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可視光で高活性な新規光触媒の開発に成功 

－ 室内での実用も視野に － 

平成２０年７月１０日 

独立行政法人物質・材料研究機構 

 

概 要 

１．独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：岸 輝雄）、光触媒材料センター（センター

長：葉 金花）は、新規な光触媒材料1)の開発に際して、異なった複合酸化物の固溶体2)を

合成する手法を応用し、可視光照射下で有機汚染物質の分解に高性能で安定な固溶体光触

媒(Ag0.75Sr0.25)(Nb0.75Ti0.25)O3の開発に成功した。 

 

２．持続可能な社会の構築には不可欠な大気汚染や水汚染の除去、有害化学物質の分解など

の環境問題の解決が不可欠である。環境保護技術としての光触媒反応は、常温で太陽光

エネルギーのみを利用して起こり、新たな環境への負荷も少なく、環境問題解決の切り

札として大変注目されている。しかしながら、幅広く研究されているTiO2は、太陽光の4％

程度の紫外線のみでしか光触媒反応を起こさないため、光触媒技術を有効に活用するに

は、太陽光のおおよそ 43％を占める可視光を効果的に利用できる高い可視光活性を持っ

た光触媒3)材料の開発とそれを用いたシステムの構築が必要とされている。 

 

３．今回、理論計算を参考に、2 つのペロブスカイト系酸化物SrTiO3とAgNbO3を出発物質に

選んで酸化物固溶体合成法4)によって材料開発を行った。一方の出発物質SrTiO3は、バン

ドギャップ5)が大きく酸化還元力も強いが可視光活性を示さない。他方、AgNbO3は、バン

ドギャップが小さく、可視光応答性を有するが、価電子帯および伝導帯のポテンシャルが

十分な酸化・還元力をもたず、可視光活性は弱い。理論予測によると、これらの固溶体で

は、相互の欠点を補い、バンドギャップが可視光吸収に対して最適化されると同時に、価

電子帯・伝導帯とも適切な酸化・還元力を有することが期待された。（模式図１参照） 

 

４．実際にその開発指針6)に基づいて合成された光触媒(Ag0.75Sr0.25)(Nb0.75Ti0.25)O3を用いた可

視光照射下でのアセトアルデヒドの分解7)実験では、可視光応答型光触媒として実用化さ

れている窒素ドープTiO2と比較して、比表面積8)で数十分の1以下であるにもかかわらず、

量子効率は3倍(約1.5%、440nm可視光での測定時)以上という優れた性能を示し、室内照

明程度でも環境浄化が期待される。 

 

５．本研究成果は既に物質基本特許として出願済（発明名称：可視光応答型光触媒、出願番

号：2006-177194、出願日：平成18年6月27日）である。特許出願後の発展を含め、2008

年7月14～16日のNIMSコンファレンス2008(エポカルつくば)及び2008年７月16日の第

8回光触媒研究討論会（東京大学先端科学技術研究センター）にて、より詳細な発表を行

う予定である。 
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研究の背景 

持続可能な社会の構築には不可欠な大気汚染や水汚染の除去、有害化学物質の分解など

の環境問題の解決が不可欠である。環境保護技術としての光触媒反応は、常温で太陽光エ

ネルギーのみを利用して起こり、新たな環境への負荷も少なく、環境問題解決の切り札と

して大変注目されている。しかしながら、幅広く研究されているTiO2は、太陽光の4％程度

の紫外線のみでしか光触媒反応を起こさない。光触媒技術を有効に活用するには、太陽光

のおおよそ43％を占める可視光を効果的に利用できる高い可視光活性を持った光触媒材料

の開発とそれを用いたシステムの構築が必要である 

そのため、1980 年代以降、紫外線も可視光も吸収する第二世代光触媒としてTiO2の改良

研究に努力が払われた。例えば、(1)ある種の色素を可視光吸収体として利用する色素増感

法や、(2)遷移金属イオンや窒素、炭素、硫黄などの非金属イオンをTiO2に添加し、電子構

造を変えて可視光吸収能を最適化する元素添加法などが挙げられるが、いずれも十分な効

果が得られなかった。 

こうした状況の中で、近年、TiO2とは全く異なる新しい可視光活性な光触媒の開発に多

くの努力が注がれている。当センターでも新しい可視光活性な光触媒材料の開発に努め、

数多くの新材料の開発を行ってきたが、実用的なシステム開発には、より高性能な材料が

望まれてきた。 

 

