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第１章 調査概要 
 
第 1 節 調査概要 
 
１．調査目的 
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 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」という目

的のもと、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んでいる。 
このような基礎的・独創的な研究については、その終了後一定期間を経過した時点で社

会的、産業的あるいは学術的にどのような成果を上げ、または波及したかを把握し、事業

運営の参考にするとともに、その結果を広く公表し、基礎研究推進事業に対する国民の理

解を得る必要がある。 
このため、生研センターで執り行っている「新技術・新分野創出のための基礎的研究推

進事業」の追跡調査を行う。 
 

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 10 年度に基礎研究推進事業に採択された大課題は 10 課題あり、本追

跡調査ではこれら 10 課題全てを調査対象とする。基礎研究推進事業の研究チームは、それ

ぞれの中課題の研究代表者、及び大課題の総括研究代表者から構成されている。調査対象

課題の一覧を表 1-1-1 示す。 
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表 1-1-1 調査対象課題 

研究課題 総括代表

研究者 中課題 研究代表者

酸性土壌における生産性向

上を目的とした植物のアル

ミニウム耐性機構の解明と

耐性植物の作出 

松本 英明

酸性土壌における生産性向上を目的とした植物

のアルミニウム耐性機構の解明と耐性植物の 
作出 

松本 英明

作物の生殖生長期における耐暑性の生理学的 
および遺伝学的解明 江川 宜伸

耐暑性に関与する遺伝子の作物への導入とその

組換え体の解析 高倍 鉄子

ミトコンドリアの機能改良による耐暑性作物の

作出に関する研究 山崎 秀雄

作物耐暑性の生理・遺伝学的

解明と耐性作物の開発 江川 宜伸

アセチルコリンエステラーゼの機能解析とその

遺伝子導入による作物の耐暑性の向上 桃木 芳枝

植物形態形成を制御するジンクフィンガー型転

写因子の機能解析 高辻 博志植物の形態形成を制御する

転写因子の機能解明と利用

法の開発 
高辻 博志

植物形態形成の可変性を支配するホメオドメイ

ン型転写因子の機能解析 青山 卓史

相同組み換えによるイネ遺伝子ターゲッティン

グ法の開発 市川 裕章ホモロガス・リコンビネーシ

ョンによる標的遺伝子の破

壊技術の開発と応用 
和田 正三

半数世代の植物体を利用して相同組み換えに 
よる遺伝子破壊技術の推進 和田 正三

家畜における卵子の死滅予防法と新しい排卵誘

発法の開発 佐藤 英明
受精可能な家畜卵子の大量

生産技術の開発 佐藤 英明
家畜における超未成熟卵子の体外発育法と凍結

保存法の開発 星 宏良 

牛の胎盤オルガノイド構築のための基礎的研究 橋爪 一善

受胎・妊娠維持機構の解明 岡野 彰 
受胎機構と母子間免疫の解明 小松 正憲

子宮・胎盤機能の分子機構の解明 伊東 晃 

バイオ胎盤の組織工学的構

築に関する基盤的研究 橋爪 一善

胎盤再構築技術開発のための基礎的研究 大濱 紘三

熱力学的障壁を克服した機能性食品素材物質の

酵素合成 中西 一弘

新たな脂質粉末化技術の開発と高機能性食品 
への応用 松野 隆一

高機能性脂質食品素材の開

発に関する基盤的研究 松野 隆一

エマルション系、濃厚系、極低水分系における

相互作用の分子論 森 友彦 

糖鎖プライマーの合成 橋本 弘信

糖脂質型糖鎖プライマーによる糖鎖ライブラリ

ーの作製 山形 達也
細胞に作らせる糖鎖ライブ

ラリーと機能性糖鎖高分子 佐藤 智典

踏査ライブラリーの作製と糖鎖高分子の開発 佐藤 智典

病原性低下因子の探索と評価 松本 直幸

病原性低下因子導入技術の開発 吉田 幸二

病原性低下因子の分子学的機能解明 大津 善弘

病原性低下因子利用による

果樹類紋羽病の遺伝子治療 松本 直幸

ユニバーサルイノキュラムの開発 森永 力 
ナノ領域の蛍光標識法の開発 田中 淳 
ナノ領域の蛍光標識法の開発 廣瀬 玉紀

試料の固定と光プローブ顕微鏡による蛍光ラベ

ルの高感度検出 大谷 敏郎ナノ FISH 法の開発 大谷 敏郎

ナノ FISH 法のための光プローブ顕微鏡装置の

最適化に関する研究 村松 宏 
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３．調査方法 
（１）調査項目と視点 
本事業の研究課題が事業終了後に獲得した成果や効果は、それらの当初の目的や、事業

