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平成 21 年度実施方針 
 

環境技術開発部 
 
１．件名：プログラム名：ナノテク・部材イノベーションプログラム 
     （大項目） 循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト 
 
２．根拠法 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合研究開発機構法第 15 条第 1 項第 2 号、第 3 号、

第７号及び第９号 
 
３．背景及び目的・目標 

近年、生活環境を脅かす様々な問題が顕在化しており、早急な解決に向けた技術開発が求め

られている。室内外の環境破壊を促進する多種多様な有害化学物質への対策、院内感染問題を

始めとする抗菌・抗ウィルス対策、土壌汚染対策等が強く望まれており、国の施策のもと健全

な経済産業活動と安心・安全な生活環境の実現が急務となっている。 
光触媒は紫外線域の光に反応し、強い酸化分解効果を有するため、防汚抗菌用途等に活用

されつつある。近年においては光触媒が持つもう一つの特徴である、超親水性に着目した研究

が進められており、住宅やビル等の外壁や窓等に塗布又は担持させた光触媒の表面に微量の水

を均一に流下させる際の蒸発潜熱による都市空間の冷却技術が地球温暖化対策として期待さ

れている。さらに、平成 13 年には可視光域の光を吸収し酸化分解効果を有する可視光応答型

光触媒も開発されており、密閉性の高い省エネルギー型住宅等に見られる有害化学物質（厚生

労働省が室内濃度指針値を定めているもの）の滞留低減に効果を発揮することも確認されてい

る。独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO 技術開発機構」とい

う）では、平成 15 年～17 年にかけて「光触媒利用高機能住宅用部材プロジェクト」において

この光触媒の超親水性を利用した冷房空調負荷低減システム及び可視光応答型光触媒を適用

した室内環境浄化部材の開発を手掛け、その有効性を実証している。 

NEDO 技術開発機構は、わが国発祥の「酸化チタン光触媒技術」を、国際競争力のある産

業に育成するため、産学官における研究開発の第一人者を結集した集中研究室を大学に設け、

オールジャパン体制で産業創成を指向した新プロジェクトを強力に推進する。 

本プロジェクトでは、集中研におけるサイエンスに基づいた現象解明をベースとした高感度

光触媒材料開発のもと、光触媒の最大のメリットである「自然エネルギー利用による省エネル

ギー」 「メンテナンス省力化による省エネルギー」 「環境負荷低減による省資源と省エネル

ギー」 といった点を活かし、住宅建材を中心とする市場、環境対応素材を必要とする多様な

製品市場、安心・安全な環境を提供する医療関連市場、気体処理・水処理を中心とする環境改
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善装置市場等の拡大につながる新素材や新システムに関して、川上から川下まで一体となった

開発を実施し、世界に冠たる光触媒産業を創成することを目的とする。 

人材事業では、大学に構築する拠点において、コアプロジェクトに関連する周辺研究、人材

育成、人的交流を実施することにより、その技術を担う人材を養成するとともに、コアプロジ

ェクトの発展及び成果普及に寄与することを目的とする。 
 

［最終目標］ 

【委託事業】 

 ① 光触媒共通サイエンスの構築 

中心となる大学に集中研究室を設置し、産学官共同で高度研究開発を行なうことにより、

平成 23 年度に、ラボレベルにおける活性度評価において現状と比較して紫外光活性 2 倍、

可視光活性 10 倍の高感度化を達成する。 

【委託事業、助成事業（助成率：2/3 以内）】 

 ② 光触媒基盤技術の研究開発 

光触媒製品の低コスト・省エネルギー製造プロセスに適した、光触媒粒子、コーティング

液、成膜方法等の基盤技術を開発する。 

③ 高感度可視光応答型光触媒利用内装部材の開発 

室内環境でも高い効果を発揮する高感度可視光応答型光触媒材料を開発し、内装部材とし

て製品化の目途を得る。 

 ④ 酸化チタンの新機能創出 

撥水性酸化チタン、親水－撥水変換技術、超音波照射等の光照射以外の励起源を用いる技

術等を開発することにより酸化チタンの新機能を創出する｡ 

 ⑤ 光触媒新産業分野開拓 

揮発性有機化合物（VOC：Volatile Organic Compound）やフルオロカーボン系ガス（PFC：

Perfluoro. Compound）等の除去システム、土壌浄化システム、実環境におけるウィルス不

活性化システム等を開発することにより、光触媒の新産業分野を開拓する。 

 

