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平成 19 年度実施方針 
 

環境技術開発部 
 
１．件名：プログラム名 革新的部材産業創出プログラム 
              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８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】 

 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｡ 

【助成事業】 

 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。 

【人材育成事業】 

事業原簿に定量的な目標値（モニタリング指標等）を別途定める。 
 

［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、 
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・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、中間目標を設定する。 
 

 
4．事業内容 

前記の目的を達成するために、プロジェクトリーダー 東京大学 教授 橋本 和仁のもと

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。 
 

４．１ 平成１９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 

理論計算による高感度化光触媒材料の最適な組成、構造に関する原理を完成し、それら

の材料の合成方法、評価方法等の絞り込みを行う。前記指針に基づき合成した光触媒材料

の構造、基本性能の評価をおこなう。また、複数の大学・企業間が保有する知的財産の有

効活用に関する指針を策定する。 
【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 

低コスト・省エネルギー製造プロセスに適した粒子の合成方法、コーティング液の合成

方法、成膜方法の絞り込みを行う。 
③ 高感度可視光応答型光触媒利用内装部材の開発 

室内での気体処理や抗菌・抗ウィルス等の評価方法の策定に目処をつける。高感度可視

光応答型光触媒材料を内装部材にコーティングし、基本性能の評価を行う。 
④ 酸化チタンの新機能開拓 

撥水性の酸化チタン、親水－撥水変換材料を開発するため、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、表面の濡れ性と構造との関係を評価する。これら

機能材料の性能評価方法の策定に目処をつける。また、光触媒の励起源として、超音波照

射等、光照射以外の励起源の絞込みを行い、基本性能を評価する。 
【実用化技術；助成事業】 
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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う。 
【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 

光化学を核とした環境科学（化学）の創成に向け、世界トップレベルの人材育成を図る。

具体的には、コアプロジェクトの PL を代表者とし、コアプロジェクトにおける技術の核

となる大学において特別講座を開講する。講義内容は、将来的な環境科学の要素技術とな

りうる中核技術および周辺技術分野に関するものとし、教養学部から大学院に至るまで異

分野にわたる優秀な人材の取り込み及び融合を図る。 
（ii）交流促進事業 

コアプロジェクトの中核技術を中心に、関連技術も含めた研究者、技術者等の人的ネッ

トワークを構築するとともに、人的交流事業等を実施する。 
（iii）成果の活用促進 

コアプロジェクトの中核技術に関連する基礎的研究や、環境と他分野の融合を目的とし

た応用研究について企業との共同研究を実施する。 
【標準化調査事業；委託事業】 

本研究開発の成果の下にＪＩＳ化、ＩＳＯ化に向けて調査を含めて積極的に推進する。 
 

なお、助成事業については、以下の実施方針で事業を行う。 
＜助成要件＞ 

① 助成対象事業者 

助成対象事業者は、単独ないし複数で助成を希望する、原則本邦の企業、研究組合、公

益法人等の研究機関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特

別の研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点から国外企業との連携が

必要な部分はこの限りではない。）から、公募によって研究開発実施者を選定する。 

② 助成対象事業 

以下の要件を満たす事業とする。 

１）助成対象事業は、別紙の基本計画に定められている研究開発計画の内、助成事業とし

て定められている研究開発項目の実用化開発であること。 

２）助成対象事業終了後、本事業の実施により、国内生産・雇用、輸出、内外ライセンス

収入、国内生産波及・誘発効果、国民の利便性向上等、様々な形態を通じ、我が国の

経済再生に如何に貢献するかについて、バックデータも含め、具体的に説明を行うこ

と。（我が国産業の競争力強化及び新規産業創出・新規起業促進への貢献の大きな提案

を優先的に採択します。） 

③ 審査項目 

・ 事業者評価 
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技術的能力、助成事業を遂行する経験・ノウハウ、財務能力（経理的基礎）、経理等事

務管理／処理能力 
・ 事業化評価（実用化評価） 

新規性（新規な開発又は事業への取り組み）、市場創出効果、市場規模、社会的目標達

成への有効性（社会目標達成評価） 
・ 企業化能力評価 

実現性（企業化計画）、生産資源の確保、販路の確保 
・ 技術評価 

技術レベルと助成事業の目標達成の可能性、基となる研究開発の有無、保有特許等に

よる優位性、技術の展開性、製品化の実現性、重要技術課題との整合性 
・ 社会的目標への対応の妥当性 
 

＜助成条件＞ 

① 研究開発テーマの実施期間 

    ５年を限度とする。 

② 研究開発テーマの規模・助成率 

・ 助成額 

平成１９年度の１件あたり年間の助成金の規模は数億円程度を上限とする。 
・ 助成率 

２/３以内 

③ 採択予定件数 

採択予定件数は定めずに、１件あたり数億円程度／年間を助成金の上限として予算内

で採択する。 

 

 

４．２ 平成１９年度事業規模 
平成１９年度予算における事業規模 

一般会計  ９９０百万円（新規） 
計        ９９０百万円 

＊事業規模については、多少の変動があり得る。 
 

５．事業の実施方式 

 

