
日本発のオリジナル技術である酸化チタン光触媒利用

技術の産業化への貢献により、東京大学先端科学技術研

究センター所長　橋本和仁教授、同　先端科学技術研究

センター　渡部俊也教授（元　東陶機器（株））と、光触

媒の発見者である（財）神奈川科学技術アカデミー　藤嶋

昭理事長（東京大学名誉教授）が、産学官連携功労者表

彰で内閣総理大臣賞を受賞しました（図１、３）。

受賞対象は「セルフクリーニング建材・放熱部材等の

光触媒技術の産業化」で、セルフクリーニング建材をは

じめ種々の光触媒利用製品を生みだした光触媒産業の創

生と、放熱部材開発（NEDOプロジェクト）を軸に地球

温暖化対策等の環境改善への新たな展開の推進に貢献し

たことが併せて評価されたものです。

本稿では、受賞内容と共に、光触媒利用高機能住宅用

部材プロジェクトの概要について紹介します。

1. 発見の歴史（図２）

酸化チタン光触媒は、1967年当時東京大学大学院生で

あった藤嶋名誉教授によって、水の光分解反応として発

見されました。水溶液中の酸化チタン電極と白金電極に

紫外線を当てると酸化チタン電極の表面から酸素の泡

が、白金電極の表面から水素の泡がでてきます。光のエ

ネルギーで水が分解されるのです。1972年に科学雑誌

「ネイチャー」に掲載され、第１次オイルショックで新

エネルギー製造技術として脚光を浴びました。当時の指

3

………特集２ 

光触媒利用高機能住宅用部材
プロジェクト
～「光触媒利用放熱部材の研究開発」で

産学官連携功労者表彰 内閣総理大臣賞を受賞～

図1 内閣総理大臣賞受賞者
橋本和仁　東京大学教授（右から2人目）
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導教官の本多健一東京大学名誉教授の名と共に、『本

多・藤嶋効果』として知られています。

しかし、酸化チタン光触媒が実用化の道を歩み始めた

のは、1989年に橋本教授が東京大学の講師に迎えられて

からです。1990年から東陶機器（株）との共同研究が始ま

り、酸化チタン光触媒の薄膜コーティング技術が開発さ

れました。薄膜にすることにより、蛍光灯の微弱な紫外

線で、効果的に薄膜表面の有機物が分解されたのです。

さらに、酸化チタン光触媒のもう一つの機能、光誘起

親水化機能も東京大学と東陶機器（株）の共同研究の中で

発見され、1997年に「ネイチャー」に掲載されました。

酸化チタンコーティングの表面が紫外線に誘起されて非

常に水に馴染みやすくなり、表面に落とした水滴が一面

に薄く広がります。

2. コーティング建材等の産業化

「酸化チタン光触媒の光誘起酸化分解反応をトイレの

汚れと臭いの分解に使えないだろうか」との橋本教授の

発想から実現した東陶機器（株）との共同研究は、抗菌タ

イルの製品化で実を結びました。その後、光触媒の光誘

起酸化分解機能を利用して、防汚、防臭、抗菌、防カビ

などの用途の製品開発に展開されました。

さらに、酸化チタン光触媒を外装建築材料の表面にコ

ーティングすると、光触媒が汚れを分解すると共に、光

触媒の光誘起親水化機能により雨水が汚れと建材表面と

の間に潜り込むため、汚れが落ちやすくなります。太陽

の光と雨水によって、汚れが除去されるセルフクリーニ

ング建材が産学の共同研究とライセンスによる技術移転

により、次々と実用化されました（図４、図５）。

また、光誘起親水化機能によりガラスの曇りを防ぐこ

とができます（防曇効果）。車のドアミラーに広く普及

しています。その他、車の排気ガスの窒素酸化物

（NOx）除去を図る道路資材や、室内空気浄化のための

空気清浄機など光触媒が多方面に利用されるようになり

ました。
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図4 光触媒コーティング建材の技術移転と実用化（表彰式プレゼンテーション資料より）

図3 受賞者ブースにて小川洋 経済産業省産業技術環境局長に
説明する橋本教授



3. 環境改善への適用

酸化チタン光触媒の強い酸化反応を利用して、大気中

のNOxを硝酸塩として除去する、あるいはシックハウ

ス原因物質の揮発性有機化合物（VOCs）等を分解する

空気浄化や、農業排水中の農薬を分解除去する水質浄化

を行う環境浄化への光触媒利用が進展してきています。

さらに、一向に進展しない民生・家庭部門の地球温暖

化対策に、光触媒技術を応用できないかと考えて考案さ

れたのが、光触媒利用放熱部材による冷房空調負荷低減

システムです。そのコンセプトは、東京大学橋本教授と

新日本空調（株）の共同研究で開発されました。

セルフクリーニング外装建材の超親水性を利用して、

これに少量の水を滴下し、外装建材の表面に0.1mm程度

の薄い水膜を形成すれば、水の蒸発潜熱（水が蒸発する

ときの気化熱）により建物を丸ごと冷却できるのではな

いかという発想です。外装建材を冷却して室内への熱流

入を抑えることにより、夏季の室内冷房空調負荷を低減

するものです。

壁面に水を流して冷却する発想は古くからあります

が、通常の部材に水を流しても、筋になって流れ、部材

表面に広がりません。従って、冷却のためには大量の水

を流す必要があり、しかも水の温度以下にまで冷却する

ことは困難です。光触媒の超親水性を利用して水の薄膜

を形成することにより、少量の水で蒸発潜熱による効果

的な冷却が可能になります。

しかし、このシステムの実現のためには、セルフクリ

ーニング外装建材の親水性と耐久性を高める必要があり

ました。また、効率的な給水が可能な散水システムの開
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図5 光触媒利用製品例（表彰式プレゼンテーション資料より）

