
 
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、生研センターで実施している「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 
本追跡調査では、平成１５年度に終了した全課題、総数１８課題を対象とする。その内

訳は、従来の「一般型」の１０課題、及び新たにスタートした「若手研究者支援型」８課

題である。調査対象の課題名、研究代表者の氏名と終了時の所属、及び実施年度は以下の

とおりである。それぞれの研究チームは、課題の代表研究者および中課題の研究代表者か

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 
 研究課題名 研究代表者 課題終了時所属 実施年度

共生微生物等を利用した荒廃土壌の修復技

術の開発 齋藤 雅典 独立行政法人農業環境技

術研究所 
Ｈ １ １

～１５ 
抗病性産業動物の作出に関する分子遺伝学

的研究 橋本 敬一郎 藤田保健衛生大学総合医

科学研究所 
Ｈ １ １

～１５ 
昆虫細胞成長因子の機能解明と利用に向け

た基礎研究 早川 洋一 北海道大学低温科学研究

所 
Ｈ １ １

～１５ 
植物の生物時計機構の解明と光周生の人為

的制御 石浦 正寛 名古屋大学遺伝子実験施

設 
Ｈ １ １

～１５ 
植物の耐寒性形質に関わる分子機能の複合

的解析とその応用 上村 松生 岩手大学農学部 Ｈ １ １

～１５ 
ＤＮＡメチル化情報の解析による動物ゲノ

ムの高度利用 塩田 邦郎 東京大学大学院農学生命

科学研究科 
Ｈ １ １

～１５ 
特殊レーザー加工技術を応用した新しい植

物形質転換法の開発 小林 昭雄 大阪大学大学院工学研究

科 
Ｈ １ １

～１５ 
肥満・脂肪代謝制御の分子機構と食品中の活

性化因子に関する研究 斉藤 昌之 北海道大学大学院獣医学

研究科 
Ｈ １ １

～１５ 

味覚応答の発現機序の解明 日野 明寛 独立行政法人食品総合研

究所 
Ｈ １ １

～１５ 

一

般

型 

広範な特性の米及び変異米の食味特性の解

明及び新評価技術 大坪 研一 独立行政法人食品総合研

究所 
Ｈ １ ２

～１５ 
遺伝子導入飼料作物を用いた新しい家畜疾

病予防法の開発 松本 安喜 東京大学大学院農学生命

科学研究科 
Ｈ １ １

～１５ 
ＮＭＲによる機能未知タンパク質の動的構

造解析と機能の推定に関する基礎的研究 山崎 俊正 独立行政法人農業生物資

源研究所 
Ｈ １ １

～１５ 

環境化学物質応答の分子機構の解明 高橋 智 筑波大学基礎医学系・生命

科学動物資源センター 
Ｈ １ １

～１５ 

穀類細胞への新たな遺伝子導入法の開発 野々村 賢一 国立遺伝学研究所 Ｈ １ １

～１５ 
食品成分による脂質代謝の調節に関する研

究 森山 達哉 京都大学大学院農学研究

科 
Ｈ １ １

～１５ 
進化工学手法によるシロアリセルラーゼの

改変と高効率セルロース糖化系の開発 渡辺 裕文 独立行政法人農業生物資

源研究所 
Ｈ １ １

～１５ 
ミツバチの脳機能に働く遺伝子を利用した

新品種開発等に関する基礎的研究 久保 健雄 東京大学大学院理学系研

究科 
Ｈ １ １

～１５ 

若

手

研

究

者

支

援

型 

行動特性の育種改良を目指した、家畜の脳内

物質関連遺伝子の解析 村山 美穂 岐阜大学農学部 Ｈ １ ３

～１５ 
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３．調査方法 
（１）調査項目 
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追跡調査結果を前

記の視点から整理するにあたり、「新技術（実用化、基盤技術整備）・新領域創出について」、

「国際的な進出や貢献について」、「研究の方向について」、「研究成果の体系的分析につい

て」、「成果発現の成功の要因について」の観点を、以下のように盛り込んだ。 
 
Ⅰ．国際的な進出や貢献について 
国際的な貢献につながる研究を目指すことが、農林水産省研究基本計画および第４期科

学技術基本計画の改訂案に盛り込まれている。農林水産省では、「国際研究の強化」が「農

林水産研究基本計画」の施策編に盛り込むべきポイントとさている。また、第４期科学技

術基本計画の策定に向けた検討の視点例として、「科学技術の国際活動の戦略的推進」があ

る。そこで、調査項目ごとに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。 
 
Ⅱ．研究の方向性について 

農林水産研究基本計画では、研究開発マネジメントの強化として、企画立案強化が挙

げられ、研究の行き先の決定や行き先に対応する技術の落としこみが重要とされている。

そこで、本調査ではそれぞれの研究課題がどのような方向（行き先）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。研究の方向性として、以下の５つを設定した。 
（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） 