［中間目標］ 

【委託事業】 

 ① 光触媒共通サイエンスの構築 

 中心となる大学に集中研究室を設置し、産学官共同で高度研究開発を行なうことにより、 

平成 21 年度までに、紫外光活性並びに可視光活性の飛躍的な向上に向けて 

・吸収強度、反応活性向上のための理論計算による高機能光触媒材料の複合元素組成に

関する設計仕様の確立、 

・反応活性向上に向けた構造制御に関する原理の完成、 

・光触媒反応活性の評価方法の確立、 

・光触媒の研究開発に特有な複数の大学・企業間が保有する知的財産の有効活用に関す
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る指針作成、 

を行う。 

【委託事業、助成事業】 

 ②～⑤ 

当該プロジェクトはテーマ公募型を主体として運営するため、提案採択時に提案内容を

精査の上、中間目標を設定した。 
 

4．実施内容及び進捗状況 
前記の目的を達成するために、東京大学教授 橋本和仁氏をプロジェクトリーダーとし、 

以下の研究開発を実施した。 
 

４．１ 平成２０年度実施内容 
【共通基盤技術；委託事業】 
① 光触媒共通サイエンスの構築 

コーティング層表面ナノ構造制御等製造プロセスの最適化、結晶面配向制御、結晶性向

上（緻密化）、酸化チタンナノ粒子の開発等触媒性能の向上に加えて新たに、ⅰ）酸化タ

ングステン（WO3）と多電子還元反応触媒の複合化、ⅱ）擬 LMCT（Ligand to Metal Charge 

Transfer,配位子金属間電荷移動遷移）としての多電子還元反応触媒の適用、ⅲ）ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｶｰ

ﾊﾞｲﾄ（WC）系多電子還元反応触媒の創製等、多電子還元触媒の複合化の検討を行い、タ

ングステン系高感度可視光応答型光触媒を開発した。 

実施体制：東京大学－〈共同実施〉 中部大学、(独)産業技術総合研究所、(財)神奈川科

学技術アカデミー 
【実用化技術；委託事業、助成事業】 
② 光触媒基盤技術の研究開発 

新規高感度光触媒について、量産化方法を検討した。また、高感度化組成による新規光

触媒材料に関してスプレー、スパッタ、溶液含浸等薄膜化プロセスにつきプロセス条件の

確立等の目処を得た。 
実施体制：東京大学－〈共同実施〉中部大学、(独)産業技術総合研究所 〈助成〉昭和

タイタニウム(株)、三井化学(株)、日本板硝子(株)、盛和工業(株)、三菱樹脂

（株） 

③ 高感度可視光応答型光触媒利用内装部材の開発 
各内装部材につき可視光応答型光触媒材料の適用化を検討した。 
流通法、小型チャンバー法の適用による内装部材開発時の部材性能評価システムを構築

した。また、実証住宅を用いた性能評価試験を開始した。 
実施体制：東京大学－〈共同実施〉(財)神奈川科学技術アカデミー〈助成〉昭和タイタ

ニウム(株)、三井化学(株)、ＴＯＴＯ(株)、日本板硝子(株)、パナソニック電

工(株)、(株)積水樹脂技術研究所、三菱樹脂(株) 
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④ 酸化チタンの新機能創出 
撥水性の高い無機酸化薄膜の合成に成功し、光触媒効果と組み合わせた新たな水滴除去