図6 外付けメッシュブラインドに適用した実施例



発が必要であり、しかも建物全体の冷却のためには、各

建築部材の間のつながり（取り合い）にも考慮する必要

があります。

NEDO課題設定型産業技術開発費助成事業「光触媒利

用高機能住宅用部材プロジェクト」（平成15～17年度）

では、光触媒利用外装建材のトップメーカー７社が共同

で、「光触媒利用放熱部材の研究開発」を実施し、総合

的な指導を東京大学　橋本教授が行い、実証実験データ

の解析シミュレーションを東京理科大学建築学科　武田

仁教授が指導する産学連携の実施体制で実用化のための

開発を進めています（図７）。

平成15年度には、日産車体（株）平塚工場の更衣棟を借

りて、外付けメッシュブラインドを用いた実証実験を行

いました（図６）。散水によって表面温度で約７℃、室

内温度で約２℃下がりました。柱や壁からの輻射熱が抑

えられるので、体感温度はさらに低く感じられます。

平成16年には、東京大学構内に実証実験住宅（図８）、

東京理科大学構内にオフィスビルを想定した実証実験棟

（図９）を建設し、様々な実験条件でより詳細なデータ

を採取し、さらに各建材の特性についてのデータと併せ

て、冷房空調負荷低減効果の詳細なシミュレーションを

実施しています。

また、平成17年３～９月に開催される愛・地球博では、

ドーム屋根の休憩所で公開実証実験を行い、休憩所利用

客にその効果を体感していただきます（図10）。ドーム

屋根の場合、散水によって、夏季ピーク時の流入熱量の

約14％を抑え、10％以上の冷房空調負荷を低減できると

見積もっています。

4. 成果の他分野への展開

本プロジェクトの目的は室内の冷房空調負荷低減によ

る民生・家庭部門での地球温暖化対策への貢献ですが、

副次的な効果として、ヒートアイランド対策技術として

の効果が期待されます。
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図7 光触媒利用高機能住宅用部材プロジェクト「光触媒利用放熱部材の研究開発」（平成15～17年度）実施体制