期間中に得られた成果により、様々な経過をたどっている。そこで本調査では、「研究の継

続・深化・発展」の状況把握、さらには事業終了後の「研究成果の産業化」および「波及

効果」について複数の視点から追跡調査を行った。調査項目とそれぞれの調査視点を表1-1-2
に示した。 
 

表 1-1-2 調査項目 

調査項目 調査の視点 
テーマ、共同研究

の継続 
総括者や研究員が現所属先で研究テーマや共同

研究を継続しているか 

研究の深化 新知見が得られ基礎研究における課題を解決し

て深化しているか 
新たな共同研究先が得られているか 

継続・深

化・発展 研究の継続と拡大 

研究の発展 
新たに研究資金を獲得しているか 

応用研究への展開
研究成果が産業分野との共同等による応用研究

へ展開したか。 

応用技術の確立 試作など、農林水産業の現場や生物産業に普及可

能な技術開発が行われたか 
成果の産

業化 
応用研究・実用化への

進展 

実用化の達成 新製品販売や受託ビジネスなどの事業化にむす

びついているか 
他の研究分野との融合などにより研究が拡大し

たか 
事業終了前及び後の研究成果が学術的に広く利

用されているか 
研究開発基盤の整備につながったか 
新たな分科会や学会の設立にむすびついたか 

新領域の創出、 
関連分野の研究の深

化 

科学技術的 
波及効果 

海外との共同研究、国際ミーティング開催などに

より国際的な研究に発展したか 
試作品や新製品・新事業が普及して市場拡大につ

ながっているか 
ベンチャー企業設立などによる産業化につなが

ったか 
試作品や新製品・新事

業の生成への貢献 
産業経済的 
波及効果 

特許使用許諾や技術移転、技術指導などにより産

業化や技術開発の促進につながったか 
報道などにより成果が広く国民に認知されたか 
受賞などにより成果が広く評価されたか 
研究リーダーの輩出、研究員の学位取得や海外留

学などの人材育成につながったか 

農林水産分野におけ

る社会的問題解決 社会的波及効果 

確立した技術が国際的に認知されるに至ったか 

波及効果 

人材の育成 人材育成効果 参画研究者のポスト獲得や学位取得、海外留学な

どの育成につながったか 
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（２）調査の観点 
調査対象としたそれぞれの研究課題の基礎研究推進事業の終了以降の多面的な調査の視

点からの追跡調査結果を整理するにあたり、「研究の方向について」「国際的な進出や貢献

について」、「研究成果の直接性、間接性について」の観点を盛り込んだ。 
 
１）研究の方向について 
それぞれの研究課題がどのような方向で研究目的を設定し、成果を得て発展し、基礎

研究推進事業の終了後 5 年を経過した現在には目的がどのような方向に持たれているか

を探った。研究の方向として下の項目を設定し、アンケート調査やヒアリング調査、検

索調査などを総合して、研究課題ごとに「基礎研究推進事業の開始時の方向」、「事業終

了後の方向」、「今後の方向」に整理した。結果は詳細調査の「研究の発展」の項目に記

載した。また、概況調査では、当初の研究の方向が、応用面または基礎研究面の成果・

効果にどのように関与したか傾向を見るためアンケート集計のクロス分析を行った。 
 

（１）新しい製品の開発（新市場の開拓） 
（２）農林水産業現場で利用できる新技術の開発（新品種の作出など） 
（３）生物関連産業で利用できる新技術の開発（食品、医療などの分野の技術開発） 
（４）共通利用可能な研究基盤の整備（データベースや分析・解析法等の構築） 
（５）基礎研究領域の基本的な要素課題の解決（基礎研究の深化） 

 
２）国際的な進出や貢献について 
研究課題の中には、農林水産分野での国際的に共通した問題の解決や技術の創出を目

的として設定し、日本国内だけでなく、海外にも波及効果が拡大しているものもある。

そこで、調査項目としている基礎研究の継続・深化・発展、研究成果の産業化の状況、

及び波及効果において、国際的にどのような成果・効果を上げているかという観点から

整理を行った。アンケート調査およびヒアリング調査にて得られた結果を、概況調査お

よび詳細調査の研究の展開や波及効果に記載した。また、概況調査では、海外との共同

研究が研究成果・効果に及ぼす効果を見るため、アンケート集計のクロス分析を行った。 
 
３）研究成果の直接性・間接性について 
近年、研究開発の成果・効果の把握や評価の実施において、研究成果の直接性・間接

性の観点から整理が行われている。研究の背景をインプットとし、研究事業の成果を、

研究課題の直接の成果（アウトプット）、そこから生み出された社会・経済等への効果（ア

ウトカム）、及び波及効果（インパクト）に分けて把握するものである。ここから、研究

をどれだけ行ったかという直接的成果だけでなく、どのような成果がもたらされたかと

いう間接的な効果や、そこからさらに期待される波及効果が整理される。本調査では、

調査項目について、研究の背景、成果、波及効果を表 1-1-3 のように整理し、それぞれの

研究課題が現在どのような性質の成果を挙げているかを調べた。 
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表 1-1-3 研究成果の整理 

