特許権等収入 381,412
  施設費収益 3,990,000
　雑　　　益 2,361,356
　　　 経常収益合計 2,224,370,666
　　　 　  　経常利益 15,013,346

【当期純利益】 15,013,346
【前中期目標期間繰越積立金取崩額】 2,320,310
【当期総利益】 17,333,656

         16,188円であり、当該影響額を除いた当期総利益は17,349,844円であります。

（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）
損　益　計　算　書

【注記】ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額

（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 △ 283,369,767

　　人件費支出 △ 768,222,262

　　その他業務支出 △ 511,675,244

　　運営費交付金収入 1,683,558,000

　　受託収入 224,492,135

　　その他業務収入 39,600,957

　　　 小　　計 384,383,819

　　利息の支払額 △ 108,442

業務活動によるキャッシュフロー 384,275,377

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 △ 331,932,209

　　施設費による収入 54,904,500

投資活動によるキャッシュフロー △ 277,027,709

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 △ 4,866,619

財務活動によるキャッシュフロー △ 4,866,619

Ⅳ資金増加額 102,381,049

Ⅴ資金期首残高 465,713,600

Ⅵ資金期末残高 568,094,649

【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 ５６８,０９４,６４９円

      現金及び預金勘定 ５６８,０９４,６４９円

キャッシュフロー計算書

（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）
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（単位：円）
科　　　　目 金　　　額

【経常費用】
　業務費
　　　給与手当 474,519,783
　　　退職手当 97,505,214
    　福利厚生費 54,600,210
      諸謝金 1,366,140
    　研究委託費 295,757,002
    　消耗品費 510,724,781
    　備品費 41,657,224
    　通信費 9,751,473
　　  水道光熱費 17,342,838
    　支払リース料 27,075,260
　　　保守修繕費 87,737,419
　　　旅費交通費 43,844,890
      支払手数料 18,135,886
    　減価償却費 269,420,030
   　 その他の業務費 31,825,955 1,981,264,105
　一般管理費
　　　役員給与手当 48,322,160
　　  給与手当 113,654,289
    　福利厚生費 21,555,439
    　諸謝金 98,010
    　消耗品費 5,494,297
    　備品費 3,513,330
    　通信費 1,837,732
　　　水道光熱費 2,170,572
    　支払リース料 617,598
　　　保守修繕費 7,981,723
　　　旅費交通費 2,938,015
　　　支払手数料 12,183,421
    　減価償却費 2,092,469
    　その他の一般管理費 5,521,738 227,980,793
  財務費用
    　支払利息 112,422 112,422
         経常費用合計 2,209,357,320

【経常収益】
　運営費交付金収益 1,393,098,405
  固定資産見返負債戻入
  　 資産見返運営費交付金戻入 263,438,306
　   資産見返物品受贈額戻入 465,430 263,903,736
  受託収入 560,635,757
　特許権等収入 381,412
  施設費収益 3,990,000
　雑　　　益 2,361,356
　　　 経常収益合計 2,224,370,666
　　　 　  　経常利益 15,013,346

【当期純利益】 15,013,346
【前中期目標期間繰越積立金取崩額】 2,320,310
【当期総利益】 17,333,656

         16,188円であり、当該影響額を除いた当期総利益は17,349,844円であります。

（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）
損　益　計　算　書

【注記】ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額

（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 △ 283,369,767

　　人件費支出 △ 768,222,262

　　その他業務支出 △ 511,675,244

　　運営費交付金収入 1,683,558,000

　　受託収入 224,492,135

　　その他業務収入 39,600,957

　　　 小　　計 384,383,819

　　利息の支払額 △ 108,442

業務活動によるキャッシュフロー 384,275,377

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 △ 331,932,209

　　施設費による収入 54,904,500

投資活動によるキャッシュフロー △ 277,027,709

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 △ 4,866,619

財務活動によるキャッシュフロー △ 4,866,619

Ⅳ資金増加額 102,381,049

Ⅴ資金期首残高 465,713,600

Ⅵ資金期末残高 568,094,649

【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 ５６８,０９４,６４９円

      現金及び預金勘定 ５６８,０９４,６４９円

キャッシュフロー計算書

（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）
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（単位：円）

Ⅰ業務費用

　 (1)損益計算書上の費用

　　　 業務費 1,981,264,105

　　　 一般管理費 227,980,793

　　　 財務費用 112,422 2,209,357,320

　 (2)（控除）自己収入等

　　　 受託収入 △ 560,635,757

　　　 特許権等収入 △ 381,412

　　　 雑　　　益 △ 2,361,356 △ 563,378,525

    業務費用合計 1,645,978,795

Ⅱ損益外減価償却等相当額

　　損益外減価償却相当額 60,489,637 60,489,637

Ⅲ引当外賞与見積額 △ 5,342,830

Ⅳ引当外退職給付増加見積額 △ 12,995,617

Ⅴ機会費用

　　政府出資等の機会費用 50,794,102 50,794,102

Ⅵ行政サービス実施コスト 1,738,924,087

（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

行政サービス実施コスト計算書

 

【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。 

研究の長期化により単年度における達成度や進捗度を客観的に測定することが困難であることから、業務達成基準及び
期間進行基準を採用することが難しいため、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 

(1)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 

 (2)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. 賞与引当金及び見積額の計上基準 

   賞与については財源措置がなされるため、賞与引当金は計上しておりません。 

  また、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与見積額は、事業年度末に在職する役職員について、当期末の支
給見積額から前期末の支給見積額を控除して計算しております。 

5. 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 
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（単位：円）

Ⅰ業務費用

　 (1)損益計算書上の費用

　　　 業務費 1,981,264,105

　　　 一般管理費 227,980,793

　　　 財務費用 112,422 2,209,357,320

　 (2)（控除）自己収入等

　　　 受託収入 △ 560,635,757

　　　 特許権等収入 △ 381,412

　　　 雑　　　益 △ 2,361,356 △ 563,378,525

    業務費用合計 1,645,978,795

Ⅱ損益外減価償却等相当額

　　損益外減価償却相当額 60,489,637 60,489,637

Ⅲ引当外賞与見積額 △ 5,342,830

Ⅳ引当外退職給付増加見積額 △ 12,995,617

Ⅴ機会費用

　　政府出資等の機会費用 50,794,102 50,794,102

Ⅵ行政サービス実施コスト 1,738,924,087

（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

行政サービス実施コスト計算書

 