 
Ⅲ．研究成果の体系的分析について 
農林水産研究基本計画の改訂では、研究成果の評価システムについても重点が置かれて

いる。一般に追跡調査では、開発の成果や波及効果を体系的に整理することが、研究事業

の目標や達成度をよりよく理解するための方法の一つとされている。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・結果（アウトプット）、そこから生

み出された社会・経済等への間接的成果・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（下表）。この整理から、研究をどれだけ行ったかというアウ

トプットだけでなく、どのような成果がもたらされたかというアウトカムや、そこからさ

らに期待されるインパクトが認識できる。 
調査項目について、アウトプット、アウトカム、インパクトを下にまとめたような調査

方法から整理し、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

ることができる。 
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表 1-1-3 研究成果の分析 

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」 

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」

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」 

 
Ⅳ．成果発現の成功の要因について 
課題が当初目的とした成果（アウトカム）の発現に至った要因、成果の発現を困難にし

た要因を把握するため、概況調査において質問項目を設定して解析した。また、詳細調査

においては、基礎研究推進事業開始から現在までの時間軸（横軸）に対し、課題目的達成

の可能性（縦軸）の推移をグラフにして追跡チャートを作成した。 
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（４）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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第０段階－追跡調査の事前準備

第２段階－詳細調査

第３段階－有識者の意見聴取

第４段階－調査報告書の作成

・研究代表者の現所属等

・事業期間終了以降の研究の
　継続・発展・成果・波及効果
・基礎研究推進事業に対する意見・要望

・代表研究者へのアンケート調査（クロス分析実施）
・新技術・新分野の創出の事例調査

・事業期間終了以降の研究の発展状況
・概況調査の調査事項について成果の経過と背景・理由
・波及効果を示す事例

・検索調査　　　・聞き取り調査

・追跡調査報告書
・追跡調査結果のエッセンス（概要パンフレット）

・調査結果全体についてのコメント入手

・コメントを文章にて作成いただく

研究計画書、
中間評価、
成果報告書、
事後評価等

特許調査

報道調査 受賞歴調査

アンケート
調査

所属等
確認

文献調査

有識者コメント
入手

基礎データの把握

調査事項

調査・取りまとめの方法

調査事項

調査・取りまとめの方法

調査事項

調査・取りまとめの方法

成果事例
調査

総合分析

発展事例調査

・研究課題の
　事業期間中の
　成果概要

基礎データの
把握

第１段階－概況調査
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４．調査経過 
 
（１）事前準備 

事前準備では、アンケートの対象とする、各課題の研究実施体制に記されている研究

者、合計 40 名の氏名、所属機関・部署、役職や連絡先をウェブのホームページや等から

確認した。同時に、調査対象課題 18 件について、事業期間中の成果や経緯等の基礎的な

情報を、研究計画書、中間評価や事後評価結果、研究報告書から収集した。また、発表

論文数、論文引用数、報道情報を収集した。収集した情報の項目及び対象を表 1-1-4 に示

した。 
 

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 

参画研究者の情報 現在の連絡先 
所属機関、所属部署、役職、
住所、電話番号、電子メー
ルアドレス 

研究代表者 18 名 
実施体制に掲載されてい
る研究者  22 名 

（合計４0 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・事後評価結果 
発表論文 

事業期間終了までの
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 18 件 

発表論文数 

論文引用数 

Scopus(Elsevier 社)DB を
用いた、研究代表者を著者
とした論文検索情報。（事
業期間前、期間中、期間後
の数を算出） 

事業期間終了後の 
状況（詳細調査にお
ける検索調査の一
部） 

報道情報 

日経テレコム検索、ウェブ
上のプレスリリースから
の研究代表者氏名を含む
報道情報 

研究課題 18 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 18 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、過去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 18 課題それぞれの代表研究者及び研究者、合計 40 名のうち、
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本調査への協力の承諾を得られた研究者とした。代表研究者が基礎研究推進事業の終了以

降に研究から離れていた場合は、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。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） 

