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従来技術とその問題点
日本では光触媒技術の多くはすでに商業化ベース・・・
一方、光触媒による水処理の実用化例は現在存在せず

その理由

日本における水処理に対し光触媒の需要がない
 高濃度汚染物質の処理はできない ⇔ 汚水処理需要は大きい
 低濃度汚染物質処理は可能 ⇔ 日本の水は綺麗なため需要無

光触媒を水中で使用することの難しさ
 水との接触という大きな負荷があるため材料としての安定性が

必要 ⇔ 一部の例外を除き良い材料が作れず
 水中溶存物質が光触媒能を阻害 ⇔ 評価例が殆ど無し

別の理由
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本発表の特徴

途上国の飲料水事情に着目

発展途上国の殆どで飲料水に係わる大きな問題を
有する

その多くが飲料水の細菌汚染

光触媒が光エネルギーのみで汚染物質除去能を発
揮する ⇔ 途上国の多くが低緯度地域

光触媒による浄化が可能な汚染レベル（農薬類は
トレースレベル、細菌類は数百CFU/mL）
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相乗効果
光触媒による飲料水の浄化を考えたときに、今まで光触媒が抱
えていた問題点を産総研と筑波大との協力のもと解決を図る…

光触媒の問題点とその解決
 触媒の水中安定性 → 産総研と触媒メーカーとで（恐ら

く）世界唯一の水中使用に特化した光触媒の開発に成功
 水中溶存物質の光触媒能に与える影響 → 水中用光触媒

の開発に成功したことにより、地下水成分の光触媒に与え
る影響の評価が可能に

 光触媒の弱点である暗条件における抗菌性は、筑波大で開
発した水中溶出を抑えた機能性材料を光触媒表面に固定化
することで解決可能

これら要素を組み合わせることで、新たな材料開発、ひいては
途上国の飲料水問題の解決に資する研究とする
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新技術の特徴・従来技術との比較

従来の光触媒は粉体を原料とすることから、
如何に旨くハンドリングしても長期間の水
中使用で触媒の劣化は逃れられなかった。
しかし、我々の触媒はセラミックモノリス
からなる触媒であり、水中使用による劣化
は全く起きない。

光触媒能に与える天然水中溶存物質の長期
影響評価は水中で安定な触媒ができたこと
により初めて可能となった。
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実施例
途上国の現状

現在までに産総研ではタイやベトナムにおける地方農村地域
への光触媒飲料水システム導入を想定した現地調査を実施

都市部は経済力があるため、飲料水の問題はほぼ皆無。一方
、農村域に関してはインフラ整備が追いついていないと言わ
れているが纏まったデータがない ← 自分たちで調べるし
かない。

また、光触媒が果たして使えるのかどうか、用水や水質等に
ついても調査。
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実施例
タイのケース：開発が遅れている北部山岳地帯の少数民族集落を調査

多数の少数民族が暮らしており、生活イン
フラが低水準。
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実施例

ベトナム北部も多数の少数民族

が暮らしており、やはり生活イ

ンフラが低水準。

Phuc San

Tan Son

Na Meo

Don Phong

Tan Phong

Xuan Phong

ベトナムのケース：開発が遅れている北部山岳地帯の少数民族集落を
調査



9

実施例
タイ及びベトナムにおける飲料水中の細菌数

タイ、ベトナム共に飲料水の細菌汚染は深刻な状況ではあるが、実験室にお
ける細菌処理試験の結果を当てはめれば、これら細菌数は光触媒で処理可能

タイ・チェンライ県における結果 ベトナム・ホアビン省における結果
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実施例

タイ、ベトナム共に主に湧水を水源として使用しているため、ミネラル成
分は高め。
Na+、K+、SiO3

-は析出しないが、SiO3
-は触媒被毒成分となる可能性を報告す

る文献有り（但し光触媒に対する影響は不明）。Mg2+、Ca2+が光触媒能にど
のような影響を与えるかの報告例はない。

タイ及びベトナムにおける飲料水中のミネラル
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実施例

光触媒をパッキングした管に2ヶ
月以上水道水を通水(100ml/min)
し続けたときの散乱強度変化

光触媒をパッキングした管に3ヶ
月水道水を通水(100ml/min)し続
けたときの触媒重量変化

通水により減少どころかむしろ増加 ナノ粒子数は常時観測下限値以下

触媒の長期安定性
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実施例

セラミック光触媒をパッキングしたガラス
管に各種ミネラル成分を含む水を15日間通
水して光触媒反応を行わせたときの変化

ミネラル成分は溶解度が低いため加速度試験が不可能。そのため長
時間に渡る通水が必要だが、今までそれに耐えうる触媒がなかった
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実施例