【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。 

研究の長期化により単年度における達成度や進捗度を客観的に測定することが困難であることから、業務達成基準及び
期間進行基準を採用することが難しいため、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 

(1)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 

 (2)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. 賞与引当金及び見積額の計上基準 

   賞与については財源措置がなされるため、賞与引当金は計上しておりません。 

  また、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与見積額は、事業年度末に在職する役職員について、当期末の支
給見積額から前期末の支給見積額を控除して計算しております。 

5. 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 
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6. 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 

(1) 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 20年 3月末利回りを参考に 1.275％で計算しております。 

 

7. 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。 

 

8. 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。 

  

【重要な会計方針の変更】 

   当事業年度においては、独立行政法人会計基準（平成１９年１１月１９日改訂）を適用して、財務諸表等を作成しており
ます。 

 1. 減価償却方法について 

減価償却制度の改正に伴い、平成１９年４月以降に取得した減価償却資産については、償却可能限度額（取得価格の９
５％相当額）及び残存価格を廃止し、耐用年数経過時に備忘価格１円まで償却することとしております。 

 2. 賞与引当金及び見積額の計上基準について 

前事業年度まで行政サービス実施コスト計算書の記載対象となっていなかった引当外賞与見積額については、独立行政
法人会計基準第８７の改訂に伴い、当事業年度より行政サービス実施コスト計算書に計上しております。これにより、前
事業年度と同一の方法によった場合と比べて、行政サービス実施コストが 5,342,830円減少しております。 

 

3．貸借対照表における区分表示について 

貸借対照表については、前事業年度まで資産の部、負債の部及び資本の部に区分して表示しておりましたが、独立行政法
人会計基準の改訂に伴い、当事業年度より、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分して表示しております。 

なお、これまでの資本の部の合計に相当する金額は、4,001,855,624円であります。 

 

【重要な債務負担行為】 

    該当事項はありません。 

 

【重要な後発事象】 

    該当事項はありません。  

 

【その他の注記事項】 

平成 19年 12月 24日閣議決定された「独立行政法人整理合理化計画」により、当研究所は、原則として平成 22年度末ま
でに交通分野の４研究機関（交通安全環境研究所、海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所、電子航法研究所）について１
法人に統合する措置を講ずることとされております。 

 

 

【減損関係】 

減損を認識した資産 

新たに減損の兆候があり認識に至った資産はなかった。 

 

減損の兆候はあったが認識には至らなかった資産 

1. 航空管制用デジタル対空無線システム実験設備 

(1)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 

(2)帳簿価格等の概要 

    １３，９４９，９０６円 

(3)減損の兆候 

     １８年度では、米国 FAAとの相互運用性評価実験が予定されていたが、FAA側の計画変更により実験が行われなか
ったことから減損の兆候があると判断した。 

１９年度では、予定していた大学との共同研究が都合により延期となり使用実績がなかったため減損の兆候がある
と判断した。 

(4)今後の使用可能性と資産状態 

     第２期中期期間中で外部との共同研究が見込まれ、当該装置の稼動可能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。 

    

 

2. 画像生成装置 

(1)使用用途及び使用場所 

     パソコン等により生成する飛行場景観等の画像をシミュレーション等に利用できるよう大きくスクリーン投影する
ための装置、調布本所内 

(2)帳簿価格等の概要 

    ２，９１５，６６３円 

(3)減損の兆候 

本装置については、８台のプロジェクターのうち、４台に不具合が発生している。修理等は可能であるが、経費
に見合うと考えられる実験等稼動目的が存在せず、稼働率が低下していることから減損の兆候があると判断した。 

(4)今後の使用可能性と資産状態 

例年、施設見学等の申し込みがあり、将来的な共同研究へ発展する可能性もあることから、その様な要望には最
大限対応している。また当該装置の稼動可能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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6. 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 

(1) 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 20年 3月末利回りを参考に 1.275％で計算しております。 

 

7. 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。 

 

8. 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。 

  

【重要な会計方針の変更】 

   当事業年度においては、独立行政法人会計基準（平成１９年１１月１９日改訂）を適用して、財務諸表等を作成しており
ます。 

 1. 減価償却方法について 

減価償却制度の改正に伴い、平成１９年４月以降に取得した減価償却資産については、償却可能限度額（取得価格の９
５％相当額）及び残存価格を廃止し、耐用年数経過時に備忘価格１円まで償却することとしております。 

 2. 賞与引当金及び見積額の計上基準について 

前事業年度まで行政サービス実施コスト計算書の記載対象となっていなかった引当外賞与見積額については、独立行政
法人会計基準第８７の改訂に伴い、当事業年度より行政サービス実施コスト計算書に計上しております。これにより、前
事業年度と同一の方法によった場合と比べて、行政サービス実施コストが 5,342,830円減少しております。 

 

3．貸借対照表における区分表示について 

貸借対照表については、前事業年度まで資産の部、負債の部及び資本の部に区分して表示しておりましたが、独立行政法
人会計基準の改訂に伴い、当事業年度より、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分して表示しております。 

なお、これまでの資本の部の合計に相当する金額は、4,001,855,624円であります。 

 

【重要な債務負担行為】 

    該当事項はありません。 

 

【重要な後発事象】 

    該当事項はありません。  

 

【その他の注記事項】 

平成 19年 12月 24日閣議決定された「独立行政法人整理合理化計画」により、当研究所は、原則として平成 22年度末ま
でに交通分野の４研究機関（交通安全環境研究所、海上技術安全研究所、港湾空港技術研究所、電子航法研究所）について１
法人に統合する措置を講ずることとされております。 

 

 

【減損関係】 

減損を認識した資産 

新たに減損の兆候があり認識に至った資産はなかった。 

 

減損の兆候はあったが認識には至らなかった資産 

1. 航空管制用デジタル対空無線システム実験設備 

(1)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 

(2)帳簿価格等の概要 

    １３，９４９，９０６円 

(3)減損の兆候 

     １８年度では、米国 FAAとの相互運用性評価実験が予定されていたが、FAA側の計画変更により実験が行われなか
ったことから減損の兆候があると判断した。 

１９年度では、予定していた大学との共同研究が都合により延期となり使用実績がなかったため減損の兆候がある
と判断した。 

(4)今後の使用可能性と資産状態 

     第２期中期期間中で外部との共同研究が見込まれ、当該装置の稼動可能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。 

    

 

