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1.  調査目的 

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究開発機構生物系特定産業技術研究支援センタ

ー（以下「生研センター」と表記）では、「農林水産業、食品産業等生物系特定産業の分

野において、生物の持つ多様な機能を活用することにより新技術・新分野を創出し、それ

を通じて農林水産業の発展、地球規模での人口、食料、環境問題の解決等に資するため、

将来の産業技術のシーズとなる基礎的な試験研究に取り組む」との趣旨の下に、「新技

術・新分野創出のための基礎研究推進事業」（以下「基礎研究推進事業」と表記）を実施

している。 

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」に基づき、研究終了後一定期間を経過したプ

ロジェクトや競争的資金制度による研究課題等については、研究成果から生み出された社

会的経済効果や波及効果を追跡的に把握することが求められている。しかしながら、研究

成果が学術的な評価を得る、あるいは研究結果の実用化などの成果に発展するまでには、

一定の期間が必要となるのが通常である。 

基礎研究推進事業は、平成 8 年度に第１回の課題採択が行われ、5 年間の研究期間を経

て、平成 12 年度に終了した。本調査は、第 1 回採択課題が終了後満 5 年を経過したのを

契機に、第 1 回採択課題を対象とした初の追跡調査を試行的に実施し、次年度以降の基

礎的研究業務に係る追跡調査の本格実施に向けての基礎資料を得ることを目的とするもの

である。 

 

2.  調査対象 

基礎研究推進事業の研究課題は、一部を除き、大課題のもとにさらに複数の中課題が設

定されている。平成 8 年度に基礎研究推進事業に採択された大課題は 21 課題あるが、そ

のうち 1 年間研究期間を延長した 1 課題を除き、平成 12 年度に終了した 20 の大課題を

本調査の対象とする。 

基礎研究推進事業は、それぞれの中課題の研究代表者と、大課題の総括代表研究者から

構成されたチーム体制で実施されている。調査対象課題に関してその一覧を表 1～表 3 に

示す。 
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表 1：調査対象課題の一覧（１） 
課題名（大課題） 総括代表研究者 中課題 研究代表者 

発がん抑制成分の高含有カンキツ素材の作出 矢野 昌充 
カンキツ由来成分の発がん抑制効力評価と抑制機序の解明 西野 輔翼 
カンキツ由来成分の発がん抑制成分の生物有機化学的研究 大東 肇 カンキツ類によるがん予防に関する基礎的研究 矢野 昌充 

発がん抑制物質の作用機構に関する基礎的研究 小清水 弘一 
乾燥・塩ストレス耐性機構の分子生物学的解析と育種への利用 篠崎 和子 乾燥・塩ストレス耐性の分子機構の解明と分子

育種への応用 篠崎 和子 
乾燥・塩ストレス耐性機構の分子遺伝学的解析 篠崎 一雄 
飼料・栄養管理法と生体プロセス変動の関係解明 田辺 忍 
近赤外分光法による生体液の連続モニタリング手法の開発 河野 澄夫 
生体情報の無侵襲及び連続測定装置の開発 伊藤  和彦 
近赤外分光法によって得られる情報の解析・総合化手法 尾崎  幸洋 

近赤外分光法を基軸とする乳牛生体情報のオン

ラインモニタリング手法の開発に関する基礎的

研究 
田辺 忍 

生体プロセス情報のフィードバックシステムの開発 Roumiana 
Tomioka 

昆虫内共生微生物の遺伝子産物とその改変に関する研究 石川 統 
昆虫共生系が生産する物質とその機能に関する研究 野田 博明 昆虫・微生物寄生共生系の分子機構の解明と利

用 石川 統 
昆虫奇生・共生菌が宿主体内で特異的に発現する遺伝子の探

索、解明、利用 深津 武馬 

バイオマイクロマシンによる昆虫機能の再構成 下山 勲 
昆虫の生体機能に基づくバイオマイクロマシン

の研究 下山 勲 昆虫の神経・行動機能を規範としたバイオマイクロマシンの研

究 神崎 亮平 

CO2 固定細菌を利用した地球環境修復システム 森川 正章 CO2 固定細菌を利用した地球環境修復システ

ムの構築 森川 正章 
微生物の多彩な CO2 代謝機構に関する基礎研究 跡見 晴幸 

植物マイコプラズマの宿主決定の分子機構 難波 成任 
宿主決定の分子機構：植物マイコプラズマの遺

伝子発現・制御メカニズム 難波 成任 植物マイコプラズマの組織化学的解析による植物および昆虫宿

主特異的決定の生物学的解明 土崎 常男 
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表 2：調査対象課題の一覧（２） 
課題名（大課題） 総括代表研究者 中課題 研究代表者 