成果 整理する観点 調査項目 調査内容 調査方法 結果の記載 
－ 研究の背景 

（インプット） 
（事前調査） 事業開始時

の研究背景、

事業期間中

の成果、取得

グラント 

研究成果報告書の

査読、 
ヒアリング調査 

詳細調査「研究の背景」「基礎研

究推進事業において実施された

内容」「主要データ（グラントデ

ータ）」、データ集「グラントリス

ト」 

直
接
的
成
果 

研究の直接の成果 
（アウトプット） 

研究の継続・

深化 
論文数、 
特許数、 
研究発表 

検索調査、 
ヒアリング調査 

詳細調査「事業終了後の状況（新

たな研究成果）」「主要データ（論

文データ、特許データ、講演・シ

ンポジウム開催データ、学会役員

データ）」、データ集「論文リスト、

特許リスト」 
社会・経済等への効

果 
（アウトカム） 

研究の発展、

研究成果の産

業化等の状況 

研究成果の

注目度、論文

引用数、文献

ランキング 

検索調査、 
アンケート調査、

ヒアリング調査 

概況調査、詳細調査「研究の発展」

「事業終了後の状況（研究発展状

況）」、「主要データ（文献ランキ

ング、論文引用データ、報道デー

タ、受賞データ、実用化データ」

間
接
的
成
果 

波及効果 
（インパクト） 

科学技術的波

及効果、 
産業経済的波

及効果、 
社会的波及効

果 

間接的な効

果 
アンケート調査、

ヒアリング調査、

有識者コメント 

概況調査、詳細調査「波及効果」
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（３）調査手順 
本調査は、事前準備、概況調査、詳細調査、外部有識者コメントの各段階を追って進め

た。各段階における調査内容を図 1-1-1 に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1-1 調査フロー 

追跡調査の事前準備

概況調査

詳細調査

外部有識者の意見聴取

調査報告書の作成

・研究課題の事業期間中の成果
　（目的、内容、成果・課題・応用）
・参画研究者の現所属・役職・連絡先

・事業終了以降の研究の継続・発展状況
・研究期間終了後の研究成果
・研究成果の波及効果
（科学技術的、産業技術的、社会的な波及効果）
・副次的にもたらされた成果・効果、人材育成
・基礎研究推進事業に対する意見・要望

・論文発表、特許出願、資金調達状況
・成果内容とその背景・理由
　（研究活動、特許出願、論文発表、受賞等）
・波及効果を示す事例

・詳細調査結果についてのコメント

実施計画書、
研究成果報告書、
中間・事後評価書
の査読

アンケート調査

所属等確認

検索調査

コメント入手

聞き取り調査

インターネット情報
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４．調査経過 
 
（１）事前準備 
生研センター所有の実施計画書や研究報告書、及びインターネットで収集した情報をも

とにして、各課題の背景・目的や基礎研究推進事業の終了までの研究の経緯や成果を把握

するとともに、総括研究代表者および研究代表者の現在の所属・職位・連絡先を確認した。

入手した情報を表 1-1-4 に示した。入手した情報を基礎データとし、以降のアンケート調査

やヒアリング調査の際の連絡、及び検索調査の際のキーワードの設定等に適切に役立てた。 
 

表 1-1-4 事前準備における収集データ 

入手情報の項目 対象 

職歴情報 事業開始から現在までの所属機関、 
部署、役職 総括代表研究者 計 10 名 

参画研究者情報 
現在の連絡先 住所、電話番号、電子メールアドレス 代表研究者 計 30 名 
研究の背景 
研究目的 
研究内容 
研究成果 
研究実施体制 
中間評価内容 
発表論文 

事業終了までの

状況 

特許出願 

ウェブのホームページや研究計画書、中

間報告書、中間評価結果、最終報告書等

に記載されている情報 
研究課題 10 件 

 
 