課題名 中研究課題名 研究者 現所属 職位 
①耐乾性ラン藻の耐乾機構解明とラン藻

を利用した荒廃土壌修復技術の開発 
大森正之  中央大学 理工学部   教授 

②パイオニア植物におけるエンドフィテイ

ック共生微生物の機能解明とその利用

技術開発 

南澤 究 大学院生命科学研究科 生態シス

テム生命科学専攻  
教授 

③パイオニア植物におけるＶＡ菌根菌の

機能解明とその利用技術開発 
齋藤 雅典 東北大学大学院農学研究科・農学

部 附属複合生態フィールド教育

研究センター 、資源生物科学専

攻 栽培植物環境科学講座（協力

講座） 栽培植物環境科学分野 

教授 

１．共生微生物等を利用した

荒廃土壌の修復技術の開

発 

④共生微生物等の機能を活用した荒廃

土壌の新修復技術の開発 
丸本卓哉 山口大学 学長 

①ニジマス MHC 遺伝子の多様性及び

機能の解析に関する基礎研究 
乙竹 充 独立行政法人 水産総合研究セン

ター 養殖研究所 
 

②新規 MHC 関連遺伝子群の構造並び

に機能の解明 
橋本敬一郎 藤田保健衛生大学総合医科学研

究所 
教授 

２．抗病性産業動物の作出

に関する分子遺伝学的研究

③ニワトリ MHC 遺伝子領域におけるマ

レック病関連遺伝子の探索とその遺伝探

索マーカーの開発 

山本義雄 広島大学 名 誉 教

授 

①昆虫成長因子の作用機構解明と新規

成長因子の探索（研究代表者： 
早川 洋一 佐賀大学農学部応用生物科学科

生物資源制御学講座 昆虫学分

野 

教授 

②ヒト細胞に活性を示す昆虫成長因子の

構造改変と新薬開発 
河野敬一 北海道大学 大学院理学研究院

生命理学部門 生命融合科学分野 
教授 

３．昆虫細胞成長因子の機

能解明と利用に向けた基礎

研究 

③昆虫成長因子の機能と情報伝達の解

明 
神村 学 独立行政法人 農業生物資源研究

所 昆虫科学研究領域 
 

４．植物の生物時計機構の

解明と光周性の人為的制御

植物の生物時計機構の解明と光周性の

人為的制御 
石浦 正寛 名古屋大学 遺伝子実験施設 教

授 
教授 

①アクティベーション・タギング法を用い

た植物の耐寒性関与遺伝子群の探索 
西田生郎 埼玉大学 理学部 分子生物学科 教授 

②植物耐寒性関与遺伝子のアクティベ

ーション・タギング法による分離と遺伝子

導入による植物耐寒性の改良 

和田元 東京大学大学院教養学部生命・認

知科学科 
(兼担) 理学系研究科生物科学専

攻 ＜植物細胞機能学研究室＞ 

准教授 

③耐凍性増大の分子的メカニズムに関

する基礎的研究：生体膜の安定性に注

目して 

上村 松生 岩手大学 農学部附属寒冷バイオ

フロンティア研究センター  
教授 

④高耐寒性植物に存在する凍結制御機

構に関わる分子機能の解析 
石川 雅也 独立行政法人農業生物資源研究

所植物科学研究領域 
 

５．植物の耐寒性形質に関

わる分子機能の複合的解析

とその応用 

⑤低温誘導遺伝子の耐凍性に及ぼす機

能的役割の解析 
藤川 清三  北海道大学 大学院農学研究院

環境資源学部門  
教授 

①ゲノム DNA のメチル化状況の解析 
②DNA メチル化の制御機構についての

生化学的研究 

塩田 邦郎 東京大学 大学院農学生命科学

研究科 応用動物科学専攻 
教授 ６．ＤＮＡメチル化情報の解

析による動物ゲノムの高度

利用 
③ゲノムメチル化制御系解析のための各

種の幹細胞株の樹立 
④細胞の核を初期胚型に戻すための細

胞生化学的研究 

田中 智 東京大学 大学院農学生命科学

研究科 応用動物科学専攻 
准教授 

７．特殊レーザー加工技術

を応用した新しい植物形質

①植物細胞レーザ加工システムの開発 小林 昭雄 大阪大学サステナビィリティ・サイエ

ンス研究機構 
特 任 教

授 
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課題名 中研究課題名 研究者 現所属 職位 
②レーザ加工技術を用いた遺伝子導入