フィトクロム分子種特異的な光スイッチ機能の解

明と応用 古谷 雅樹 

イネフィトクロム機能の解明と応用 高野 誠 
植物の遺伝子発現の光スイッチング機構の解明

と応用 古谷 雅樹 

光シグナルの長距離伝達系の研究 長谷 あきら 
植物病原菌類における多剤耐性遺伝子の発現機構

の解明 日比 忠明 
植物病原菌類における多剤耐性の分子機構の解

明 日比 忠明 
植物病原菌類における薬剤耐性誘発因子の作用機

構の解明 阿久津 克己 

生物資源の低搬入型生産機械システムに関する

基礎研究 梅田 幹雄 － － 

森林生態系における共生機能の解明 宝月 岱造 
共生機能と環境ストレス耐性機能の解明 丹下 健 森林生態系における共生関係の解明と共生機能

の高度利用のための基礎研究 鈴木 和夫 
共生機能利用によるマツ林の活用技術の開発 鈴木 和夫 

生理機能調節性タンパク質の分子設計と利用に関

する基盤的研究 

鬼頭 誠 
（平成 9 年度まで） 
内海 成 
（平成 10 年度以降） 

生理機能調節性タンパク質集積作物の分子育種 高岩 文雄 

生理機能調節性タンパク質集積作物の開発と利

用に関する総合的研究 

鬼頭 誠 
（平成 9 年度まで） 
内海 成 
（平成 10 年度以降） 

食品アレルゲンの活性発現機構と遺伝子転換作物

のアレルゲン性評価に関する基盤的研究 松田 幹 

異種移植の臨床応用に関する基礎的研究 白倉 良太 
ブタにおける遺伝子工学・発生工学に関する基礎

的研究 重久 保 

人獣共通感染症とその伝達感染に関する基礎的研

究 瀬谷 司 

臓器移植医療に応用するためのブタの品種改

良・増産に関する研究 白倉 良太 

ブタにおける発生工学的研究 長嶋 比呂志 
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表 3：調査対象課題の一覧（3） 
課題名（大課題） 総括代表研究者 中課題 研究代表者 

ヒトアレルギー関与細胞株の樹立とその細胞機能の解析 山本（前田）万里 
茶成分中における食品アレルギー反応抑制因子の探索 立花 宏文 
アレルギー関与細胞による酸化的ストレス関与成分探索

システムの開発と抗アレルギー作用物質の探索 佐野 満昭 

茶成分の肝障害抑制効果とその作用機構に関する研究 杉山 公男 
茶機能検定系の構築と茶成分新機能の解析 袴田 勝弘 

茶葉中水溶性高分子画分の発がん抑制と老化制御に関す

る研究 中村 好志 

ドメインシャフリングによる高機能キメラ酵素の創出 林 清 ドメインシャッフリングによる高機能キメラ酵素

の創出と植物における発現 林 清 
高機能キメラ酵素の植物における発現 大宮 邦雄 
光合成効率の低下要因の解明と遺伝子導入による光合成

効率の改良 徳富（宮尾）光恵 

C3 植物への C4 光合成回路の付与 松岡 信 光過剰による光合成抑制機構の解明と遺伝子導入

による回避システムの開発 徳富（宮尾）光恵 
遺伝子導入による芝草の光合成機能と環境ストレス耐性

の向上 趙 徹 

ペプチド性植物増殖因子に関する有機化学的研究 坂神 洋次 
ペプチド性植物増殖因子に関する基礎的研究 坂神 洋次 

ペプチド性植物増殖因子に関する生理学的研究 鎌田 博 
哺乳動物の薬物代謝酵素系を利用した環境負荷物質の代

謝・分解に関する研究 大川 秀郎 哺乳動物の高度に発達した薬物代謝機能を利用し

た環境負荷物質の代謝・分解技術の開発 大川 秀郎 
植物への薬物代謝遺伝子の導入と評価 大川 安信 

味覚受容と細胞内シグナリングの分子機構 阿部 啓子 
味覚シグナリングの分子機構の解析と食品の品質

設計基盤の展開 阿部 啓子 味覚シグナリングに関与する味細胞・味神経の分子生物

学的解明 榎森 康文 

無脊椎動物を利用したヒト病態の解析と病態モデ

ル動物開発の基礎研究 鈴木 利治 － － 
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3.  調査方法 

