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１．国民の皆様へ 
 

産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を

総合的に行い、産業技術の向上及びその成果の普及を図ることにより、もって経済及び産業の発展並びに

鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的としています。そのため、１．

鉱工業の科学技術に関する研究、開発等の業務、２．地質の調査、３．計量標準の設定、計量器の検定、検

査、研究、開発等の業務、４．技術指導及び成果の普及、５．産業技術力強化法に規定する技術経営力の

強化に寄与する人材養成業務、６．研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研

究開発等の効率的推進等に関する法律の規定による出資（金銭の出資を除く。）並びに人的及び技術的援

助に関する業務を行っています。 

 

平成２７年度からスタートした第４期中長期目標期間（平成２７年度から平成３１年度までの５年間）におい

ては、第一に、産業技術政策の中核的実施機関として、革新的な技術シーズを事業化に繋ぐ「橋渡し」の役

割を果たすことを目指し、技術シーズを目的に応じて骨太にする「橋渡し」研究前期及び実用化や社会での

活用のための「橋渡し」研究後期に取り組むとともに、「橋渡し」研究の中で必要となった基礎研究及び将来

の「橋渡し」の芽を産み出す基礎研究を目的基礎研究として推進しています。この「橋渡し」については、第４

期中長期目標期間における最重要の経営課題と位置づけて取り組んでいます。また、地域イノベーションの

推進に向けて、公設試験研究機関等とも連携し、全国レベルでの「橋渡し」を行っています。第二に、地質調

査及び計量標準に関する我が国における責任機関として、今時の多様な利用者ニーズに応えるべく、当該

分野における知的基盤の整備と高度化を国の知的基盤整備計画に沿って実施しています。また、新規技術

の性能・安全性の評価技術や標準化等、民間の技術開発を補完する基盤的な研究開発等を実施していま

す。第三に、これらのミッションの達成に当たって、新たな人事制度の導入と積極的な活用等を通じて研究人

材の拡充と流動化、育成に努めるとともに、技術経営力の強化に資する人材の養成を図ることとしていま

す。 

 

第４期中長期目標期間の研究組織については、①融合的研究を促進し、産業界が将来を見据えて産総研

に期待する研究ニーズに応えられるよう、また、②産業界が自らの事業との関係で産総研の研究内容を分

かり易くし、活用につながるよう、次の７つの領域（５領域・２総合センター）に再編しました。情報と人間工学、

材料と化学、そしてエレクトロニクスと製造をそれぞれあわせて新たな領域とし、産総研がもつ総合力を充分

に発揮することで、我が国のイノベーション・ナショナルシステムの構築に貢献していきます。 

 

（１）エネルギー・環境領域 

エネルギー・環境問題の解決に欠かせない技術を提供することを目指し、新エネルギーの導入を促進

する技術、エネルギーを高密度で貯蔵する技術、エネルギーを効率的に変換・利用する技術、エネルギー

資源を有効活用する技術、及び環境リスクを評価・低減する技術の開発を行います。 

 

（２）生命工学領域 

健康長寿社会を実現するための技術を創出することを目指し、創薬基盤技術、医療基盤・ヘルスケア技

術、及び生物機能活用による医薬原材料等の物質生産技術の開発を行います。 

 

（３）情報・人間工学領域 

産業競争力の強化と豊かで快適な社会の実現に繋がる人間に配慮した情報技術を提供することを目

指し、情報技術の研究と人間工学の研究を統合し、ビッグデータから価値を創造する人工知能技術、産業

や社会システムの高度化に資するサイバーフィジカルシステム技術、快適で安全な社会生活を実現する

人間計測評価技術、産業と生活に革命的変革を実現するロボット技術の開発を行います。 

 

（４）材料・化学領域 

最終製品の競争力の源となる革新的部材・素材を提供することを目指し、材料の研究と化学の研究を

統合し、グリーンサステイナブルケミストリーの推進及び化学プロセスイノベーションの推進に取り組むとと
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もに、ナノカーボンをはじめとするナノ材料の開発とその応用技術、新たなものづくり技術を牽引する無機

機能材料、及び省エネルギー社会構築に貢献する先進構造材料と部材の開発を行います。 

 

（５）エレクトロニクス・製造領域 

世界をリードする電子・光デバイス技術と革新的な製造技術を創出することを目指し、エレクトロニクス

の研究と製造技術の研究を統合し、情報通信システムの高性能化および超低消費電力化技術、もののイ

ンターネット化に対応する製造およびセンシング技術、ものづくりにおける産業競争力強化のための設計・

製造技術、及び多様な産業用部材に適用可能な表面機能付与技術の開発を行います。 

 

（６）地質調査総合センター 

地質調査のナショナルセンターとしての地質情報の整備、レジリエントな社会基盤の構築に資する地質

の評価、地圏の資源と環境に関する評価と技術の開発、及び地質情報の管理と社会利用促進を行いま

す。 

 

（７）計量標準総合センター 

計量標準の整備と利活用促進、法定計量業務の実施と人材の育成、計量標準の普及活動、及び計量

標準に関連した計測技術の開発を行います。 
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２．研究所の基本情報 
 

（１） 産業技術総合研究所の概要 
 

① 目的 
国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）は、鉱工業の科学技術に関する研究及び

開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業

の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。（国

立研究開発法人産業技術総合研究所法第３条） 

 

② 業務内容 
産総研は、国立研究開発法人産業技術総合研究所法第３条の目的を達成するため以下の業務を行いま

す。 

１） 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務 

２） 地質の調査業務  

３） 計量の標準を設定、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこれらに関連する業務並びに計

量に関する教習業務 

４） 上記業務に係る技術指導及び成果の普及業務 

５） 産業技術力強化法第２条第２項に規定する技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資

質の向上を図り、及びその活用を促進する業務 

６） 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等

に関する法律の規定による出資（金銭の出資を除く。）並びに人的及び技術的援助に関する業務 

 

③ 沿 革 
① 平成１３年１月 

中央省庁等改革に伴い、「通商産業省」が「経済産業省」に改組。これにより工業技術院の本院各課は産

業技術環境局の一部として、また工業技術院の各研究所は産業技術総合研究所内の各研究所として再

編された。 

② 平成１３年４月 

一部の政府組織の独立行政法人化に伴い、旧工業技術院１５研究所と計量教習所が統合され、独立行

政法人産業技術総合研究所となった。 

③ 平成１７年４月 

効率的・効果的な業務運営を目的とし、特定独立行政法人から非公務員型の独立行政法人へと移行し

た。 

   ④ 平成２７年４月 

独立行政法人通則法の改正に伴い、独立行政法人産業技術総合研究所から国立研究開発法人産業技

術総合研究所へ名称を変更した。 

⑤ 平成２８年１０月 

特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法の制定に伴い、特定国立研究開発

法人に指定された。 

 

④ 設立に係る根拠法 
国立研究開発法人産業技術総合研究所法 （平成１１年１２月２２日法律第２０３号） 

（最終改正：平成２６年６月１３日（平成２６年法律第６７号）） 

 

⑤ 主務大臣（主務省所管課等） 
経済産業大臣 （産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課 産業技術総合研究所室） 
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⑥ 組織図 

 

 

 

  

理事長 経営戦略会議 

理事会 

人事委員会 研究戦略・イノベーション連携委員会 

コンプライアンス推進本部 

監査室 

評価部 
ＴＩＡ推進センター 

エネルギー・環境領域 

創エネルギー研究部門   太陽光発電研究センター 

電池技術研究部門      再生可能エネルギー研究センター 

省エネルギー研究部門   先端パワーエレクトロニクス研究センター 

環境管理研究部門 

安全科学研究部門 

生命工学領域 

創薬基盤研究部門      創薬分子プロファイリング研究センター 

バイオメディカル研究部門 

健康工学研究部門 

生物プロセス研究部門 

情報・人間工学領域 

情報技術研究部門      自動車ヒューマンファクター研究センター 

人間情報研究部門      ロボットイノベーション研究センター 

知能システム研究部門    人工知能研究センター 

材料・化学工学領域 

機能化学研究部門     触媒化学融合研究センター 

化学プロセス研究部門   ナノチューブ実用化研究センター 

ナノ材料研究部門      機能材料コンピュテーショナルデザイン 

無機能材料研究部門    研究センター 

構造材料研究部門      磁性粉末冶金研究センター 

 
エレクトロニクス・製造領域 

ナノエレクトロニクス研究部門  スピントロニクス研究センター 

電子光技術研究部門     フレキシブルエレクトロニクス研究センター 

製造技術研究部門      先進コーティング研究センター 

                   集積マイクロシステム研究センター 

地質調査総合センター 

活断層・火山研究部門 

地圏資源環境研究部門 

地質情報研究部門 

地質情報基盤センター 

 

計量標準総合センター 

工学計測標準研究部門 

物理計測標準研究部門 

物質計測標準研究部門 

分析計測標準研究部門 

計量標準普及センター 

 

企画本部 

 

イノベーション推進本部 

 

環境安全本部 

 

総務本部 

 

東京本部 

 

つくばセンター 

 

福島再生可能エネルギー研究所 

 

臨海副都心センター 

 

北海道センター 

東北センター 

中部センター 

関西センター 

中国センター 

四国センター 

九州センター 

監事 

 