2. 画像生成装置 

(1)使用用途及び使用場所 

     パソコン等により生成する飛行場景観等の画像をシミュレーション等に利用できるよう大きくスクリーン投影する
ための装置、調布本所内 

(2)帳簿価格等の概要 

    ２，９１５，６６３円 

(3)減損の兆候 

本装置については、８台のプロジェクターのうち、４台に不具合が発生している。修理等は可能であるが、経費
に見合うと考えられる実験等稼動目的が存在せず、稼働率が低下していることから減損の兆候があると判断した。 

(4)今後の使用可能性と資産状態 

例年、施設見学等の申し込みがあり、将来的な共同研究へ発展する可能性もあることから、その様な要望には最
大限対応している。また当該装置の稼動可能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。 

 



─ 204 ─

当期減損損失 当期償却額

建 物 33,333,852 3,212,049 - 36,545,901 - - 9,569,470 2,367,186 26,976,431 

構 築 物 14,380,537 - - 14,380,537 - - 8,328,126 664,248 6,052,411 

車 両 運 搬 具 19,438,709 2,692,197 3,174,440 18,956,466 - - 7,118,244 2,934,245 11,838,222 

工 具 器 具 備 品 4,108,775,577 293,677,805 - 4,402,453,382 4,704,689 - 3,630,089,698 262,026,704 767,658,995 

計 4,175,928,675 299,582,051 3,174,440 4,472,336,286 4,704,689 - 3,655,105,538 267,992,383 812,526,059 

建 物 1,117,385,540 67,082,400 - 1,184,467,940 10,124,727 - 360,131,412 46,149,781 814,211,801 

構 築 物 117,759,078 - - 117,759,078 - - 89,827,248 4,572,804 27,931,830 

航 空 機 101,800,000 - - 101,800,000 - - 96,710,000 - 5,090,000 

工 具 器 具 備 品 108,523,380 - - 108,523,380 - - 59,416,233 9,767,052 49,107,147 

計 1,445,467,998 67,082,400 - 1,512,550,398 10,124,727 - 606,084,893 60,489,637 896,340,778 

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 - - - - - - 

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

建 物 1,150,719,392 70,294,449 - 1,221,013,841 10,124,727 - 369,700,882 48,516,967 841,188,232 

構 築 物 132,139,615 - - 132,139,615 - - 98,155,374 5,237,052 33,984,241 

航 空 機 101,800,000 - - 101,800,000 - - 96,710,000 - 5,090,000 

車 両 運 搬 具 19,438,709 2,692,197 3,174,440 18,956,466 - - 7,118,244 2,934,245 11,838,222 

工 具 器 具 備 品 4,217,298,957 293,677,805 - 4,510,976,762 4,704,689 - 3,689,505,931 271,793,756 816,766,142 

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 - - - - - - 

計 8,720,108,573 366,664,451 19,342,340 9,067,430,684 14,829,416 - 4,261,190,431 328,482,020 4,791,410,837 

電 話 加 入 権 559,000 - - 559,000 380,120 - - - 178,880 

ソ フ ト ウ ェ ア 15,645,000 - - 15,645,000 - - 8,213,604 3,520,116 7,431,396 

計 16,204,000 - - 16,204,000 380,120 - 8,213,604 3,520,116 7,610,276 

敷 金 156,000 - - 156,000 - - - - 156,000 

長 期 前 払 費 用 36,276 - 21,888 14,388 - - - - 14,388 

計 192,276 - 21,888 170,388 - - - - 170,388 

非 償 却 資
産

有 形 固 定
資 産 合 計

摘　　要期末残高
減損損失累計額

資　産　の　種　類 期首残高 当期増加額 当期減少額

（単位：円）

附　属　明　細　書

　　相当額も含む。）の明細

そ の 他 の
資 産

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

減価償却累計額
差引当期末残高

無 形 固 定
資 産

有 形 固 定
資 産
（ 償 却 費
損 益 内 ）

有 形 固 定
資 産
（ 償 却 費
損 益 外 ）

（単位：円）

種 類 期首残高 当期購入・ その他 払出・振替 その他 期末残高 摘　要

製造・振替

貯蔵品 522,560 366,750 - 522,560 - 366,750 

未成受託研究支出金 27,365,498 482,936,422 - 508,803,611 - 1,498,309 

計 27,888,058 483,303,172 - 509,326,171 - 1,865,059 

当期増加額 当期減少額

２．たな卸資産の明細

（単位：円）

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 67,082,400 -            361,395,133

　　損益外除却額 △ 24,713,287 -            -            △ 24,713,287

計 270,158,446 67,082,400 -            337,240,846

損益外減価償却累計額 545,595,256 60,489,637 -            606,084,893

損益外減損損失累計額 10,504,847 -            -            10,504,847

差引計 △ 285,941,657 6,592,763 -            △ 279,348,894

区　　分

３．資本金及び資本剰余金の明細

（１）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 4,568,299    -            2,320,310    2,247,989    

通則法44条１項積立金 -            3,210,321    -            3,210,321    

計 4,568,299    3,210,321    2,320,310    5,458,310    

注１　当期増加額は、前期未処分利益により積み立てられたものであります。
　　　 当期減少額は、（２）参照。

（２）目的積立金等の取崩しの明細 （単位：円）

金　　額

2,320,310    

４．積立金の明細及び目的積立金等の取崩しの明細

前中期目標期間繰越積立金取崩額

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。

区　　　　　　　　　分 摘　　　　　　　　要
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当期減損損失 当期償却額

建 物 33,333,852 3,212,049 - 36,545,901 - - 9,569,470 2,367,186 26,976,431 

構 築 物 14,380,537 - - 14,380,537 - - 8,328,126 664,248 6,052,411 

車 両 運 搬 具 19,438,709 2,692,197 3,174,440 18,956,466 - - 7,118,244 2,934,245 11,838,222 

工 具 器 具 備 品 4,108,775,577 293,677,805 - 4,402,453,382 4,704,689 - 3,630,089,698 262,026,704 767,658,995 

計 4,175,928,675 299,582,051 3,174,440 4,472,336,286 4,704,689 - 3,655,105,538 267,992,383 812,526,059 

建 物 1,117,385,540 67,082,400 - 1,184,467,940 10,124,727 - 360,131,412 46,149,781 814,211,801 

構 築 物 117,759,078 - - 117,759,078 - - 89,827,248 4,572,804 27,931,830 

航 空 機 101,800,000 - - 101,800,000 - - 96,710,000 - 5,090,000 

工 具 器 具 備 品 108,523,380 - - 108,523,380 - - 59,416,233 9,767,052 49,107,147 

計 1,445,467,998 67,082,400 - 1,512,550,398 10,124,727 - 606,084,893 60,489,637 896,340,778 