3.1.  調査の視点 

それぞれの調査対象課題が基礎研究推進事業で目指したところは、科学的知見を得るこ

とを目指したもの、技術開発や新製品開発などの応用を想定したもの、社会貢献につなが

ることを目指したものなど多岐に渡っており、一面的な見方をすることはできないもので

ある。 

本追跡調査では、大きくは「基礎研究推進事業で取り組まれた研究テーマがその後も継

続され、研究が発展あるいは深化したか」、「どのような研究成果が新たに生まれたか」、

「研究成果がどのような波及効果を及ぼしたか」の 3 つの視点に基づき、多面的な追跡

を行った。 

具体的には、以下の表 4～6 に示した内容である。 

表 4：研究の継続・発展・深化に関する調査視点 

研究テーマの継続・発

展状況 
 新たな競争的資金を獲得でき、研究が拡大しているか 
 新知見が得られ、学術的な研究が深化しているか 

研究チームの継続状況  参画研究者は、現在も後継課題の研究に取り組んでいるか 
 参画研究者の異動・昇進状況はどうなっているか 

表 5：研究成果の調査視点 

科学的・学術的成果  基礎科学における新知見の発見・解明があったか 

産業技術的・経済的成

果 

 新市場創出につながる新製品の開発に結びついたか 
 農林水産業の現場に普及可能な技術の開発に結びついたか 
 生物産業に応用可能な新技術・手法の開発に結びついたか 

副次的な研究成果  当初計画では想定していなかった、予想外の研究成果があっ

たか 

関連分野の発展におけ

る研究成果の寄与 

 得られた研究成果そのものが研究発展の原動力となったか 
 他の研究成果との融合により、新分野の創出に結びついたか 
 研究成果に触発され、当該分野への参入研究者が増加する

等、研究の厚みが増したか 
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表 6：波及効果の調査視点 

科学的・学術的波及効

果 

 研究成果がきっかけとなり、関連分野での新たな発見につな

がったか 
 関連研究分野のトレンドとなったか 
 他分野との連携により、新領域の創出につながったか 
 新たな学会や分科会の設立につながったか 

産業技術的・経済的波

及効果 

 新市場創出につながる新製品の開発に結びついたか 
 農林水産業の現場に普及可能な技術の開発に結びついたか 
 生物産業に応用可能な新技術・手法の開発に結びついたか 
 特許使用許諾や技術移転、技術指導等により民間企業や地方

自治体の技術開発促進につながったか 
 ベンチャー企業の設立や事業化につながったか 
 研究開発基盤の整備につながったか 

社会的波及効果 

 世界規模の食料問題の解決につながったか 
 市町村規模の農業・農村問題の解決につながったか 
 食品の安全や安心な社会づくりに貢献につながったか 
 国民生活の QOL 向上に貢献したか 

副次的な波及効果  副次的な研究成果がおよぼした波及効果はどのようなものか

（科学的・学術的、産業技術的・経済的、社会的） 

人材育成効果  参画研究者の昇進、ポスト獲得、学位取得などにつながった

か 

 

3.2.  調査手順 

本追跡調査の実施手順は、①事前調査、②概況調査、③詳細調査、④外部有識者による

コメント、の 4 段階からなる。 

各段階における調査手順と詳細は表 7 のフローに示す通りである。 
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表 7：調査手順のフロー 