 

（平成 29年 3月 31日現在） 
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⑦ その他法人の概要 
該当なし。 

 

（２） 事業所（従たる事務所を含む。）の所在地（平成 29年 3月 31日現在） 

①  東京本部  〒100-8921  東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 

②  北海道センター 〒062-8517  北海道札幌市豊平区月寒東二条十七丁目2番地1号 

③  東北センター 〒983-8551  宮城県仙台市宮城野区苦竹四丁目2番地1 

④  つくばセンター 〒305-8561  茨城県つくば市東一丁目1番地1（代表） 

⑤  臨海副都心センター 〒135-0064  東京都江東区青海二丁目3番地26号 

⑥  中部センター 〒463-8560  愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2266-98 

⑦  関西センター 〒563-8577  大阪府池田市緑丘一丁目8番地31 

⑧  中国センター 〒739-0046  広島県東広島市鏡山三丁目11番32号 

⑨  四国センター 〒761-0395  香川県高松市林町2217番14 

⑩  九州センター 〒841-0052  佐賀県鳥栖市宿町807番地1 

⑪  福島再生可能エネルギー研究所 

 〒963-0298  福島県郡山市待池台二丁目2番地9号 

 

（３）資本金の額及び出資者ごとの出資額（前事業年度末からのそれぞれの増減

を含む。） 

（単位：百万円） 

区  分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 284,741 0 0 284,741 

 
（４） 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 

平成29年3月31日現在 
役 職 氏  名 任    期 担当 経  歴 

理事長 中鉢 良治 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 32年 3月 31日 

コンプライアンス

推進本部長 

昭和 52年 4月 ソニー株式会社入社 

平成 11年 6月 同社執行役員 

平成 17年 6月 同社取締役 代表執行役 

社長 兼 エレクトロニクス CEO 

平成 21年 4月 同社取締役 代表執行役

副会長 

平成 25年 4月 独立行政法人産業技術総

合研究所理事長 

平成27年4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所理事長 

副理事長 

（常勤） 

金山 敏彦 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 29年 3月 31日 

コンプライアンス

推進本部副本部

長、つくばセンタ

ー所長 

昭和 52年 4月 工業技術院電子技術総合

研究所採用 

平成 13年 4月 独立行政法人産業技術総

合研究所次世代半導体研究センター副研

究センター長 

平成 20年 4月 同研究所ナノ電子デバイ

ス研究センター長 

平成 22年 4月 同研究所理事 

平成 26年 7月 同研究所副理事長 

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所副理事長 
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理事 

（常勤） 

瀬戸 政宏 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 29年 3月 31日 

イノベーション推

進本部長 

昭和 54年 4月 工業技術院公害資源研究

所採用 

平成 17年 7月 独立行政法人産業技術総

合研究所地圏資源環境研究部門長 

平成18年12月 同研究所企画本部副本部

長 

平成 21年 4月 同研究所理事 

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所理事 

理事 

（常勤） 

佃 栄吉 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 29年 3月 31日 

地質調査総合セ

ンター長 

昭和 52年 4月 工業技術院地質調査所採

用 

平成 13年 4月 独立行政法人産業技術総

合研究所活断層研究センター長 

平成 15 年 12月  同研究所研究コーディネ

ータ（社会基盤（地質）・海洋担当） 

平成 17年 4月 同研究所研究コーディネ

ータ（地質担当） 

平成 22 年 10 月  同研究所地質分野副研究

統括 

平成 24年 4月 同研究所理事 

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業

技術総合研究所理事 

理事 

（常勤） 

三木 幸信 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 29年 3月 31日 

つくばイノベーショ

ンアリーナ推進セ

ンター長、計量標

準総合センター長 

昭和 57年 4月 工業技術院計量研究所採

用 

平成 18年 4月 独立行政法人産業技術総

合研究所計量標準管理センター長 

平成 22年 4月 同研究所計測標準研究部

門長 

平成 24年 4月 同研究所理事 

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所理事 

理事 

（常勤） 

島田 広道 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 29年 3月 31日 

環境安全本部長、

評価部長、情報化

統括責任者 

昭和 55年 4月 工業技術院化学技術研究

所採用 

平成 16年 5月 独立行政法人産業技術総

合研究所環境化学技術研究部門長 

平成 23年 4月 同研究所研究環境安全本

部長 

平成 25年 4月 同研究所理事 

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所理事 

理事 

（常勤） 

富樫 茂子 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 29年 3月 31日 

イノベーションスク

ール長 

昭和 53年 4月 工業技術院地質調査所採

用 

平成 15年 4月 独立行政法人産業技術総

合研究所地球科学情報研究部門長 

平成 16年 5月 同研究所地質情報研究部

門長 

平成 20年 4月 同研究所評価部首席評価

役 

平成 26年 7月 同研究所理事 

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所理事 
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理事 

（非常勤） 

藤川 淳一 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 29年 3月 31日 

 昭和 45年 4月 東レ株式会社入社 

平成 14年 6月 同社取締役 経営企画室

長  

平成 16年 6月 同社常務取締役 経営企

画室長  

平成 19年 6月 同社専務取締役 経営企

画室統括 電子情報機材事業本部長  

平成 22年 6月 同社代表取締役副社長 

経営企画室長  

平成 26年 6月 同社常任顧問 東レ総合

研修センター所長  

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所理事 

理事 

（常勤） 

松岡 克典 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 29年 3月 31日 

生命工学領域長 昭和 58年 4月 工業技術院大阪工業技術

試験所採用 

平成 18年 7月 独立行政法人産業技術総

合研究所研究業務推進部門長  

平成 24年 4月 同研究所北海道センター

所長  

平成 26 年 5 月 同研究所ライフサイエンス

分野研究統括  

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所理事 

理事 

（常勤） 

小林 哲彦 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 29年 3月 31日 

エネルギー・環境

領域長 

昭和 59年 4月 工業技術院大阪工業技術

試験所採用 

平成 16年 4月 独立行政法人産業技術総

合研究所ユビキタスエネルギー研究部門

長  

平成 25年 4 月 同研究所関西センター所

長  

平成 26年 5月 同研究所環境・エネルギ

ー分野研究統括  

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所理事 

理事 

（常勤） 

安永 裕幸 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 29年 3月 31日 

企画本部長 昭和 61年 4月 通商産業省採用 

平成 17年 9月 経済産業省産業技術環境

局研究開発課長 

平成 19 年 7 月 同省原子力安全・保安院

ガス安全課長 

平成 21 年 7 月 同省資源エネルギー庁資

源・燃料部鉱物資源課長 

平成 25 年 3 月 同省大臣官房審議官（産

業技術・環境問題担当）  

平成25年6月 同省大臣官房審議官（産業

技術・基準認証担当）  

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所理事 

理事 

（常勤） 

中沢 則夫 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 29年 3月 31日 

総務本部長 

 

 

 

 

 

昭和 61年 4月 通商産業省採用 

平成 22年 7月 経済産業省製造産業局車

両課長 

平成 26年 7月 同省近畿経済産業局総務

企画部長  

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所理事 
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監事 

（常勤） 

伊東 一明 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 32年 8月見込  

み 

※監事の任期は、中長

期目標期間の最後の事

業年度の財務諸表承認

日まで。 

 昭和 46年 4月 工業技術院電子技術総合

研究所採用 

平成 16年 5月 独立行政法人産業技術総

合研究所監査室長 

平成22年10月 同研究所第二研究業務推

進部長 

平成 24 年 10 月 同研究所参事 

平成 25年 4月 同研究所監事 

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所監事 

監事 

（常勤） 

風間 澄之 自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 32年 8月見込  

み 

※監事の任期は、中長

期目標期間の最後の事

業年度の財務諸表承認

日まで。 

 昭和 56年 4月 大和証券株式会社入社  

平成 16年 5月 株式会社大和総研執行役

員 投資調査本部長 

平成 18 年 4 月 同社常務執行役員 投資

調査本部長  

平成 22年 4月 同社専務取締役 

平成 27年 4月 国立研究開発法人産業技

術総合研究所監事 

 

（５） 常勤職員の数（前事業年度末からの増減を含む。）及び平均年齢並びに法

人への出向者数 

常勤職員は平成28年度末現在2,957名（前年度末比29名増加、1.0％増（役員を除く））であり、平均年齢は45．

8歳（前年度末45．8歳）となっている。このうち、国からの出向者は18名、民間からの出向者は１名、独立行政

法人からの出向者は０名である。平成29年3月31日退職者は107名である。 
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３．財務諸表の要約 
（1）要約した財務諸表 

① 貸借対照表 
   （単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 27,225 流動負債 28,202 

  現金・預金 21,756   運営費交付金債務 9,844 

  未収金  3,650   未払金 12,902 

  その他 1,819   その他 5,456 

固定資産 321,284 固定負債 30,495 

  建物等 516,032   資産見返負債 29,813 

  建物等減価償却累計額 △ 305,223   長期預り寄附金 354 

  建物等減損損失累計額 △ 2,561   長期リース債務 290 

  土地 110,644   退職給付引当金 39 

  土地減損損失累計額 △ 1,956 負債合計 58,697  

  建設仮勘定 1,075 純資産の部  

  産業財産権 1,068 資本金 284,741 

  ソフトウェア 529   政府出資金 284,741 

  その他の無形固定資産 1,284 資本剰余金 △7,086 

  投資その他の資産 392 利益剰余金 12,155 

    純資産合計 289,811 

資産合計 348,508 負債純資産合計 348,508 
［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