材料製品の目処を得た。また、親水－撥水変換材料については、最適な微細組織制御、化

学修飾法、他物質との複合化等を検討した。 
光触媒をエネルギー貯蔵材料と組み合わせて、光触媒機能を暗所でも維持するための検

討を行った。 
実施体制：東京大学－〈共同実施〉(財)神奈川科学技術アカデミー〈助成〉ＴＯＴＯ(株)、

パナソニック電工(株)、盛和工業(株) 
【実用化技術；助成事業】 
⑤ 光触媒新産業分野開拓 

VOC や PFC ガス等の除去システム、土壌浄化システムを開発するため、最適な光触媒

材料、担体材料、システム構成等を絞り込み、小規模実証試験によって性能の評価を行っ

た。 
実施体制：〈助成〉ＴＯＴＯ(株)、パナソニック電工(株)、盛和工業(株)、(株)ホクエイ 

【人材育成・異分野融合拠点化事業；委託事業】 
（i）特別講座等による人材育成事業 

（１）先端学際工学専攻博士課程での異分野融合型の講義を通年で開講し、社会人学生

についても異分野融合型教育を実施した。また、教養学部生対象のバイオマス利用

についての講義を開講した。一般に向けた公開講演会やシンポジウムなどを実施し

た。 
（２）生産技術研究所では、エネルギー長期需給予測、需給マネジメント教材開発やエ

ネルギー・イノベーション事例調査等を行った。また、エネルギー・環境分野の横

断的な知見が求められるコンテンツを提供した。 
（３）教養学部附属教養教育開発機構では、文系・理系の１，２年を対象にした、「エ

ネルギー環境科学技術」、「エネルギー環境行政」等、エネルギー環境に関わる学際

的・総合的な教育キャリキュラムを設計し、総合科目、主題科目、全学自由研究ゼ

ミナールと現場調査・体験ゼミナールを開講すると同時に、学生全般を対象とした

「新環境エネルギー講座」を開設した。また、異分野融合型の人材育成プログラム

を進めるため、環境・エネルギー分野に関する教材の企画・編纂を行うと同時に、

タブレットＰＣを利用した環境・エネルギー分野学習システムの開発も進めた。 
（ii）交流促進事業 

ポスト京都議定書の国際枠組みに関する調査及び政府当局・研究機関・学者との意見

交換のため、欧州、米国、アジア各国等に特任教員又は研究員を派遣した。その調査結

果を基にして、再生可能エネルギーや光触媒等を含む環境エネルギー科学、環境社会学、

環境経済学の講義に反映させると同時に、シンポジウムやセミナーを通して社会人への

情報提供などを行った。 
（ⅲ）成果の活用促進 
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  環境エネルギー科学に係る人材育成講義等の組織化の推進と、講演会・国際シンポジ

ウム開催や、東京大学教養学部に「新環境エネルギー科学ギャラリー」及び「環境エネ

ルギー科学資料室」を設置し、講義のデジタルアーカイブなどを一般に公開する準備を

した。 
実施体制：東京大学 

【標準化調査事業；委託事業】 
「可視光応答型光触媒の性能評価試験方法に関する標準化調査」及び「可視光応答型光

触媒の標準化に関する国際協調調査事業」の 2事業を実施。VOC,悪臭分解性能評価試験方

法の JIS 化、ISO 化を目指し、研究開発事業と連携を取りながら実施している。国際協調

事業では、第 2回アジア光触媒標準化会議を開催し、アジア諸国と連携した国際標準化へ

の取り組みを継続して行った。 
実施体制：（社）日本ファインセラミックス協会  

 
４．２実績推移                                      

 
 １９年度 ２０年度 

委託 助成 委託 助成 
実績推移 

一般会計（百万円） 
７３３ ２４１ ６６４ ２３３

特許出願件数（件） ６ ０ １２※ ３※

論文発表数（報） １３ ０ １５ ０

フォーラム等（件） ５ ０ ８３ ６

※うち２件は委託先と助成先の共同出願 
 

５．事業内容 
東京大学教授 橋本和仁氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研究開発を実施する。実

