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日本バイリーン㈱
研究所 担当課長

中 村  達 郎 氏

日本バイリーンが開発した機能性粉体担持技術の市場展開と，そのひとつ

応用例である光触媒担持不織布の現状について，同社研究所担当課長の中村達

郎氏に昨年に続きお聞ききした。

光触媒をひとつの軸に事業を展開

－工業・産業資材分野への応用拡がる機能性粉体担持技術－

用途の広がり見せる粉体担持

－光触媒担持不織布の市場展

開は，その後どのように進めておら

れるのでしょうか。

中　村　以前にお話した段階で

われわれの希望がかなり入った抽象

的な用途が，具体化してお客さんに

受け容れられ，製品化一歩手前まで

きているものがかなりある。ずっと

前から温めていたアイデアを，当社

が開発した担持技術を用いて実現し

たい，というお話も多く寄せられて

いる。

また，機能性粉体として光触媒以

外のものを使用したり，光触媒を

フィルタ以外に使うなど，用途面で

も広がりも出てきている。

－用途面での広がりとは具体

的にどのようなことでしょう。

中　村　例えばフィルタに一般

的なマンガン系脱臭触媒を付けるこ

とで脱臭効率を高める方法など，光

触媒にこだわらない展開も試みてい

る。

また，繊維にゼオライトを付けて

ほしいという要望もある。というの

はバインダーを使用してゼオライト

を付着させると，ゼオライトがバイ

ンダーに埋もれたり，その穴がバイ

ンダーで塞がれてしまうからだ。

その点，当社の担持方法を用いれ

ば，バインダーを使用しなため穴が

つぶれないうえ，シート自体も非常

にフレキシブルで取扱いが容易にな

る。また，ゼオライトを大量に付着さ

せると剥離しやすくなるが，当社の

加工法ではそういうこともない。

そのほかに，脱臭とはまったく関

係ない機能性粉体を担持させるケー

スが，工業・産業資材分野で出てきて

いる。

－光触媒に留まらず，機能性粉

体の担持方法そのものが評価されて

きているということですね。

中　村　当社の機能性粉体の担

持方法は，熱可塑性さえあれば繊維

の種類を問わないという汎用性に特

長がある。樹脂の種類に縛られると

いう制約もない。業界によっては特

定繊維の使用が決まっている場合も

あるので，そういう場合にも対応し

やすい。

また，バインダーを使うとその安

全性も担保しなければならないた

め，バインダーから受ける制約もな

い。例えば一番ありがちなのが衛生

材料で，粉体だけでなくバインダー

自体の安全性も確認する必要が出て
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“脱臭およびVOC除去フィルタ”は，
日本バイリーンの豊富なフィルタ開発
の経験を活かし，脱臭用途として最適
なフィルタを選択し，光触媒粒子を担
持している。
また，フィルタにプリーツ加工を施

すことにより，悪臭やVOCとの接触効
率が向上し，光触媒粒子との接触時間
を充分確保することができるようにな
る。このことから従来のハニカムタイ
プでは困難であった，高効率の脱臭
フィルタを実現した。
さらに，光触媒フィルタと活性炭

フィルタを重ね合わせてプリーツ加工
を行うことにより，従来活性炭が苦手
としていたホルムアルデヒドの除去寿
命を飛躍的に向上することに成功し
た。

脱臭およびVOC除去フィルタ

活性炭フィルタ以外にも，除じん
フィルタとの組合せも可能。それぞれ
のフィルタを重ね合わせてプリーツ加
工することで，フィルタユニットのコ
ンパクト化が可能となる。

光触媒担持不織布のSEM写真

測定条件
上流濃度：1ppm（ホルムアルデヒド）
間口風速：50cm/s
UV照射強度：2mW/c㎡
上流濃度と下流濃度をガスクロマトグラ

フで測定し，フィルタを1回通過する際の除
去効率を算出（ワンパス方式）
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くる。