②損益計算書  
（単位：百万円） 

  金額 

経常費用（A） 89,563 

  研究業務費 82,115 

    人件費 40,034 

    減価償却費 10,720 

    その他 31,361 

  一般管理費 7,439 

    人件費 3,253 

    減価償却費 100 

    その他 4,086 

  財務費用 9 

    支払利息 9 

経常収益（B） 90,496 

  運営費交付金収益 62,744 

  物品受贈収益 1,974 

  知的所有権収益 435 

  研究収益 7,006 

  受託収益 16,490 

  その他 1,847 

臨時損益（C） △ 1,120 
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前中期目標期間繰越積立金取崩額(D) 3,101 

当期総利益（B-A+C+D） 2,915 

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

③ キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円） 

  金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー（A） 16,749 

  研究業務支出 △ 29,048 

  人件費支出 △ 43,560 

  その他の業務支出 △ 4,794 

  科研費等預り金支出 △ 2,318 

  運営費交付金収入 66,428 

  受託収入 15,850 

  手数料収入 148 

   寄附金収入 451 

   補助金等収入 3,013 

  知的所有権収入 480 

   建物及び物件貸付料 110 

  科研費等預り金収入 2,258 

  その他の業務収入 8,777 

   消費税等支払額 △ 1,038 

   利息の支払額 △ 9 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー（B） △ 9,441 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー（C） △ 89 

Ⅳ資金増加額（D=A+B+C） 7,220 

Ⅴ資金期首残高（E） 12,537 

Ⅵ資金期末残高（F=D+E） 19,756 

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。 

 

④ 行政サービス実施コスト計算書 
（単位：百万円） 

  金額 

Ⅰ業務費用 64,787 

  損益計算書上の費用 91,172 

  （控除）自己収入等 △ 26,385 

(その他の行政サービス実施コスト)   

Ⅱ損益外減価償却相当額 12,451 

Ⅲ損益外減損損失相当額 357 

Ⅳ損益外除売却差額相当額 41 

Ⅴ引当外賞与見積額 148  

Ⅵ引当外退職給付増加見積額 35 

Ⅶ機会費用 1,319 

Ⅷ（控除）法人税等及び国庫納付額 - 

Ⅸ行政サービス実施コスト 79,137 

［注］金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは一致しないものがある。 
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（2）財務諸表の科目の説明 
① 貸借対照表 

現金・預金 ： 現金及び預金。 

未収金 ： 独立行政法人の通常の業務活動において発生した未収入

金。 

その他（流動資産） ： たな卸資産、前渡金等、１年以内に費用、現金化できるもの

（上記流動資産を除く。）。 

建物等 ： 建物、構築物、機械及び装置、工具器具備品等、業務活動

の用に供するための固定資産。 

建物等減価償却累計額 ： 建物等、固定資産の減価償却費の累計額。 

建物等減損損失累計額 ： 固定資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたこ

と等により減損が認識された建物等、固定資産の減損損失

の累計額。 

土地 ： 業務活動の用に供するための土地。 

土地減損損失累計額 ： 固定資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたこ

と等により減損が認識された土地の減損損失の累計額。 

建設仮勘定 ： 業務活動の用に供することを目的に建設又は製作途中にあ

る固定資産。 

産業財産権 ： 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権。 

ソフトウェア ： 業務活動の用に供するためのソフトウェア。 

その他の無形固定資産 ： 電話加入権、産業財産権仮勘定及びソフトウェア仮勘定。 

投資その他の資産 ： 敷金・保証金、長期前払費用等（固定資産のうち有形固定

資産、無形形固定資産、繰延資産に属するものを除く。）。 

運営費交付金債務 ： 独立行政法人の業務を実施するために国から交付された運

営費交付金のうち、未実施の部分に該当する債務残高。 

未払金 ： 独立行政法人の通常の業務活動において発生した未払

金。 

その他（流動負債） ： 預り寄附金、前受金、預り金、引当金等１年以内に支払期

限が到来する上記以外の流動負債。 

資産見返負債 ： 運営費交付金・寄附金・無償譲与・補助金等の財源で取得

した固定資産の見合いで負債に計上される。 

長期預り寄附金 ： 寄附者がその使途を特定し、寄附の目的に従った業務を行

うもの。 

長期リース債務 ： 契約期間が１年を超えるファイナンス・リース契約に基づく長

期リース債務。 

退職給付引当金  ： 将来の退職手当の費用を当期の費用として見越し計上する

もの。 

政府出資金  ： 国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を構

成。 

資本剰余金  ： 国から交付された施設費や寄附金などを財源として取得し

た資産で独立行政法人の財産的基礎を構成するもの。 

利益剰余金  ： 独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額。 

 

 

 

② 損益計算書 

経常費用 

研究業務費 ： 独立行政法人の研究業務に要した費用。 

人件費（研究業務費）  ： 給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の研究業務に係

る職員等に要する経費。 
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減価償却費 （研究業務費） ： 研究業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数に

わたって費用として配分する経費。 

その他（研究業務費） ： 研究業務に要する経費（上記、人件費、減価償却費を除

く。）。 

一般管理費 ： 独立行政法人の管理運営に要した費用。 

人件費（一般管理費） ： 給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の管理運営に係

る職員等に要する経費。 

減価償却費（一般管理費） ： 管理運営に要する固定資産の取得原価をその耐用年数に

わたって費用として配分する経費。 

その他（一般管理費） ： 管理運営に要する経費（上記、人件費、減価償却費を除

く。）。 

財務費用 ： 独立行政法人の財務に要した費用。 

支払利息 ： ファイナンスリースに係る支払利息等に要する経費。 

経常収益 

運営費交付金収益 ： 国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した

収益。 

物品受贈収益 ： 譲与を受けた固定資産。  

知的所有権収益 ： 特許権等の知的所有権により得た収益。 

研究収益 ： 資金提供型共同研究収入、受託出張収入、計量標準手数

料、依頼分析試験収入等、業務活動から得た収益。 

受託収益  ： 国、民間等から受託研究費を受けたことにより得た収益。 

その他（経常収益） ： 上記以外の経常収益。 

臨時損益  ： 固定資産の除売却損益、災害損失等。 

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自己財源で取得した固定資産の

減価償却費及び除却相当額を当期において取り崩した額、

並びに前中期目標期間中に承認された目的積立金等の取

り崩し額。 

 

 

③ キャッシュ・フロー計算書  

業務活動によるキャッシュ・フロー ： 独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表

し、サービスの提供等による収入、原材料、商品又はサービ

スの購入による支出、人件費支出等。 

研究業務支出 ： 独立行政法人の研究業務活動に要した支出額。 

人件費支出 ： 独立行政法人の業務活動に要した人件費支出額。 

その他の業務支出 ： 独立行政法人の業務活動に要した支出額 

（上記研究業務及び人件費支出を除く。）。 

科研費等預り金支出 ： 研究者への個人助成金の経理委任を受け、研究業務として

執行管理を行うもの。 

運営費交付金収入 ： 国からの運営費交付金収入。 

受託収入 ： 国、民間等からの受託研究により得た収入。 

科研費等預り金収入 ： 研究者への個人助成金の経理委任を受け、研究業務として

執行管理を行うもの。 

その他の業務収入 ： 独立行政法人の業務活動により得た収入（上記、運営費交

付金収入及び受託収入を除く。）。 

投資活動によるキャッシュ・フロー ： 将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動

に係る資金の状態を表し、固定資産や有価証券の取得・売

却等による収入・支出。 

財務活動によるキャッシュ・フロー ： 増資等による資金の収入・支出、債券の発行・償還及び借

入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済など。 
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④ 行政サービス実施コスト計算書 

業務費用 ： 独立行政法人が実施する行政サービスのコストのうち、独

立行政法人の損益計算書に計上される費用。 

自己収入等 ： 知的所有権収益、研究収益、受託収益等。 

その他の行政サービス実施コスト ： 独立行政法人の損益計算書に計上されないが、行政サービ

スの実施に費やされたと認められるコスト。 

損益外減価償却相当額 ： 償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が予定

されないものとして特定された資産の減価償却費及び除売

却相当額（損益計算書には計上していないが、累計額は貸

借対照表に記載されている。）。 

損益外減損損失相当額 ： 特定償却資産及び非償却資産について独立行政法人が中

期計画等で想定した業務を行ったにもかかわらず生じた減

損損失相当額（損益計算書には計上していないが、累計額

は貸借対照表に記載されている。）。 

損益外除売却差額相当額       ： 通則法第４６条の２に基づく不要財産の譲渡取引で生じた譲渡 

差額及び主務大臣が国庫納付額から控除を認めた費用等。 

引当外賞与見積額 ： 財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場

合の賞与引当金見積額（損益計算書には計上していないが、

仮に引き当てた場合に計上したであろう賞与引当金見積額

を貸借対照表に注記している。）。 

引当外退職給付増加見積額 ： 財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場

合の退職給付引当金増加見積額（損益計算書には計上して

いないが、仮に引き当てた場合に計上したであろう退職給付

引当金見積額を注記している。）。 

機会費用 ： 国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料

により賃借した場合の本来負担すべき金額など。 

法人税等及び国庫納付額 ： 納付すべき法人税等の額に法人税等調整額を加減した額

及び損益計算書上の費用に計上された国庫納付額。 
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４．財務情報 
 

