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制度名 産業技術研究開発制度 事業名 マイクロ流体システムを応用したダイオキ

シン類の高速測定技術の研究開発 

事業の概要 ダイオキシン類対策特別措置法の体系においては、事業者及び行政
機関等がダイオキシン類の濃度を測定する際の方法として日本工
業標準に定められたものを用いるよう規定しているが、従来の分析
手法では、これに要する期間・コストの面で、的確な対応が困難と
なりかねない。本事業では、マイクロ流体システムを応用すること
により、分析試料の前処理工程を大幅に短縮し、分析に要する期間
の短縮とコストの低減を実現すると同時に、日本工業標準に適合す
る分析手法を確立するための要素技術を開発することを目的とす
る。具体的には、マイクロ流体の特性とマイクロ流体中の分子挙動
を利用して、排ガス中のダイオキシン類測定の所要時間短縮に最も
効果的な前処理工程の飛躍的高効率化を実現するため以下の研究
開発を実施する。 
 
①マイクロ流体システムの仕様設定 
②マイクロ流体デバイスの個別仕様設定 
③マイクロ流体デバイス プロトタイプの試作・評価 

１．NEDO の関与の必要性・

制度への適合性 

ゴミ焼却等が原因となるダイオキシン類の発生状況を高速且つ
正確に測定するために必要な基盤的技術の開発については公益性、
緊急性及びその波及効果の大きさを考えると本質的に国がその責
任において実施することが適当である。 
さらに、本事業における取り組みは、要素技術、共通基盤技術の

開発であり、且つ一企業が単独で取り組むには事業化に向けた資
金、事業リスク面での負担が大きく、市場原理にまかせておいたま
までは、国民のニーズに即した早期の研究開発への取組が困難なも
のである。  
 

２．事業の背景・目的・位

置付け 

ゴミの焼却等により発生するダイオキシンは、国民の安全を脅か
す大きな環境問題となっている。しかしながら、現在ダイオキシン
類の測定には１ヶ月程度を要しており、ダイオキシンの排出に対し
て企業及び行政の双方が迅速な対応をとることができないのが現
状である。従って、焼却炉等から排出されるダイオキシンに対して
早期に適切な対処をとるために、ダイオキシンの濃度等発生状況を
高速・正確に測定する手法の確立と、ダイオキシンに係るモニタリ
ングの充実が課題となっている。 
本事業では、マイクロ流体システムを応用することにより、分析

試料の前処理工程を大幅に短縮し、分析に要する期間の短縮とコス
トの低減を実現するとともに、日本工業標準に適合する分析手法を
確立するための要素技術を開発することを目的とする。 
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３．事業の目標 

（全体目標） 

本事業では、複雑多岐な分離抽出工程からなるダイオキシン前処
理工程を、分離、抽出、濃縮などの要素工程に分解整理するととも
に各工程をマイクロ流体デバイスに置き換え、これらを組み合わせ
てJISに準拠したダイオキシン類測定の前処理工程の効率の飛躍的
な向上を図り、その結果として測定時間の大幅な短縮、コスト削減
を実現するマイクロ流体システムの仕様を設定する。また、想定し
たマイクロ流体システムに関して、システム仕様を満足する各要素
工程を規定し、その実現に不可欠な要素技術、及び各工程に対応す
るマイクロ流体デバイスの個別仕様を設定する。さらに、前処理シ
ステムを構成する主要デバイスについて、デバイスごとに機能検証
用プロトタイプモデルを試作し要素技術の有効性を検証すること
によりマイクロ流体技術によるダイオキシン分析の現状技術課題
を解決できることを実証する。さらに、環境ホルモンなどへの適用
拡大の検討、将来のさらなる測定時間の短縮化に向けて、JIS に準
拠しつつもマイクロ化の効果を生かした工程統合・短縮化の可能性
検討などを行う。 
 

４．事業の計画内容 
(単位：百万円) 

H12fy H fy H fy H fy H fy 総 額 
(１年
間) 

一般会計 498     498 
特別会計（電多）         
特別会計（石油）         
特別会計(エネ高)         
総予算額（計） 498     498   

担当部室 NEDO 産業技術開発室 
委託先 （財）マイクロマシンセンター 

再委託先 
（株）日立製作所、オリンパス光学工業（株） 
三菱電機（株）、住友電気工業（株）、（株）デ
ンソー 

研究開発体制 

 

推進委員会 
｢マイクロ流体システムを応用したダイオキシ
ン類の高速測定技術の研究開発｣研究推進委員
会 

５．研究開発成果  JIS に準拠したダイオキシン類測定前処理用マイクロ流体システ
ムの仕様と、システムを構成するマイクロ流体デバイスの個別仕様
を設定した。これにより、前処理用システムを構成するデバイスに
求められる機能、開発を要する技術課題を抽出した。 
 また、主要なマイクロ流体要素デバイスについて、プロトタイプ
設計、試作、評価を実施、前処理用マイクロ流体システム構成要素
としての機能の有効性について検証を行い、全ての研究項目におい
て概ね事業目標を達成した。 
 