－担持させる粉体の種類は問

わないということですか。

中　村　例えばセラミックやゼ

オライト，シリカゲルなど無機系材

料は，融点が数百℃から数千℃の材

料がほとんどなので耐熱性を心配す

る必要がなく，もっとも加工しやす

い部類に入る。また，有機系でも最近

登場してきたナノ粒子なども加工で

きる可能性がある。

ただし，同じ熱可塑性の樹脂から

なる粒子は，耐熱性を配慮しなけれ

ばならないためできない場合もあ

る。

自動車のVOCガス除去にも

－御社の粉体担持技術を用い

てすでに実用化されている製品には

どのようなものがあるのでしょう。

中　村　製品化例としては，“脱

臭およびVOC除去フィルタ”“超親

水不織布（冷却用不織布）”“オゾン分

解フィルタ”の3つを挙げることがで

きる。

最初の“脱臭およびVOC除去フィ

ルタ”は，光触媒と活性炭をコンビ

ネーションしたフィルタで，従来の

ハニカムタイプでは困難だった高効

率の脱臭を実現しているのが特長で

ある。従来活性炭が苦手としていた

ホルムアルデヒドなどVOC ガスの

除去寿命を飛躍的に向上することに

成功している。

このフィルタは，例えばVOCガス

除去が課題となっている自動車な

ど，非常に狭い空間に適しているか

も知れない。

想像の域を出ないが，車はいろい

ろな樹脂から成り立っているから，

VOCガスの発生を100%抑えるのは

難しいのではないか。

もちろん発生しないことがベス

トなのだが，発生したVOCガスをな

んとかしようということであれば，

光触媒が活かせるところがあると思

う。またVOCガスに限らず，もっと

身近かなところでは，車内のタバコ

臭の除去などにも光触媒が効果を発

揮するだろう。

－外気を採り入れるキャビン

フィルタへの応用でしょうか。

中　村　フィルタに限らず，天井

など内装材への応用も考えられる。

ただし内装材に使用する繊維に酸化

チタンをそのまま加工すると，色が

白茶けるという問題が生じる。機能

ゆえに変色しても仕方がないとユー

ザーに思ってもらえればいいが，意

匠性を考えるとこの問題を解決しな

ければ本格的な採用に繋げるのは難

しいかも知れない。

つまり光触媒を内装材に採用し

ようとすると，見えるところでは変

色が問題となり，見えないところに

は光が当たらない，というパラドッ

クスに陥ってしまう。

このひとつの解決策として，変色

を前もって織り込んで繊維の色合せ

をしておくということはテクニック

的には可能かも知れない。しかしコ

ストに厳しい自動車メーカーがそこ

まで手をかけられるか，という問題

は残る。

超親水とオゾン分解の活用

－2番目の“超親水不織布（冷却

用不織布）”は，どういうものですか。

中　村　光触媒が光を受けると

超親水の性質に変わることを利用し

て，水が蒸発する際の気化熱で冷却

効果を発揮させるというものだ。

とくに超親水不織布を垂直面に

敷設したときその特性が活かせる。

なぜなら不織布には保水性があるた

め間欠の水補給で済むのに対し，保

水性に劣る織物やフィルムは絶えず

水を供給し続けなければならないか

らだ。そのため給水をコントロール

する設備やランニングに余計なコス

トがかかる。

光触媒のもつ超親水性を冷却に

利用する本来の目的は，雨水や家庭

で使うエアコンなどから排出される

除湿水など，これまで捨てられてい

た水を有効活用して省資源・省力化

に役立てようというのがコンセプト

だから，コストアップとなっては本

光触媒粒子を繊維表面に担持する
ことにより不織布を超親水化した。繊
維表面に水が均一に濡れることによ
り，水の表面積が最大化し，蒸発潜熱
により，効率的な冷却効果が得られ
る。

超親水不織布（冷却用不織布） ［特  長］
(1)軽量でありながら高い保水力を実現
(2)連続的な水の供給は不要
(3)水の供給装置を設置できない用途
    にも適用可能
(4)1㎡あたり，缶ジュース1本分の水
    を1度供給することで，冷却効果を
     1 時間以上保持
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末転倒になる。