（１） 財務諸表の概要 
① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、利益剰余金（又は繰越欠損金）、キャ

ッシュ･フローなどの主要な財務データの経年比較・分析（内容・増減理由） 
（経常費用） 

平成２８年度の経常費用は８９，５６３百万円と、前年度比６３９百万円増（０．７％増）となって
いる。これは、研究業務費が前年度比６９５百万円増（０．９％増）、一般管理費が前年度比６５
百万円減（０．９％減）となったことなどが主な要因である。 

（経常収益） 

平成２８年度の経常収益は９０，４９６百万円と、前年度比３２６百万円増（０．４％増）となって

いる。これは、運営費交付金収益が前年度比３，６００百万円増（６．１％増）、受託収益が前年

度比２，６８８百万円減（１４．０％減）となったことなどが主な要因である。 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況及び固定資産の除却等による臨時損益△１，１２０百万円並びに前中

期目標期間繰越積立金取崩額３，１０１百万円を計上した結果、平成２８年度当期総利益２，９１

５百万円と、前年度比１，５８７百万円減（３５．３％減）となっている。 

（資産） 

平成２８年度末現在の資産合計は３４８，５０８百万円と、前年度末比８，８４０百万円減（２．

５％減）となっている。これは、建物等の有形固定資産が前年度比１２，１３７百万円減（３．７％

減）となったことが主な要因である。 

（負債） 

平成２８年度末現在の負債合計は５８，６９７百万円と、前年度末比４，１６７百万円増（７．６％

増）となっている。これは、運営費交付金債務が３，００８百万円増（４４．０％増）であったこと、固

定資産取得等に係る未払金が２，１７９百万円増（７５．０％増）となったことが主な要因である。 

（利益剰余金） 

平成２８年度利益剰余金は１２，１５５百万円で、その内訳は前中期目標期間繰越積立金４，

７３８百万円、積立金４，５０２百万円、当期未処分利益２，９１５百万円である。 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２８年度の業務活動によるキャッシュ・フローは１６，７４９百万円と、前年度比６，１２６百

万円増（５７．７％増）となっている。これは、運営費交付金収入等による収入が２，２９０百万円

増（２．４％増）であったこと、研究業務支出等による支出が前年度比３，８３６百万円増(４．５％

増）であったことが要因である。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２８年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△９，４４１百万円と、前年度比７，８９７百

万円増（４５．５％減）となっている。これは、有形固定資産の取得による支出が前年度比１２,７０

２百万円増（５９．７％減）であったこと、施設費による収入が前年度比４，７１４百万円減（９９．

７％減）であったことが主な要因である。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成２８年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△８９百万円と、前年度比７９百万円減

（８０２．７％増）であり、ファイナンス・リースによる支出が要因である。   
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表 主要な財務データの経年比較  （単位：百万円）  

区 分 
平成 24年

度 

平成 25年

度 

平成 26年

度 

平成 27年

度 

平成 28年

度 

経常費用 
83,085 85,576 90,456 88,925 89,563 

経常収益 
81,601 85,326 92,559 90,171 90,496 

当期総利益 
800 658 2,149 4,502 2,915 

資産 
355,341 353,744 374,832 357,348 348,508 

負債 
61,859 67,686 64,354 54,531 58,697 

利益剰余金 
12,395 11,596 13,569 12,342 12,155 

業務活動によるキャッシュ・フロー 
4,921 9,071 8,480 10,623 16,749 

投資活動によるキャッシュ・フロー 
△ 7,062 △ 14,070 △8,121 △17,338 △9,441 

財務活動によるキャッシュ・フロー 
0 0 △1 △10 △89 

資金期末残高 
23,902 18,903 19,261 12,537 19,756 

（注１）第４期中長期計画の期間：平成２７年度～平成３１年度（５年間） 

（注２）前年度と比較して著しく変動している理由 

・平成２５年度の負債が前年度と比較して増加している理由は、福島県再生可能エネルギー研究開発

拠点整備等の未払金等によるものである。 

・平成２５年度の投資活動キャッシュ・フローが前年度と比較して減少している理由は、有形固定資産の

取得による支出が減少したことによるものである。 

・平成２６年度の当期総利益および利益剰余金が前年度と比較して増加している理由は、平成２６年度

が中期目標期間最終年度のため、運営費交付金債務の全額を収益に振り替えたことによるものであ

る。 

・平成２６年度の投資活動によるキャッシュ・フローが前年度と比較して増加している理由は、施設費に

よる収入の増加によるものである。 

・平成２７年度の当期総利益が前年度と比較して増加している理由は、当中長期目標期間の業務の財

源として繰越の承認を受けた額から前中期目標期間において自己財源で取得した固定資産の減価償

却費相当額を取崩したことによるものである。 

・平成２８年度の業務活動によるキャッシュ・フローが前年度と比較して増加している理由は国庫納付金

の支払いが発生しなかったことによるものである。 

・平成２８年度の投資活動によるキャッシュ・フローが増加している理由は、有形固定資産の取得による

支出が減少したことによるものである。 
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② セグメント事業損益の経年比較・分析（内容・増減理由） 
 セグメント事業損益は主に自己収入で購入した固定資産の規模により増減しております。 

※独立行政法人会計基準等の改定に伴い、平成２７年度よりセグメント区分を一定の事業等のまとま

りごとの区分に変更しており５ヵ年での経年分析が業務上困難なため、平成 27 年度と平成 28 年度の

経年比較を行っております。 

エネルギー・環境領域からその他本部機能の各業務の事業損益は、エネルギー・環境領域業務が

前年度比７８８百万円減（１２２．２％減）、生命工学領域業務が前年度比１４１百万円増（１１７．２％

増）、情報・人間工学領域業務が前年度比３４２百万円増（２，０６１．１％増）、材料・化学領域業務が

前年度比７１１百万円減（１２０．０％減）、エレクトロニクス・製造領域業務が前年度比３９９百万円減

（９２．３％減）、地質調査総合センター業務が前年度比２７９百万円増（１５７．８％増）、計量標準総合

センター業務が前年度比７７百万円増（５９．２％減）、その他本部機能業務が前年度比１６２百万円減

（１０１．５％減）、法人共通が前年度比９０８百万円増（５２６．６％増）となっている。 

 

表  事業損益の経年比較（セグメント情報） （単位：百万円） 

年 度 

区 分 
H24 H25 H26 

年度 

区分 
H27 H28 

エネルギー・環境領域 645 △143 

生命工学領域 △120 21 

情報・人間工学領域 17 359 

材料・化学領域 593 △119 

エレクトロニクス・製造領域 432 33 

地質調査総合センター △177 102 

計量標準総合センター △130 △53 

その他本部機能 159 △2 

法人共通 △172 735 

合計 1,246 933 

 

第１号業務 
△122 1,918 2,810 

第 2号業務 
54 166 393 

第 3号業務 
△319 86 506 

第 4号業務 
152 △124 1,488 

法人共通 △1,248 △2,296 △3,094 

合計 
△1,483 △250 2,103 

（注１） 第４期中長期計画の期間：平成２７年度～平成３１年度（５年間） 

 

③ セグメント総資産の経年比較・分析（内容・増減理由） 

総資産は３４８，５０８百万円と、前年度比８，８４０百万円減（２．５％減）となっている。これは固定資

産が１１，７９９百万円減となったことが要因である。 

エネルギー・環境領域からその他本部機能の各業務及び法人共通の総資産は、エネルギー・環境

領域業務が前年度比１０，７７９百万円増（１７．８％増）、生命工学領域業務が前年度比５，２７３百万

円増（１６．２％増）、情報・人間工学領域業務が前年度比８，０２６百万円増（４１．６％増）、材料・化学

領域業務が前年度比７，７７１百万円増（１９．２％増）、エレクトロニクス・製造領域業務が前年度比８

１８百万円増（２．１％増）、地質調査総合センター業務が前年度比３，７０４百万円減（１１．５％減）、

計量標準総合センター業務が前年度比３，８３５百万円増（１２．１％増）、その他本部機能業務が前年

度比７９７百万円減（３．１％減）、法人共通が前年度比４０，８４１百万円減（５３．９％減）となってい

る。 
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表 総資産の経年比較（セグメント情報） 

年 度 

区 分 
H24 H25 H26 

年度 

区分 
H27 H28 

エネルギー・環境領域 60,687 71,466 

生命工学領域 32,534 37,808 

情報・人間工学領域 19,305 27,331 

材料・化学領域 40,374 48,145 

エレクトロニクス・製造領域 39,214 40,031 

地質調査総合センター 32,181 28,477 

計量標準総合センター 31,717 35,551 

その他本部機能 25,588 24,792 

法人共通 75,749 34,908 

合計 357,348 348,508 

 

