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事後評価報告書概要 

 

プロジェクト名 高感度環境センサ部材開発プロジェクト 

上位施策名 ナノテク・部材イノベーションプログラム 

事業担当課 ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室 

プロジェクトの目的・概要 

環境負荷の低減、安全・安心社会の実現のため、国民の生活に危険をもたらす、ダイオキシン・

環境ホルモン類等の微量な有害有機物質を簡便に検出する技術開発が必要である。現状における

微量なダイオキシンなどの有害有機物質の検出・定量は、大きな分析装置を必要とし、現場で採

取した試料を集めて分析を行っているため、結果が得られるまでに多大のコストと時間を要して

いる。このため、本研究開発は、ダイオキシン等の有害有機物質を微量でも選択的に検出する分

子認識部位とともに、この分子認識による分子結合の有無・量を高感度に電気信号として捉える

ためのセラミックセンシング材料を開発することにより、高感度・迅速かつ小型でオンサイト計

測を可能とする環境センサ部材の開発を目指す。 

予算額等（委託）                         （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成１８年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２３年度 

TOTO 株式会社

総合研究所、独

立行政法人産業

技術総合研究所 

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額 

200,000 150,000 1500,000 737,000 737,000 
 

 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

高感度セラミックセンシング材料の開発では、光を透過する代表的なセラミックス半導体材料

である酸化チタン、酸化亜鉛、酸化スズについて、有機分子集合体や液相析出法を利用した合成

法を検討し、50 nmから 500 nmの寸法範囲において十分に均質である微細凹凸構造あるいは多孔

質構造を制御する技術（中間目標）を確立するとともに、吸着特性、光電流特性等の評価を行い、

材料の微細構造との相関関係を把握した。さらに、例えば有機化合物を利用した合成法では、生

体分子を効率的に吸着するための大空間を有する、十分に均質なマクロ多孔質薄膜の合成技術を

開発し、優れたセンサ特性を発現する電極部材が得られた。また、高いアスペクト比の酸化亜鉛

ナノウィスカーからなる酸化亜鉛の集積膜を得る事に成功し、比表面積と投影面積の比が最終目

標値である 50倍をはるかに超える約 75倍にも達するものが得られた。 
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生体分子固定技術の開発では、生体分子の固定化方法を、DNA に関しては、シランカップリン

グ剤をアンカー層として使用し、タンパク質に関しては、半導体を複合化することにより最適化

を行い、それぞれ、ＤＮＡハイブリダイゼーション、サンドウィッチ免疫アッセイ系を構築した。

生体分子利用技術の開発と合わせ、エストラジオールに関して、レセプター結合アッセイ系を構

築し 0.001 ng/mL を達成 S/N 比は 2.37、2桁の濃度範囲において相関係数 0.965 を得た。 

センシングチップデバイス化技術開発では、流路、光源など含めデバイス化の評価に必要な周辺

部までの要素技術を設計し、安価で小型・携帯型のセンサに関する技術的素地を確立した。１

枚のチップ内に必要生体分子，試薬類，マイクロ流路を備えたセンシングチップデバイスの構

築を行い、相当濃度範囲での実証を行った。 

 

個別要素技術 目標・指標 成果 達成度 

高感度セラ

ミックセンシ

ング材料の開

発 

 

 

表面積が投影面積の 50倍以上

の微細凹凸構造あるいは多孔

質構造において十分に均質で

ある微細凹凸構造あるいは多

孔質構造を制御する技術を確

立する。 

液相析出法を利用して作製した

酸化亜鉛ウィスカー薄膜につい

て、表面積が投影面積の 75倍の

微細凹凸構造が得られている。 

達成 

生体分子固定

技術の開発 

 

 

 

0.001 ng/ml の有害有機物質濃

度において電流値の SN比 5以

上、かつ、繰り返し測定精度が

CV（変動係数）値で 10%以下 

エストラジオールに関して、レセ

プター結合アッセイ系を構築し、

0.001 ng/mL を達成 S/N比は 

2.37であったが危険率 1%で有害

有機物質の判定は可能 

一部 

達成 

生体分子利用

技術の開発 

 