－最後の“オゾン分解フィル

タ”とはどういうものでしょう。

中　村　これには光触媒粒子の

表面にナノメーターサイズの銀粒子

を付着させている。

銀だから当然，抗菌効果を有する

が，さらに銀はオゾンに対する触媒

でもあるから，複写機から発生する

オゾンを除去する役割も果たす。つ

まり複写機にこのフィルタを使用す

れば，銀は受光しなくともオゾンを

触媒反応で分解することが可能であ

る。

また，オゾンとの接触を絶てば，

酸化チタンの効果により，失活しか

かった銀を再活性化することが当

社の研究により確認されている。こ

の効果により複写機の休止中の夜

間などに銀が再活性化し，長寿命の

“オゾン分解フィルタ”が実現でき

る。

つまり“オゾン分解フィルタ”は，

新たな光源を複写機内に設置しなく

とも，現在使用されているフィルタ

との置換えが可能になる。

このことはこれから徐々にア

ピールして広めていきたいと考えて

いる。

誤解解消とコストが普及の課題

－光触媒のさらなる普及には今

後何が必要だとお考えでしょうか。

中　村　光触媒の普及を阻害し

ている理由は主に2 つあると考えて

いる。

第一の理由は，光触媒が機能面で

何でもできる夢の材料のようにいわ

れ過ぎたために，実際は意外とそう

でもないとマイナスイメージとして

捉えられているところがある。これ

は光触媒の側からすると不幸なこと

かも知れない。

光触媒は適性な場所で適確に使

えば，確実な機能を発揮するのだが，

「何でも分解する。何でも大丈夫」と

いうような大袈裟な言い方がされて

しまったせいで，誤解を受けている

ところが多々ある。

さらにお客さんも光触媒は何で

もできると思い込んでいるところが

あるために，光触媒に非常に過負荷

をかけるような要求が出されたと

き，その用途には向かないとお答え

すると，その程度のものかと逆にネ

ガティブな印象をもたれてしまうこ

とも少なくない。

－そして，普及を阻む第二の理

由とはどういうことでしょう。

中　村　コストの問題は避けて

通れない。やはり原料となる酸化チ

タンのコストがまだ高い。光触媒を

普及させるにはコストがもっと下が

る必要がある。

酸化チタンはご存じの通り，塗工

紙や化粧品，塗料などに広く使われ

ている。これらの用途に使用される

ものは組成的には光触媒に使用され

るものとほぼ同じだが，光触媒の活

性を高める作業段階で，コストが一

桁跳ね上がる。

さらにチタンアパタイトのよう

な特殊な光触媒に仕立てて，最近各

社から出ている可視光型にすると最

低でも2 ～3 倍あるいはさらに一桁

アップする可能性もある。

機能面では優れるが，コストが高

いということなら，コストが下がれ

ばもっと普及することは間違いない

と思う。資本力のあるところが，利益

を度外視して普及を優先させ，ある

程度広まったところで適性水準に調

整するというやり方が光触媒を普及

させるもっとも近道の方法だと思う

が，実際に実行するとなるとなかな

か難しいところがある。

－最後に御社が光触媒でめざ

される今後の方向についてお聞かせ

ください。

中　村 光触媒はこういう用途に

向いている，こういう能力をもって

いる，ということを踏まえてやって

いきたい。

イメージ先行ではなくて，あくま

で能力を発揮できる場所や使い方を

優先して市場展開をしていきたいと

考えている。それには当然コスト面

も踏まえてということになる。

光触媒をひとつの軸にして機能

性粉体を有効活用していく，という

当初めざした方向に向って着実に進

みつつあると思う。

光触媒のミクロ粒子の表面にさらに
銀の超微粒子（粒径:数nm）を加工する
ことにより，銀の持つオゾン分解能力
を最大限に引き出し，従来の欠点であ
る寿命の短さを克服した。
同製品は，UVなどの特殊な光源が不

要で，暗所においても効果を発揮する
点が最大の特長。失活した場合は，暗所
に放置するだけで回復する。もちろん，
UVを照射すれば瞬時に回復する。活性
炭との組合せによりさらに効果を発揮
する。
複写機のような断続的にオゾンが発

生するような用途であれば，光源無し
でも使用が可能。また，UV光源を使用
すれば，オゾン分解プラスVOC除去効
果も得られる。

オゾン分解フィルタ

　オゾン分解物性例（活性炭併用）
　　　　            開発品　　活性炭のみ
 初期効率 100% 99.5%
 240分後 98.5% 94%
 1日暗所にて
 放置後 100% 94%

測定条件
上流濃度：10ppm（オゾン）
UV照射なし
間口風速：70cm/s
上流と下流の濃度を測定し効率を算出
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