第 1 段階： 事前調査 
 

＜目的＞ 
参画研究者の現職、現時点での連絡先を確認する。 
参画研究者の中から、第 2 段階以降の調査協力者を選定し、協力を依頼す

る。 
＜方法＞ 
生研センター所有資料、インターネット、各種資料をもとにしたデータ検

索等による確認。 

第 2 段階： 概況調査 
 

＜目的＞ 
基礎研究推進事業で取り組んだテーマに関連した研究について、事業期間

終了以降の研究の継続・深化・発展状況、得られた研究成果およびその研

究成果が及ぼした波及効果等について把握し、第 1 回基礎研究推進事業採

択課題の事業期間終了以降の状況を総括的に概観する。 
＜方法＞ 
全研究課題の調査協力者に対するアンケートを実施。 

第 3 段階： 詳細調査 
 

＜目的＞ 
概況調査結果をもとに半数程度の課題を選定し、研究の深化・発展の状

況、得られた研究成果およびその研究成果が及ぼした波及効果等につい

て、より詳細な事実を把握する。 
＜方法＞ 
詳細調査対象課題の調査協力者等に対するヒアリングを実施。論文、特

許、事業化関連情報・資料等の提供を依頼。 

第 4 段階： 外部有識者によるコメント 
 

＜目的＞ 
詳細調査の各対象課題において、調査協力者の自己評価だけでなく、対象

課題に関連した豊富な知見を有する外部有識者の第三者的視点からのコメ

ントを加える。 
＜方法＞ 
詳細調査結果をとりまとめ有識者宛に送付し、書面によるコメントの記述

を依頼。 

調査結果のとりまとめ・分析 
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4.  調査経過 

4.1.  事前調査 

生研センター所有資料やインターネットによる情報検索を基に、各課題の総括代表研究

者の現在の連絡先、所属、職位を確認した。第 1 回基礎研究推進事業の終了時点（平成

12 年度）では、事業期間終了後に追跡調査を実施することが明示されていなかったため、

所在の確認された総括代表研究者に対して、調査の趣旨説明を文書・電話・E メールで行

い、第 2 段階以降の調査への協力を依頼した。 

なお、調査協力者としては、基本的には当時の総括代表研究者を対象としているが、当

時の総括代表研究者が既に研究の第一線を離れている場合等については、中課題の研究代

表者から代行者を選定し、調査協力を依頼した。また、当時の総括代表研究者のうち、現

在生研センターの業務に関連する職に就いている場合についても、調査実施機関と被調査

者が同じ所属となることから、公正を期すために代行者を協力者として選定した。 

 

4.2.  概況調査 

「3.1.調査の視点」に基づいて質問票を設計し、事前調査により選定した全 20 課題の

調査協力者に対して、調査協力に同意を得た後に質問票（付表）を郵送した。 

調査協力者の回答にかかる労力を軽減し、回収率の向上につながるよう、質問票は一部

を除いて選択式の回答による簡便なものとした。 

調査協力者に対する質問票の発送は 2006 年 11 月 21 に実施し、質問票に回答を記入の

上、同封した返信用封筒により 11 月末日までの返送を依頼した。回答期日を超過した際

には、E メールもしくは電話にて返送を依頼し、全ての調査協力者から回答を得るよう努

めた。 

2006 年 12 月末までに 20 名の調査協力者全てから回答の返送が得られ、回収率は

100%であった。 

各課題の調査協力者の一覧を表 8～表 9 に記す。 
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表 8：概況調査協力者（１） 敬称略 
課題名（大課題） 調査協力者 現所属・役職 事業での役割 

カンキツ類によるがん予防に関する基礎的研究 矢野 昌充 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
果樹研究所 健康機能性研究チーム 上席研究員 総括代表研究者 

乾燥・塩ストレス耐性の分子機構の解明と分子育種への応用 篠崎 和子 
独立行政法人 国際農林水産業研究センター 
生物資源領域特定研究 主査、東京大学大学院農学

生命科学科応用生命化学専攻 教授 
総括代表研究者 

近赤外分光法を基軸とする乳牛生体情報のオンラインモニタリング

手法の開発に関する基礎的研究 河野 澄夫 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
食品総合研究所 非破壊評価ユニット長 研究代表者 

昆虫・微生物寄生共生系の分子機構の解明と利用 野田 博明 独立行政法人 農業生物資源研究所 
昆虫微生物間相互作用研究ユニット長 研究代表者 

昆虫の生体機能に基づくバイオマイクロマシンの研究 下山 勲 東京大学大学院情報理工学研究科 
知能機械情報学 教授 総括代表研究者 

CO2 固定細菌を利用した地球環境修復システムの構築 森川 正章 北海道大学大学院地球環境科学研究院 
環境分子生物学講座 教授 総括代表研究者 

宿主決定の分子機構：植物マイコプラズマの遺伝子発現・制御メカ

ニズム 難波 成任 
東京大学大学院農学生命科学研究科 
生産・環境生物学専攻基礎生物学領域講座 
植物病理学研究室  教授 

総括代表研究者 

植物の遺伝子発現の光スイッチング機構の解明と応用 高野 誠 独立行政法人 農業生物資源研究所 
光環境応答研究ユニット長 研究代表者 

植物病原菌類における多剤耐性の分子機構の解明 阿久津 克己 茨城大学農学部生物生産学科 
植物生産科学大講座植物生体防御学 教授 研究代表者 

新生物資源生産・変換のための機械・装置に関する基礎研究 梅田 幹雄 京都大学大学院農学研究科地域環境科学専攻 
フィールドロボテイクス分野 教授 総括代表研究者 
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表 9：概況調査協力者（2） 敬称略 
課題名（大課題） 調査協力者 現所属・役職 事業との関わり 

