今年 月 日、本学の野
田キャンパスに光触媒国際
研究センターが完成した。
このセンターができた経緯
には、経済産業省のある政
策が発端となっている。大
学と企業が共同で研究、開
発ができる場を設けていき
たいという考えのもとに、
協力する大学を募ったの
だ。本学もこれに応募し、
見事当選を果たした結果、
光触媒国際研究センターが
設けられたのである。
光触媒国際研究センター
では、その名前の通り光触
媒を中心とした研究が行わ
れている。国際という言葉
には、開かれた大学を目指
していきたいという意味が
込められている。施設で行
われる研究を世界に向けて
アピールしていくだけでは
なく、海外の優秀な研究者
に来てもらい、共に研究す
ることが目的である。海外
の研究者を迎え入れるとい
う点で他の大学と比べ、本
学は少し遅れている。その
ため、この施設を始めとし
て本学を変えていきたいと
いう本学学長の藤嶋昭氏の
強い思いが名前に表れてい
る。現在、施設にいる外国
人は 人と少ないが、数年
後には十数人にしていきた
いとのことだ。
本学では今まで海外の研
究者との交流は学部の研究
室単位では行われていたも
のの、このような大規模な
総合研究機構における交流
はなかった。今回完成した
光触媒国際研究センターを
通じて、海外の大学や研究
者たちとの交流を積極的に
行っていく予定だ。
光触媒国際研究セン
ターは環境浄化グループ、
セルフクリーニンググ
ループ、人工光合成グルー
プの つの大きなグルー
プに分かれている。その
他にも、光触媒を利用し
た有機太陽電池の研究や、

その有機太陽電池によっ
て発電された電気を蓄電
するための二次電池の研
究を行っている部門もあ
る。ま た、野 田 キ ャ ン パ
スの先生の中には施設内
に研究室を持っている方
もいるので、今までの研
究を継続して行っている
と こ ろ も あ る。一 見、ど
の研究も別々のことをし
ているが、施設で行われ
ているすべての研究に光
触媒が関係している。そ
れだけ光触媒が様々なも
のに関係しており、応用
が利くということである。
そして、この施設の研究
で、大きな目玉となるのが
植物工場だ。いくつもの研
究室がある中に、 つの研
究室全体が植物工場になっ
ているところがある。植物
工場では漢方薬の元となる
生薬を育てていく予定だと
いう。
今後は企業と協力して製
品の開発や、応用的なこと
では樹脂ガラスに光触媒を
コーティングできるように
していくことを目標として
いる。将来的にはこの施設
を中心に新しいものや技術
を国内だけでなく、世界に
向けて発信していく予定
だ。本学の国際化や、技術
のさらなる発展を期待し
て、光 触 媒 国 際 研 究 セ ン
ターに注目していきたい。
Q．藤嶋先生が光触媒を
研究しようと思われた
きっかけについて教えて
ください。
A．私が入った東京大学
の研究室は写真科学の研
究室で、そこでは酸化チ
タンというものが複写機
の原理になるのではとい
う 研 究 を し て い ま し た。
ちょうどそのときフラン
スの研究者のアレクサン
ド ル・ エ ド モ ン・ ベ ク レ
ルという人が金属を水の
中に入れて紫外線を当て
ると応答性があるという
ことを発表していて、で
はもっと光を感じやすい
金属でやってみようとい
う考えで酸化チタンを用
いてみたら、水が分解で
きるということを発見し
ました。この発見は光ベ
クレル効果を応用したも
ので、これが光触媒研究
の始まりです。

Q．藤嶋先生の光触媒にお
ける研究内容を教えてくだ
さい。
A．具体的に言うと酸化チ
タンを水の中に入れて光を
当てると水を分解して酸素
と水素を生成することを見
つけました。
当時は光だけで水を分解
するなんて誰も信じてくれ
ませんでしたが、今も権威
のあるイギリスの有名な論
』に掲載
文雑誌『 Nature
され、さらに１９７４年の
元旦の朝日新聞のトップ記
事に載るなどし、当時のオ
イルショックという背景に
も後押しされて新たなエネ
ルギーの可能性として注目
されることになりました。
初めは大変高価な酸化
チタンの単結晶を用いて
いましたが、これで酸素
と水素を発生させても工
業 的 に 価 値 が な い の で、
次に安いチタンの金属か
ら作ることを研究しまし
た。まずチタンの表面を
酸化被膜で覆った大きな
塊を作り、太陽光の下で
実際に水素を発生させて
その発生量についての研
究を 年間行い、これを
論文にしました。今この
研究装置はお台場の日本
科学未来館に展示されて
います。
分解効率はあまりよく
なかったのですがこれを
一つの区切りとし、次に
菌や油汚れ、空気の汚れ
などの問題になっている
微小な物質を分解するこ
▲ 光触媒国際研究センターの外観
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Q．今 後、光 触 媒 国 際 研
究センターはどのような
役割を担っていきますか。
A．この光触媒国際研究
センターには植物工場も
あるのですが、その植物
工場の養液栽培の水を循
環して使えるようにきれ
いにする技術を開発した
い、部屋の光レベルでも
大変な効果が期待できる
ように光触媒の効率を上
げたい、など様々な研究
テーマがあり、そういっ
た研究をより効率的に発
展させるための施設です。