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 - - - - - - 

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

建 物 1,150,719,392 70,294,449 - 1,221,013,841 10,124,727 - 369,700,882 48,516,967 841,188,232 

構 築 物 132,139,615 - - 132,139,615 - - 98,155,374 5,237,052 33,984,241 

航 空 機 101,800,000 - - 101,800,000 - - 96,710,000 - 5,090,000 

車 両 運 搬 具 19,438,709 2,692,197 3,174,440 18,956,466 - - 7,118,244 2,934,245 11,838,222 

工 具 器 具 備 品 4,217,298,957 293,677,805 - 4,510,976,762 4,704,689 - 3,689,505,931 271,793,756 816,766,142 

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 - - - - - - 

計 8,720,108,573 366,664,451 19,342,340 9,067,430,684 14,829,416 - 4,261,190,431 328,482,020 4,791,410,837 

電 話 加 入 権 559,000 - - 559,000 380,120 - - - 178,880 

ソ フ ト ウ ェ ア 15,645,000 - - 15,645,000 - - 8,213,604 3,520,116 7,431,396 

計 16,204,000 - - 16,204,000 380,120 - 8,213,604 3,520,116 7,610,276 

敷 金 156,000 - - 156,000 - - - - 156,000 

長 期 前 払 費 用 36,276 - 21,888 14,388 - - - - 14,388 

計 192,276 - 21,888 170,388 - - - - 170,388 

非 償 却 資
産

有 形 固 定
資 産 合 計

摘　　要期末残高
減損損失累計額

資　産　の　種　類 期首残高 当期増加額 当期減少額

（単位：円）

附　属　明　細　書

　　相当額も含む。）の明細

そ の 他 の
資 産

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

減価償却累計額
差引当期末残高

無 形 固 定
資 産

有 形 固 定
資 産
（ 償 却 費
損 益 内 ）

有 形 固 定
資 産
（ 償 却 費
損 益 外 ）

（単位：円）

種 類 期首残高 当期購入・ その他 払出・振替 その他 期末残高 摘　要

製造・振替

貯蔵品 522,560 366,750 - 522,560 - 366,750 

未成受託研究支出金 27,365,498 482,936,422 - 508,803,611 - 1,498,309 

計 27,888,058 483,303,172 - 509,326,171 - 1,865,059 

当期増加額 当期減少額

２．たな卸資産の明細

（単位：円）

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 67,082,400 -            361,395,133

　　損益外除却額 △ 24,713,287 -            -            △ 24,713,287

計 270,158,446 67,082,400 -            337,240,846

損益外減価償却累計額 545,595,256 60,489,637 -            606,084,893

損益外減損損失累計額 10,504,847 -            -            10,504,847

差引計 △ 285,941,657 6,592,763 -            △ 279,348,894

区　　分

３．資本金及び資本剰余金の明細

（１）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 4,568,299    -            2,320,310    2,247,989    

通則法44条１項積立金 -            3,210,321    -            3,210,321    

計 4,568,299    3,210,321    2,320,310    5,458,310    

注１　当期増加額は、前期未処分利益により積み立てられたものであります。
　　　 当期減少額は、（２）参照。

（２）目的積立金等の取崩しの明細 （単位：円）

金　　額

2,320,310    

４．積立金の明細及び目的積立金等の取崩しの明細

前中期目標期間繰越積立金取崩額

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。

区　　　　　　　　　分 摘　　　　　　　　要
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（１）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18年度 130,017,347  -            -            96,052,683 -            96,052,683 33,964,664

平成19年度 -            1,683,558,000 1,393,098,405 200,837,171 -            1,593,935,576 89,622,424

（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細 （単位：円）

金     額

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
   固定資産の取得額：業務用器具備品等 96,052,683

※資産見返運営費交付金の振替額は前期からの２ヶ年契約による整備
に伴う振替分である。

-            

96,052,683

金     額

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： 1,414,633,405
　　（役職員人件費：789,372,214, その他の経費：625,261,191）
　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
　　　 ： 21,535,000
　ウ）固定資産の取得額：業務用器具備品等 200,837,171
③運営費交付金の振替額の積算根拠
　 費用1,414,633,405－自己収入からの充当額21,535,000=1,393,098,405

-            

1,593,935,576

（３）運営費交付金債務残高の明細 （単位：円）

交付年度

平成18年度
費用進行基準を
採用した業務に
係る分

33,964,664

交付年度

平成19年度
費用進行基準を
採用した業務に
係る分

89,622,424

５．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

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

○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、平成18年度において発生した入札差額が
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、本事
業年度に繰り越したもののうち、本事業年度において繰越分として使用した分を
除いたものを翌事業年度に繰り越したものである。
○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、想定されない人件
費等の支出が発生した場合に翌事業年度以降において収益化する予定である。

１８年度交付分

区        分 内               訳

-

資産見返運営費
交付金

96,052,683

資本剰余金

合　　　計

計 96,052,683

会計基準第80第３項による振替
額

200,837,171

費用進行基準に
よる振替額

運営費交付金収
益

○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
及び新陳代謝による人件費の減少等により、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、想定されない人件
費等の支出が発生した場合に翌事業年度以降において収益化する予定である。

１９年度交付分

資本剰余金 -            

区        分 内               訳

会計基準第80第３項による振替
額

合　　　計

費用進行基準に
よる振替額

当期振替額

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

-            

運営費交付金収
益

1,393,098,405

計 1,593,935,576

資産見返運営費
交付金

（単位：円）

建 設 仮 勘 定
見 返 施 設 費

資本剰余金 そ の 他

６．運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

54,904,500 -                54,904,500       -                

摘要当 期 交 付 額

合 計

区 分

施設整備費補助金 54,904,500 -                

左の会計処理内訳

54,904,500 -                

（単位：千円、人）

区 分

支 給 額 支給人員 支 給 額 支給人員

(2,979) (1) (0) (0)

役 員 45,343 3 0 0

(62,454) (26) (0) (0)

職 員 525,720 60 97,505 3

(65,433) (27) (0) (0)

合 計 571,063 63 97,505 3

注１）役員報酬基準の概要は、理事長922,000円、理事784,000円、監事728,000円、非常勤監事248,300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

        研究所契約職員等就業規則」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。

報　酬　又　は　給　与 退　職　手　当

７．役員及び職員の給与の明細

（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 756,337,239 1,453,020,081 2,209,357,320 － 2,209,357,320