施体制については、別紙を参照のこと。 
 

５．１ 平成２１年度事業内容 
【共通基盤技術；委託事業】 
① 光触媒共通サイエンスの構築 

多電子還元反応触媒利用の最適化、バンド構造制御等により、酸化チタン系を中心とし

た光触媒の高感度化に取り組む。また、エアロゾル中のウィルスという実環境に近い形で

ウィルスに対する光触媒活性を評価し、パンデミック対策としての光触媒の有効性を検証

する。 

実施体制：東京大学－〈共同実施〉 中部大学、(独)産業技術総合研究所、(財)神奈川科

学技術アカデミー 
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【実用化技術；委託事業、助成事業】 
② 光触媒基盤技術の研究開発 

新規高感度光触媒について、パイロットプラントによる量産化を開始する。また、生産

コスト低減のため、大面積コーティング及び成膜プロセス短縮化技術等について検討を行

う。 
実施体制：東京大学－〈共同実施〉中部大学、(独)産業技術総合研究所 〈助成〉昭和

タイタニウム(株)三井化学(株)、日本板硝子(株)、盛和工業(株)、三菱樹脂（株）   

 
③ 高感度可視光応答型光触媒利用内装部材の開発 

各内装部材につき、新規高感度光触媒の製品サンプルを作成し、実証住宅にてその効果

を評価する。その評価に基づき、光触媒効果を実感できる光触媒活性の目標値を明確化す

る。 
実施体制：東京大学－〈共同実施〉(財)神奈川科学技術アカデミー〈助成〉昭和タイタ

ニウム(株)、三井化学(株)、ＴＯＴＯ(株)、日本板硝子(株)、パナソニック電

工(株)、(株)積水樹脂技術研究所、三菱樹脂(株) 
 

④ 酸化チタンの新機能創出 
撥水性膜と光触媒との複合化について、無機系膜及び有機系膜での検討をさらに進め、

水滴除去性、セルフクリーニング性を向上させる。 
エネルギー貯蔵材料の探索を引き続き行い、エネルギー貯蔵型光触媒の最適化と用途開

発を行う。 
実施体制：東京大学－〈共同実施〉(財)神奈川科学技術アカデミー〈助成〉ＴＯＴＯ(株)、

パナソニック電工(株)、盛和工業(株) 

 
⑤ 光触媒新産業分野開拓 

VOC、PFC ガス、細菌・ウィルス等を光触媒により除去するための実証試験装置を開発

し、ウィルスに関しては、実環境における不活性化実証実験を開始する。その際除去性能

に加えて、省エネルギー性、メンテナンス性、コスト、サイズ等、実用性にも配慮した装

置開発を行う。 
実施体制：東京大学－〈共同実施〉(財)神奈川科学技術アカデミー〈助成〉ＴＯＴＯ(株)、

パナソニック電工(株)、盛和工業(株)、(株)ホクエイ 
 

【人材育成事業；委託事業】 
（i）特別講座等による人材育成事業 

（１）教養学部後期課程（３，４年生）に環境エネルギー科学関連の新コースを設置す

るための準備を開始する。先端学際工学専攻博士課程での異分野融合型の講義を引
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き続き開講し、社会人学生についても異分野融合型教育を実施する。また、教養学