特許出願数：6 
査読論文数：0、口頭発表数：6、パネル発表数：2、新聞発表数：1 
 

 この他、MicroTAS2002、電気学会、MEMS2003 における採択論文、
投稿論文等の発表予定がある。 
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６．実用化、事業化の見通し 本事業にて、機能検証を行った主要なマイクロ流体要素デバイス
については、概ね実用化の可能性を検証した。尚、今回設定したシ
ステム全体仕様を満たす前処理用マイクロ流体システム実用化の
ためには、更なる研究開発の継続が必要である。 
実用システムの開発後には、通常の民間企業の営業活動を通じ

て、ダイオキシン類の排出状況を管理・測定する必要性のある企
業・受託分析業者や都道府県の公設試等への普及が見込まれる。 
 

７．今後の展開  本事業終了後、マイクロ流体技術による水質検査装置等の開発を
進めている本事業の参画企業により、ダイオキシンを含む環境測定
装置への成果活用を図る。 
また、ダイオキシン類測定前処理を含むマイクロ流体デバイス・

システムの実用化を図る企業に対して、マイクロ抽出デバイスやマ
イクロバルブ等、本研究開発で得られたマイクロ流体デバイスの設
計技術、加工技術等の技術供与を図る。 
 こうした関連事業での取り組みにより、ダイオキシン類測定のみ
ならず、多様な化学プロセスに対するマイクロ流体技術の適用と、
産業界への普及を図る。 
 
基本計画の変更 変更無し 
変更内容 － 

８．評価履歴 

評価履歴 事前評価（H12.10）を実施 

作成日 平成１４年９月２日 
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「マイクロ流体システムを応用したダイオキシン類の 
高速測定技術の研究開発」（事後評価） 

評価概要（案） 
 

１．総論 
１）総合評価 
排ガス中ダイオキシン類測定技術の高速化・簡便化を実現する測定技術の開発と
いう社会的にニーズが高いテーマ設定は適当である。また、達成手段としてマイク
ロ流体システムに着目した点も、マイクロ流体システム技術の基幹技術としての今
後の重要性と波及効果を考えると適切である。本プロジェクトの要素技術開発が国
際的に高い水準で行われた点は評価できる。 
その一方で、ダイキシン類の高速前処理システムを構築し事業化の見通しが得ら
れたとは言い難い。少なくとも個々の化学デバイス要素技術の有効性検証を、ダイ
オキシン類を含む実際の測定対象を用いて実施すべきであった。企画立案における
研究開発体制と事業期間の設定に無理があったと考えられる。少なくとも３年の実
施期間とユーザー企業を含めた研究開発体制の構築が必要であった。 

 
２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 
策定時における、達成目標とプロジェクト期間との整合性を確保するための企画
立案スキームについては改善を要する。本プロジェクトの達成目標は「高速測定技
術の研究開発」であるが、「マイクロ流体システムの研究開発」に留まっている。
短期事業であっても、当初の研究開発課題を十分達成される事業計画を策定すべき
である。補正予算などの短期間プロジェクトでは、研究開発体制の中にエンドユー
ザに近い企業を参画させた産業応用フェーズに近い研究開発要素の設定が必要で
ある。 
 
２．各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
ダイオキシン類負荷量の低減は環境面から急務であり、国民ニーズはもとよりグ
ローバルなニーズを有している。従って、ダイオキシン測定技術の高速化・簡便化
は極めて重要な技術開発である。また２１世紀のバイオテクノロジー，ナノテクノ
ロジーの重要性が高まる中、国際的に日本のマイクロ流体システム技術の優位性を
確保するためにも、国の政策的かつ積極的な支援が望まれており、本事業内容は概
ね適切であった。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
各事業実施者における個々の要素技術の研究開発マネジメントは概ね適切に行
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われていた。 
しかし、本事業のダイオキシン類の高速測定技術開発という達成目標に対する位

置付けが明確でない要素技術があり、これらの要素技術を統合して目標を達成する
研究計画が不明確であった。また、実際のダイオキシンを用いた実証試験までの研
究計画を策定しなかった点が残念である。これらの理由によって、マイクロ流体シ
ステムの応用によってダイオキシン類の高速測定が可能になるとの結論を出すに
はやや不十分な結果となってしまった。 
研究開発体制の中にダイオキシン類の測定を行っているエンドユーザに近い企
業を参画させることが必要であった。 
 
 
３）研究開発成果について 
目標値を概ねクリアしており、目標達成度は高く、学術的および産業応用上の両
方の観点において十分な研究成果が得られている。本プロジェクトにより今後の当
該分野の市場創造につながる可能性を秘めたマイクロ流体システム要素技術の有
用性が実証された。学会・国際会議での発表に値する成果が多く、特許出願も精力
的に行われており、世界トップレベルの固有基盤技術が形成されたと考えられる。
特に気－液抽出とその分離、シースフロー微細化及び濃縮のデバイスについては今
後、多方面での応用が期待できる。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
個々の要素技術は、いずれも事業化の可能性を有する世界トップレベルのもので
ある。いくつかの要素技術は具体的な事業化シナリオを有している。 
しかしながら、ダイオキシン類の高速測定技術としてみた場合には、実用化の見
通しについて判断できるところまで到達していない。事業計画段階での検討と、事
業実施途中での実用化、事業化の見通しのシナリオを明確にするための検討が不十
分であったことが問題であろう。



 

7777    
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４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的・政策的位置付け

平均値

 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 2.5 B B A A 

２．研究開発マネジメントについて 1.8 B B C B 

３．研究開発成果について 2.8 A A B A 

４．実用化・事業化の見通しについて 1.5 B B C C 

 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
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