森林生態系における共生関係の解明と共生機能の高度利用

のための基礎研究 鈴木 和夫 日本大学大学院生物資源科学研究科生物環境科学専攻 
ストレス耐性科学分野 教授 総括代表研究者 

生理機能調節性タンパク質集積作物の開発と利用に関する

総合的研究 内海 成 京都大学大学院農学研究科農学専攻品質科学講座 
品質設計開発学分野 教授 総括代表研究者 

白倉 良太 公立学校共済組合 近畿中央病院 院長 総括代表研究者 
臓器移植医療に応用するためのブタの品種改良・増産に関

する研究 （宮川 周士）1 （大阪大学大学院医学系研究科病態制御医学専攻 
助教授） （研究担当者） 

茶機能検定系の構築と茶成分新機能の解析 山本（前田）万里 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
野菜・茶機能性研究チーム長 研究代表者 

ドメインシャッフリングによる高機能キメラ酵素の創出と

植物における発現 林 清 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
食品総合研究所 企画管理部長 総括代表研究者 

光過剰による光合成抑制機構の解明と遺伝子導入による回

避システムの開発 徳富（宮尾）光恵 独立行政法人 農業生物資源研究所 
光環境応答研究ユニット 上席研究員 総括代表研究者 

ペプチド性植物増殖因子に関する基礎的研究 坂神 洋次 名古屋大学大学院生命農学研究科生命機能科学講座 
生理活性物質化学研究分野 教授 総括代表研究者 

哺乳動物の高度に発達した薬物代謝機能を利用した環境負

荷物質の代謝・分解技術の開発 大川 秀郎 福山大学グリーンサイエンス研究センター 
センター長 総括代表研究者 

味覚シグナリングの分子機構の解析と食品の品質設計基盤

の展開 阿部 啓子 東京大学大学院農学生命科学研究科 
生物機能開発化学研究室 教授 総括代表研究者 

無脊椎動物を利用したヒト病態の解析と病態モデル動物開

発の基礎研究 鈴木 利治 北海道大学大学院薬学研究科 
ゲノム機能学講座神経科学分野 教授 総括代表研究者 

 

                                                  
1 調査協力者の代行として概況調査への回答を依頼 
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4.3.  詳細調査 

4.3.1. 対象課題の選定 

詳細調査の対象課題として、事後評価結果や概況調査結果をもとに総合的に判断し、後

述する 10 課題を選定した。 

 

4.3.2. 各種データの事前確認 

詳細調査対象課題について、基礎研究推進事業終了以降（2001 年以降）の研究者の異

動状況、発表論文、特許、受賞歴、獲得グラント等について各種資料やデータベース検索

をもとにとりまとめを行い、ヒアリング実施に先立つ予備資料とした。 

各種データの検索には、表 10 に示す各データベースを用いた。 

表 10：各種データ検索と使用データベース 

2001 年以降の 
発表論文 

 Google Scholar 
 Science Direct 
 PubMed 
 対象課題の各参画研究者の所属研究室のホームページ 

2001 年以降の 
獲得グラント 

 文部科学省科学研究費補助金データベース 
 農林水産省ホームページ 
 厚生労働省ホームページ 
 科学技術振興機構ホームページ 

特許  特許庁ホームページ 
 European Patent Office 

受賞歴・その他  日経テレコン 21 
 各種学会誌 

 

4.3.3. ヒアリング調査 

各対象課題における調査協力者に対してヒアリング調査を実施した。ヒアリング項目は

概況調査の質問項目に沿い、研究の継続・深化・発展の状況、代表的な研究成果および研

究成果の波及効果等について、より詳細な事実を把握することを目的とした。 

ヒアリング項目は、(2)でとりまとめた各種データとともに、ヒアリングに先立って調

査協力者に送付し、事前の案内を行った。また、各種データについて加筆・修正の必要が

ある場合はその内容を指示いただくか、あるいは別途とりまとめたリストの提供を依頼し、

ヒアリング時に受領した。ヒアリングの実施期間は、2006 年 12 月から 2007 年 1 月にか

けて行った。 

詳細調査の対象課題と調査協力者の一覧を表 11 に記す。
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表 11：詳細調査対象課題と調査協力者一覧（敬称略） 
課題名（大課題） 調査協力者 現所属・役職 事業での役割 

生理機能調節性タンパク質集積作物の開発と利用に関

する総合的研究 内海 成 京都大学大学院農学研究科農学専攻品質科学講座 
品質設計開発学分野 教授 総括代表研究者 

乾燥・塩ストレス耐性の分子機構の解明と分子育種へ

の応用 篠崎 和子 
独立行政法人 国際農林水産業研究センター 
生物資源領域特定研究 主査、東京大学大学院農学生

命科学研究科応用生命化学専攻 教授 
総括代表研究者 

宿主決定の分子機構：植物マイコプラズマの遺伝子発

現・制御メカニズム 難波 成任 
東京大学大学院農学生命科学研究科 
生産・環境生物学専攻基礎生物学領域講座 
植物病理学研究室  教授 

総括代表研究者 

カンキツ類によるがん予防に関する基礎研究 小川 一紀 
独立行政法人農業・食品産業技術操業研究機構 
果樹研究所カンキツ研究興津拠点 
健康機能性研究チーム長 

総括代表研究者 
矢野昌充の後任 

臓器移植医療に応用するためのブタの品種改良・増産

に関する研究 白倉 良太 公立学校共済組合 近畿中央病院 院長 総括代表研究者 

茶機能検定系の構築と茶成分新機能の解析 山本（前田）万里 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
野菜・茶機能性研究チーム長 研究代表者 