研究成果の内容 

新しい特性を持った光触媒材料の開発には、従来、様々な合成手法がとられてきている。

それらのなかでも、2 種類以上の酸化物半導体を反応・固溶させる固溶体合成法は、出発

物質である個々の酸化物半導体の電子構造を光触媒反応用に最適化することを可能にし、

個々の出発物質では実現されない特性が得られる点で特に興味深い方法の一つである。こ

の合成法を用いて新規光触媒の開発を成功させる鍵は、どの様な酸化物を出発物質として

選ぶかということである。 

今回我々は、第一原理計算の結果を参考に、ペロブスカイト系酸化物SrTiO3とAgNbO3を出

発物質として選択し、その固溶体シリーズ（Ag1-xSrx）(Nb1-xTix)O3を合成した。その性能比

較は、有害化学物質アセトアルデヒドの可視光照射下での酸化分解実験の最終生成物CO2の

発生速度で行われた。その結果、図 1 に示されるように任意のｘを取るどの組成の固溶体

でも、元のSrTiO3(x=1)やAgNbO3(x=0)より、CO2発生速度は増加し、より迅速にアセトアル

デヒドを分解できることが明らかとなった。図1は、それらのなかでも前者を25％、後者

を75％含む固溶半導体(Ag0.75Sr0.25)(Nb0.75Ti0.25)O3が、最も優れた性能をもつ可視光応答型光

触媒となることを示している。実際、その固溶体での分解反応をアセトアルデヒドとCO2濃

度の時間変化として図 2 に示している。400nm以上の可視光を約 100 分照射すると、ほぼ

100%のアセトアルデヒドがCO2に変換された。 

次に、固溶体合成法の特徴を出発物質として選んだSrTiO3とAgNbO3の光物理特性に基づい

て簡単に説明する。まず、図3にこれらの物質のバンド構造を模式的に示す。図3(c)に示

すように、SrTiO3 では酸素のp軌道主体の価電子帯とTiのｄ軌道による伝導帯との間のバ

ンドギャップが3.2eVと大きく、その活性はTiO2と同様に紫外線照射下でのみに限られ、可

視光照射下では殆ど酸化・還元力を示さない。もう一方の図3(a)のAgNbO3では、Agの4d軌

道が価電子帯の主要な構成要素となるために、価電子帯は上昇する。また、Nbのｄ軌道が

主体の伝導帯のポテンシャルもSrTiO3に比較して低く、総合的にバンドギャップは狭小化
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する。そのため、可視光吸収を示すとはいえ、単独では可視光活性が弱いと言う欠点があ

る。 

固溶体についての第一原理計算に基づく結果は、図3(b)に示すように、出発物質の弱点

を補った適度な可視光応答型光触媒となる可能性を示唆した。この予測に基づき、固溶体

を合成し、特性評価した結果(図1及び図2)が今回の成果の重要なポイントである。なお、

図4に示しているように、固溶体とその前駆段階の混合物2)を用いたアセトアルデヒドのCO2
への分解実験の時間変化から、混合物では分解反応は弱いが、固溶体になると顕著に増大

することが明らかであり、今回選択した酸化物は固溶体合成法が極めて有効な材料である

ことを示している。 

 

波及効果と今後の展開 

光触媒を材料として利用する際の重要性には、その物質の安定性や活性の強さが挙げら

れる。まず今回合成した(Ag0.75Sr0.25)(Nb0.75Ti0.25)O3の安定性は極めて優れている。図5に示

されている光触媒反応によるアセトアルデヒドの繰り返し分解試験の結果から明らかなよ

うに、3回で約50時間近くに及ぶ繰り返し試験でもアセトアルデヒドの分解性能は殆ど変

わらず、材料性能が維持されていることが理解される。図6 及び図7 には、その光触媒反

応の前後で測定したX線回折線パターンとUV-Vis吸収スペクトルが示されている。いずれの

プロファイルも、反応前後で殆ど変わらず、この新規光触媒が材料として安定な物質であ

ることを示している。 

 次に活性に係わる量子効率9)を、アセトアルデヒド分解反応過程から評価した。その結果、

可視光応答型光触媒として利用されている窒素ドープTiO2の0.42% (436nmでの結果)と比較

して、今回開発した材料では、まだ比表面積は数十分の一以下であるにもかかわらず、量

子効率は1.48%（440nmでの値）と3倍以上にも達した。  

 最後に、微弱な省電力タイプの可視光光源として知られているブルーLED光（波長：430

～510nm／光度：0.01mWcm-2）の照射下でもイソプロピルアルコールなどの有機化合物をCO2

に分解できることが確認され、室内での環境浄化材料として、ほぼ実用段階に有ることも

示唆された。 

 

