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（ナノテク・部材イノベーションプログラム） 

「循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト」基本計画 

 

 

環境部 

 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

我が国の光触媒産業は、国際的に高い技術力と競争力を有し、世界をリードしている。光

触媒市場は、平成１５年現在で国内約 550 億円、世界で約 900 億円である。最近は、市場規模

において年率 20％の伸びを示しており、EU、米国をはじめ中国を筆頭としたアジア諸国の技

術力向上によるキャッチアップが進行し、市場進出も活発化している。そのため我が国におい

て産学官を含む連携の強化を図ることで、次世代の光触媒分野でのイノベーションを促進する

ことが喫緊の課題となっている。 

そこで本プロジェクトは、「情報通信、ライフサイエンス、環境、エネルギーなど、あらゆ

る分野に対して高度化あるいは不連続な革新（ジャンプアップ）をもたらすナノテクノロジー

及び革新的部材技術を確立するとともに、その実用化や市場化を促進することで、我が国産業

の国際競争力の維持・強化や解決困難な社会的課題の克服等を可能とすること」を目的とした

「ナノテク・部材イノベーションプログラム」の一環として実施する。 

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。具体的には、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」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 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
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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

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。 

 

（２）研究開発の目標 

［最終目標］（平成２３年度 ※③、⑤については、平成２４年度） 

 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。 

 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、強磁性等の新しい物性の探索、エネルギー貯蔵

材料との複合化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）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・細菌の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］（平成２１年度） 

 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、 

中間目標：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、 
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・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。 

 

 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。 
 

 

（３）研究開発の内容 

  上記目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づき

研究開発を実施する。 

 

 【共通基盤技術；委託事業】 

  ① 光触媒共通サイエンスの構築 

 【実用化技術；委託事業、助成事業（助成率２／３）】 

  ② 光触媒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 

 

 ２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

  本研究開発は、NEDO が、単独ないし複数の原則本邦の企業、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、国外企業の特別な研究開発能

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場合はこの

限りではない）、大学等から公募によって研究開発実施者を選定し実施する。 

  共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限の活

用により効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究体には NEDO が指名する研究開発責

任者（プロジェクトリーダー）国立大学法人 東京大学 教授 橋本 和仁を置き、その下に

研究者を可能な限り結集して効果的な研究開発を実施する。 

本研究開発において、NEDO が主体となって行うべき基礎・基盤的研究開発であると判断

される研究開発項目①については委託により実施する。研究開発項目②～⑤における薄膜化、

表面修飾、抗菌・抗ウィルス等に関する基礎・基盤的研究開発は委託により実施し、市場化に

向けた産業界の具体的な取り組みが示されるべき実用化研究開発であると判断される製品化

開発については助成（助成率２／３）により実施する。 
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    （注）助成率に関しては、プロジェクトの途中段階で見直しが行われる可能性があり得る。 

 

（２）研究開発の運営管理 

  研究開発全体の管理・執行に責任を有する NEDO 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、プログラムの目的および目標、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．研究開発の実施期間 

  本研究開発の期間は、平成１９年度から平成２３年度までの５年間とする。ただし、加速

予算による実証実験の期間延長に伴い、平成２４年８月３１日まで期間を延長する。 

 

４．評価に関する事項 

  NEDO は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義

並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平成２１

年度、事後評価を平成２４年度に実施する。また、中間評価結果を踏まえ必要に応じてプロジ

ェクトの加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。なお、評価の時期については、当該研究開

発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況に応じて前倒しする等、適宜見直しす

るものとする。 

 

５．その他の重要事項 

（１）本プロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開事業について 
本プロジェクトをコアプロジェクトとして、人材育成、産学連携等の事業「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」をコアプロジェクトの採択先へ委託し実施す

る。事業の目的、目標、実施内容等については、実施方針に定める。NEDO は、政策的・

技術的観点、事業の意義、成果、普及効果等の観点から、事業評価実施規定に基づき、毎年

度事業評価を実施する。なお、平成２１年度に有識者へのヒアリング等を活用した中期目標

期間に係る事業評価を実施し、平成２４年度に事業終了直後における事後評価を実施する。 

 