技術の開発 
福井希一 大阪大学 大学院工学研究科 生

命先端工学専攻  
生物工学コース細胞動態学領域

（福井研究室） 

教授  転換法の開発 

③レーザ加工技術を用いた遺伝子導入

法における導入遺伝子の構築 
原島 俊 大阪大学 大学院工学研究科 生

命先端工学専攻  
生物工学コースゲノム機能工学領

域原島研究室 

教授  

①エネルギー消費分子脱共役蛋白質の

制御機構と食品中の活性化因子に関す

る研究 

斉藤 昌之 天使大学 看護栄養学部 栄養学

科  
教授 

②脂肪細胞のライフサイクルを支配する

分子機構の解明とその制御法の開発 
河田照雄 京都大学 大学院農学研究科 食

品生物科学専攻  農学研究科 食

品生物科学専攻  

教授 

③食品由来脂肪酸の生体内代謝とアラ

キドン酸カスケード反応を介した脂肪細

胞制御に関する研究 

横田一成 島根大学 生物資源科学部 生命

工学科  
教授 

８．肥満・脂肪代謝制御の分

子機構と食品中の活性化因

子に関する研究 

④食品素材中の脂肪酸関連有効成分の

検索とその食品化学的特性に関する研

究 

宮下和夫 北海道大学 大学院水産科学研

究院 海洋応用生命科学部門  
教授 

①食の機能性向上のための味覚情報の

伝達・認知機構に関する分子生物学的

研究 

日野 明寛 農業・食品産業技術総合研究機構

食品総合研究所 
食 品 機

能 研 究

領域長

９．味覚応答の発現機序の

解明 

②遺伝的変異マウスを利用した味覚情

報の伝達・認知機構の生理・生化学的及

び行動学的研究 

二ノ宮裕三 九州大学 大学院歯学研究院 教授 

①米の食味特性の解明及び新評価技術

の開発 
大坪 研一 新潟大学農学部応用生物化学科

教授 
東京農業大学客員教授 

教授 １０．広範な特性の米及び変

異米の食味特性の解明及

び新評価技術 
②イネ種子貯蔵成分に関する遺伝子新

素材の開発と特性評価 
佐藤 光 農学研究院 遺伝子資源工学部門 

遺伝子資源開発学  
教授 

②液性免疫活性化を促すコレラ毒素

A/B 鎖遺伝子と家畜病原体感染防御遺

伝子の融合遺伝子作成及びその組換え

植物による翻訳産物の生化学的・免疫学

的解析 

新川 武 琉球大学 遺伝子実験センター 准教授 １１．遺伝子導入飼料作物を

用いた新しい家畜疾病予防

法の開発 

③家畜感染症防御抗原の探索及び遺伝

子導入飼料作物を用いた家畜疾病予防

法の宿主動物を用いた効果検定 

辻 尚利 独立行政法人農業・食品産業技術

総合研究機構動物衛生研究所 人

獣感染症研究チーム 

主 任 研

究員 

１２．ＮＭＲによる機能未知タ

ンパク質の動的構造解析と

機能の推定に関する基礎的

研究 

ＮＭＲによる機能未知タンパク質の動的

構造解析と機能の推定に関する基礎的

研究 

山崎 俊正 （独）農業生物資源研究所 
タンパク質機能解析ユニット 

ユ ニ ッ ト

長 

１３．環境化学物質応答の分

子機構の解明 
環境化学物質応答の分子機構の解明 高橋 智 筑波大学 

生命科学動物資源センター資源

開発分野 

教授 

１４．穀類細胞への新たな遺

伝子導入法の開発 
穀類細胞への新たな遺伝子導入法の開

発 
野々村 賢一 情報・システム研究機構 国立遺

伝学研究所 実験圃場  
准教授 

食品成分による脂質代謝機能に関する

研究 
森山 達哉 近畿大学 農学部 応用生命化学

科  応用細胞生物学研究室 
准教授 １５．食品成分による脂質代

謝の調節に関する研究 
食用植物性タンパク質の単離・精製及び

有効品種の検索 
丸山伸之 京都大学大学院農学研究科 / 農

学専攻 / 品質科学講座 
兼務：農学部 / 資源生物科学科

（准教授） 

准教授 

１６．進化工学手法によるシ

ロアリセルラーゼの改変と高

効率セルロース糖化系の開

発 

新規昆虫起源セルラーゼ遺伝子の探索

と分子系統関係の解明 
渡辺 裕文 （独）農業生物資源研究所  

１７．ミツバチの脳機能に働く

遺伝子を利用した新品種開

発等に関する基礎的研究 

ミツバチの脳機能に働く遺伝子を利用し

た新品種開発等に関する基礎的研究 
久保 健雄 東京大学大学院理学系研究科生

物科学専攻細胞生理化学研究室  
教授 

１８．行動特性の育種改良を

目指した、家畜の脳内物質

関連遺伝子の解析 

行動特性の育種改良を目指した、家畜

の脳内物質関連遺伝子の解析 
村山 美穂 京都大学野生動物研究センター 教授 
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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 21 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、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 年度から平成 20 年度のアンケート結果を