第１号業務 
231,267 238,168 256,214 

第 2号業務 
28,358 25,115 25,219 

第 3号業務 
28,745 32,186 34,169 

第 4号業務 
36,194 32,305 32,561 

法人共通 30,776 25,970 26,670 

合計 
355,341 353,744 374,832 

（注１）第４期中長期計画の期間：平成２７年度～平成３１年度（５年間） 

（注２）前年度と比較して著しく変動している理由 

・独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、平成２７年度より、セグメント区分を一定の事業等のまと

まりごとの区分に変更した。 

 

④ 目的積立金の申請状況、取崩内容等 
 該当事項はありません。 

 

⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析（内容・増減理由） 
平成２８年度の行政サービス実施コストは７９，１３７百万円と、前年度比５１９百万円増（０．７％増）

となっている。これは業務費用が、前年比２，５３４百万円増（４．１％増）、損益外減損損失相当額が

前年比２，３８９百万円減（８７．０％減）、引当外退職給付増加見積額が、前年比５３１百万円減（９３．

８％減）となったことが主な要因である。 

 

表  行政サービス実施コストの経年比較  （単位：百万円） 

区 分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

業務費用 63,491 66,673 70,296 62,252 64,787 

  うち 損益計算書上の費用 83,560 87,023 91,069 89,488 91,172 

  うち （控除）自己収入等 △ 20,069 △ 20,350 △20,773 △27,236 △26,385 

損益外減価償却相当額 13,288 12,682 1,927 12,214 12,451 

損益外減損損失相当額 379 612 648 2,746 357 

損益外除売却差額相当額 69 154 326 119 41 

損益外利息費用相当額 - - - - - 

引当外賞与見積額 △ 46 303 △11 496 148 

引当外退職給付増加見積額 2,655 △5,951 △91 566 35 

機会費用 1,828 2,033 1,366 224 1,319 

 （控除）法人税等及び国庫納付額 - - - - - 

行政サービス実施コスト 81,665 76,506 84,461 78,618 79,137 

（注１）第４期中長期計画の期間：平成２７年度～平成３１年度（５年間） 
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（2） 重要な施設等の整備等の状況 
 

① 当事業年度中に完成した主要施設等 
該当なし 

 

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 
    人工知能に関するグローバル研究拠点 柏ハブ拠点整備 

    人工知能に関するグローバル研究拠点 臨海ハブ拠点整備 

 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 
北海道センターＥ３棟及び付帯設備の処分（取得価格：5百万円、減価償却累計額：1百万円） 

北海道センターＥ６棟及び付帯設備の処分（取得価格：80百万円、減価償却累計額：39百万円） 

九州センター第７棟及び付帯設備の処分（取得価格：33百万円、減価償却累計額：19百万円） 
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（３）予算及び決算の概要（第４期中長期目標期間：平成２７年度から平成３１年度） 
  

（単位：百万円） 

区  分 
平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入                
 運営費交付金 57,828 57,828 59,113 59,113 62,441 62,441 63,767 63,767 66,428 66,428 * 

 施設整備費補助金 33,637 9,658 13,438 11,383 0 33,490 0 4,634 24,998 0 （注１） 

 受託収入 11,217 12,450 9,355 13,186 7,863 16,377 13,854 19,721 14,830 15,476 （注２） 

 その他収入 7,601 10,437 7,726 10,354 6,927 8,925 11,797 10,815 12,763 11,029 （注３） 

 目的積立金取崩額       - - - -  

  計 110,284 90,373 89,632 94,036 77,231 121,234 89,418 98,938 119,019 92,932  

支出            

 業務経費 55,168 62,415 56,352 70,358 58,765 70,354 67,193 59,823 69,624 64,755 （注４） 

 施設整備費 33,637 8,710 13,438 11,585 0 32,758 0 4,633 24,998 991 （注１） 

 受託経費 9,628 12,253 8,059 12,069 6,772 14,425 12,240 19,228 13,254 15,216 （注２） 

 間接経費 11,851 7,894 11,783 8,440 11,694 9,393 9,985 8,337 11,143 8,878 （注５） 

  計 110,284 91,272 89,632 102,452 77,231 126,930 89,418 92,020 119,019 89,841  
※百万円未満四捨五入のため、計と一致しないことがある。 

 
（注１） 施設整備費補助金は、当年度概算払い及び精算払いを受けていないため、収入決算金額は0円となっております。また、初年度につき、予算金額に比して支出決算金額が

少額となっております。 

（注２） 予算段階での見込みより独立行政法人等からの受託収入が多額になったことに伴い、予算金額に比して決算金額が多額となっております。 

（注３） 予算段階で見込んでいた共同研究収入等が獲得目標に達していないことにより、予算金額に比して決算金額が少額となっております。 

（注４） 業務経費については、その他収入が予算金額に比して決算金額が少額となったことに伴い、予算金額に比して決算金額が少額となっております。 

（注５） 間接経費の一部を業務経費として支出したことによって、予算金額に比して決算金額が少額となっております。 

 

その他 

*運営費交付金の予算金額及び決算金額には、東日本大震災復興特別会計（1,080,000,000円）及び平成 28年度 2次補正予算（2,499,948,000円）を含んでおります。
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（４） 経費削減及び効率化に関する目標及びその達成状況 
①経費削減及び効率化目標 

当法人において、運営費交付金事業のうち一般管理費については、新規に追加されるもの、拡充分

等は除外した上で、毎年度、平均で前年度比３％以上の削減をすること、また、一般管理費を除いた業

務経費については、毎年度、平均で前年度比１％以上の効率化をすることを目標としている。 

当法人では平成１７年度から毎年度、一般管理費の効率化として前年度比△３％を、業務経費の効

率化として前年度比△１％を係数として乗じた運営費交付金の交付を受けており、交付時点において既

に効率化目標を達成している。 

 

②上記目標の達成度合いを測る財務諸表等の科目（費用等）の経年比較 

（単位：百万円） 

区分 

前中期目標 

期間終了年度 
当中長期目標期間 

金額 比率 

平成 27年度 平成 28年度 

金額 比率 
金額 

（注 1） 
比率 

一般管理費 6,167 100％ 6,117 99.1％ 7,077 114.7％ 

業務経費 63,267 100％ 50,717 80.1％ 55,133 87.1％ 

 

※本表は平成 26年度の運営費交付金執行額を 100％とし、本年度の執行額の比率を算出している。 

（注 1）平成 27年度補正予算執行額 900百万円を含んでいない。 
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５．事業の説明 
 

（１） 財源の内訳 

①内訳 
独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、平成２７年度より、セグメント区分を一定の事業等のまとま

りごとの区分に変更した。 

当法人の経常収益は９０，４９６百万円で、その内訳は、運営費交付金収益６２，７４４百万円（収益の

６９．３％）、受託収益１６，４９０百万円（１８．２％）、研究収益７，００６百万円（７．７％）などとなっている。

これを業務別に区分すると、エネルギー・環境領域業務では、運営費交付金収益１０，３７２百万円（事

業収益の５８．５％）、受託収益４，５９１百万円（２５．９％）、研究収益１，９１０百万円（１０．８％）など、

生命工学領域業務では、運営費交付金収益６，０５１百万円（７４．３％）、受託収益１，１９０百万円（１４．

６％）、研究収益６０８百万円（７．５％）など、情報・人間工学領域業務では、運営費交付金収益６，２７

８百万円（６４．０％）、受託収益２，６９７百万円（２７．５％）、研究収益７３５百万円（７．５％）など、材

料・化学領域業務では、運営費交付金収益８，８１５百万円（７６．２％）、受託収益１，３６８百万円（１１．

８％）、研究収益９３２百万円（８．１％）など、エレクトロニクス・製造領域業務では、運営費交付金収益６，

８８１百万円（６８．７％）、受託収益１，６４０百万円（１６．４％）、研究収益６９７百万円（７．０％）など、地

質調査総合センター業務では、運営費交付金収益５，４９１百万円（５８．２％）、受託収益３，７１１百万

円（３９．３％）、研究収益２０９百万円（２．２％）など、計量標準総合センター業務では、運営費交付金

収益６，８１４百万円（８１．８％）、受託収益６５４百万円（７．８％）、研究収益７０５百万円（８．５％）など、

その他本部機能業務では、運営費交付金収益５，３５９百万円（７３．６％）、受託収益２１８百万円（３．

０％）、知的所有権収益４３５百万円（６．０％）など、法人共通では、運営費交付金収益６，６８３百万円

（８１．８％）などとなっている。 

 

②自己収入の明細 
当法人では、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発、地質調査、計量標準に関わる業務、また

それらの研究成果の普及に関連した業務の収入として、２６，５０５百万円の自己収入を得ている。この

自己収入の全体の５８％（１５，４７６百万円）は受託研究収入であり、主な収入先は、経済産業省（１

３％）、その他省庁（７％）、新エネルギー・産業技術総合開発機構（４８％）、その他公益法人（２８％）、

民間企業（４％）となっている。 

受託収入以外のその他収入は、主に資金提供型における共同研究収入５，９２３百万円（全体の２

２％）、知的所有権収入４７１百万円（同２％）、科学研究費補助金（科研費）など個人助成金からの間

接経費５４７百万円（同２％）となっている。共同研究収入の約９３％（５，５２８百万円）は民間企業から

の提供資金である。 

その他収入にはこのほかオープンイノベーションにおける共用研究設備、研究機器等の共用施設利

用料（８４４百万円）、文部科学省等からの機関補助金（８９２百万円）、技術研究組合事業等における

土地・建物使用料や人頭経費（５７４百万円）、計量法にもとづく計量器の検定料（１４４百万円）、地質、

計量等の研究成果普及品の頒布収入（５１百万円）などがある。 

 