事業収益 758,140,716 1,466,229,950 2,224,370,666 － 2,224,370,666

事業損益 1,803,477 13,209,869 15,013,346 － 15,013,346

総資産 3,433,876,795 2,338,594,810 5,772,471,605 △ 6,627,077 5,765,844,528

　（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1,266,206円、
　　　　空港整備勘定で1,054,104円であります。
　（注）一般勘定の総資産については、空港整備勘定に対する資産6,627,077円が含まれているため、
       法人共通欄において、額の調整を行っております。

８．セグメント情報
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（単位：円）

建 設 仮 勘 定
見 返 施 設 費

資本剰余金 そ の 他

６．運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

54,904,500 -                54,904,500       -                

摘要当 期 交 付 額

合 計

区 分

施設整備費補助金 54,904,500 -                

左の会計処理内訳

54,904,500 -                

（単位：千円、人）

区 分

支 給 額 支給人員 支 給 額 支給人員

(2,979) (1) (0) (0)

役 員 45,343 3 0 0

(62,454) (26) (0) (0)

職 員 525,720 60 97,505 3

(65,433) (27) (0) (0)

合 計 571,063 63 97,505 3

注１）役員報酬基準の概要は、理事長922,000円、理事784,000円、監事728,000円、非常勤監事248,300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

        研究所契約職員等就業規則」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。

報　酬　又　は　給　与 退　職　手　当

７．役員及び職員の給与の明細

（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 756,337,239 1,453,020,081 2,209,357,320 － 2,209,357,320

事業収益 758,140,716 1,466,229,950 2,224,370,666 － 2,224,370,666

事業損益 1,803,477 13,209,869 15,013,346 － 15,013,346

総資産 3,433,876,795 2,338,594,810 5,772,471,605 △ 6,627,077 5,765,844,528

　（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1,266,206円、
　　　　空港整備勘定で1,054,104円であります。
　（注）一般勘定の総資産については、空港整備勘定に対する資産6,627,077円が含まれているため、
       法人共通欄において、額の調整を行っております。

８．セグメント情報
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９．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１１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１１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。 

（１）貸借対照表(平成20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 157,097,258 410,997,391 568,094,649
    　  未収金 19,244,334 376,514,148 395,758,482
        未収還付消費税 0 0 0
    　  たな卸資産 1,865,059 0 1,865,059
    　  前渡金 577,820 251,688 829,508
    　  前払費用 14,388 7,500 21,888
    　  立替金 73,129 10,312 83,441

　    　  その他流動資産 6,627,077 0 △ 6,627,077 0
            　流動資産合計 185,499,065 787,781,039 △ 6,627,077 966,653,027
  Ⅱ固定資産
　　  １ 有形固定資産
       　　建物 829,938,635 391,075,206 1,221,013,841
       　　　 建物減価償却累計額 △ 262,027,063 △ 107,673,819 △ 369,700,882
       　　　 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 △ 35,137,401 △ 63,017,973 △ 98,155,374
      　 　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 17,880,116 1,076,350 18,956,466
      　 　   車両運搬具減価償却累計額 △ 6,095,711 △ 1,022,533 △ 7,118,244
      　 　工具器具備品 401,203,652 4,109,773,110 4,510,976,762
      　 　　 工具器具備品減価償却累計額 △ 291,788,474 △ 3,397,717,457 △ 3,689,505,931
      　 　　 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
　　　　　　 有形固定資産合計 3,248,305,102 1,543,105,735 4,791,410,837
　　 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 7,431,396 7,431,396
　　　　　　 無形固定資産合計 58,240 7,552,036 7,610,276
　　 ３  投資その他の資産
        　 敷金 0 156,000 156,000
        　 長期前払費用 14,388 0 14,388
　　　　　   投資その他資産合計 14,388 156,000 170,388
　　　　　   固定資産合計 3,248,377,730 1,550,813,771 4,799,191,501
      　　    資産合計 3,433,876,795 2,338,594,810 △ 6,627,077 5,765,844,528
【負債の部】
  Ⅰ流動負債
     　運営費交付金債務 78,346,215 45,240,873 123,587,088
     　短期リース債務 3,262,853 2,312,284 5,575,137
     　未払金 97,531,890 719,035,387 816,567,277
     　未払消費税等 1,833,600 0 1,833,600
     　未払費用 521,641 1,118,628 1,640,269
    　 預り金 1,108,000 1,515,800 2,623,800
　　　 その他流動負債 0 6,627,077 △ 6,627,077 0
　　　　　　 流動負債合計 182,604,199 775,850,049 △ 6,627,077 951,827,171
  Ⅱ固定負債
       資産見返負債
　　　    資産見返運営費交付金 72,326,049 627,293,923 699,619,972
　　　    資産見返物品受贈額 5,882,536 104,422,267 110,304,803
       長期リース債務 2,077,323 159,635 2,236,958
　            固定負債合計 80,285,908 731,875,825 812,161,733
        　　  負債合計 262,890,107 1,507,725,874 △ 6,627,077 1,763,988,904
【純資産の部】
  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 339,522,915 △ 2,282,069 337,240,846
        損益外減価償却累計額（△） △ 448,475,428 △ 157,609,465 △ 606,084,893
        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 △ 119,201,000 △ 160,147,894 △ 279,348,894
  Ⅲ利益剰余金
　　　 前中期目標期間繰越積立金 1,213,919 1,034,070 2,247,989
　　　 研究開発及び研究基盤整備積立金 0 0 0
　　　 積立金 3,081,505 128,816 3,210,321
　　　 当期未処分利益 3,069,683 14,263,973 17,333,656
　　　（うち当期総利益） (3,069,683) (14,263,973) (17,333,656)
  　　　　利益剰余金合計 7,365,107 15,426,859 22,791,966
         　   純資産合計 3,170,986,688 830,868,936 4,001,855,624
　　　　　　　  負債・純資産合計 3,433,876,795 2,338,594,810 △ 6,627,077 5,765,844,528

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）

一般勘定から空港整備勘定への共通経費の配賦 6,627,077 △ 6,627,077 6,627,077

１０．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
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９．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１１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１１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。 

（１）貸借対照表(平成20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 157,097,258 410,997,391 568,094,649
    　  未収金 19,244,334 376,514,148 395,758,482
        未収還付消費税 0 0 0
    　  たな卸資産 1,865,059 0 1,865,059
    　  前渡金 577,820 251,688 829,508
    　  前払費用 14,388 7,500 21,888
    　  立替金 73,129 10,312 83,441