（２）研究開発成果の取扱い 

  ① 共通基盤技術の形成に資する成果の普及 

研究開発成果については、NEDO、実施者とも普及に努めるものとする。 

  ② 知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備又は標準化等との連携を図るため、

データベースへのデータの提供、標準化情報（TR）制度への提案等を積極的に行う。特に

標準化については、我が国発祥の光触媒技術のグローバルスタンダード化を目指し、JIS
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化・ISO 化に向けて積極的に推進する（平成１８年度より標準化調査事業を開始している）。 

なお、標準化事業は、試験・評価方法、基準・プラットフォームの提案等、国民経済的

には大きな便益がありながらも、民間企業の研究開発投資に見合うものが見込めない「公

共財の研究開発」であり、委託事業として実施する。 

  ③ 知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に係わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２５条の規定に基づき、原則と

して、すべて委託先に帰属させることとする。 

 

（３）基本計画の変更 

NEDO は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研究開発

動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、評価結果、研究開発費の確保状況、当該研

究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画

の見直しを弾力的に行うものとする。 

 

（４）根拠法 

  研究開発については、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第

１項第２号及び第１５条第１項第３号に基づき実施する。 

「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」については、独立行政法

人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第８号及び第１５条第１項第１

０号に基づき実施する。 

 

（５）その他 

本研究によって得られる、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 に連絡する。その際に、NEDO 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。 

 
 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成１９年３月、制定。 

（２）平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の制定により、「（１）研究開発の

目的」の記載を改訂。 
（３）平成２１年６月、事業内容の追加等による改訂。 
（４）平成２２年３月、事業内容の追加等による改訂。 
（５）平成２３年７月、根拠法の改正による改訂。 
（６）平成２４年１月、加速予算による実証実験の期間延長に伴う変更。 



（別紙）研究開発計画 

 

研究開発項目①「光触媒共通サイエンスの構築」 

 

１．研究開発の必要性 

 現在上市されている光触媒製品は、紫外光応答型光触媒を用いた製品が中心であり、外

装建材、浄化用フィルター材を中心に着実に市場が拡大しているものの、紫外線の少ない

室内等での利用は限られている。こうしたなかで 2001 年には部分的に可視光を吸収する光

触媒が我が国で開発されたが、その性能は現状では室内等の環境で使用するには不十分で

ある。このような紫外線の少ない環境下での光触媒の潜在的ニーズを含めれば、光触媒市

場は今後 20 年間で 3兆円近くにまで達するものと見込まれており、可視光照射下において

も高い光触媒効果が現れ、消費者や利用者がそれを実感できる製品を普及させるために十

分に高感度な可視光応答型光触媒材料の開発が急務となっている。 

 これまでも、光触媒の高感度化のための研究開発は為されてきたが、その多くは既存材

料の改良であり、飛躍的な特性の改善にはサイエンスに遡って基礎研究から見直すことが

必須である。そこで本項目では、固体物理や表面科学をベースとした理論科学に基づく新

物質設計指針の確立、ならびに、その設計指針を具現化するための合成法やプロセスを確

立することで新物質創成を進め、光触媒共通サイエンスを構築し、最終的には材料開発を

行う企業への技術移転を促進する。また、こうした光触媒共通サイエンスは、従来の光触

媒の用途展開以外に、付加価値のある新規物性・機能性の創出にもつながることが期待さ

れる。 

このような光触媒共通サイエンスの構築のため、研究者、技術者の交流・議論が活発に

おこなわれる集中研究室を大学に設置する。集中研究室体制は、研究投資（経費と人材）

の集中化、他企業の商品への転用可能性、優れた技術の利用範囲の拡大といったシナジー

効果を期待できる。 

 