（２） 財務情報及び業務実績の説明 
ア エネルギー・環境領域業務 

エネルギー・環境領域では新エネルギーの導入を促進する技術、エネルギーを高密度で貯蔵す

る技術、エネルギーを効率的に変換・利用する技術、エネルギー資源を有効に活用する技術、及び

環境リスクを評価・低減する技術を開発する。 

業務の財源は、運営費交付金（１０，３７２百万円）、受託収益（４，５９１百万円）、研究収益（１，９

１０百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費１７，８７３百万円（人件費７，５０９百万円、減価償却費３，６１

９百万円等）、一般管理費１，６１９百万円となっている。 



22 

 

イ 生命工学領域業務 

生命工学領域では創薬基盤技術、医療基盤・ヘルスケア技術、及び生物機能活用による医薬原

材料等の物質生産技術を開発する。 

業務の財源は、運営費交付金（６，０５１百万円）、受託収益（１，１９０百万円）、研究収益（６０８

百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費８，１２２百万円（人件費４，４７２百万円、減価償却費７６０百

万円等）、一般管理費７３６百万円となっている。 

ウ 情報・人間工学領域業務 

情報・人間工学領域では情報技術の研究と人間工学の研究を統合し、ビッグデータから価値を

創造する人工知能技術、産業や社会システムの高度化に資するサイバーフィジカルシステム技術、

快適で安全な社会生活を実現する人間計測評価技術、産業と生活に革命的変革を実現するロボッ

ト技術を開発する。  

業務の財源は、運営費交付金（６，２７８百万円）、受託収益（２，６９７百万円）、研究収益（７３５

百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費９，４５４百万円（人件費５，０４９百万円、減価償却費６５３百

万円等）、一般管理費８５７百万円となっている。 

エ 材料・化学領域業務 

材料・化学領域では材料の研究と化学の研究を統合し、グリーンサステイナブルケミストリーの推

進及び化学プロセスイノベーションの推進に取り組むとともに、ナノカーボンをはじめとするナノ材料

の開発とその応用技術、新たなものづくり技術を牽引する無機能材料、及び省エネルギー社会構

築に貢献する先進構造材料と部材を開発する。 

業務の財源は、運営費交付金（８，８１５百万円）、受託収益（１，３６８百万円）、研究収益（９３２

百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費１１，６８２百万円（人件費６，２８０百万円、減価償却費１，７８

７百万円等）、一般管理費１，０５８百万円となっている。 

オ エレクトロニクス・製造領域業務 

エレクトロニクス・製造領域ではエレクトロニクスの研究と製造技術の研究を統合し、情報通信シ

ステムの高性能化および超低消費電力化技術、もののインターネット化に対応する製造およびセン

シング技術、ものづくりにおける産業競争力強化のための設計・製造技術、及び多様な産業用部材

に適用可能な表面機能付与技術を開発する。 

業務の財源は、運営費交付金（６，８８１百万円）、受託収益（１，６４０百万円）、研究収益（６９７

百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費９，９８９百万円（人件費５，１５２百万円、減価償却費１，４８７

百万円等）、一般管理費９０５百万円となっている。 

カ 地質調査総合センター業務 

地質調査総合センターでは地質調査のナショナルセンターとしての地質情報の整備、レジリエント

な社会基盤の構築に資する地質の評価、地圏の資源と環境に関する評価と技術の開発、及び地質

情報の管理と社会利用促進を行う。 

業務の財源は、運営費交付金（５，４９１百万円）、受託収益（３，７１１百万円）、研究収益（２０９

百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費９，３３０百万円（人件費３，６８７百万円、減価償却費５９５百

万円等）、一般管理費８４５百万円となっている。 

キ 計量標準総合センター業務 

計量標準総合センターでは計量標準の整備と利活用促進、法定計量業務の実施と人材の育成、

計量標準の普及活動、及び計量標準に関連した計測技術の開発を行う。 

業務の財源は、運営費交付金（６，８１４百万円）、受託収益（６５４百万円）、研究収益（７０５百万

円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費８，３８０百万円（人件費４，７４６百万円、減価償却費１，０６１

百万円等）、一般管理費７５９百万円となっている。 
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ク その他本部機能業務 

その他本部機能ではイノベーション推進本部及びＴＩＡ推進センターにおける業務を行う。 

業務の財源は、運営費交付金（５，３５９百万円）、受託収益（２１８百万円）、知的所有権収益（４３

５百万円）などとなっている。 

業務に要する費用は、研究業務費７，２８６百万円（人件費３，１３８百万円、減価償却費７５７百

万円等）、一般管理費６６０百万円となっている。 

 

※ なお、アからクの各項に記載されている業務に要する費用のうち一般管理費は、法人全体として発

生する費用であり、合理的な配賦基準を設定することが困難であるため、各項の事業費総額により

按分した金額を参考値として記載している。
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６．事業等のまとまりごとの予算・決算の概況 
【平成 28年度：法人全体】                                                    （単位：百万円） 

区  分 予算金額 決算金額 差額 備考 

収入            

 運営費交付金 

  うち エネルギー・環境領域 

 生命工学領域 

 情報・人間工学領域 

 材料・化学領域 

 エレクトロニクス・製造領域 

 地質調査総合センター 

 計量標準総合センター 

 その他本部機能 

 法人共通 

66,428 

 

 

9,771 

5,922 

6,593 

8,551 

7,933 

5,630 

7,114 

7,807 

7,106 

66,428  

10,786 

6,648 

7,676 

8,986 

7,951 

5,430 

6,863 

5,594 

6,494 

0  

1,015 

726 

1,083 

435 

18 

△ 200 

△ 251 

△ 2,213 

△ 613 

* 

 施設整備費補助金 24,998  0  △ 24,998  （注１） 

 受託収入 

  うち エネルギー・環境領域 

 生命工学領域 

 情報・人間工学領域 

 材料・化学領域 

 エレクトロニクス・製造領域 

 地質調査総合センター 

 計量標準総合センター 

 その他本部機能 

 法人共通 

14,830  

8,047 

946 

1,789 

472 

228 

1,110 

641 

21 

1,576 

15,476  

5,570 

1,263 

3,407 

1,445 

1,666 

534 

700 

436 

454 

646  

△ 2,477 

318 

1,619 

974 

1,438 

△ 576 

59 

415 

△ 1,122 

（注２） 

 その他収入 

  うち エネルギー・環境領域 

 生命工学領域 

 情報・人間工学領域 

 材料・化学領域 

 エレクトロニクス・製造領域 

 地質調査総合センター 

 計量標準総合センター 

 その他本部機能 

 法人共通 

12,763  

1,393 

1,009 

928 

1,319 

1,107 

826 

1,433 

2,288 

2,460 

11,029  

2,803 

879 

1,283 

1,200 

1,476 

338 

899 

1,515 

636 

△ 1,734  

1,410 

△ 130 

355 

△ 120 

368 

△ 488 

△ 535 

△ 773 

△ 1,824 

（注３） 

  計 119,019  92,932  △ 26,087   

支出        

 業務経費 

  うち エネルギー・環境領域 

 生命工学領域 

 情報・人間工学領域 

 材料・化学領域 

 エレクトロニクス・製造領域 

 地質調査総合センター 

 計量標準総合センター 

 その他本部機能 

69,624  

11,164 

6,931 

7,522 

9,870 

9,040 

6,455 

8,548 

10,095 

64,755  

13,352 

6,798 

7,681 

9,457 

7,750 

5,439 

7,305 

6,975 

△ 4,869  

2,188 

△ 133 

159 

△ 413 

△ 1,290 

△ 1,017 

△ 1,243 

△ 3,120 

（注４） 

 施設整備費 24,998  991  △ 24,007  （注１） 
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 受託経費 

  うち エネルギー・環境領域 

 生命工学領域 

 情報・人間工学領域 

 材料・化学領域 

 エレクトロニクス・製造領域 

 地質調査総合センター 

 計量標準総合センター 

 その他本部機能 

13,254  

8,047 

946 

1,789 

472 

228 

1,110 

641 

21 

15,216  

4,939 

1,283 

3,355 

1,509 

1,775 

1,383 

726 

247 

1,962  

△ 3,108 

338 

1,567 

1,037 

1,546 

272 

85 

225 

（注２） 

 間接経費 11,143  8,878  △ 2,265  （注５） 

  計 119,019  89,841  △ 29,179   

※百万円未満四捨五入のため、計と一致しないことがある。 

 