有害有機物質の 1桁以上の濃度

変化範囲において、相関係数

0.9 以上を得る． 

2桁の濃度範囲において相関係数 

0.965 を達成。 

達成 

センシング

チップデバイ

ス化技術の開

発 

 

濃度範囲 0.001～0.1ng/mlでの

測定を実証．センシング材料部

等の構成最適化や作成法を検

討。 

１枚のチップ内に必要生体分子，

試薬類，マイクロ流路を備えたセ

ンシングチップデバイスの構築

を行い、相当濃度範囲での実証を

行った。 

達成 
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(2) 目標及び計画の変更の有無 

事業は計画どおり実施され、成果についても最終目標を概ね達成しており、変更は行っていな

い。 

＜共通指標＞ 

要素技術 論文数 
論文の 

被引用度数 
特許等件数 

（出願を含む） 

高感度セラミックセンシン

グ材料の開発 

７４ ２６４ １９* 

生体分子固定技術の開発 ９ ２３ １ 

生体分子利用技術の開発 ４２ ６５３ １５ 

センシングチップデバイス

化 

技術の開発 

０ ０ ２** 

計 １２５ ９４０ ３５ 

*「センシングチップデバイス化技術の開発」との共同出願２件を含む 

**「高感度セラミックセンシング材料の開発」との共同出願 

 

評価概要 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

・環境中や人体中の微量物質モニタリング技術は社会ニーズが大きく、安全・安心社会の実現の

ため重要な技術である。一方、材料からトータルシステムまでには多様な連携が不可欠なため、

国が行う事業として非常に重要な課題である。 

・生体分子によるセンシングと電子伝達機能を有する新素材セラミックスによる情報変換取得・

伝達は、それぞれ日本が世界をリードしている技術分野である。それらの技術の複合化は単独

機関では容易ではなく、国の事業として推進することにより、これらの分野の新たな発展に資

する意義がある。 

・本開発で達成された高感度のセンシング方法を基に、ＰＯＣＴ(Point Of Care Testing)機器

開発を強力に展開すれば、医療への貢献が大いに期待される。 

・また、何を診断すべきかニーズを把握している厚労省や医師の積極的な指導・関与が不可欠で

あり、今後はこれらとの情報交換も進めるべきである。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

【小型迅速かつ高感度でオンサイト計測を可能とする環境センサの部材開発を評価する】 

・事業の全体目標と共に各要素技術の個別目標も設定されており、水準も概ね妥当である。目標

達成度を測定・判断するための指標も適切に設定されている。 

・超微量で生体に影響を与える可能性があると考えられる環境物質が携帯型のセンサ 
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で簡易に計測できるという技術は、研究開発の目標としては十分に適当である。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