光過剰による光合成抑制機構の解明と遺伝子導入によ

る回避システムの開発 徳富（宮尾）光恵 独立行政法人 農業生物資源研究所 
光環境応答研究ユニット 上席研究員 総括代表研究者 

ペプチド性植物増殖因子に関する基礎的研究 坂神 洋次 名古屋大学大学院生命農学研究科生命機能科学講座 
生理活性物質化学研究分野 教授 総括代表研究者 

哺乳動物の高度に発達した薬物代謝機能を利用した環

境負荷物質の代謝・分解技術の開発 大川 秀郎 福山大学グリーンサイエンス研究センター 
センター長 総括代表研究者 

味覚シグナリングの分子機構の解析と食品の品質設計

基盤の展開 阿部 啓子 東京大学大学院農学生命科学研究科 
生物機能開発化学研究室 教授 総括代表研究者 
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4.3.4. 論文被引用件数の算出 

成果報告書に記載のある基礎研究推進事業期間中（1996 年～2000 年）の発表論文、お

よび基礎研究推進事業終了以降（2001 年～2006 年）の発表論文の中から、基礎研究推進

事業の研究テーマに関連した主要論文（和文、書籍、学会発表要旨は除く）をそれぞれ

10 報程度、ヒアリング時に調査協力者に選定を依頼した。指定された論文について、被

引用件数および年次推移を算出した。 

被引用件数算出の概要については表 12 のとおりである。 

表 12：論文被引用件数算出の概要 
データベース Sci Serach Expanded（Thomson ISI） 
検索プログラム Web of Science（Thomson ISI） 
検索対象期間 2006 年 12 月末時点まで 

 

4.4.  外部有識者コメント 

詳細調査におけるヒアリング結果、各種データの結果をとりまとめた後、各課題につい

て知見を有する外部有識者に送付し、第三者視点からのコメントを文書にて依頼した。 

外部有識者は、生研センターの第１回採択課題選考・評価委員を除き、課題選考・評価

委員より選定し、各委員について 1 ないし 2 課題についてコメントを仰いだ。 

外部有識者の一覧を表 13 に記す。 

表 13：外部有識者の一覧（50 音順、敬称略） 

氏名 現所属・役職 
秋田 重誠 滋賀県立大学 環境科学部 生物資源管理学科 教授 
磯貝 彰 奈良先端科学技術大学院大学 副学長 
今中 忠行 京都大学大学院工学研究科 合成・生物化学専攻 教授 
小川 眞 大阪工業大学 リエゾンセンター センター長 兼  

工学部 環境工学科 客員教授 
上野川修一 日本大学 生物資源科学部 食品科学分野 教授 

小沼 操 北海道大学大学院 獣医学研究科 動物疾病制御学講座 
感染症学教室 教授 

小林 猛 中部大学 応用生物学部 応用生物化学科 教授 
高橋 迪雄 味の素株式会社 健康基盤研究所 所長 
武田 和義 岡山大学 資源生物科学研究所 所長 
鎮西 康雄 三重大学 医学部 医動物学教室 教授 
塚越 規弘 放送大学 愛知学習センター 所長 

名古屋大学名誉教授 
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（付表）概況調査質問票 

I：基礎研究推進事業以降の研究状況について 
 

Q1．研究の継続・発展状況について 
 
基礎研究推進事業で取り組まれた研究課題に関連する研究について、基礎研究推進事業終了以

降の研究の取り組み状況として以下の①、②の各項目について、それぞれの現状認識に最も近

いと思われるものいずれか 1つに○をつけてください。 
 

 よく 
当てはまる 

多少 
当てはまる 

どちらとも 
いえない 

あまり 
当てはまら

ない 

全く当て 
はまらない 

① 新たな競争的資金を継続的に獲得

でき、研究規模が拡大している      

② 新知見が得られ、学術的な研究が

深化している 
     

 