　    　  その他流動資産 6,627,077 0 △ 6,627,077 0
            　流動資産合計 185,499,065 787,781,039 △ 6,627,077 966,653,027
  Ⅱ固定資産
　　  １ 有形固定資産
       　　建物 829,938,635 391,075,206 1,221,013,841
       　　　 建物減価償却累計額 △ 262,027,063 △ 107,673,819 △ 369,700,882
       　　　 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 △ 35,137,401 △ 63,017,973 △ 98,155,374
      　 　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 17,880,116 1,076,350 18,956,466
      　 　   車両運搬具減価償却累計額 △ 6,095,711 △ 1,022,533 △ 7,118,244
      　 　工具器具備品 401,203,652 4,109,773,110 4,510,976,762
      　 　　 工具器具備品減価償却累計額 △ 291,788,474 △ 3,397,717,457 △ 3,689,505,931
      　 　　 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
　　　　　　 有形固定資産合計 3,248,305,102 1,543,105,735 4,791,410,837
　　 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 7,431,396 7,431,396
　　　　　　 無形固定資産合計 58,240 7,552,036 7,610,276
　　 ３  投資その他の資産
        　 敷金 0 156,000 156,000
        　 長期前払費用 14,388 0 14,388
　　　　　   投資その他資産合計 14,388 156,000 170,388
　　　　　   固定資産合計 3,248,377,730 1,550,813,771 4,799,191,501
      　　    資産合計 3,433,876,795 2,338,594,810 △ 6,627,077 5,765,844,528
【負債の部】
  Ⅰ流動負債
     　運営費交付金債務 78,346,215 45,240,873 123,587,088
     　短期リース債務 3,262,853 2,312,284 5,575,137
     　未払金 97,531,890 719,035,387 816,567,277
     　未払消費税等 1,833,600 0 1,833,600
     　未払費用 521,641 1,118,628 1,640,269
    　 預り金 1,108,000 1,515,800 2,623,800
　　　 その他流動負債 0 6,627,077 △ 6,627,077 0
　　　　　　 流動負債合計 182,604,199 775,850,049 △ 6,627,077 951,827,171
  Ⅱ固定負債
       資産見返負債
　　　    資産見返運営費交付金 72,326,049 627,293,923 699,619,972
　　　    資産見返物品受贈額 5,882,536 104,422,267 110,304,803
       長期リース債務 2,077,323 159,635 2,236,958
　            固定負債合計 80,285,908 731,875,825 812,161,733
        　　  負債合計 262,890,107 1,507,725,874 △ 6,627,077 1,763,988,904
【純資産の部】
  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 339,522,915 △ 2,282,069 337,240,846
        損益外減価償却累計額（△） △ 448,475,428 △ 157,609,465 △ 606,084,893
        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 △ 119,201,000 △ 160,147,894 △ 279,348,894
  Ⅲ利益剰余金
　　　 前中期目標期間繰越積立金 1,213,919 1,034,070 2,247,989
　　　 研究開発及び研究基盤整備積立金 0 0 0
　　　 積立金 3,081,505 128,816 3,210,321
　　　 当期未処分利益 3,069,683 14,263,973 17,333,656
　　　（うち当期総利益） (3,069,683) (14,263,973) (17,333,656)
  　　　　利益剰余金合計 7,365,107 15,426,859 22,791,966
         　   純資産合計 3,170,986,688 830,868,936 4,001,855,624
　　　　　　　  負債・純資産合計 3,433,876,795 2,338,594,810 △ 6,627,077 5,765,844,528

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）

一般勘定から空港整備勘定への共通経費の配賦 6,627,077 △ 6,627,077 6,627,077

１０．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
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（２）損益計算書(平成19年4月1日～平成20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 242,892,568 231,627,215 474,519,783

　　　退職手当 36,114,560 61,390,654 97,505,214

    　福利厚生費 29,561,255 25,038,955 54,600,210

　　　諸謝金 548,035 818,105 1,366,140

    　研究委託費 49,363,070 246,393,932 295,757,002

    　消耗品費 103,838,008 406,886,773 510,724,781

    　備品費 17,099,666 24,557,558 41,657,224

    　通信費 3,138,931 6,612,542 9,751,473

　　  水道光熱費 5,693,776 11,649,062 17,342,838

    　支払リース料 21,805,928 5,269,332 27,075,260

　　　保守修繕費 29,814,816 57,922,603 87,737,419

　　　旅費交通費 15,688,128 28,156,762 43,844,890

　　　支払手数料 11,083,748 7,052,138 18,135,886

    　減価償却費 26,917,016 242,503,014 269,420,030

   　 その他の業務費 14,863,154 16,962,801 31,825,955

　一般管理費

　　　役員給与手当 48,322,160 0 48,322,160

　　  給与手当 53,368,848 60,285,441 113,654,289

    　福利厚生費 13,009,969 8,545,470 21,555,439

　　　諸謝金 98,010 0 98,010

    　消耗品費 4,902,297 592,000 5,494,297

    　備品費 3,226,260 287,070 3,513,330

    　通信費 1,161,789 675,943 1,837,732

　　　水道光熱費 1,186,226 984,346 2,170,572

    　支払リース料 617,598 0 617,598

　　　保守修繕費 5,182,555 2,799,168 7,981,723

　　　旅費交通費 1,898,958 1,039,057 2,938,015

　　　支払手数料 9,081,008 3,102,413 12,183,421

    　減価償却費 1,637,441 455,028 2,092,469

    　その他の一般管理費 4,148,276 1,373,462 5,521,738

  財務費用

    　支払利息 73,185 39,237 112,422

         経常費用合計 756,337,239 1,453,020,081 2,209,357,320

【経常収益】

　運営費交付金収益 546,401,056 846,697,349 1,393,098,405

  固定資産見返負債戻入

  　 資産見返運営費交付金戻入 24,233,142 239,205,164 263,438,306

　   資産見返物品受贈額戻入 57,312 408,118 465,430

  受託収入 182,027,410 378,608,347 560,635,757

　特許権等収入 787 380,625 381,412

　施設費収益 3,990,000 0 3,990,000

　雑　　　益 1,431,009 930,347 2,361,356

　　　 経常収益合計 758,140,716 1,466,229,950 2,224,370,666

　　　 　  　経常利益 1,803,477 13,209,869 15,013,346

【当期純利益】 1,803,477 13,209,869 15,013,346

【前中期目標期間繰越積立金取崩額】 1,266,206 1,054,104 2,320,310

【当期総利益】 3,069,683 14,263,973 17,333,656

１０．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

（３）キャッシュフロー計算書(平成19年4月1日～平成20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 △ 148,589,750 △ 134,780,017 △ 283,369,767