（２）概況調査 

 
１）アンケート票の送付と回収 
概況調査ではアンケートによる調査を行い、調査対象とした 10 課題全体について、調査

項目からみてどのような状況にあるかを分析した。 
アンケート内容は、前述の調査項目に従って、平成 18 年度及び平成 19 年度に実施され

た本調査のアンケート項目を吟味して設定した。研究者が回答しやすいように選択形式と

し、それぞれの質問項目について自由回答を記入する欄を用意した。アンケート票を付表

に示した。 
アンケートの対象は、対象 10 課題それぞれの統括代表研究者及び代表研究者、合計 30

名のうち、本調査への協力の承諾を得られた研究者とした。アンケート対象者のうち基礎

科学推進事業の終了以降に所属に変更があった研究者は、14 名であった。そのうち、代表

研究者が基礎研究推進事業の終了以降に退職などで既に研究から離れていた 4 件は、研究

の後継者を紹介していただき回答を得た。調査への協力のお願いとアンケート票は、電話、

文書、電子メールなどで対応し、回答の返送は、同封の返送用封筒または電子メールに添

付する方式のどちらでも可能とした。最終的に 30名の対象者のうち 29名から回答を得た。 
なお、昨年・一昨年は総括研究代表者のみをアンケートの対象としていたため、データ



 

 8

は、総括代表研究者のみの集計と、代表研究者を含めた全回答の集計の両者について解析

し、スコアを算出した。 
概況調査の協力者一覧表を表 1-1-5 に示した。 

 
表 1-1-5 概況調査協力者（敬称略） 

研究課題名 中課題名 調査協力者 現所属・役職 役割 
松本 英明 岡山大学 名誉教授 総括代表

研究者 
酸性土壌における生

産性向上を目的とし

た植物のアルミニウ

ム耐性機構の解明と

耐性植物の作出 
 

酸性土壌における生産性向上

を目的とした植物のアルミニ

ウム耐性機構の解明と耐性植

物の作出 山本 洋子 岡山大学資源生物科学

研究所 教授 
研究者 

作物の生殖生長期における耐

暑性の生理学的および遺伝学

的解明 

江川 宜伸 （独）国際農林水産業

研究センター熱帯・島

嶼研究拠点 所長 

総括代表

研究者 

耐暑性に関与する遺伝子の作

物への導入とその組換え体の

解析 

高倍 鉄子 名古屋大学大学院生命

農学研究科 教授 
研究 

代表者 

ミトコンドリアの機能改良に

よる耐暑性作物の作出に関す

る研究 

山崎 秀雄 琉球大学理学部海洋自

然科学科 教授 
研究 

代表者 

作物耐暑性の生理・

遺伝学的解明と耐性

作物の開発 

アセチルコリンエステラーゼ

の機能解析とその遺伝子導入

による作物の耐暑性の向上 

桃木 芳枝 東京農業大学 生物産

業学部生物生産学科 

教授 

研究 
代表者 

植物形態形成を制御するジン

クフィンガー型転写因子の機

能解析 

高辻 博志 （独）農業生物資源研

究所植物科学領域 耐

病性研究ユニット ユ

ニット長 

総括代表

研究者 
植物の形態形成を制

御する転写因子の機

能解明と利用法の 
開発 

植物形態形成の可変性を支配

するホメオドメイン型転写因

子の機能解析 

青山 卓史 京都大学化学研究所 
生体機能化学研究系生

体分子情報  准教授 

研究 
代表者 

相同組み換えによるイネ遺伝

子ターゲッティング法の開発 
市川 裕章 （独）農業生物資源研

究所 植物科学環境領

域 上級研究員 

研究 
代表者 

ホモロガス・リコン

ビネーションによる

標的遺伝子の破壊 
技術の開発と応用 

半数世代の植物体を利用して

相同組み換えによる遺伝子破

壊技術の推進 

和田 正三 九州大学理学研究院生

物科学部門 特任教授 
総括代表

研究者 

家畜における卵子の死滅予防

法と新しい排卵誘発法の開発 
佐藤 英明 東北大学大学院農学研

究科動物生殖科学分野 

教授 

総括代表

研究者 
受精可能な家畜卵子

の大量生産技術の 
開発 

家畜における超未成熟卵子の

体外発育法と凍結保存法の開

発 

星 宏良 株式会社機能性ペプチ

ド研究所 取締役所長 
研究 

代表者 
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研究課題名 中課題名 調査協力者 現所属・役職 役割 
牛の胎盤オルガノイド構築の