Q2．研究チームの状況について 
 
基礎研究推進事業での研究チームの状況について、事業終了以降の状況はどのようになってい

ますか。以下の①、②の項目について、それぞれの現状認識として最も近いと思われるものに

いずれか 1つに○をつけてください。 
 

 よく 
当てはまる 

多少 
当てはまる 

どちらとも 
いえない 

あまり 
当てはまら

ない 

全く当て 
はまらない 

① 

当時の参画研究者は、現在も主と

して研究課題の後継となる課題の

研究に携わっている 
     

② 

当時の参画研究者は、同一の大

学・研究機関内で異動・昇進して

いる者が多い 
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Q3．代表的な研究成果について 

A： 研究成果 

基礎研究推進事業期間終了から現在までの 5ヵ年において、基礎研究推進事業で取り組まれた

研究課題に関連して創出された成果としてどの程度当てはまるか、以下の①～⑤の各項目につ

いて、それぞれ 1つに○をつけてください。 
 

 よく 
当てはまる 

多少 
当てはまる 

どちらとも

いえない 

あまり 
当てはまら

ない 

全く当て 
はまらない 

① 新市場創出につながる新製品を

開発した      

② 
農林水産業の現場に普及可能な

新技術（※1）を開発した      

③ 

生物産業（※2）の技術開発に

応用可能な基礎的技術・手法を

開発した 
     

④ 
基礎科学における新知見を発

見・解明した      

⑤ 
上記①～④以外で該当する研究

成果があった      

（※1）新しい品種の育種やその開発方法、農林水産業における課題解決のための各手法等を表します。 
（※2）アグリビジネス、食品、医療、環境など、生物技術を活用した産業を表します。 
 

B： 研究発展における本研究成果の寄与 

関連研究分野の発展という観点から見て、本研究成果はどの程度寄与したと思われますか。以

下の①～⑤の各項目について、ご認識としてそれぞれにあてはまるものいずれか 1つに○をつ

けてください。 
 

 よく 
当てはまる 

多少 
当てはまる 

どちらとも

いえない 

あまり 
当てはまら

ない 

全く当て 
はまらない 

① 本研究の成果そのものが研究発

展の原動力となった      

② 

本研究を継承した研究が大きく

花開き、研究の発展につながっ

た 
     

③ 

本研究と他の研究成果が融合

し、新分野が創出される等の発

展につながった 
     

④ 

本研究に触発され、当該分野の

研究者が大幅に増加する等研究

が発展した 
     

⑤ 
①～④以外で該当する寄与があ

った      
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II：研究成果の波及効果について 
 
基礎研究推進事業期間終了後から現在までの 5ヵ年において、基礎研究推進事業の内容に関連

した研究成果が、関連する研究分野や産業分野に対して「間接的に」どのような波及効果を及

ぼしたと考えられるかについてお聞きします。 
 

Q4．科学的・学術的波及効果について 
 
以下の①～⑦に示す各項目について、ご認識としてそれぞれにもっとも当てはまるものいずれ

か 1つに○をつけてください。 
 

 そう思う 多少 
そう思う 

今後そう 
なる可能性

はある 

あまりそう

思わない 
全くそう 
思わない 

① 
本研究の成果がきっかけとなり、

関連分野での新たな現象や法則性

の発見・解明につながった 
     

② 
本研究が関連研究分野でのトレン

ドにつながった      

③ 
他分野との連携により、新しい研

究領域の創出につながった      

④ 

本研究で得られた知見をきっかけ

に、関連研究分野での学術的な研

究がさらに深化した 
     

⑤ 
新たな学会や分科会の設立につな

がった      

⑥ 
関連分野への参入研究者が増加

し、研究者層が厚みを増した      

⑦ 
上記①～⑥以外で該当する科学

的・学術的波及効果があった      
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Q5．産業技術的・経済的波及効果について 
 
以下の①～⑦に示す各項目について、ご認識としてそれぞれにもっとも当てはまるものいずれ

か 1つに○をつけてください。 
 

 そう思う 多少 
そう思う 

今後そう 
なる可能性

はある 

あまりそう

思わない 
全くそう 
思わない 

① 本研究の成果が、新市場創出につ

ながる新製品の開発に結びついた      

② 
農林水産業の現場に応用可能な新

技術の開発・普及につながった      

③ 
生物産業に応用可能な新技術・手

法等の開発・普及につながった      

④ 

特許使用許諾や技術移転、技術指

導等により、民間企業や地方自治

体での技術開発促進につながった 
     

⑤ 
ベンチャー企業の設立や事業化に

つながった      

⑥ 

本研究で得られた成果をきっかけ

に、研究開発基盤の整備につなが

った 
     

⑦ 
上記①～⑥以外で該当する産業技

術的・経済的波及効果があった 
     

 