　　人件費支出 △ 416,938,178 △ 351,284,084 △ 768,222,262

　　その他業務支出 △ 190,277,452 △ 321,000,645 △ 397,147 △ 511,675,244

　　運営費交付金収入 610,927,000 1,072,631,000 1,683,558,000

　　受託収入 155,597,803 68,894,332 224,492,135

　　その他業務収入 31,619,300 7,584,510 397,147 39,600,957

　　　 小　　計 42,338,723 342,045,096 384,383,819

　　利息の支払額 △ 69,947 △ 38,495 △ 108,442

業務活動によるキャッシュフロー 42,268,776 342,006,601 384,275,377

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 △ 89,948,603 △ 241,983,606 △ 331,932,209

　　施設費による収入 54,904,500 0 54,904,500

投資活動によるキャッシュフロー △ 35,044,103 △ 241,983,606 △ 277,027,709

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 △ 2,833,722 △ 2,032,897 △ 4,866,619

財務活動によるキャッシュフロー △ 2,833,722 △ 2,032,897 △ 4,866,619

Ⅳ資金増加額 4,390,951 97,990,098 102,381,049

Ⅴ資金期首残高 152,706,307 313,007,293 465,713,600

Ⅵ資金期末残高 157,097,258 410,997,391 568,094,649

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 6,229,930 △ 6,229,930

   一般勘定から空整勘定への維持管理費等の配賦 △ 6,627,077 6,627,077

                その他業務支出 △ 397,147 0 397,147

                その他業務収入 0 397,147 △ 397,147

１０．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



─ 211 ─

（２）損益計算書(平成19年4月1日～平成20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 242,892,568 231,627,215 474,519,783

　　　退職手当 36,114,560 61,390,654 97,505,214

    　福利厚生費 29,561,255 25,038,955 54,600,210

　　　諸謝金 548,035 818,105 1,366,140

    　研究委託費 49,363,070 246,393,932 295,757,002

    　消耗品費 103,838,008 406,886,773 510,724,781

    　備品費 17,099,666 24,557,558 41,657,224

    　通信費 3,138,931 6,612,542 9,751,473

　　  水道光熱費 5,693,776 11,649,062 17,342,838

    　支払リース料 21,805,928 5,269,332 27,075,260

　　　保守修繕費 29,814,816 57,922,603 87,737,419

　　　旅費交通費 15,688,128 28,156,762 43,844,890

　　　支払手数料 11,083,748 7,052,138 18,135,886

    　減価償却費 26,917,016 242,503,014 269,420,030

   　 その他の業務費 14,863,154 16,962,801 31,825,955

　一般管理費

　　　役員給与手当 48,322,160 0 48,322,160

　　  給与手当 53,368,848 60,285,441 113,654,289

    　福利厚生費 13,009,969 8,545,470 21,555,439

　　　諸謝金 98,010 0 98,010

    　消耗品費 4,902,297 592,000 5,494,297

    　備品費 3,226,260 287,070 3,513,330

    　通信費 1,161,789 675,943 1,837,732

　　　水道光熱費 1,186,226 984,346 2,170,572

    　支払リース料 617,598 0 617,598

　　　保守修繕費 5,182,555 2,799,168 7,981,723

　　　旅費交通費 1,898,958 1,039,057 2,938,015

　　　支払手数料 9,081,008 3,102,413 12,183,421

    　減価償却費 1,637,441 455,028 2,092,469

    　その他の一般管理費 4,148,276 1,373,462 5,521,738

  財務費用

    　支払利息 73,185 39,237 112,422

         経常費用合計 756,337,239 1,453,020,081 2,209,357,320

【経常収益】

　運営費交付金収益 546,401,056 846,697,349 1,393,098,405

  固定資産見返負債戻入

  　 資産見返運営費交付金戻入 24,233,142 239,205,164 263,438,306

　   資産見返物品受贈額戻入 57,312 408,118 465,430

  受託収入 182,027,410 378,608,347 560,635,757

　特許権等収入 787 380,625 381,412

　施設費収益 3,990,000 0 3,990,000

　雑　　　益 1,431,009 930,347 2,361,356

　　　 経常収益合計 758,140,716 1,466,229,950 2,224,370,666

　　　 　  　経常利益 1,803,477 13,209,869 15,013,346

【当期純利益】 1,803,477 13,209,869 15,013,346

【前中期目標期間繰越積立金取崩額】 1,266,206 1,054,104 2,320,310

【当期総利益】 3,069,683 14,263,973 17,333,656

１０．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

（３）キャッシュフロー計算書(平成19年4月1日～平成20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 △ 148,589,750 △ 134,780,017 △ 283,369,767

　　人件費支出 △ 416,938,178 △ 351,284,084 △ 768,222,262

　　その他業務支出 △ 190,277,452 △ 321,000,645 △ 397,147 △ 511,675,244

　　運営費交付金収入 610,927,000 1,072,631,000 1,683,558,000

　　受託収入 155,597,803 68,894,332 224,492,135

　　その他業務収入 31,619,300 7,584,510 397,147 39,600,957

　　　 小　　計 42,338,723 342,045,096 384,383,819

　　利息の支払額 △ 69,947 △ 38,495 △ 108,442

業務活動によるキャッシュフロー 42,268,776 342,006,601 384,275,377

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 △ 89,948,603 △ 241,983,606 △ 331,932,209

　　施設費による収入 54,904,500 0 54,904,500

投資活動によるキャッシュフロー △ 35,044,103 △ 241,983,606 △ 277,027,709

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 △ 2,833,722 △ 2,032,897 △ 4,866,619

財務活動によるキャッシュフロー △ 2,833,722 △ 2,032,897 △ 4,866,619

Ⅳ資金増加額 4,390,951 97,990,098 102,381,049

Ⅴ資金期首残高 152,706,307 313,007,293 465,713,600

Ⅵ資金期末残高 157,097,258 410,997,391 568,094,649

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 6,229,930 △ 6,229,930

   一般勘定から空整勘定への維持管理費等の配賦 △ 6,627,077 6,627,077

                その他業務支出 △ 397,147 0 397,147

                その他業務収入 0 397,147 △ 397,147

１０．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
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（４）行政サービス実施コスト計算書(平成19年4月1日～平成20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