Q．光触媒研究のパイオ
ニアとして、今後の研究
にどのようなことを期待
されますか。
A．光触媒がもっと普及
することによって「 健康
かつ快適で、エネルギー
もある世界で天寿を全う
し た い 」と い う 人 類 皆 の
抱く普遍の望みを実現で

Q．藤嶋先生の光触媒国際
研究センターへの思いを教
えてください。
A．本学の学生の他にも、
外国人研究員の方などが研
究に参加します。国際研究
センターの名の通り、
「世
界中の光触媒研究のメッカ
になろう」という意気込み
でこのセンターを立ち上げ
ました。まずは国内で企業
と一緒に闊達な研究を行
い、良い成果を上げて世の
中の役に立つようにする、
これをゆくゆくは国際的に
やっていけるようにしたい
と考えています。

です。光触媒の研究を行っ
ている教授の他にも、薬
学部の方や生物系の方な
ど、幅広い分野の方々で
共同研究を進めていきた
いと思っています。

Q．光触媒国際研究セン
ターは様々なキャンパス
の教授方が所属されてお
られますが、どのように
研究を進めていくのです
か。
A．いろいろなキャンパ
スの研究室の大学院生や
教授自身が来て、共同で
研究を進めていくつもり

とはできないだろうかと なのに光触媒としての可能
いう研究に着手しました。 性を大いに秘めていて、環
これはTOTOとの共同 境を浄化する作用や病気を
研究で行われ、今は様々 治す能力も持っている。あ
なかたちで応用されてい りとあらゆる応用が可能な
ます。この共同研究の中 のがとても魅力的です。
で、鏡に酸化チタンを塗
り蛍光灯の光を当てると Q．今 後、光 触 媒 は ど の
鏡が曇らなくなるという ような応用・発展の見込
みがありますか。
大発見をしました。
こ れ ら の 研 究 に よ り、 A．ま ず、最 初 に 発 見 し
酸化チタンは水を分解す た水の分解の効率をより
る他に、たばこの臭いや 良いものにしたいと考え
大腸菌などのウイルスを ています。
他にも、自動車のボディ
分解し、さらには水にな
じみやすいという性質が コーティングをもっと発展
あることが発見されたと させて洗車をしなくとも常
にピカピカの車でいられる
いうことです。
ような塗料を作る、空気中
の二酸化炭素を少なくする
といった研究が進めばいい
と思っています。
また今、光触媒が癌細胞
を破壊できるということが
実験でわかっており、これ
が今後実用化されることも
期待しています。

Q．光触媒は今の日常生
活の中で、どのようなか
たちで使われていますか。
A．例えば酸化チタンを
用いて建物の壁やガラス、
床のタイルなどに塗れば、
太陽光が当たって雨が降
ると常に表面をきれいに
保つことができます。そ
れは透明で見た目にはわ
からないので、壁や床本
来の色から変化すること
はありません。
他にも、世界中の自動
車のサイドミラーにも広
く使われており、これを
塗ったサイドミラーは水
滴が粒となって残らない
ので雨の日でも後ろが確
認しやすい、という大変
便利な機能を持ちます。
さらには、空気をきれ
いに保つことなどにも活
用されていて、例えばエ
アコンの中にそれを含め
ばたばこの臭いを消した
り、インフルエンザのウ
イルスを分解したりする
こともできます。

Q．藤嶋先生の光触媒への
思いを教えてください。
A．酸化チタンは歯磨き粉
にも使われるなど、口に入
れても安全な物質です。そ
のようなありきたりなもの

Q．在学生に一言お願いし
ます。
A．こんなに素晴らしい大
学で学んでいるのだから、
さらに自分を磨き、人間と
して超一流の人になり、一
般教養を増やし、外国に対
して強い学生になってもら
いたいです。

Q．藤嶋先生は今年度で本
学の学長としての任期が満
了になられますが、学長と
して本学の印象を教えてく
ださい。
A．素晴らしい大学だと思
います。学生が熱心かつ優
秀で132年という伝統も
あり、実力主義の理想の下
で関門科目を設けていて、
みんなでそれに対し努力を
する。これによって本学の
卒業生は企業に引っ張りだ
こで、評判がいいです。
学長の職は今年で任期満
了ですが、光触媒国際研究
センター長は今後も続けま
すし、再選されれば学長を
続けることもあります。

きるようにしたいと考え
ています。またそのため
に科学技術を発展させる
ことがこの東京理科大学
の使命だと思っています。

▲ 光触媒国際研究センター長 藤嶋昭氏

[２]
４３７号
木曜日
２０１３年７月１１日

みなさんは光触媒という言葉をご存知だろうか。光触媒とは光を照射することにより触媒作用を
示す物質の総称であり、代表的な光触媒活性物質としては酸化チタン（TiO2）があげられる。光触
媒は様々な分野において応用されており、近年、注目の集まっている研究分野の一つだ。
今春、そんな光触媒専門の研究機関として、本学の野田キャンパスに「光触媒国際研究センター」
が完成した。当センターは本学学長をセンター長とする、本学肝いりのビッグプロジェクトである。
では、光触媒国際研究センターとはどういった施設なのだろうか、また、光触媒研究の先に見据え
る未来の姿は何なのだろうか。ここではそのような光触媒について紹介していく。
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