これらの結果は、今回新規に開発された(Ag0.75Sr0.25)(Nb0.75Ti0.25)O3が、可視光応答型光触

媒として、「環境」と「（省）エネルギー」という両面で今後の持続可能な社会の構築に貢

献する有望な材料であることを示している。現状では、この材料をコーティング材に利用

するには、一層の微粒化が望ましい。合成方法にナノテクノロジーを利用するなど超微粒

化を進めることによって、結果的に比表面積の大幅な増大を伴い、飛躍的な性能改善の期

待も高く、更なる特性改善に向けて鋭意努力を続けている。なお、今後の実用化研究を効

率的に推進するために、民間企業との共同研究・共同開発を展開していく。 
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問い合わせ先： 

〒305-0047 茨城県つくば市千現１－２－１ 

独立行政法人物質・材料研究機構 

広報室 TEL:029-859-2026 

 

研究内容に関すること： 

独立行政法人物質・材料研究機構 

光触媒材料センター 

機能開発グループ  

加古 哲也（ かこ てつや ） 

ＴＥＬ：029-859-2848 

ＦＡＸ：029-859-2301 

E-mail：KAKO.Tetsuya@nims.go.jp
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【用語解説】 

 

１）光触媒材料 
バンドギャップが 3eV（エレクトロンボルト）前後の半導体。酸化物が一般的。300～

600nm位の光照射によって、半導体の価電子帯から伝導体に励起した電子と価電子帯に現

れる正孔が持つ非常に強い酸化・還元力を利用した材料。有害物質の分解除去、殺菌、

防汚などの他、水分解によって水素ガスの製造も可能。近紫外線領域から可視光領域の

光をエネルギー源として反応を起こす。そのため、環境に優しい環境材料＆エネルギー

材料として期待されている。 

 
２）固溶体と混合物 

最も代表的な例は、固溶体では、水とアルコールであり、混合物では、身近なもので

は空気が挙げられる。固溶体とは２つ以上の純物質（単元素もしくは化合物）が相互に

溶け合い、濃度が連続的に変化するものであり、まさに水とアルコールはこの条件を満

たしている。空気は、酸素、窒素、二酸化炭素などの混合物である。本発表で説明した

混合物は、２種類の酸化物SrTiO3とAgNbO3を室温で単純に混ぜた、まだ加熱反応を起こす

前のものである。電子構造に関しても、それぞれの酸化物の電子構造が独立に保持され

ている。一方、固溶体は前述した混合物を高温に加熱し、相互に溶解反応を起こした酸

化物であり、純物質の一種である。電子構造も出発材のそれとは異なる。 
 

３）可視光活性を持った光触媒 

可視光と言われている光は、三角プリズムで分かれた太陽光の 7 色に相当する光で人

間の眼で認識できる光のことであり、その波長範囲は約 400nm～700nmで太陽光の半分近

い割合を占める。太陽光には、それ以外の光成分も当然含まれ、それらは紫外線とか赤

外線、遠赤外線などと呼ばれている。光のエネルギーは波長の逆数に比例し、紫外線の

エネルギーは約3.2eV以上で波長では400nm以下となる。光触媒として一般になじみの深

い二酸化チタン、TiO2のバンドギャップは、約3.2eVと言われ、紫外線領域の光を照射し

て始めて光触媒反応を起こす。しかし、紫外線は太陽光の４％以下であり、その上、屋

内光には殆ど含まれないために、全体としての効率は十分ではなく、その用途も限定さ

れている。これが、太陽光のおおよそ半分、人工照明ではほぼ全量近くの光を有効に利

用でき、効率も大幅に改善される可視光活性な光触媒が待ち望まれる所以である。 
 

４）酸化物固溶体合成法 

2種類以上の酸化物の固溶体を合成する方法。手法としては既知ではあるが、新規光触

媒の開発には出発物質としてどの様な酸化物半導体を選ぶかが鍵となる方法 
 

５）酸化物半導体とバンドギャップ 

半導体はバンド構造によって特徴づけられる。半導体では電子によって完全に占有さ

れている価電子帯（価電子バンド）と電子が全く占有していない伝導帯(伝導バンド)と

がバンドギャップによって隔てられている。通常、光照射や温度上昇によって、価電子

帯の電子はそのバンドギャップを越えて伝導帯に励起され、価電子帯には正孔が生成さ

れる。その度合いはバンドギャップの大きさによって決まる。 
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６）開発指針としてのバンドエンジニアリング 