※予算金額と決算金額の差額の説明 

（注１）施設整備費補助金は、当年度概算払い及び精算払いを受けていないため、収入決算金額は 0 円となっております。

また、初年度につき、予算金額に比して支出決算金額が少額となっております。 

（注２）予算段階での見込みより独立行政法人等からの受託収入が多額になったことに伴い、予算金額に比して決算金額

が多額となっております。 

（注３）予算段階で見込んでいた共同研究収入等が獲得目標に達していないことにより、予算金額に比して決算金額が少額

となっております。 

（注４）業務経費については、その他収入が予算金額に比して決算金額が少額となったことに伴い、予算金額に比して決算

金額が少額となっております。 

（注５）間接経費の一部を業務経費として支出したことによって、予算金額に比して決算金額が少額となっております。 

 

※その他 

*運営費交付金の予算金額及び決算金額には、東日本大震災復興特別会計（1,080,000,000円）及び平成 28年度 2次補正

予算（2,499,948,000円）を含んでおります。 
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【平成 28年度：エネルギー・環境領域】                                            （単位：百万円） 

区  分 予算金額 決算金額 差額 備考 

収入       

 運営費交付金 9,771 10,786 1,015 （注１） 

 施設整備費補助金 0 0 0  

 受託収入 8,047 5,570 △ 2,477 （注２） 

 その他収入  1,393 2,803 1,410 （注２） 

  計 19,211 19,159 △ 52  

支出     

 業務経費 11,164 13,352 2,188 （注２） 

 施設整備費 0 0 0  

 受託経費 8,047 4,939 △ 3,108 （注２） 

  計 19,211 18,290 △ 921  

※百万円未満四捨五入のため、計と一致しないことがある。 

 

※予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明  

（注１）予算段階での見込みより主に人件費が多額になったことに伴い、予算金額に比して決算金額が多額となっておりま

す。 

（注２）予算金額は過去３ヶ年の実績の平均値、実績割合及び配属見込みの人数比率等から算出したことにより、決算金額

との差額が生じております。 

 

 

 

 

 

【平成 28年度：生命工学領域】                                                 （単位：百万円） 

区  分 予算金額 決算金額 差額 備考 

収入       

 運営費交付金 5,922 6,648 726 （注１） 

 施設整備費補助金 0 0 0  

 受託収入 946 1,263 318 （注２） 

 その他収入  1,009 879 △ 130 （注３） 

  計 7,876 8,791 915  

支出     

 業務経費 6,931 6,798 △ 133  

 施設整備費 0 0 0  

 受託経費 946 1,283 338 （注２） 

  計 7,876 8,081 205  

※百万円未満四捨五入のため、計と一致しないことがある。 

 

※予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明 

（注１）予算段階での見込みより主に人件費が多額になったことに伴い、予算金額に比して決算金額が多額となっておりま

す。 

（注２）予算段階での見込みより独立行政法人等からの受託収入が多額になったことに伴い、予算金額に比して決算金額

が多額となっております。 

（注３）予算金額は過去３ヶ年の実績の平均値、実績割合及び配属見込みの人数比率等から算出したことにより、決算金額

との差額が生じております。 



27 

 

【平成 28年度：情報・人間工学領域】                                             （単位：百万円） 

区  分 予算金額 決算金額 差額 備考 

収入       

 運営費交付金 6,593 7,676 1,083 （注１） 

 施設整備費補助金 0 0 0  

 受託収入 1,789 3,407 1,619 （注２） 

 その他収入  928 1,283 355 （注３） 

  計 9,310 12,367 3,057  

支出     

 業務経費 7,522 7,681 159  

 施設整備費 0 0 0  

 受託経費 1,789 3,355 1,567 （注２） 

  計 9,310 11,036 1,726  

※百万円未満四捨五入のため、計と一致しないことがある。 

 

※予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明 

（注１）予算段階での見込みより主に人件費が多額になったことに伴い、予算金額に比して決算金額が多額となっておりま

す。 

（注２）予算段階での見込みより独立行政法人等からの受託収入が多額になったことに伴い、予算金額に比して決算金額

が多額となっております。 

（注３）予算金額は過去３ヶ年の実績の平均値、実績割合及び配属見込みの人数比率等から算出したことにより、決算金額

との差額が生じております。 

 

 

 

【平成 28年度：材料・化学領域】                                                （単位：百万円） 

区  分 予算金額 決算金額 差額 備考 

収入       

 運営費交付金 8,551 8,986 435  

 施設整備費補助金 0 0 0  

 受託収入 472 1,445 974 （注１） 

 その他収入  1,319 1,200 △ 120  

  計 10,342 11,631 1,289  

支出     

 業務経費 9,870 9,457 △ 413  

 施設整備費 0 0 0  

 受託経費 472 1,509 1,037 （注１） 

  計 10,342 10,966 624  

※百万円未満四捨五入のため、計と一致しないことがある。 

 

※予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明  

（注１）予算段階での見込みより独立行政法人等からの受託収入が多額になったことに伴い、予算金額に比して決算金額

が多額となっております。 
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【平成 28年度：エレクトロニクス・製造領域】                                         （単位：百万円） 

区  分 予算金額 決算金額 差額 備考 

収入       

 運営費交付金 7,933 7,951 18  

 施設整備費補助金 0 0 0  

 受託収入 228 1,666 1,438 （注１） 

 その他収入  1,107 1,476 368 （注２） 

  計 9,269 11,092 1,824  

支出     

 業務経費 9,040 7,750 △ 1,290 （注２） 

 施設整備費 0 0 0  

 受託経費 228 1,775 1,546 （注１） 

  計 9,269 9,525 256  

※百万円未満四捨五入のため、計と一致しないことがある。 

 

※予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明  

（注１）予算段階での見込みより独立行政法人等からの受託収入が多額になったことに伴い、予算金額に比して決算金額

が多額となっております。 

（注２）予算金額は過去３ヶ年の実績の平均値、実績割合及び配属見込みの人数比率等から算出したことにより、決算金額

との差額が生じております。 

 

 

 

 

 

【平成 28年度：地質調査総合センター】                                            （単位：百万円） 

区  分 予算金額 決算金額 差額 備考 

収入       

 運営費交付金 5,630 5,430 △ 200  

 施設整備費補助金 0 0 0  

 受託収入 1,110 534 △ 576 （注１） 

 その他収入  826 338 △ 488 （注１） 

  計 7,566 6,302 △ 1,264  

支出     

 業務経費 6,455 5,439 △ 1,017 （注１） 

 施設整備費 0 0 0  

 受託経費 1,110 1,383 272 （注２） 

  計 7,566 6,822 △ 744  

※百万円未満四捨五入のため、計と一致しないことがある。 

 

※予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明  

（注１）予算金額は過去３ヶ年の実績の平均値、実績割合及び配属見込みの人数比率等から算出したことにより、決算金額

との差額が生じております。 

（注２）前年度の繰越収入分を含んでいるため、予算金額に比して決算金額が多額となっております。 
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【平成 28年度：計量標準総合センター】                                            （単位：百万円） 

区  分 予算金額 決算金額 差額 備考 

収入       

 運営費交付金 7,114 6,863 △ 251  

 施設整備費補助金 0 0 0  

 受託収入 641 700 59  

 その他収入  1,433 899 △ 535 （注１） 

  計 9,189 8,462 △ 726  

支出     

 業務経費 8,548 7,305 △ 1,243 （注１） 

 施設整備費 0 0 0  

 受託経費 641 726 85 （注２） 

  計 9,189 8,031 △ 1,158  

※百万円未満四捨五入のため、計と一致しないことがある。 

 

※予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明  

（注１）予算金額は過去３ヶ年の実績の平均値、実績割合及び配属見込みの人数比率等から算出したことにより、決算金額

との差額が生じております。 

（注２）予算段階での見込みより独立行政法人等からの受託収入が多額になったことに伴い、予算金額に比して決算金額

が多額となっております。 

 

 

 

 

 

【平成 28年度：その他本部機能】                                                （単位：百万円） 

区  分 予算金額 決算金額 差額 備考 

収入       

 運営費交付金 7,807 5,594 △ 2,213 （注１） 

 施設整備費補助金 0 0 0  

 受託収入 21 436 415 （注２） 

 その他収入  2,288 1,515 △ 773 （注３） 

  計 10,116 7,545 △ 2,571  

支出     

 業務経費 10,095 6,975 △ 3,120 （注１） 

 施設整備費 0 0 0  

 受託経費 21 247 225 （注２） 

  計 10,116 7,222 △ 2,894  

※百万円未満四捨五入のため、計と一致しないことがある。 

 

※予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明  

（注１）運営費交付金の一部を移し替えしたことにより、予算金額に比して決算金額が少額となっております。 

（注２）予算段階での見込みより独立行政法人等からの受託収入が多額になったことに伴い、予算金額に比して決算金額

が多額となっております。 

（注３）予算金額は過去３ヶ年の実績の平均値、実績割合及び配属見込みの人数比率等から算出したことにより、決算金額

との差額が生じております。 

 



30 

 

【平成 28年度：法人共通】                                                    （単位：百万円）  

区  分 予算金額 決算金額 差額 備考 

収入       

 運営費交付金 7,106 6,494 △ 613  

 施設整備費補助金 24,998 0 △ 24,998 （注１） 

 受託収入 1,576 454 △ 1,122 （注２） 

 その他収入  2,460 636 △ 1,824 （注２） 

  計 36,141 7,583 △ 28,558  

支出     

 施設整備費 24,998 991 △ 24,007 （注１） 

 間接経費 11,143 8,878 △ 2,265 （注２） 

  計 36,141 9,869 △ 26,272  

※百万円未満四捨五入のため、計と一致しないことがある。 

 