２．研究開発の具体的内容 

 光触媒は半導体材料であり、その物性はバンド構造、特に価電子帯、伝導帯のエネルギ

ー位置、禁制帯幅、禁制帯内の準位などに支配される。固体物理をベースとした材料設計、

理論計算の手法を用い、光触媒のバンド構造を制御し、高感度化光触媒新物質を創出する

ための設計指針を確立する。また、設計した新物質を具現化するためソルボサーマル法を

はじめとする様々な光触媒合成手法及び各種表面処理手法を開拓する。さらに、結晶構造

の異なるドープ型酸化チタンの機能複合化技術の開発やドープ型酸化チタンの高感度化因

子の解明を進め、不純物ドープなどの基盤技術を開発する。また、光触媒に可視光での活

性を付与するため、可視光を吸収することが可能な金属・金属錯体・金属酸化物等の異種

材料との複合材料を開発する。一方、酸化チタンのナノ構造は、電子・正孔の寿命や移動

度に影響を及ぼす重要な要素であるため、最適なナノ構造を設計することで更なる高感度



化光触媒を開発する。中でも、酸化チタンナノチューブやナノロッドは従来のナノ粒子に

対し優位性を示す例も多く報告されており、陽極酸化法、水熱合成法による高活性酸化チ

タンナノチューブやナノロッドの開発をおこなう。以上の光触媒材料について、光触媒反

応の照射光波長依存性解析によって光触媒の機能を適切に評価するとともに、電子と正孔

の再結合が少ない高結晶性かつ大表面積の光触媒調製法を開発する。また、酸化チタンの

結晶形の最適化や結晶配向性の制御、水酸基状態などの表面構造の最適化等によって、高

感度な光触媒材料を開発する。さらに、酸化還元エネルギーを蓄えて有効活用する光触媒

を開発する。これらの光触媒共通サイエンスをベースに、従来の光触媒よりも紫外光での

活性が２倍、可視光での活性が１０倍の新物質を創出する。また、こうした光触媒共通サ

イエンスをもとに、新規産業創出につながるような付加価値のある新規物性・機能をもつ

材料の探索をおこなう。技術移転がスムーズにおこなわれるような知的財産の活用システ

ムを構築し、さらに評価方法を確立する。 

 

３．達成目標 

集中研究室の体制をとり、研究者、技術者の相互の交流を活発化し高度研究開発を行な

うことにより、以下の目標を達成する。 

 

［最終目標］ 

 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し、光触媒共通サイエンスを完成させる。 

［中間目標］ 

 平成 21 年度までに、紫外光活性ならびに可視光活性の飛躍的な向上に向けて、 

（１）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

に関する設計仕様を確立する。 

（２）反応活性向上に向けた構造制御に関する原理を完成させる。 

（３）光触媒反応活性の評価方法を確立する。 

（４）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

する指針作成を行なう。 

 



研究開発項目②「光触媒基盤技術の研究開発」 

 

１．研究開発の必要性 

 光触媒共通サイエンスに基づいて設計された光触媒材料を建築部材や環境浄化フィルタ

ー等に広く応用させるためには、高品質の製品を低コストで提供しうる製造プロセスの開

発が重要となる。こうした製造プロセスの開発は、前記高感度化光触媒の製造に限らず、

既に大きな市場を形成している従来の光触媒製品の更なる市場規模拡大に対しても多大な

貢献をもたらす。製造プロセスには、光触媒材料の製造、粒子を安定に分散したコーティ

ング液の製造、部材・担体へのコーティングといった一連の工程を含み、それぞれの工程

の低コスト化、省エネルギー化が望まれている。具体的には、高感度化光触媒の大量合成

技術、高分散で安定なコーティング液の開発、大面積を高速で成膜できるインライン製造

プロセスの開発等光触媒産業の発展にとっては極めて重要な課題であり、今後の市場規模

拡大のため早急に検討する必要がある。本項目では、高品質な光触媒製品を低コストで製

造するために最適な光触媒材料の製造方法、コーティング液の製造方法、成膜方法等を検

証し、光触媒の基盤技術を開発する。 

 

２．研究開発の具体的内容 

 高感度化光触媒の低コスト・大量合成技術を開発する。また、前記高感度化光触媒のコ

ーティング液の製造技術を開発する。安定なコーティング液の製造のため、最適な分散剤

や分散媒の検討を行い、且つそれらに適した分散方法を開発する。更に、前記コーティン

グ液を用い、部材や担体に低コストで成膜する技術を開発する。基材の材質や形状に応じ

たスプレー法等の湿式プロセスやスパッタ法等の乾式プロセスを検討し、高速成膜や大面

積成膜を目的としたインライン製造プロセスを確立する。また、製造工程に含まれる加熱

処理温度の低減等、低コスト・省エネルギーに寄与する要素の最適化を行うことによって、

光触媒製品の更なる普及を目指す。 

 