Q6．社会的波及効果について 
 
以下の①～⑤に示す各項目について、ご認識としてそれぞれにもっとも当てはまるものいずれ

か 1つに○をつけてください。 
 

 そう思う 多少 
そう思う 

今後そう 
なる可能性

はある 

あまりそう

思わない 
全くそう 
思わない 

① 世界規模の食糧問題解決への貢献

につながった      

② 
市町村規模の農業・農村問題解決

への貢献につながった      

③ 
食品の安全や安心な社会づくりへ

の貢献につながった      

④ 
国民生活の QOL 向上への貢献に

つながった      

⑤ 
上記①～④以外で該当する社会的

波及効果があった 
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Q7．人材育成効果について 
 
以下の①～⑥に示す各項目について、ご認識としてそれぞれにもっとも当てはまるものいずれ

か 1つに○をつけてください。 
 

 そう思う 多少 
そう思う 

今後そう 
なる可能性

はある 

あまりそう

思わない 
全くそう 
思わない 

① 基礎研究推進事業が若手研究者の

成長につながった      

② 

基礎研究推進事業をきっかけに、

ポスドク研究者のポスト獲得につ

ながった 
     

③ 
基礎研究推進事業が大学院生の学

位取得に貢献した      

④ 

基礎研究推進事業をきっかけに、

参画研究者の学会での評価が高ま

った 
     

⑤ 

基礎研究推進事業の成果が、参画

研究者の昇進やポスト就任につな

がった 
     

⑥ 
上記①～⑤以外で該当する人材育

成効果があった 
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Q8．副次的な波及効果について 

A： 副次的な研究成果 

基礎研究推進事業の内容に関連した研究成果のうち、研究段階では当初想定していなかった予

想外の研究成果と言えるものはありましたか。以下の①～⑤に示した各項目について、そのよ

うな成果に当てはまると思われるもの全てに○をつけてください。 
 

① 新市場創出につながる新製品の開発  

② 農林水産業の現場に普及可能な新技術の開発  

③ 生物産業の技術開発に応用可能な基礎的技術・手法の開発  

④ 基礎科学における新知見の発見・解明  

⑤ 上記①～④以外の研究成果  

 

B： 副次的な波及効果 
その成果が副次的な波及効果となって関連する研究分野や産業分野に影響を及ぼした例として、

以下の①～⑧に示す各項目について、ご見解としてそれぞれに当てはまるものいずれか 1つに

○をつけてください。 
 

 そう思う 多少 
そう思う 

今後そう 
なる可能性

はある 

あまりそう

思わない 
全くそう 
思わない 

① 新しい研究領域創成の萌芽となっ

た      

② 当該研究分野のトレンドとなった      

③ 農林水産業への応用につながった      

④ 生物産業への応用につながった      

⑤ 新製品の開発につながった      

⑥ 
国民生活の QOL 向上に寄与する

ものとなった      

⑦ 
ベンチャー企業の設立や事業化に

つながった      

⑧ 
上記①～⑦以外に該当する波及効

果があった      
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III：基礎研究推進事業について 
 
Q9～Q10に示す各項目について、基礎研究推進事業に対するご感想として、それぞれに最も当

てはまるもの 1つに○をご記入ください。 
 

Q9．事業規模について 
 

 そう思う 多少 
そう思う 

どちらとも 
いえない 

あまりそう

思わない 
全くそう 
思わない 

① 
基礎研究推進事業の資金は、研究

を推進するにあたり必要十分なも

のであった 
     

② 

基礎研究推進事業の期間は、研究

を推進するにあたり必要十分なも

のであった 
     

 

Q10．課題評価について 
 

 そう思う 多少 
そう思う 

どちらとも 
いえない 

あまりそう

思わない 
全くそう 
思わない 

① 中間評価の内容は、適切かつ納得

できるものであった      

② 
事後評価の内容は、適切かつ納得

できるものであった      
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Q11．基礎研究推進事業の今後について 
 

生研センターの基礎研究推進事業は、将来の産業技術のシーズとなる基礎的な試験研究を対象

としていますが、今後どのレベルの研究に重点をおくべきとお考えですか。当てはまるものい

ずれか1つに○をつけてください。 

 

① もっと基礎的な研究に重点を置くべきである  

② 現在のままでよい  

③ もっと産業化・実用化を目指した研究に重点を置くべきである  

④ 民間が参加しやすい研究に重点を置くべきである  

⑤ その他  

「⑤．その他」をお選びになった場合、その内容を具体的にお聞かせください。 

 

 

Q12．その他 
 

生研センターおよび基礎研究推進事業に対して、ご意見やご要望がありましたらご自由にお書

きください。 

 

  

 
ご質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

 