ための基礎的研究 
橋爪 一善 岩手大学 農学部獣医

学課程 教授 
総括代表

研究者 
受胎・妊娠維持機構の解明 岡野 彰 （独）農業・食品産業

技術総合研究機構畜産

草地研究所 畜産研究

支援センター 

研究 
代表者 

受胎機構と母子間免疫の解明 小松 正憲 （独）農業・食品産業

技術総合研究機構畜産

草地研究所 上席研究

員 

研究 
代表者 

子宮・胎盤機能の分子機構の解

明 
伊東 晃 東京薬科大学 薬学部 

生化学・分子生物学教

室 教授  

研究 
代表者 

バイオ胎盤の組織工

学的構築に関する 
基盤的研究 

胎盤再構築技術開発のための

基礎的研究 
原 鐵晃 県立広島病院生殖医療

科 主任部長 
研究者 

熱力学的障壁を克服した機能

性食品素材物質の酵素合成 
中西 一弘 岡山大学大学院自然科

学研究科 教授 
 

研究 
代表者 

新たな脂質粉末化技術の開発

と高機能性食品への応用 
安達 修二 京都大学農学研究科食

品生物科学専攻 教授 
研究者 

高機能性脂質食品素

材の開発に関する基

盤的研究 

エマルション系、濃厚系、極低

水分系における相互作用の分

子論 

森 友彦 畿央大学 健康科学部 

健康栄養学科 教授 
研究 

代表者 

糖脂質型糖鎖プライマーによ

る糖鎖ライブラリーの作製 
山形 達也 瀋陽薬科大学生命科学

部 教授 
研究 

代表者 
細胞に作らせる糖鎖

ライブラリーと 
踏査ライブラリーの作製と糖

鎖高分子の開発 
佐藤 智典 慶応義塾大学理工学部

生命情報学科 教授 
総括代表

研究者 
病原性低下因子の探索と評価 松本 直幸 （独）農業・食品産業

技術総合研究機構北海

道農業研究センター 

研究調整役 

総括代表

研究者 

病原性低下因子導入技術の開

発 
吉田 幸二 （独）農業・食品産業

技術総合研究機構果樹

研究所 研究管理監 

研究 
代表者 

病原性低下因子の分子学的機

能解明 
中村 仁 （独）農業・食品産業

技術総合研究機構果樹

研究所 主任研究員 

研究 
代表者 

病原性低下因子利用

による果樹類紋羽病

の遺伝子治療 

ユニバーサルイノキュラムの

開発 
森永 力 県立広島大学生命環境

学部環境科学科 教授 
研究 

代表者 
ナノ領域の蛍光標識法の開発 田中 淳 （独）日本原子力研究

開発機構量子ビーム応

用研究部門 ユニット

長 

研究 
代表者 

試料の固定と光プローブ顕微

鏡による蛍光ラベルの高感度

検出 

大谷 敏郎 内閣府 食品安全委員

会事務局 次長 
総括代表

研究者 

ナノ FISH 法の開発 

ナノ FISH 法のための光プロー

ブ顕微鏡装置の最適化に関す

る研究 

村松 宏 東京工科大学応用生物

学部大学院バイオニク

ス専攻 教授 

研究 
代表者 
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２）概況調査の集計と分析 
アンケートの集計は、それぞれの質問ごとに回答数を集計するとともに、「どちらともい

えない」を 0 軸として表 1-1-6 の算出方法に従ってスコア化した。このスコアは、その質問

に当てはまるほど正の値が大きくなり、最大 2 になる。逆に質問内容に当てはまらない場

合には、負の値となり、最も当てはまらない場合は-2 になる。スコアは、平成 18 年度・平

成 19 年度と同様に総括代表研究者のみの回答を集計した値と、今年度新たに加えた代表研

究者全員の回答を集計した値の２種を算出した。データには平成 18 年度と 19 年度のアン

ケート結果を加え、3 年度分それぞれについてスコアをグラフ化して、年度ごとの傾向を分

析した。 
また、質問の中の自由回答については、主な意見を列記した。 
 

表 1-1-6 スコアの算出方法 

  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 

設問の回答数 A1 A2 A3 A4 A5 
スコア 2 1 0 -1 -2 

スコアの合計 A1×2 A2×1 A3×0 A4×（-1） A5×（-2） 

(A1×2)＋(A2×1)＋A3×0＋A4×（-1）＋A5×（-2） 
平均スコア A1+A2+A3+A4+A5 

 
さらに、アンケート集計の回答数をクロス分析することにより、質問間のデータの関連

性を調べた。集計では、全ての質問についてその組み合わせ間の回答数のマトリックスを

取り、特に相関が見られたクロス集計結果を抽出した。それらの結果から、本事業の目標

「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」の達成状況とその要因を考察した。 
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（３）詳細調査 
 
１）検索調査 
調査対象とした 10 件の研究課題について、論文調査、論文引用調査、h-index 調査、

文献ランキング調査、特許調査、報道調査、獲得資金調査、受賞歴調査、講演歴調査を

行った。各調査の内容とデータソースを表 1-1-7 にまとめた。 
 

表 1-1-7 検索調査の内容と使用データソース 

調査手法 調査内容 使用データソース等 
論文調査 平成 10 年以降に発表された、総括代表研究者の

著者名と所属機関で検索される論文 

論文引用調査 上記で検索された論文のうち、総括代表研究者

が成果対象とした論文全件についての引用論文 

・学術論文抄録・索引データベース： 
Scopus（Elsevier 社） 

文献ランキング

調査 
課題研究が属する分野全体の平成 10年以降の文

献を母集団とした、参画研究者および所属機関

のランキング 

・情報検索システム：CA (Chemical 
Abstracts、American Chemical  
Society) 