３．達成目標 

［最終目標］ 

 上記光触媒基盤技術の研究開発により、以下の目標を達成する。  

（１）高感度化光触媒の低コスト・大量合成技術を開発する。 

（２）高感度化光触媒が安定に分散したコーティング液の低コスト・大量合成技術を開発

する。 

（３）湿式、乾式プロセスによる低コスト・大面積成膜プロセスを開発する。 

 

［中間目標］ 

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。 



研究開発項目③「高感度可視光応答型光触媒利用内装部材の開発」 

 

１．研究開発の必要性 

 近年、生活環境の改善に向けた技術開発が求められている。特に、屋内におけるVOC等の

有害化学物質を除去する材料開発や、院内感染問題の解決に寄与する抗菌・抗ウィルス材

料開発が強く望まれている。本項目では、光触媒共通サイエンスに基づいて開発された高

感度可視光応答型光触媒を内装材料に施工し、室内でのセルフクリーニング機能付与、気

体処理（VOC、NOX）、抗菌・抗ウィルスに展開可能な技術を開発する。また、本項目では、

①光触媒共通サイエンス、②光触媒基盤技術の研究開発で得られた知見を基に、内装部材

への応用を図り、室内環境でもユーザーが高い効果を実感できる材料を開発する。住宅等の

内装部材として高感度可視光応答型光触媒を施工し、実証評価をもって効果の確認を行い、

室内でも有害化学物質処理効果や抗菌・抗ウィルス効果のある材料を開発する。 

 

２．研究開発の具体的内容 

 室内の使用環境や VOC 除去、抗菌・抗ウィルスの用途に適した材料、コーティング液、

成膜技術を開発し、室内環境でも高い光触媒効果を発揮する部材を創出する。光触媒の基

本性能以外にも、部材として要求される硬度や透明性、意匠性等の確保も検討する。室内

環境での VOC 除去や抗菌・抗ウィルス効果を確認するための実証試験評価方法を確立し、

内装部材への応用を図る。プロジェクトで開発された高感度可視光応答型光触媒について、

病院等において年間を通じた実証実験を行い、ウィルス等への効果を検証する。 

 

３．達成目標 

［最終目標］ 

 高感度可視光応答型光触媒の内装部材への適用化開発により、以下の目標を達成する。  

（１）高感度可視光応答型光触媒の内装部材へのコーティング特性、硬度、意匠性等部材

としての基本性能を検証し、製品化の目処をつける。 

（２）気体処理（VOC、NOX）、抗菌・抗ウィルスの室内環境での効果に関し、評価手法の確

立、データベース化を行う。 

（３）実証試験によって室内空間全体としての浄化レベルを把握する。 

 

［中間目標］ 

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。 



研究開発項目④「酸化チタンの新機能創出」 

 

１．研究開発の必要性 

 酸化チタン光触媒を構成するチタン元素は地球上の地表付近に存在する元素の割合を質

量パーセントで表したクラーク数の順位では 10 位を誇り、数ある金属元素の中でも豊富な

地球資源を有する大量生産に適した材料である。また、無毒で化学的にも安定であること

から、身の回りの商品への応用に適した材料である。こうした酸化チタン光触媒のメリッ

トを活かして、環境分野や医療関連市場、フォトニクス・エレクトロニクス・スピントロ

ニクス分野の市場等の拡大につながる新素材や新システムを提供することができれば、我

が国発祥の技術である酸化チタン光触媒の更なる市場の拡大につながる。酸化チタン表面

は多くの酸化物と同様に元々親水性であり、光照射による超親水性を利用した様々な用途

が提案されているが、撥水性表面を持つ酸化チタン膜や表面の親水－撥水を任意に変換す

る技術が創成できれば、新たな用途展開が期待できる。また、光触媒とエネルギー貯蔵材

料を組み合わせることで、光触媒の用途の拡大が期待され、更なる市場の拡大につながる。

更に、資源豊富で無害な酸化チタンをベースに、強磁性等の新機能を持たせることで、酸

化チタンの新規市場の創出が期待できる。本項目では、撥水性酸化チタン膜、親水－撥水

変換技術、エネルギー貯蔵材料との複合化技術、強磁性等の新しい物性の探索等により、

酸化チタンの新機能を創出する。 

 