Ca(HCO3)2及びCaSO4を含む水溶液中で1×10-3mol/Lギ酸の光触
媒分解(反応時間＝８ｈ）を繰り返したときの反応速度変化

左：Ca（HCO3)2（400mgCa/L)、右：CaSO4（400mgCa/L）

in Ca(HCO3)2 in CaSO4
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実施例
HCO3

-が含まれていると触媒活性は下がる → 光触媒の励起エネルギー
はHCO3

-の酸化に使われ汚染物質分解能は低下する。さらにHCO3
-はCO3

2-と
なることでCaと結び付きCaCO3結晶を形成。流路閉塞の問題をもたらす。
SO4

-は光触媒作用を受けないため、析出しない。

CaCO3結晶形成はボイラーにおけるス
ケール析出とメカニズムはほぼ同じ

地下水中にCa以外の如何なる成分が入っていてもスケールとして溜まる
のはCaCO3のみ（水に対する溶解度の問題）。一方、スケールが溜まれば
光触媒活性は低下すると一般的には想定されるが、実際には活性変化は
想定より小さい

CaCO3はTiO2の吸収帯に重なるバンドを持たない →
CaCO3はUV-Aを遮断するフィルター効果を有しない
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0 min

30分後

細菌の光触媒処理

機能性光触媒の細菌処理性能評価
（リン酸銀系機能性官能基を光触媒に固定化）

実施例

抗菌性だけでなく、
可視光に対する応答
性も発現

暗条件でも使えれ
ば、夜間・雨天時
などにも抗菌性を
維持可能



16

想定される用途
本技術はすでに途上国における飲料水問題の解決手段
として途上国での応用研究開始段階。

また、飲料水だけでなく、省エネ的水処理が可能とな
ることから、途上国における調剤用・透析用といった
医療用水の精製にも可能性を有する。

上記以外に、海水中細菌の処理が可能なことから、水
産業（水槽、活魚輸送、陸上養殖）、或いは船舶用バ
ラスト水の航行中の処理なども可能性有り。

エネルギー分野では水中で使用出来る特徴を生かし太
陽光による水の直接分解による水素生産、或いは強い
殺菌効果の応用として海生バイオマスからの資源抽出
補助を光触媒で行うことも期待される。
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想定される用途
タイやベトナムにおける農村部飲料水の深刻な状況の原因は低
所得によるものなので、安価なシステムを援助の形（ボランテ
ィア団体や企業CSR等）でならば導入できる可能性有り。

タイ・チェンライ県ポンパケ
ーム村での聞き取り調査風景

ベトナム・ホアビン省タンフ
ォン村での聞き取り調査風景
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タイにおける光触媒飲料浄化試験の実施
（一世代古いタイプの光触媒材料を使用）

チェンライ県チャンジャーサイ村に
おけるソーラーリアクターの現地実験

朝8時から夕方5時まで連続通水し
た結果、毎時2.5Lのワンパスで通
水したが、飲料水中細菌数の低減
に有効との結果を得た。
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実用化に向けた課題

現状において前説明のところまでは開発済み。
しかし、現場における触媒性能評価が不十分。

今後、機能性官能基の触媒上への付与が後付
だけでなく、触媒製造段階における内包化が
可能かについても検討を加える。

実用化に向けて、相手国における飲料水事情
に合わせた光触媒システムの構築、共同研究
相手国の飲料水製造許認可機関等との調整が
必要。



20

企業への期待
光触媒リアクターに関しては太陽光を使う
パッシブ型に関してはプレフィルターの解決
（光触媒はマクロな汚染は除去できないた
め）、アクティブ型に関しては紫外光源分野
からの協力（LED）。

また、膜濾過型等水処理装置を製造販売して
いる企業には、UV処理装置部を光触媒処理部
に置換可能か議論を希望（スループット問題
解決の為）。

途上国支援に興味のある企業からのCSR活動。
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産学連携の経歴

 2009年- 筑波大学と共同研究実施

 2015年- (株)光触媒研究所と共同研究実施

 2015年-2017年 筑波大学-産総研で科研費Bを実施

 2016年-2017年 筑波大学-産総研合わせ技課題実施

 2017年-2018年 産総研・筑波大学合同でTIA課題採択

 2017年 産総研・筑波大学・(株)光触媒研究
所・京都大学と合同でSATREPS課題へ提案準備中
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お問い合わせ先
筑波大学 国際産学連携本部

永井明彦 技術移転マネージャー
TEL:０２９-８５９-１４９８
FAX:０２９-８５９-１６９３
e-mail： nagai.akihiko.fn@un.tsukuba.ac.jp

国立研究開発法人産業技術総合研究所
産学官・国際連携推進部 連携企画室 宛て
TEL:０２９−８６２−６１４４
FAX:０２９−８６２−６１４８
E-mail: cpiad-ml@aist.go.jp
※お問い合わせの際は、JST新技術説明会の発表を見て問合せいただいた旨お伝えくださ
いますようお願いいたします。
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