特許調査 平成 10 年以降に出願された、総括代表者名が発

明者に含まれる特許とその成立状況 
・日本特許情報検索システム：DocuPat

（富士ゼロックス社） 
・ 海 外 特 許 情 報 検 索 シ ス テ ム ：

Patentweb (MicroPatent 社) 

報道調査 平成 10 年以降に発表された、総括代表者名で検

索された記事 
・日経テレコン 21 
・ウェブ検索 

獲得資金調査 平成 10年以降に総括代表研究者が代表として獲

得した、研究資金や国からの委託事業 
・科学研究費補助金データベース（国立

情報学研究所） 
・助成団体データベース（財団法人助成

財団センター） 
・研究機関、研究室、個人、所属学会等

のホームページ 
・省庁等の競争的資金ホームページ 

受賞暦調査 平成 10 年以降に総括代表研究者が受けた賞 ・ReaD 研究開発支援総合ディレクトリ

（科学技術振興機構） 
・研究機関、研究室、個人、所属学会等

のホームページ 

講演・シンポジウ

ム暦調査 
平成 10年以降に総括研究者が事業終了以降に行

った主な講演やシンポジウム開催例 
・検索エンジン 
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２）ヒアリング調査 
ヒアリング調査の対象は、基本的には 10 課題の総括代表研究者の合計 10 名とし、総

括代表研究者が定年退官や異動などで研究から離れている場合には、その研究を継続し

ている研究者を紹介いただいた。ヒアリング調査の協力者を表 1-1-8 に示した。時間は約

1.5 から 2 時間とし、ヒアリング対象者に詳細調査の結果を説明して内容や文献を確認い

ただくとともに、調査項目と視点および調査の観点に沿って、事業終了後の研究概要や

成果・波及効果について説明をいただいた。なお、実施の際には、アンケート調査結果

も参考にした。入手した情報は、研究課題ごとの詳細調査に反映させ、取りまとめて記

載した。 
 

表 1-1-8 ヒアリング協力者（敬称略） 

研究課題名 研究代表者名 現所属・役職 役割 

松本 英明 岡山大学 名誉教授 総括代表

研究者 
山本 洋子 岡山大学資源生物科学研究所 教授 研究者 

酸性土壌における生産性向上を目

的とした植物のアルミニウム耐性

機構の解明と耐性植物の作出 
佐々木 孝行 岡山大学資源生物科学研究所 助教 研究者 

江川 宜伸 （独）国際農林水産業研究センター 
熱帯・島嶼研究拠点 所長 

総括代表

研究者 作物耐暑性の生理・遺伝学的解明と

耐性作物の開発 
庄野 真理子 （独）国際農林水産業研究センター 

熱帯・島嶼研究拠点 生物資源分野長 研究者 

植物の形態形成を制御する転写因

子の機能解明と利用法の開発 高辻 博志 （独）農業生物資源研究所植物科学領域 

耐病性研究ユニット ユニット長 
総括代表

研究者 

和田 正三 九州大学理学研究院生物科学部門  
特任教授 

総括代表

研究者 

市川 裕章 （独）農業生物資源研究所植物科学環境

領域 上級研究員 
代表 

研究者 

ホモロガス・リコンビネーションに

よる標的遺伝子の破壊技術の開発

と応用 
土岐 精一 （独）農業生物資源研究所遺伝子組換え

技術研究ユニット ユニット長 研究者 

受精可能な家畜卵子の大量生産技

術の開発 佐藤 英明 東北大学大学院農学研究科動物生殖科学

分野 教授 
総括代表

研究者 
バイオ胎盤の組織工学的構築に関

する基盤的研究 橋爪 一善 岩手大学農学部獣医学課程 教授 総括代表

研究者 
高機能性脂質食品素材の開発に関

する基盤的研究 安達 修二 京都大学農学研究科食品生物科学専攻 

教授 研究者 

細胞に作らせる糖鎖ライブラリー

と機能性糖鎖高分子 佐藤 智典 慶応義塾大学理工学部生命情報学科 
バイオ分子化学 教授 

総括代表

研究者 
病原性低下因子利用による果樹類

紋羽病の遺伝子治療 松本 直幸 （独）農業・食品産業技術総合研究機構

北海道農業研究センター 研究調整役 
総括代表

研究者 

大谷 敏郎 内閣府 食品安全委員会事務局 次長 総括代表

研究者 
ナノ FISH 法の開発 

杉山 滋 
（独）農業・食品産業技術総合研究機構 
食品総合研究所 食品工学研究領域ナ

ノバイオ工学ユニット ユニット長 
研究者 
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（４）有識者コメント 
 