※予算金額と決算金額の差額（著しい乖離）の説明  

（注１）施設整備費補助金は、当年度概算払い及び精算払いを受けていないため、収入決算金額は 0 円となっております。

また、初年度につき、予算金額に比して支出決算金額が少額となっております。     

（注２）間接経費の一部を業務経費として支出したことによって、予算金額に比して決算金額が少額となっております。 
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７．特記すべき事業等の概要 
 

（１） 平成２８年度に受け入れた受託収入等の状況 

資   金   名 件数（テーマ） 決算額（千円） 

受託収入  15,476,181 

（１） 国からの受託収入  3,003,054 

１） 経済産業省  1,963,575 

石油天然ガス基礎調査等委託費 2 771,431 

エネルギー使用合理化設備導入促進対策調査等

委託費 
8 731,915 

産業技術研究開発委託費 1 142,414 

工業標準化推進事業委託費 4 87,477 

希少金属資源開発推進基盤整備委託費 2 99,415 

化学物質安全対策委託費 2 35,926 

非化石エネルギー等導入促進対策調査等委託費 1 35,199 

石油製品需給適正化調査等委託費 1 14,364 

中小企業消費者行政推進調査等委託費 1 44,541 

中小企業支援調査委託費 1 893 

２） 文部科学省  129,908 

科学技術基礎調査等委託事業 1 109,920 

国家課題対応型研究開発推進事業 1 19,988 

３） 環境省  551,414 

   原子力施設等防災対策費等委託費 1 469,309 

   原子力発電施設等安全技術対策委託費 1 39,483 

試験研究調査委託費 1 18,960 

その他 2 23,662 

４） その他省庁 17 358,157 

（２） 国以外からの受託収入  12,473,127 

１）新エネルギー・産業技術総合開発機構 89 7,413,864 

２）その他公益法人 311 4,420,515 

３）民間企業 172 630,611 

４）受託出張  8,137 

その他収入  11,028,724 

  （１） 資金提供型共同研究収入  5,922,694 

  （２） 知的所有権収入  471,146 

 （３） 技術コンサルティング費  353,026 

  （４） 外部グラント（個人助成金の間接経費分）  546,577 

  （５） その他  3,735,280 

合   計  26,504,905 

※ 千円未満四捨五入のため、合計と一致しないことがあります。 
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１） 国からの受託収入 

 

【経済産業省】 

■石油天然ガス基礎調査等委託費 2テーマ 7.7億円 

日本周辺海域に相当量の賦存が期待されているメタンハイドレートを将来のエネルギー資源として利

用可能とするため、平成30年度までに商業的産出のために必要な技術整備を行うための経費、他。  

 

■エネルギー使用合理化設備導入促進対策調査等委託費 8テーマ 7.3億円 

世界最先端の海外研究機関等と我が国の研究機関等が連携を強化し、省エネ・新エネ技術分野ご

とにターゲットを絞って戦略的な革新的エネルギー技術を創出する国際的共同研究を推進するとともに、

エネルギー分野の技術開発に関する海外の優れたイノベーションシステムを取り込むための経費、

他。 

 

■産業技術研究開発委託費 1テーマ 1.4億円 

国際宇宙ステーション（ISS）に搭載したハイパースペクトルセンサにより取得されるデータの利用基

盤技術について、研究開発を実施し、宇宙実証を通じてその実用化に向けて必要なデータ等の取得を

行うための経費。 

 

■工業標準化推進事業委託費 4テーマ 0.9億円 

バイオメトリクス製品のＣＣ（Ｃｏｍｍｏｎ Ｃｒｉｔｅｒｉａ）認証に向け、国内に、①産業界が無理なく参加可

能、②十分に有効性があり、③継続性のある、バイオメトリクス製品のセキュリティ評価基盤を整備する

ことを目的とする経費、他。 

 

■希少金属資源開発推進基盤整備委託費 2テーマ 1.0億円 

資源保有国において資源開発可能性調査を実施し、我が国との関係強化・向上を図り、地質情報の

収集等を行うことで、我が国企業による金属鉱物資源の権益確保を促進するための経費、他。 

 

■化学物質安全対策委託費  2テーマ 0.4億円 

ナノ安全プロジェクトの成果について、OECDのテストガイドライン又はガイダンスドキュメントとするこ

とを目標に、成果物の手順書を用いたラボ間比較試験を実施し追加データを取得するとともに、OECD

への情報発信や有識者の意見交換等を行い、また、これらの活動から得られた知見を基に、ナノ安全

性プロジェクト成果物である手順書の改良を行うための経費、他。 

 

■非化石エネルギー等導入促進対策調査等委託費 1テーマ 0.4億円 

想定される新設の中低圧水素導管供給システムを実際に運用していく際の維持管理上の課題につ

いて、技術調査等を通じて安全かつ合理的な維持管理方法を明らかにすることにより、水素ガスの工

作物の技術基準の整備に資するための経費。 

 

■石油製品需給適正化調査等委託費 1テーマ 0.1億円 

過去事故を詳細分析して現場作業員が安全に作業するためのチェックポイントを抽出してチェックポ

イント集を充実させ、また、チェックポイントを活用する為の検索システムを構築し、現場レベルでの評

価を受け改善するための経費。 

 

■中小企業消費者行政推進調査等委託費 1テーマ 0.4億円 

進展する高齢化社会への対応やIoT、AIといった新たな情報技術を活用してより安全性の高い製品

開発をする際に不可欠となるビッグデータの整備を行うための経費。 

 

■その他 1テーマ 0.01億円 
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【文部科学省】 

■科学技術基礎調査等委託事業 1テーマ 1.1億円 

内陸の主要活断層及び沿岸海域の活断層について、各活断層から発生する大地震の発生確率の

算出及び地震規模の推定を高度化し、また地震調査研究推進本部による評価の改訂に資するための

調査を行い、具体的なデータ取得と総合解析を実施するための経費。 

 

■国家課題対応型研究開発推進事業 1テーマ 0.2億円 

高放射線環境下においても安定して動作する半導体イメージセンサの実現をめざし、耐放射線性の

極めて高い半導体である炭化ケイ素を活用した耐放射線半導体イメージセンサを実現するための各種

要素技術を開発するとともに、プロトタイプを試作するための経費。 

 

【環境省】  

■原子力施設等防災対策費等委託費 1テーマ 4.7億円 

 火山の特性、地下構造、地球物理学的及び地球化学的調査手法等の最新知見に基づく火山活動に

起因する事象調査から、原子力施設に影響を与える火山活動の可能性をより定量的に評価するため

の評価基準・指標、火山活動モニタリング評価基準・指標に関する知見を整備するための経費。 

 

■原子力発電施設等安全技術対策委託費 1テーマ 0.4億円 

 超長期間における地質・気候関連事象の発生及び地質環境の将来予測に係る調査手法の予察的検

討を行うことで、安全評価の時間枠の拡大に伴う予測精度の議論に必要な科学的根拠を整備し、燃料

デブリの処分における評価期間の議論に反映させる知見を得るための経費。 

 

■試験研究調査委託費 1テーマ 0.2億円 

環境省設置法第４条第３号の規定に基づいて、関係府省の試験研究機関が実施する地球環境の保

全に関する試験研究費を「地球環境保全試験研究費（地球一括計上）」として環境省において一括して

予算計上し、その配分を通じて国の環境保全に関する試験研究の総合調整を行うための経費。 

 

■その他 2テーマ 0.2億円 

 

【その他省庁】 17テーマ 3.6億円 

 

２） 国以外からの受託収入 
■新エネルギー・産業技術総合開発機構 

平成 28年度は、89テーマを 74.1億円で実施した。 

 

■その他公益法人 

平成 28年度は、311テーマを 44.2億円で実施した。 

 

■民間企業 

平成 28年度は、172テーマを 6.3億円で実施した。 
 

■受託出張 

平成 28年度は、受託出張の経費 0.1億円を受け入れた。 
 

３）その他収入 

 ■資金提供型共同研究収入 

平成 28年度は、民間企業から 55.2億円、民間企業以外から 4億円の合計 59.2億円の資金提供を

受け共同研究を実施した。   
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 ■知的所有権収入 

平成 28 年度は、当所が所有する産業財産権等を企業等に利用させた実施料収入等として 4.7 億円

を獲得した。 

 

 ■技術コンサルティング費 

平成 27 年度から、多様な民間企業ニーズに応えるため、新たに技術コンサルティング制度を新設し、

平成 28年度は 3.5億円を獲得した。 

 

 ■外部グラント 

平成 28年度は、科研費補助金及び研究助成金の経理委任収入（間接経費分）として 5.5億円を受け

入れた。 

 

 ■その他 

平成 28年度は、計量標準供給業務・計量教習業務による手数料収入、地質図幅等の頒布収入、産

学官連携活動の一環として当所施設内で連携先が共同研究等を行うときの経費負担収入及び国等か

らの機関補助金等として、37.4億円を受け入れた。 


