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5. 法人の概況 

5.1  設立年月日 

1961 年 4 月 7 日 

 

5.2  定款に定める目的 

この法人は，自動車に関する研究を通じて，自動車及び関連分野の総合的，長期的技術の向上を図るとと

もに，エネルギー資源の適正な利用の増進に資し，もって産業の健全な発展と国民生活の向上に貢献するこ

とを目的とする． 

 

5.3  定款に定める事業 

この法人は，定款に定める目的を達成するため，自動車および関連分野に関する次の事業を行う． 

 (1) 基礎的な調査，研究及び技術開発 

 (2) 環境，エネルギー，安全及び情報・電子技術の調査，研究及び技術開発 

 (3) 標準化の推進及び基準の設定への協力 

 (4) 試験及び評価 

 (5) 技術協力，技術指導及び人材育成 

 (6) 情報の収集及び成果の普及・啓発 

 (7) 所要施設・設備の運用 

 (8) 国内外の規格に基づくマネジメントシステムの審査及び登録 

 (9) 電子商取引のための共通のネットワークシステムの提供 

(10) 前各号に掲げるもののほか，この法人の目的を達成するために必要な事業 

これらの事業は，国内又は海外において行うものとする． 

 

5.4  賛助会員に関する事項 

                     （2022年 3月 31日現在） 

区  分 賛助会員数 前年度末比 

財団運営維持 89 - 6 

一  般 135 - 3 

団  体 12 ±0 

合  計 236 ‐9 

 

5.5  主たる事務所，従たる事務所の状況 

主たる事務所   ： 東京都港区芝大門一丁目 1 番 30 号 

従たる事務所   ： 茨城県つくば市大字苅間 2530 番地 

        茨城県東茨城郡城里町大字小坂字高辺多 1328 番 23 
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5.6  評議員，役員等に関する事項 

(1) 評議員：16 人                         （2022 年 3 月 31 日現在） 

評議員会 

会長 
市橋 保彦 日野自動車(株) 前代表取締役会長 

評議員会 

副会長 
永塚 誠一 (一社)日本自動車工業会 副会長・専務理事 

評議員会 

副会長 
大聖 泰弘 早稲田大学 名誉教授 

評議員 葛巻 清吾 トヨタ自動車(株) 先進技術開発カンパニー フェロー 

〃 豊増 俊一 日産自動車(株) フェロー 

〃 山本 創一 本田技研工業(株) 執行職 四輪事業本部生産統括部長 

〃 相田 圭一 

日立Ａｓｔｅｍｏ(株) 取締役 

エグゼクティブヴァイスプレジデント ＣＴＯ 

             兼 技術開発統括本部長 

〃 岡野 教忠 (株)リケン 名誉会長 

〃 隈部  肇 
(株)デンソー 執行職 

（(株)Ｊ-ＱｕＡＤ ＤＹＮＡＭＩＣＳ 代表取締役社長） 

〃 林  良春 
三菱電機(株) 役員理事 

     自動車機器事業本部 副事業本部長  

〃 水山 正重 パナソニック(株) オートモーティブ社 常務 

〃 宮田 知秀 ＥＮＥＯＳ(株) 常務執行役員 

〃 天野  肇 ＩＴＳ Ｊａｐａｎ 理事 

〃 金丸 正剛 国立研究開発法人産業技術総合研究所 上級執行役員 

〃 熊谷 則道 (公財)鉄道総合技術研究所 顧問 

〃 堀  洋一 東京理科大学 教授 
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(2) 理事：15 人，監事：2 人，会計監査人：1 名            （2022 年 3 月 31 日現在） 

代表理事 

理事長 
坂本 秀行 日産自動車(株) 取締役 執行役副社長 

副理事長 長田  准 トヨタ自動車(株) 執行役員 

代表理事 

研究所長 
鎌田  実 (一財)日本自動車研究所 

代表理事 

専務理事 
一色 良太 (一財)日本自動車研究所 

常務理事 中野  節 (一財)日本自動車研究所 

業務執行理事 岩野  浩 (一財)日本自動車研究所 

〃 土屋 賢次 (一財)日本自動車研究所 

〃 川岸  浩 (一財)日本自動車研究所 

理 事 上田 裕之 トヨタ自動車(株) 渉外部 部長 

〃 大口  敬 東京大学 生産技術研究所 教授 

〃 大下 政司 (一社)日本自動車部品工業会 副会長 専務理事 

〃 梶谷 忠生 本田技研工業(株) 渉外部 部長 

〃 草鹿  仁 早稲田大学 教授 

〃 斎藤健一郎 ＥＮＥＯＳ総研(株) 顧問(常勤) 