詳細調査におけるヒアリング結果や各種データを取りまとめ、それぞれの研究課題につ

いて見識の深い外部有識者に送付し、第三者の立場からのコメントを依頼した。外部有識

者として、本事業の採択や中間評価に係わった委員で、生研センターに所属しない方にお

願いした。調査に協力をいただいた外部有識者を表 1-1-9 に示す。 
 

表 1-1-9 外部有識者の一覧（50 音順、敬称略） 

有識者 所属・職位 

秋田 重誠 滋賀県立大学環境科学部 元教授 

磯貝 彰 奈良先端科学技術大学院大学 特任教授 

今中 忠行 立命館大学生命科学部 教授 

上野川 修一 日本大学生物資源科学部 教授 

鎌田 博 筑波大学大学院生命環境科学研究科 教授 

高橋 迪雄 味の素（株）ライフサイエンス研究所 顧問 

武田 和義 岡山大学資源生物科学研究所 所長 

塚越 規弘 放送大学愛知学習センター 所長 

西野 輔翼 立命館大学 COE 推進機構 特別招聘教授 
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（付表）アンケート票 
「平成２０年度基礎的研究業務追跡調査委託事業」に関するアンケート調査 

 
平成１０年度に採択され平成１４年度まで実施された基礎研究推進事業について、次ページ以降の

それぞれの質問に対する回答を、ご記入くださいますようお願いいたします。 
 
【ご回答いただいたアンケートについて】 
・本アンケートで得られた情報は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構・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）が実施する「平成２０年度基礎的研究業務追跡

調査委託事業」にのみ用い、他の用途には使用いたしません。 
・アンケート回答用紙とそのまとめは、生研センター及び株式会社三菱化学テクノリサーチ（以下、

ＭＣＴＲ）の所属員が、統計処理の解析等のために見ることがあります。 
・回収したアンケート回答用紙はＭＣＴＲにて保管し、調査終了後に廃棄いたします。 
 
【ご氏名・ご所属等について】 

本追跡調査のフォローアップのために連絡を取らせていただきたい場合がございますので、差し

支えのない範囲でご記入いただければ幸いです。 
ご氏名  
ご年齢  

現在在籍されてい
る機関名 

 
 

ご部署  
ご職位  

ご連絡先  
 

１．基礎研究推進事業での課題の研究目的について 

（質問１）基礎研究推進事業での課題の研究目的の方向について 

実施された研究課題が、当初目的としていた研究の方向についてお聞きいたします。 
以下の①～⑤の質問について、最も近いと思われる回答１つに○をご記入ください。 

質問事項 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新しい製品を開発する（新市場の開拓）      
②農林水産業現場で利用できる新しい技術（新し

い作物や動物の品種の作出や農林水産業におけ

る課題解決のための手法の開発） 
を開発する 

     

③生物関連産業で利用可能な新しい技術（アグリ

ビジネス、食品、医療、環境など、生物機能を

活用した産業で利用できる技術） 
を創出する 

     

④生物関連研究で共通利用可能な研究基盤（デー

タベース作成や分析方法・解析方法の構築等） 
を整備する 

     

⑤基礎研究分野の基本的な要素課題を解決する 
（基礎研究の深化）      
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２．基礎研究推進事業終了後の研究状況について 

 

（質問２）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、基礎研究推進事業が終了した

後の取り組みの状況についてお聞きいたします。次の①～③の項目で、最も近いと思われる回答１

つに○をご記入ください。 
 

質問事項 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ている      
②関連分野に研究が拡大している      
③新知見が得られ、学術的な研究が深化している      

 
（質問３）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について、事業終了後の状況はどのようになっていますか。以下

の①～④の項目で、最も近いと思われる回答１つに○をご記入ください。 
 

質問事項 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当時の研究参画者は、現在も主として研究課題

の継続となる研究に携わっている      

②当時の研究参画者は、当時と同一の研究機関内

で異動・昇進している者が多い      

③新たに国内の研究者と共同研究を開始した      
④新たに海外の研究者と共同研究を開始した      

 
（質問４）基礎研究推進事業の終了以降の主な研究成果について 

基礎研究推進事業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についてお聞きします。以下の①～⑦の項目で、最も近いと思われる回