２．研究開発の具体的内容 

 撥水性酸化チタン膜を開発することで酸化チタン光触媒の新たな応用展開を図る。具体

的には、酸化チタンの微構造制御、表面の化学修飾、他物質との複合化等の技術により、

撥水性酸化チタン膜を作製する技術開発を行う。また、撥水性酸化チタン膜の防汚性、撥

油性、透明性等の特性を把握し、用途展開の可能性を検証する。さらに、表面の親水－撥

水の変換が可能な技術を開発するとともに、こうした技術のニーズを把握し、商品への最

適な構成を明らかにする。また、光触媒とエネルギー貯蔵材料を複合させることで、光触

媒の用途の拡大を促進するような技術を開発する。更に、強磁性等の酸化チタンの新しい

物性を探索する。 

 

３．達成目標 

［最終目標］ 

 酸化チタン光触媒の新機能創出により、以下の目標を達成する。 

（１）防汚性等の機能を持つ撥水性酸化チタン膜、繰り返し特性に優れた親水－撥水変換

技術を確立する。 

（２）光触媒とエネルギー貯蔵材料との複合化により、暗所において光触媒機能を維持す

る技術を検討し、その適用可能性を検証する。 

（３）強磁性等の酸化チタンの新しい物性を探索し、その適用可能性を検証する。 



 
［中間目標］ 

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。 



研究開発項目⑤「光触媒新産業分野開拓」 
 

１．研究開発の必要性 

 光触媒は、「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」といったメリットを有し、既に

住宅部材を中心とする建築材料の用途に応用されている。一方、酸化チタン光触媒の安全、

安価、安定性といった実績から、安心･安全な環境を提供する医療関連分野への市場拡大、

並びに気体処理・水処理・土壌処理を中心とする環境改善システム分野への市場拡大など

新産業分野への応用も期待されている。そこで、本項目では、光触媒を環境改善・浄化シ

ステム等の新分野へ応用するため、工場などの製造現場での VOC 低減システムや、半導体

製造工場跡地等の土壌に含まれる VOC 除去システムの開発、実空間におけるウィルス・細

菌の不活性化システムの開発等を行う。 

 

２．研究開発の具体的内容 

 VOC 等の有害物質を除去、分解するシステムを開発する。具体的には有害物質除去に適し

た光触媒材料、フィルター、光照射方法等を開発し、それらを組み合わせた最適なシステ

ムの構築を行う。また、土壌の汚染物質に対しても光触媒材料を利用した浄化システムを

開発する。用途展開を行なう上で、効果を確認するための小規模実証試験、大規模実証試

験を行い、それぞれのシステムで改良を検討していく。更にウィルス・細菌の不活性化に

対しては、精密にコントロールされた環境下におけるモデル実験に加え、空港等での実証

実験を行い、システムを構築する。プロジェクトで開発された高感度可視光応答型光触媒

について、病院等において年間を通じた実証実験を行い、ウィルス等への効果を検証する。 

 

３．達成目標 

［最終目標］ 

 光触媒の新産業分野の開拓を目指して気体処理・土壌処理を中心とした環境改善・浄化

システムの検討を行い、以下の目標を達成する。 

（１）VOC 等の除去システムを構築し、実証試験による効果の検証を行う。従来の方式と比

較してより省電力で、低コスト化を達成し、製品化の目途を得る。 

（２）VOC 汚染土壌の浄化に向けた最適な光触媒材料、システムを構築し、実証試験による

効果を確認し、土壌浄化システムとしての適用可能性を検討する。 

（３）ウィルス・細菌の不活性化に対する光触媒の有効性を、精密にコントロールされた

環境下におけるモデル実験に加え、実空間における実証実験で評価し、ウィルス・細

菌の不活性化システムとしての適用可能性を検討する。 

 

［中間目標］ 

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。 
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