酸化物や金属などの固体で元素の置換などによって、電子数や電子軌道状態を変え、

バンド構造を制御すること。今回は、固溶体が出発物質と同様なペロブスカイト構造を

形成するとの推論のもとに、電子状態の理論計算を行い、固溶体のバンド構造が光触媒

として最適化される傾向にあることを見出した。こうした指針に基づいた物質開発は今

後ますます重要になると思われる。 
 
７）アセトアルデヒドの分解 

アセトアルデヒドの化学式はCH3CHOであり、近年、シックハウス症候群の原因物質の一

つとも見なされている。これが理想的に酸化分解された場合（CH3CHO＋5/2O2 => 2CO2+2H2O）、

最終生成物として、CO2とH2Oとが得られる。化学式から1モルのアセトアルデヒドから2

モルの炭酸ガスが得られることになり、図2と結果と矛盾しない。 

 
８）比表面積 

物質の状態変数の一つで単位重量当たりの表面積を指す。表面積は、例えば、同一物

質でも、固体か粉末か、その表面の状態は滑らかかざらついているか、また粉末の粒度

は荒いか細かいかなどで異なるため、比表面積は物質固有の物理定数とはならない。通

常、固体を砕いていくと、次第に表面が増えるために、その表面積が増加する。光触媒

では、反応が表面で起こるため、表面積がその効率を決める重要なパラメータとなって

いる。それを相互に比較するため、この比表面積に換算された値で議論することが多い。 
 

９）量子効率（量子収率） 

外部から入射した光子１個当たりの出力電子の数になる。光触媒では、フ光子の吸収

によって、価電子帯には正孔が、伝導帯には電子が励起される。その励起生成された全

ての正孔と電子が酸化・還元反応に寄与するならば、量子効率は 100%となる。しかし、

実際は、励起電子と正孔の大部分は再結合で消耗するため、量子効率は極めて低い。こ

の再結合は、基本的には電子構造や結晶性などに依存している。また、実験的には、照

射光の 100%が吸収されると見積もることは難しく、見かけの量子効率となることが一般

的であり、さらに量子効率を小さくしている。 



模式図１ 光触媒のバンド構造（出発物質の酸化物と固溶体との比較） 
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模式図２ 室内利用も本格化へ 
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参考資料／可視光で高活性な新規光触媒の開発に成功

（SrTiO3） (AgNbO3） ｘ値[(Ag1-xSrx)(Nb1-xTix)O3] 

図 1．AgNbO3 と SrTiO3 の固溶体でアセトアルデヒドを光触媒反応で分解した時に

発生する CO2 の発生速度を比較した結果。x=0 と 1 とはそれぞれ AgNbO3 及

び SrTiO3 になる。 

 

図 2．開発された最適組成 x=0.25 の固溶体で可視光照射下で行われたアセトアルデヒ

ドの分解の照射時間依存性の結果。反応装置にアセトアルデヒドを注入し、光を

照射せずに一定時間保持後、光照射開始。光触媒反応での分解によってアセトア

ルデヒドの濃度が減少すると同時に分解生成物である CO2 の濃度が上昇し、最

終的にはアセトアルデヒドの 2 倍近い値になった。 



酸素の還元電位

有機物を酸化可能

図 3．母材料 AgNbO3(a)と SrTiO3(c)及びそれらの固溶体(b)の模式的なバンド構

造。SrTiO3 ではバンドギャップが広く、可視光では光触媒反応が起こらな

い。バンドギャップの狭い AgNbO3 との固溶体化によって、両者の欠点を

補い可視光応答型光触媒となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4．最適化された固溶体と加熱反応前の混合物で行われた可視光照射下でのアセ

トアルデヒドの分解反応の結果。固溶体化によって、CO２の発生速度は大幅

に増加（約 10 倍）している。 
 
 



図 5．開発された材料(Ag0.75Sr0.25)(Nb0.75Ti0.25)O3で繰り返し行われた可視光照射下で

のアセトアルデヒドの酸化分解試験。アセトアルデヒドの分解によって生成さ

れるCO2 の生成速度は、殆ど変化が認められず、材料性能が安定していること

を示唆している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6．(Ag0.75Sr0.25)(Nb0.75Ti0.25)O3で調べられた光触媒反応の前後でのX線回折パター

ン。両者に殆ど変化が認められず開発された材料が安定であることを示してい

る。 
図 7．(Ag0.75Sr0.25)(Nb0.75Ti0.25)O3で調べられた光触媒反応の前後でのUV-Vis吸収曲

線。両者に殆ど変化が認められず開発された材料が安定であることを示してい

る。 