〃 須田 義大 東京大学 生産技術研究所 教授 

 

監 事 田中耕一郎 田中総合会計事務所 所長 公認会計士 

〃 渡部 宣彦 マツダ(株) 取締役監査等委員 

 

会計監査人  有限責任監査法人 トーマツ 

 

(3) 顧問：2 人                            （2022 年 3 月 31 日現在） 

小林 敏雄 (一財)日本自動車研究所 元代表理事 研究所長 

永井 正夫 (一財)日本自動車研究所 前代表理事 研究所長 
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5.7  評議員会，理事会の議事一覧 

(1) 評議員会 

◇ 2021年度 臨時評議員会（2021年 4月 6日） 

＜決議事項＞ 

第 1号議案 評議員選任の件 

＜報告事項＞ 

(1) ロボット事業 状況と今後 

(2) 2021年度 事業計画書 

(3) 2021年度 収支予算書 

(4) 2021年度 資金運用方針 

(5) STC改修計画と今後の資金見通し 

(6) 遊休地の有効活用に向けた検討開始について 

 

◇ 2021年度 定時評議員会（2021年 6月 22日） 

＜決議事項＞ 

第 1号議案 2020年度決算報告書の件 

第 2号議案 評議員選任の件 

第 3号議案 監事選任の件 

第 4号議案 役員報酬の件 

＜報告事項＞ 

(1) 2020年度 事業報告書 

(2) 2020年度 公益目的支出計画実施報告書 

(3) 遊休地の利活用に向けた検討 

(4) 理事の利益相反取引 

 

◇ 2021年度 臨時評議員会（2021年 12月 23日） 

＜決議事項＞ 

第 1号議案 理事選任の件 

＜報告事項＞ 

(1) 2021年度上半期運営状況 

(2) 本館改修について 

(3) 未利用地活用について 

(4) デジタル技術力の強化への取組み 

 

(2) 理事会 

◇ 2021年度第 1回理事会（通常）（2021年 6月 3 日） 

＜決議事項＞ 

第 1号議案 2020年度 事業報告書の件 

第 2号議案 2020年度 決算報告書の件 

第 3号議案 2020年度 公益目的支出計画実施報告書の件 

第 4号議案 遊休地の利活用に向けた検討の件 

第 5号議案 認証センター運営委員会委員の交替の件 

第 6号議案 役員等報酬の件 
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第 7号議案 2021年度 定時評議員会の開催及び議題の件 

＜報告事項＞ 

(1) 理事の利益相反取引 

(2) 評議員候補者 

(3) 監事候補者 

 

◇ 2021年度第 2回理事会（臨時）（2021年 12月 3日） 

＜決議事項＞ 

第 1号議案 ADAS試験場付帯建屋工事の件 

第 2号議案 理事候補者の推薦の件 

第 3号議案 2021年度 臨時評議員会の開催および議題の件 

＜報告事項＞ 

(1) 2021年度上半期運営状況 

(2) 本館改修について 

(3) 未利用地活用について 

(4) デジタル技術力の強化への取組み 

 

◇ 2021年度第 3回理事会（臨時）（2022年 1月 17 日） 

＜決議事項＞ 

第 1号議案 NEDO委託事業における「水素先進技術研究センター」の 

                    今後の対応について 

＜報告事項＞ 

(1) 重要な受託契約締結について 

(2) その他 

 

◇ 2021年度第 4回理事会（臨時）（2022年 2月 24 日） 

＜決議事項＞ 

第 1号議案 AICEが応募を予定する GI事業への JARI参画について 

 

◇ 2021年度第 5回理事会（通常）（2022年 3月 24 日） 

＜決議事項＞ 

第 1号議案 2022年度 事業計画書(案)の件 

第 2号議案 2022年度 収支予算書(案)の件 

第 3号議案 2022年度 資金運用方針(案)の件 

第 4号議案 GI基金事業／電動車シミュレーション基盤公募の件 

第 5号議案 未利用地活用について 

第 6号議案 理事候補者の推薦の件 

第 7号議案 認証センター運営委員会委員の交替の件 

第 8号議案 2022年度 臨時評議員会の開催及び議題の件 

＜報告事項＞ 

(1) 本館改修について 

(2) 評議員候補者 
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5.8  組織・職員に関する事項 

職員数は 407 名：2022 年 3 月 31 日現在（2020 年度末比 +5 名） 
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5.9  貸借対照表・正味財産増減計算書 
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