・セラミックス材料を始めとする各要素技術開発では、広汎かつ目標を上回る成果が得られてい

る。例えば、フレキシブルなポリマーフィルム上に設けたセラミック薄膜電極、タグ分子によ

る新規固定化法、ビスフェノールＡ結合タンパク質の生化学的役割解明など、応用範囲の広い

技術が得られている。特に高感度セラミックスセンシング材料の開発では、将来的に光触媒、

色素増感型太陽電池など、他の分野でも有用な部材開発につながるような成果が見込まれる。 

・各要素技術の目標を満足するとともに、論文発表や特許出願も十分に行われている。 

・センシングデバイスにおいても、ポンプを使用せずワンチップ内で処理できるように 

したのは小型化への成果である。 

・今後の装置改善に向け問題抽出ができ、実用化が加速されることが期待される。 

・対象物質をエストラジオールに絞って開発を進めた方針は適切であり、目標達成に有効であっ

た。他の対象物質についても課題と今後の可能性を明らかにしておけば、将来の展開により有

効な成果となるであろう。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

・開発された要素技術は、環境センサ以外にも様々なバイオセンサや臨床検査機器、ＰＯＣＴ市

場等さらには色素増感型太陽電池、センサ電極等への応用の波及効果が期待できる。 

・要素技術の集積により目標とする機能のセンシングチップデバイスが試作されており、製品開

発と量産化への見通しが立てられている。 

・微細凹凸構造・多孔質構造制御技術については、色素増感型太陽電池電極やマイクロ 

アクチュエータ等のセラミックス次世代部材として、波及効果も大きく新たな事業に 

展開できる可能性が大きい。 

・当該事業では小型センサの事業化を念頭に置きつつも、小型センサといった最終製品製作では

なく、センサを小型にするためのデバイス製造技術開発を目的としたもの。信頼性の保障が重

要であり、今後はその対策を明確化することが望まれる。 

・システムとしての完成度は更なる熟成が必要であり、市場性の再検討を十分にすることが望ま

れる。 

・開発品は、小型・迅速・携帯性を目指す。このため、微量な検体で計測することになるが、検

体採取の際、その検体の中に被測定物質が正確且つ十分な量で含有されていない場合があるた

め、検体採取の方法にも言及することが望まれる。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

・要素技術開発からチップデバイス開発まで、明確な目標と適切で効果的な研究開発計画・最適

な開発組織の下に実施されている。 

・資金の過不足はなく配分は妥当と考えられ、多様な技術開発成果や多くの学術的成果も含める
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と、大きな費用対効果がある。 

・事業推進途中で、社会ニーズに変化があったとの判断がある場合、国としても柔軟に対応し、

技術の新たな応用先の検討をすることが望まれる。 

・各要素技術の目標について、全体目標を変えない範囲で開発の進展及び新たな知見を踏まえた

変更の検討も必要である。 

・本事業の目標は環境センサ部材の開発であるが、将来的な製品化も見据えているのであれば極

微量検体の正確・高信頼な検査の確立が不可欠であり、上市には膨大な金・人・時間を必要と

することから、「センシングチップデバイス化」項目は初年度から開発を開始し、前処理装置、

小型化・携帯測定装置、チップの長期信頼性、薬液の長期安定保存法などの信頼性確立につい

ては、十分な時間を割いて研究がなされるべきであった。 

 

６．総合評価 

・適切な目標設定の下で実施され、開発された様々な要素技術は今後の波及効果が大きい。 

・事業の目的であった直接高感度に電気信号に変換するセラミック電極からなる環境センサの開

発は概ね達成された。 

・環境有害物質のオンサイトでの携帯・高感度センシングシステムが、光透過性半導体セラミッ

クス基板の表面積の種々の拡大法を開発し、高 S/N比化を図り、特異的認識機能を有する生体

分子を用い、電流測定で計測する技術を完成させ、更にセンシングチップと計測装置の開発に

より、当初目標を達成した。 

・成果として得られた技術において波及効果は考えられるが、社会需要性の変化もあり事業化に

ついては近い将来を考えても予想と異なる。 

・開発の経過でニーズの変化はやむを得ないが、その際、市場性を十分調査した上で、「何をター

ゲットにして創るか」が重要である。 

・環境検査、遺伝子検査、POCTの装置については、今後、市場ニーズにマッチした商品としてど

こまで改良改善できるかが鍵である。 

 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

・本プロジェクトは、異なる領域の技術を統合して高感度環境センサを構築するものであり、単

独の研究機関や企業では実施が難しい。国がこのような事業を進めることは、各要素技術の発

展に留まらず、新たな事業分野への展開を促進すると考えられる。今後も異材料・異分野の融

合を促進するようなプロジェクト実施を進めるべきである。 

・事業開始段階で、数年後に得られるプロジェクト成果が事業化に繫がるか予測するのは非常に

難しい。従って開発プロジェクトは、既存技術の応用、利用でなくその波及効果が期待できる

ような基礎的な発見・発掘に重点を置いた開発をするべきではないか。 

・事業化を進める一方で、事業化を念頭に置いた新技術の標準化も重要である。 

・研究開発レベルでは環境センサとしての目標精度は達成しているものの、市場展開の点では技

術的に検討の余地が残る。特にセンシングは信頼性が命であり、過酷なスクリーニングテスト
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による信頼性の向上が重要である。 

・事業成果を、より社会的に有効に活用するためには、研究開発マネジメントグループにビジネ

ストレンドに精通した方を加えるなどの工夫が必要である。 

 

 

評点結果 
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