加え、4 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 18 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 11 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 11 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 11 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 11 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 11 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 

受賞歴調査 平成 11 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

ム歴調査 
平成 11 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、詳細調査対象の 10 課題の代表研究者、またはその研究を継

続している研究者や共同研究者とした。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） 

課題名 研究者 現所属 職位 
１．共生微生物等を利用した荒廃土壌

の修復技術の開発 
南澤 究 大学院生命科学研究科 生態システム生

命科学専攻  
教授 

 齋藤 雅典 東北大学大学院農学研究科・農学部 附
属複合生態フィールド教育研究センター 

教授 

 丸本卓哉 山口大学 学長 
３．昆虫細胞成長因子の機能解明と利
用に向けた基礎研究 

早川 洋一 佐賀大学農学部応用生物科学科 生物
資源制御学講座 昆虫学分野 

教授 

４．植物の生物時計機構の解明と光周
性の人為的制御 

石浦 正寛 名古屋大学 遺伝子実験施設 教授 教授 

６．ＤＮＡメチル化情報の解析による動
物ゲノムの高度利用 

塩田 邦郎 東京大学 大学院農学生命科学研究科 
応用動物科学専攻 

教授 

８．肥満・脂肪代謝制御の分子機構と
食品中の活性化因子に関する研究 

斉藤 昌之 天使大学 看護栄養学部 栄養学科  教授 

９．味覚応答の発現機序の解明 日下部 裕子 
（日野 明寛） 

農業・食品産業技術総合研究機構 食品
総合研究所 

ユニット長 
（食品機能研
究領域長） 

１０．広範な特性の米及び変異米の食
味特性の解明及び新評価技術 

大坪研一* 新潟大学農学部応用生物化学科 教授 

１３．環境化学物質応答の分子機構の
解明 

高橋 智 筑波大学生命科学動物資源センター資源
開発分野 

教授 

１５．食品成分による脂質代謝の調節
に関する研究 

森山 達哉 近畿大学 農学部 応用生命化学科  応
用細胞生物学研究室 

准教授 

１８．行動特性の育種改良を目指した、
家畜の脳内物質関連遺伝子の解析 

村山 美穂 京都大学野生動物研究センター 教授 

*：電話によるヒアリング 
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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 

今中 忠行 立命館大学生命科学部 教授 

鎮西 康雄 鈴鹿医療科学大学 教授 

鎌田 博 筑波大学大学院生命環境科学研究所 教授 

降旗 千恵 青山学院大学 名誉教授 

水谷 悟 

キリンホールディングス株式会社  

フロンティア技術研究所 所長 

武田 和義 岡山大学資源生物科学研究所 所長 

津田 洋幸 名古屋市立大学分子毒性学分野 教授 
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（付表）アンケート票 
「平成２１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  
 

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）      

 

 14



A．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      
④取得された競争的資金の例をご記入ください 

 

 
（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      

⑧上記①～⑦で「よく当てはまる」「多少当てはま

る」とした項目について、具体例を簡単にご記

入ください 

 

 

 15



B．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      

⑨上記①～⑧で「そう思う」「多少そう思う」とし

た項目について、具体例を簡単にご記入ください
 

 
（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      

⑨上記①～⑧で「そう思う」「多少そう思う」とし

た項目について、具体例を簡単にご記入ください
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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      

⑦上記①～⑥で「そう思う」「多少そう思う」とし

た項目について、具体例を簡単にご記入ください
 

 
（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      

⑧上記①～⑦で「そう思う」「多少そう思う」とし

た項目について、具体例を簡単にご記入ください
 

 
（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  
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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      

⑨上記①～⑧で「そう思う」「多少そう思う」とし

た項目について、具体例を簡単にご記入ください
 

 
Ｃ．研究目的に対する成果・効果が得られた/得られなかった要因について 
 
（質問１０）目的の成果・波及効果が得られた/得られなかった要因 
 

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事業開始前から課題に関連する高い知見や解析

手法を有していた 
     

②研究から実用化までを担当するキーパーソンが

いた 
     

③責任の所在が明確で強力なリーダーシップを有

するリーダーがいた 
     

④異分野研究者や企業との連携をおこなった      

⑤中間評価を契機として応用など目的達成への意

識が高まった 
     

⑥事業外の市場や研究環境、社会状況の変化にう

まく適合した 
     

⑦上記①～⑥以外に該当する要因があった      

⑧上記⑦と記入された方は、具体例を簡単にご記

入ください 
 

 
D．今後の研究の方向性について 

（質問１１）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。 
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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） 
     

 
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１２）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１３）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１４）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。 
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