答１つに○をご記入ください。 
 

質問事項 
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を開発し

た 
     

③生物産業の技術開発に応用可能な基礎的技術・

手法を開発した 
     

④研究の共通基盤となるようなシステムや技術を

整備した 
     

⑤幅広い分野に共通する科学的知見を発見・解明

した 
     

⑥当該分野の深化に貢献する基礎科学の新知見を

発見・解明した 
     

⑦上記①～⑥以外に特筆すべき研究成果があった      

備考： 

⑦において当てはまる場合には、その成果につい

てご記入ください 
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３．研究成果の波及効果について 

基礎研究推進事業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んだ研究課題に

関連した成果が、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。 
 
（質問５）科学技術的波及効果について 

科学技術的波及効果について、以下の①～⑧の項目で、それぞれ最も当てはまるとご認識されてい

る回答１つに○をご記入ください。 

質問事項 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のトレンドにつながった      
③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、関連分野

での学術的な研究が深化した      

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海外における研究分野での競争力が高くなった      
⑧上記①～⑦以外に該当する科学技術的波及効果

があった      

備考： 
⑧において当てはまる場合には、その科学技術的

波及効果についてご記入ください 
 

 
（質問６）産業技術的波及効果について 

基礎研究推進事業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んだ研究課題に

関連した成果の産業技術的波及効果について、以下の①～⑧の項目で、それぞれ最も当てはまると

ご認識されている回答１つに○をご記入ください。 

質問事項 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が、研究開発基盤の整備

につながった      

⑦海外で応用可能な技術を開発した      
⑧上記①～⑦以外に該当する産業技術的・経済的

波及効果があった      

備考：⑧において当てはまる場合には、その産業

技術的波及効果についてご記入ください  
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（質問７）社会的波及効果について 

 
基礎研究推進事業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んだ研究課題に

関連した成果の社会的波及効果について、以下の①～⑥の項目で、それぞれ最も当てはまるとご認

識されている回答１つに○をご記入ください。 
 

質問事項 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につながった      
②市町村規模の農業・農村問題解決につながった      
③食品の安全や安心な社会づくりにつながった      
④国民生活のＱＯＬ向上につながった      
⑤日本の国際貢献が認知された      
⑥上記①～⑤以外に特筆すべき社会的波及効果が

あった      

備考： 
⑥において当てはまる場合には、その社会技術的

波及効果についてご記入ください 
 

 
（質問８）人材育成効果について 

人材育成効果について、以下の①～⑦の項目で、それぞれ最も当てはまるとご認識されている回答

１つに○をご記入ください。 
 

質問事項 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

者がポストを獲得した      

③基礎研究推進事業が、大学院生の学位取得につ

ながった      

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基礎研究推進事業が、参画研究員の海外留学に

つながった      

⑦上記①～⑥以外に該当する人材育成効果があっ

た      

備考： 
⑦において当てはまる場合には、その人材育成効

果についてご記入ください 
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（質問９）副次的な波及効果について 

基礎研究推進事業の内容に関連した研究成果のうち、当初想定していなかった科学的知見の発見・

解明はありましたでしょうか。どちらかの回答に○をつけてください。 
 

①ある  

②ない  

 
上記質問で「①ある」と回答された方にお聞きします。その成果の波及効果として、以下の①～⑧

の項目で、それぞれ最も当てはまるとご認識されている回答１つに○をご記入ください。 

質問事項 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      

備考： 

⑧において当てはまる場合には、その副次的波及

効果についてご記入ください 

 

 
４．今後の研究の方向について 

 
（質問１０）現在目指している研究の方向について 

基礎研究推進事業の終了後５ヵ年が経過した現在、基礎研究推進事業で取り組まれたご研究に関連

する研究について、今後目的とされる研究の方向についてお聞きいたします。以下の①～⑤の質問

について、最も近いと思われる回答１つに○をご記入ください。 
 

質問事項 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新しい製品を開発する 

（新市場の開拓） 
     

②農林水産業現場で利用できる新しい技術（新し

い作物や動物の品種の作出や、農林水産業にお

ける課題解決のための手法）を開発する 

     

③生物関連産業で利用可能な新しい技術（アグリ

ビジネス、食品、医療、 

環境など、生物機能を活用した産業での利用技

術） 

を創出する 

     

④生物関連研究で共通利用可能な研究基盤（デー

タベース作成や分析方法・解析方法の構築等）

を整備する 

     

⑤基礎研究分野の基本的な要素課題を解決する 

（基礎研究の深化） 
     



 

 19

５．基礎研究推進事業について 

基礎研究推進事業についてのご感想についてお聞きします。それぞれの項目について、最も当ては

まると思われる回答１つに○をご記入ください。 
 
（質問１１）基礎研究推進事業の規模について 

質問事項 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資金は研究を推進するのに必要十分

であった           

②期間は研究を推進するのに必要十分

であった      

 
（質問１２）課題評価について 

質問事項 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      

 
（質問１３）その他 

基礎研究推進事業および生研センターに対して、ご意見やご要望がございましたら自由にご記入く

ださい。 
 

 

 
質問は以上で終わりです。ご協力、有難うございました。 
 