部生対象の地球と水についての講義を開講する。一般に向けた公開講演会やシンポ

ジウムなどを実施する。 
（２）生産技術研究所では、エネルギー長期需給予測、需給マネジメント教材開発やエ

ネルギー・イノベーション事例調査のほか、エネルギー・環境分野の横断的な知見

が求められるコンテンツを作成する。また、エネルギー分野の公開講演会やシンポ

ジウムなどを実施する。 
（３）教養学部附属教養教育開発機構では、引き続き、文系・理系の１，２年を対象に

した、「エネルギー環境科学技術」、「エネルギー環境行政」等、エネルギー環境に関

わる学際的・総合的な教育キャリキュラムを設計し、総合科目、主題科目、全学自

由研究ゼミナールと現場調査・体験ゼミナールを開講すると同時に、学生全般を対

象とした「新環境エネルギー講座」を開設する。また、異分野融合型の人材育成プ

ログラムを進めるため、環境・エネルギー分野に関する教材の企画・編纂を行うと

同時に、タブレットＰＣや講義のデジタルアーカイブを利用した環境・エネルギー

分野学習システムの活用を進める。 
（ii）交流促進事業 

ポスト京都議定書の国際枠組みに関する調査及び政府当局・研究機関・学者との意見

交換のため、欧州、米国、アジア各国等に特任教員又は研究員を派遣する。その調査結

果を基にして、再生可能エネルギーや環境エネルギー科学、環境社会学、環境経済学の

講義に反映させると同時に、社会人への情報提供などを行う。 
（iii）成果の活用促進 

 環境エネルギー科学に係る人材育成講義等の組織化の推進と、講演会・国際シンポジ

ウムの開催と共に、環境エネルギーコンテンツの充実を図り、東京大学教養学部に設置

した「新環境エネルギー科学ギャラリー」及び「環境エネルギー科学資料室」を活用し

た普及啓発活動を引き続き行う。 
実施体制：東京大学 

 
【標準化調査事業；委託事業】 

H20 年度に引き続き「可視光応答型光触媒の性能評価試験方法に関する標準化事業」及

び「可視光応答型光触媒の標準化に関する国際協調事業」の 2事業を実施する。 
 

５．２ 平成２１年度事業規模 
平成２１年度予算における事業規模 

委託事業         助成事業 

一般勘定  １０７３百万円（継続）   ２２３百万円（継続） 
＊事業規模については、変動があり得る。 
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 ６. その他重要事項 

（１）評価 
NEDO 技術開発機構は、平成１９年度～平成２０年度の研究開発成果について、平成２

１年度７月頃を目処に中間評価を実施する。 
 

（２）運営・管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有する NEDO 技術開発機構は、経済産業省及び研

究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標並びに、本研究開発

の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて設置さ

れる技術検討委員会等における外部有識者の意見を運営管理に反映させるほか、四半期に

一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けるこ

と等を行う。 
 

（３）複数年度契約の実施 

 平成 19～21 年度の複数年契約を行う。 
 

（４）その他 

本研究の過程又は成果に基づき開発したプログラム、サンプル若しくは装置等の成果物

について、本プロジェクト外（国内外）への供試・開示については、事前に NEDO 技術

開発機構に連絡する。その際に、NEDO 技術開発機構が申請書の提出を求めた場合は、こ

れに応じ速やかに提出する。 
 

７．スケジュール 

（１）本年度のスケジュール（予定） 

平成 21 年 ３月   ・・・ 部長会（一括附議） 
５月  ・・・ 第３回技術推進委員会 
７月   ・・・  中間評価 

                   １１月   ・・・ 第４回技術推進委員会 
 
８．実施方針の改訂履歴 

（１） 平成 21 年 3 月、制定。 

（２） 平成 21 年 6 月、改訂（事業内容の追加等） 

 



別紙 
「循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト」 実施体制 

 
技術推進委員会 
評価委員会 NEDO 技術開発機構 

 委
託 

助成 

PL：橋本教授（東京大学） 

素材開発 G 
 
 
 
 
 