　 (1)損益計算書上の費用

　　　 業務費 608,422,659 1,372,841,446 1,981,264,105

　　　 一般管理費 147,841,395 80,139,398 227,980,793

　　　 財務費用 73,185 39,237 112,422

　 (2)（控除）自己収入等

　　　 受託収入 △ 182,027,410 △ 378,608,347 △ 560,635,757

　　　 特許権等収入 △ 787 △ 380,625 △ 381,412

　　　 雑　　　益 △ 1,431,009 △ 930,347 △ 2,361,356

    業務費用合計 572,878,033 1,073,100,762 1,645,978,795

Ⅱ損益外減価償却等相当額 43,803,071 16,686,566 60,489,637

　　損益外減価償却相当額 43,803,071 16,686,566 60,489,637

Ⅲ引当外賞与見積額 △ 2,995,693 △ 2,347,137 △ 5,342,830

Ⅳ引当外退職給付増加見積額 △ 231,048,971 218,053,354 △ 12,995,617

Ⅴ機会費用 40,290,839 10,503,263 50,794,102

　　政府出資等の機会費用 40,290,839 10,503,263 50,794,102

Ⅵ行政サービス実施コスト 422,927,279 1,315,996,808 1,738,924,087

１０．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

（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 3,069,683 14,263,973 17,333,656

Ⅱ利益処分額

　　　　積立金 319,759 13,605,292 13,925,051

　　　　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た額

　　　　　研究開発及び研究基盤整備積立金 2,749,924 658,681 3,408,605

１１．利益の処分に関する書類

独立行政法人　電子航法研究所

添　付　書　類

平成19年度　決算報告書



（４）行政サービス実施コスト計算書(平成19年4月1日～平成20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

　 (1)損益計算書上の費用

　　　 業務費 608,422,659 1,372,841,446 1,981,264,105

　　　 一般管理費 147,841,395 80,139,398 227,980,793

　　　 財務費用 73,185 39,237 112,422

　 (2)（控除）自己収入等

　　　 受託収入 △ 182,027,410 △ 378,608,347 △ 560,635,757

　　　 特許権等収入 △ 787 △ 380,625 △ 381,412

　　　 雑　　　益 △ 1,431,009 △ 930,347 △ 2,361,356

    業務費用合計 572,878,033 1,073,100,762 1,645,978,795

Ⅱ損益外減価償却等相当額 43,803,071 16,686,566 60,489,637

　　損益外減価償却相当額 43,803,071 16,686,566 60,489,637

Ⅲ引当外賞与見積額 △ 2,995,693 △ 2,347,137 △ 5,342,830

Ⅳ引当外退職給付増加見積額 △ 231,048,971 218,053,354 △ 12,995,617

Ⅴ機会費用 40,290,839 10,503,263 50,794,102

　　政府出資等の機会費用 40,290,839 10,503,263 50,794,102

Ⅵ行政サービス実施コスト 422,927,279 1,315,996,808 1,738,924,087

１０．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

独立行政法人　電子航法研究所

添　付　書　類

平成19年度　決算報告書
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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 1,683,558,000 1,683,558,000 0
施設整備費補助金 54,922,000 54,904,500 △ 17,500 契約差額による不用額
受託収入 282,872,000 560,635,757 277,763,757 政府受託等が増加したため
その他の収入 0 2,742,768 2,742,768 損害保険料収入等があったため

計 2,021,352,000 2,301,841,025 280,489,025

支出 (A-B)
業務経費 891,410,000 922,486,766 △ 31,076,766 ＳＳＲモードＳ調布地上局を２ヶ年契約で整備したため

施設整備費 54,922,000 54,904,500 17,500 契約差額による不用額
受託経費 255,437,000 502,851,426 △ 247,414,426 政府受託等が増加したため
受託管理費 5,900,000 21,633,768 △ 15,733,768 政府受託等が増加したため
一般管理費 50,950,000 50,934,467 15,533 業務効率化による削減額
人件費 762,733,000 738,806,701 23,926,299 新陳代謝によるため

計 2,021,352,000 2,291,617,628 △ 270,265,628

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 610,927,000 610,927,000 0
施設整備費補助金 54,922,000 54,904,500 △ 17,500 契約差額による不用額
受託収入 196,688,000 182,027,410 △ 14,660,590 政府受託等が減少したため
その他の収入 0 1,431,796 1,431,796 損害保険料収入等があったため

計 862,537,000 849,290,706 △ 13,246,294

支出 (A-B)
業務経費 149,727,000 147,000,070 2,726,930 ＰＣＢ処分時期が変更となったため
施設整備費 54,922,000 54,904,500 17,500 契約差額による不用額
受託経費 182,120,000 166,161,232 15,958,768 政府受託等が減少したため
受託管理費 3,900,000 3,560,066 339,934 政府受託等が減少したため
一般管理費 39,565,000 39,552,138 12,862 業務効率化による削減額
人件費 432,303,000 391,726,577 40,576,423 新陳代謝によるため

計 862,537,000 802,904,583 59,632,417

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 1,072,631,000 1,072,631,000 0
受託収入 86,184,000 378,608,347 292,424,347 政府受託等が増加したため
その他の収入 0 1,310,972 1,310,972 損害保険料収入等があったため

計 1,158,815,000 1,452,550,319 293,735,319

支出 (A-B)
業務経費 741,683,000 775,486,696 △ 33,803,696 ＳＳＲモードＳ調布地上局を２ヶ年契約で整備したため

受託経費 73,317,000 336,690,194 △ 263,373,194 政府受託等が増加したため
受託管理費 2,000,000 18,073,702 △ 16,073,702 政府受託等が増加したため
一般管理費 11,385,000 11,382,329 2,671 業務効率化による削減額
人件費 330,430,000 347,080,124 △ 16,650,124

計 1,158,815,000 1,488,713,045 △ 329,898,045

決　　算　　報　　告　　書

決　　算　　報　　告　　書

決　　算　　報　　告　　書

一般勘定と空整勘定の人員比の制約下、空整勘定での受託研究の大
幅な増加に対応する人員配置を行ったため



○本冊子は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく
○リサイクル適正の表示：紙へリサイクル可
　本冊子はグリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準に従い、印刷
　用の紙へのリサイクルに適した材料[Ａランク]のみを用いて作製しています。

※電子版は上記ホームページより入手することが可能です。

電 話　0422-41-3168

　　東京都調布市深大寺東町７丁目42番地23
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