図8 実証実験住宅 図9 オフィスビル実証実験棟 図10 ドーム屋根休憩所（愛・地球博）



都市の局地的な温暖化、いわゆるヒートアイランド現

象の主な原因としては、①都市内の燃焼による人工熱の

放出、②大気汚染による温室効果、③建築物の影響によ

る風速の減少に伴う顕熱輸送の減少、④建築物の蓄熱効

果、⑤緑地の減少、排水施設の整備に伴う潜熱放出の減

少、などが挙げられています。このうち、光触媒利用放

熱部材による冷却技術により、①冷房空調室外機からの

発生熱量の低減、省エネルギーによる人工熱放出の低減、

④建築物表面温度低減による地表面温度上昇の抑制、⑤

水の蒸発促進による潜熱放出の増加などの対策効果が期

待できます。

しかし、現状ではヒートアイランド現象の個々の要因

の抑制により、ヒートアイランド対策としてどれだけの

効果が得られるのか、つまりヒートアイランド対策技術

をどれだけ普及すれば、都市の温度上昇をどれだけ抑え

られるのかを試算することは困難です。本プロジェクト

の実施期間中に効果の試算ができるようになることを期

待しています。

また、本プロジェクトの成果は、室内の冷房空調負荷

低減以外にも、開放空間の冷却や温室の冷却など、これ

まで効果的な冷却手段がなかった所への応用展開が期待

できます。

5. 第2ステージに入った光触媒産業

先に述べたように、東京大学と東陶機器（株）の共同研

究を軸に、光触媒の産業化が1990年代に急速に進み、

2000年頃に一種のブームとなりました。しかし、光触媒

の効果が過大に解釈され、『光触媒万能神話』とも言う

べき、「光触媒を塗れば何でもきれいになる」ような誇

大広告がなされるようになりました。

光触媒は紫外線で誘起されて酸化分解機能、親水化機

能を発揮するのですから、十分な紫外線が当たらないと

ころでは効果がありません。親水性によるセルフクリー

ニングも汚れを洗い流すために十分な雨が当たらなけれ

ば、効果を発揮しません。さらに、光触媒が部材の表面

で機能を発揮するためには、各々の部材に適切なコーテ

ィング技術が必要です。ただ光触媒を塗りつけただけの

効果が持続しない、あるいは初めから効果が発揮されな

いような商品（いわゆる「まがいもの」）も出回るよう

になり、光触媒技術の信頼性を損ねることになりました。

光触媒利用製品の信頼性を高め、『本当に効果がある

製品を効果がある状態で使っていただく』ために、性能

評価方法の基準や製品規格を定める（JIS化）必要があ

ります。さらに、日本発のオリジナル技術の国際標準

（ISO）化を日本主導で行っていくことが望まれます。

光触媒の性能評価方法に関する規格制定、標準化を目

的に平成14年９月に光触媒標準化委員会が発足しまし

た。委員会は、藤嶋昭（財）神奈川科学技術アカデミー理

事長を委員長として、メーカー、ユーザー、大学・研究

機関等の委員から構成され、（社）日本ファインセラミッ

クス協会が事務局となっています。本委員会の下に「セ

ルフクリーニング性能分科会」「空気浄化性能分科会」

「水質浄化性能分科会」「抗菌・防かび性能分科会」の４

つの分科会と、これらの分科会の調整を行う「分科会連

絡会」が設けられています。

光触媒利用製品といっても、様々な業種で製品化され

ていますので、標準化するといっても単純ではありませ

ん。様々な思惑がある中で、『日本発の光触媒技術』を

『日本が世界をリードする産業』に育てるべく、産学官

がオールジャパン体制で取り組んでいます。その努力が

実を結び始めました。

JIS化の第１号として、平成16年１月20日にファイン

セラミックス－光触媒材料の空気浄化性能試験方法－第

１部：窒素酸化物の除去性能JIS R 1701-1：2004が制定

されました。

また、７月６～８日には、東京ビッグサイトで「国際

光触媒テクノフェア2004」が開催されました。光触媒関

連産業を代表する企業10社が実行委員会を組織して主催

したオールジャパン体制での光触媒専門展示会で、平日

の３日間に17,480名が訪れる盛況ぶりでした（図11）。

光触媒技術に対する期待の大きさを改めて実感できる展

示会でしたが、とりわけ室内用途への応用展開に寄せら

れる期待に熱いものを感じました。

酸化チタン光触媒は、紫外線で誘起されて機能を発揮

しますので、太陽光が差し込む窓際や蛍光灯近傍を除け
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図11 国際光触媒テクノフェア2004にて



ば、紫外線がほとんどない室内の微弱な光環境では、ほ

とんど機能しません。

近年、紫外線だけでなく、可視域の光でも機能する可

視光応答型光触媒が開発され、室内での利用の道が開け

てきました。

光触媒利用高機能住宅用部材プロジェクトでは、放熱

部材の開発の他に、可視光応答型光触媒を利用した室内

環境浄化部材開発にも取り組んでいます。省エネルギー

型の高気密住宅の普及を図る上で障害になっているシッ

クハウス原因物質のVOCsなどを分解、低減できる室内

環境浄化部材を開発し、地球温暖化対策に貢献しようと

するものです。本プロジェクトでは、部材開発と同時に

性能評価技術開発を推進することを特徴としています。

現在、（株）豊田中央研究所が可視光応答型光触媒の分

解性能評価を担当し、VOCs等の分解速度と分解中間生

成物の挙動の評価技術開発を行っています。住友化学工

業（株）は安全性評価を担当し、光触媒自身の安全性や

VOCs分解中間生成物の安全性に対する不安に応えよう

としています。VOCsが分解される途中で、微量ながら、

元のVOCsよりも毒性の強い化合物が生成する可能性が

あります。しかし、それが安全なレベルであることを示

す評価システムがありません。これを正しく評価するシ

ステムを構築しようとしています。住友金属工業（株）は、

室内環境浄化部材表面でVOCsが分解されたときに、室

内全体のVOCs濃度がどのように変化するのかを数値解

析しています。

また、種々の室内環境浄化部材の開発に取り組む三菱

樹脂（株）、アキレス（株）、東陶機器（株）、松下電工（株）、

住江織物（株）、住友金属工業（株）・住友チタニウム（株）、

（株）ノリタケカンパニーリミテドの各社と、先の評価技

術開発各社に、有識者委員を加えた委員会（共通評価

WG；委員長：竹内浩士（独）産業技術総合研究所環境管

理技術研究部門総括研究員、事務局：（社）日本ファイン

セラミックス協会）を組織し、「可視光応答型光触媒利

用室内環境浄化部材共通評価方法の検討」を実施してい

ます（図12）。

可視光応答型光触媒の標準化検討は、まだ行われてい

ません。本プロジェクトの成果が、可視光応答型光触媒

の評価方法の標準化に向けて、たたき台になることが期

待されています。

「本当に効果があるものを正しく評価し、正しく使う」

光触媒産業は、試行錯誤の創生期から「本物だけが発展

する」第２ステージに移ってきています。産学官一体の

取り組みの中で、本プロジェクトが担う役割の重要性が

ますます高まっています。
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図12 光触媒利用高機能住宅用部材プロジェクト「室内環境浄化部材の開発」（平成15～17年度）実施体制
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