 
環境浄化 G 
 

共同研究

契約 

パナソニック電工㈱（大阪） 
③高感度可視光応答型光触媒利用

内装部材の開発、④酸化チタンの新

機能創出、⑤光触媒新産業分野開

拓

三井化学㈱ (千葉) 
②光触媒共通基盤技術の研究開発、

③高感度可視光応答型光触媒利用

内装部材の開発 

日本板硝子㈱ (千葉) 
②光触媒共通基盤技術の研究開

発、③高感度可視光応答型光触媒

利用内装部材の開発 

昭和ﾀｲﾀﾆｳﾑ㈱ (富山) 
②光触媒共通基盤技術の研究開発、

③高感度可視光応答型光触媒利用

内装部材の開発 

TOTO㈱ (神奈川) 
③高感度可視光応答型光触媒利用

内装部材の開発、④酸化チタンの新

機能創出、⑤光触媒新産業分野開

拓

三菱樹脂㈱ (長野) 
②光触媒共通基盤技術の研究開

発、③高感度可視光応答型光触媒

利用内装部材の開発 

盛和工業㈱ (神奈川) 
②光触媒共通基盤技術の研究開

発、④酸化チタンの新機能創出、⑤

光触媒新産業分野開拓 

研
究
者
・
技
術
者
の
相
互
交
流

㈱ホクエイ (北海道) 
⑤光触媒新産業分野開拓 

[研究開発事業] 
国立大学法人東京大学 

集中研究室 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

学校法人中部大学 

（多賀教授） 

・研究実施場所 

中部大学（愛知） 

・研究項目 

①光触媒共通サイエン

スの構築 

②光触媒共通基盤技術

の研究開発 

[人材育成・異分野融合拠点化事業] 
新環境科学創成のための人材育成・異分野融合拠点化事業 
（１）ＮＥＤＯ特別部門を、先端科学技術センター、生産技術研究所、教
養学部附属教養教育開発センターに設置し、教養課程学生に対する教材開
発と講義、学部学生・大学院生に対する環境・エネルギー教育、先端学際
工学専攻博士課程の社会人入学制度の活用等の人材育成事業を実施する。
（２）異分野融合研究事業として全国の大学、研究所、企業等から「新環
境エネルギー科学創成のための人材育成・異分野融合拠点化事業」を実施
する客員研究員を募集する。 

独立行政法人産業技

術総合研究所 

（宮内主任研究員、

佐山主任研究員） 

・研究実施場所 

つくばセンター（茨城） 

・研究項目 

①光触媒共通サイエン

スの構築 

②光触媒共通基盤技術

の研究開発 

財団法人神奈川科学

技術アカデミー 

(窪田研究員､中島研

究員､村上研究員） 

・研究実施場所 

かながわサイエンスパーク

（神奈川）一部は、他の研究

実施場所を使用する 

・研究項目 

①光触媒共通サイエンスの

構築 

③高感度可視光応答型光触

媒利用内装部材の開発 

④酸化チタンの新機能創出 

⑤光触媒新産業分野開拓 

 
 

(橋本教授､瀬川教授､渡部教授､

大越教授､高濱教授､砂田特任

准教授､久保特任准教授､立間

准教授､大谷研究員､横野研究

員､古南研究員、野坂研究員、

入江研究員、参加企業からの共

同研究員) 
・研究実施場所 

プロジェクトマネージメント

（山下特任教授） 
[知財部門] 知財有効活用、

 会議録作成等 
[管理部門] 資産管理、契約

 経理、人事管理等 

共同実施① 

共同研究契約 

共同実施② 

 国立大学法人東京大学 
 駒場リサーチキャンパス（東京）

 先端科学技術研究センター 

 駒場オープンラボラトリー 

 国際産学協同研究センター 

国立大学法人北海道大学 

 触媒化学研究センター 

国立大学法人九州工業大学 

 工学部物質工学科 

近畿大学理工学部応用化学科 

国立大学法人長岡技術科学大学 

国立大学法人山梨大学 

 

・研究項目 

共同研究契約 

共同実施③ 

①光触媒共通サイエンスの構築 共同研究契約 
②光触媒共通基盤技術の研究開発 

③高感度可視光応答型光触媒利用内装

部材の開発 

④酸化チタンの新機能創出 

⑤光触媒新産業分野開拓 

㈱積水樹脂技術研究所（滋賀）
③高感度可視光応答型光触媒利用

内装部材の開発 
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