 ５．１ 公募 

（１）掲載する媒体 

「NEDO 技術開発機構ホームページ」で行う他、新聞、雑誌等に掲載する。 

 

（２）公募開始前の事前周知 

  公募開始の１ヶ月前に NEDO 技術開発機構ホームページで行う。 
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（３）公募時期・公募回数 

平成１９年３月に１回行う。 

 

（４）公募期間 

３０日以上とする。 

 

（５）公募説明会 

公募開始後公募説明会を開催する。 

 

５．２ 採択方法 

（１）審査方法 

助成事業者の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象にNEDO技術開発機構が設

置する審査委員会（外部有識者で構成）で行う。審査委員会（非公開）は、助成金交付申

請書の内容について外部専門家（学識経験者、産業界の経験者等）を活用して行う評価（技

術評価及び事業化評価）の結果を参考とし、本事業の目的の達成に有効と認められる助成

事業者を選定した後、NEDO技術開発機構 はその結果を踏まえて助成事業者を決定する。 

申請者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施する。 

審査委員会は非公開のため、審査経過に関する問合せには応じない。 

 

（２）公募〆切から採択決定までの審査等の期間 

４５日間以内とする。 

 

（３）採択結果の通知 

採択結果については、NEDO 技術開発機構から申請者に通知する。なお不採択の場合は、

その明確な理由を添えて通知する。 

 

（４）採択結果の公表 

採択案件については、申請者の名称、研究開発テーマの名称・概要を公表する。 

 

 ６. その他重要事項 

（１）評価 
人材育成事業については、NEDO 技術開発機構は、政策的・技術的観点、事業の意義、成

果、波及効果等の観点から、毎年度事業評価を実施する。 
 

（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、経済産業省および

研究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的および目標、並びに、本研
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究開発の目的およ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他、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 

 複数年度契約を行う場合、平成 19～21 年度の複数年契約を行う。 
 

（４）その他 

本研究の過程または成果に基づき開発したプログラム、サンプルも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 

平成 19 年 3 月８日 ・・・ 部長会 
                    3 月 13 日 ・・・ 運営会議 
                    3 月中旬 ・・・ 公募開始 
                    3 月下旬 ・・・ 公募説明会 
                    4 月中旬 ・・・ 公募締め切り 
                    5 月下旬 ・・・ 契約・助成審査委員会 
                    6 月上旬 ・・・ 採択決定 

 

 

（２） 来年度の公募について 

  業務の効率化を図るため、平成１９年度中に平成２０年度採択候補案件の選定を開始する。

（ただし、事業の内容は別途平成２０年度実施方針に定める。） 
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（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 

 
 
 
きゅおｋ 
 
 

 
技術推進委員会 PL：橋本教授（東京大学） 

 委
託 

○○大学 
・研究実施場所 
 
・実施項目 
①光触媒共通サイ 
 エンスの構築 
（○○教授） 

 

○○研究所 
・研究実施場所 
 
・実施項目 
①光触媒共通サイ 
 エンスの構築 
（○○研究員） 

財団法人○○ 
・研究実施場所 
 
・実施項目 
①光触媒共通サイ 
 エンスの構築 
④酸化チタンの新 
 機能開拓 
（○○研究員） 
（○○研究員） 
（○○研究員） 
 
・特許調査 

[○○大学集中研究室] 
 
 
 
[管理部門] 
１． 知財管理部門 
２． 資産管理、契約、経理、

人事 
 
 
[研究部門] 
 
・研究実施場所 
  ○○○○ 
 
・実施項目 
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 
③ 高感度光触媒材料の開

発 
④ 酸化チタンの新機能開

拓 
⑤ 光触媒新産業分野開

拓 
 
 
 
 
 
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 
 
・オープンセミナー 
・特別講義開講 
・国際会議開催等 

プロジェクトマネージメント

統括：○○教授(○○大学)

マネージ
メント 

メーカーA 社 
・実施項目：②光触媒共通

基盤技術の研究開発、③高

感度光触媒の開発 

メーカーB 社 

共同実施マネ
ージメント 

共同実施 

共同実施 

共同実施マネ
ージメント 

共同実施マネ
ージメント 

共同実施 研
究
者
・
技
術
者
の
相
互
交
流

・実施項目：②光触媒共通

基盤技術の研究開発、③高

度光触媒の開発 

メーカーC 社 
・実施項目：②光触媒共通

基盤技術の研究開発、③高

度光触媒の開発、⑤光触媒

新産業分野開拓 

メーカーD 社 
・実施項目：③高度光触媒

の開発、④酸化チタンの新

機能開拓 

メーカーE 社 
・実施項目：②光触媒共通

基盤技術の研究開発、③高

度光触媒の開発 

メーカーF 社 
・実施項目：②光触媒共通

基盤技術の研究開発

メーカーG 社 
・実施項目：③高度光触媒

の開発⑤、光触媒新産業分

野開拓 

メーカーH 社 
・実施項目：⑤光触媒新産

業分野開拓 

メーカーI 社 
・実施項目：⑤光触媒新産

業分野開拓 

助
成 

NEDO 技術開発機構
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