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光触媒とは？ ①

触媒：それ自身消耗することなく反応を持続させる

消臭･抗菌・抗カビ

【酸化チタン】結晶粉末として使用

光触媒とは？ ①



［試験前］ ［試験後］

全面に赤インクが塗布されたタイル タイルの上にコインを乗せる 光が遮断されたコインの下のみ、

赤インクが分解されません。

※赤インクを、有機物である「有機汚れ物質」、「大気有害物質」、「ウイルス・細菌」、「カビ」、「臭気物質」等の付着と仮定しています。

■試験基材：ミラクルチタンコートタイル
■試験⽅法：⾚インクを疑似有機付着物に⾒たてて、ミラクルチタンコートされたタイル上に塗布 ⇒その上にコインを乗せる
■試験時間：晴れた⽇の屋外に、直射⽇光を避けて１０分間放置（照度 ４００ＬＸ、紫外線強度 １６０μＷ）

有機成分の赤インクが分解・消滅することで、 ミラクルチタンコート膜の酸化分解反応がわかります。

［紫外線と可視光どちらにも反応・活性するため、他に類を見ない高感度で高活性の光触媒膜となります］

［試験開始］

紫外線

可視光

１０分後

光触媒とは？ ②



光触媒応用製品



太陽光や蛍光灯などから発する紫外線を受けて、化学反応を促進させる物質を光触媒といいます。
光触媒の機能により、汚れや臭い・菌等を分解して無害化します。酸化チタン自体は変化すること
なく、いくら働いても消耗しないので効果を永続的に持続します。

＜独自性＞
⇨超微細 約数10nmナノサイズの粒子による水溶性光触媒
■基材に噴霧し、常温乾燥させると酸化チタンが約１μmの薄膜で基材に密着する。
■バインダーを使用する必要がないので、基材の表面に酸化チタンが露出し光触媒反応が高く、胆持力も高い。
■様々な基材に対応でき、基材の意匠性を活かすことが可能。
■中性の無機水溶性であり、耐候性に優れる。

ミラクルチタン光触媒コートの特徴



【Ｐ－１溶液】

【Ｍ２溶液】 【ＭＶＸ溶液】

【ＭＧ－Ｕ】

製品ラインナップ

ミラクルチタン光触媒

防汚 抗菌

消臭

基材
保護

防汚 超親水

セルフ

登録：２０１１－０００7

クリーニング UV

基材の保護・付着強化
ガラス専用保護溶液

屋外専用
屋内専用

超親水性屋内暗所対応型
ガラス専用

抗

ウイルス
空気
浄化

密着性

【ＭＧ－Ｔ溶液】



コンプレッサー

加圧タンク

塗布機（スプレーガン）

エアーホース

ノズル口径:０．３Φmm

ミラクルチタン施工機器

噴霧状況（１０nm）

施工風景

専用機材により、薄く均一に噴霧する事が可能。
（施工後は２４時間乾燥させる）



【選定溶液】

１層目・・・Ｐ－１溶液ｏｒＭＧ－Ｕ溶液
２、３層目・・・Ｍ２溶液、ＭＶＸ溶液、ＭＧ－Ｔ溶液

【施工対象】
ＡＬＣ、タイル、アクリル、
コンクリート、繊維、ガラスetc

施工方法

基材の保護・密着性

屋外・屋内・ガラス

【Ｍコート】 施工完了【Ｐ－１コート】

【MG-Uコート】
施工前清掃

【塗布効率】
屋外塗布・・・約３３㎡／Ｌ
屋内塗布・・・約４０㎡／Ｌ



効果事例（防汚）

【外壁タイル面（広島県）】

平成11年9月施工【1999年】

Ø2018年10月撮影。
Ø施工面にスジ汚れの発生はなく、効果が長期にわたって持続している。

未施工 施工



効果事例（防汚）

【アクリルパネル面（埼玉県）】

平成３０年8月施工

Ø2018年1１月撮影。
Ø施工面と未施工面にわずか２ヶ月で差が発生。

未施工施工



防汚

長栄館（岩手県）

曇り防止

結露防止

• Before

After

• Before

After

2014年撮影

2019年撮影

2006年2月9日撮影

2006年2月13日撮影

慰霊碑（広島大学
霞キャンパス構内）

施工例（屋外・ガラス）

▷【外壁】施工面に雨スジ汚れの発生はなく、汚れなどによる経年変化も見られない。
▷【ガラス】施工後は結露・曇りの発生が見られず透明性も向上。



マツダスタ

ジアム（広
島県）

キッチンハ

ウス（福
岡県）

ミラクルチタン光触媒の主な施工実績



効 果 試 験



【病院内診察室 抗菌・抗ウイルス
（広島県）】

【病院内喫煙室 消臭（広島県）】 【商業ビル内トイレ 消臭・抗菌

（広島県）】効果事例
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施工場所：男子トイレ

施工日：平成29年3月12日（日）
細菌測定日：平成29年4月11日（火）

測定方法：男子トイレ2か所と未施工の女子トイレ2か所の細菌数を比較
検査機関：一般財団法人日本食品分析センター



項目 判定概要 試験方法 試験機関
セルフクリーニング 限界接触角5度以下 水接触角の測定（JIS R1703-1）

(財)神奈川科学技術アカデミー
分解活性指数18.3nmol/l/min 湿式分解性能（JIS R1703-2）

トルエン（中性臭） 15時間後5％以下

消アンモニア（アルカリ臭） 15時間後5％以下

臭硫化水素（酸性臭） 15時間後5％以下 ガスバッグ法 (財)広島県環境保健協会

ホルムアルデヒド 3時間後10％以下

アセトアルデヒド 3時間後10％以下

エチレン 15時間後2％以下

スチレン 3時間後5％以下

キシレン 3時間後11％以下

エチルベンゼン 6時間後8％以下

P-ジクロロベンゼン 5時間後12％以下

抗ﾒｼﾁﾘﾝ黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌MRSA 3時間後10-4以下
生菌数測定 (財)広島県環境保健協会

菌出血性大腸菌O157 6時間後10-4以下

アスペルギルス･ニゲル 抵抗性3（発育が認められない）

抗ペニシリム･シトリヌム 抵抗性3（発育が認められない） カビ抵抗性試験

カリソープス･オリゼ 抵抗性3（発育が認められない） JIS Z2911 (財)広島県環境保健協会

ビクロドスポリウム･クロドスポリオイデス 抵抗性3（発育が認められない）

ケトミウム･グロボスム 抵抗性3（発育が認められない）

※消臭 アンモニア 24時間後40％以下 ガスバッグ法

暗抗菌 黄色ブドウ球菌 24時間後抗菌活性値3.4以上 抗菌製品技術協議会 ㈱シナネンゼオミック

所 大腸菌 24時間後抗菌活性値4.4以上 認定試験方法

抗カビ アスペルギルス･ニゲル カビ抵抗性：0 JIS Z2911

空気浄化 窒素酸化物 窒素酸化物除去量1.81μmol JIS R1701-1 (財)関西環境管理技術センター

耐酸性 異常なし

耐アルカリ性 異常なし 塗料試験

耐塩水性 異常なし JIS K5600 (財)広島県環境保健協会

耐温水性 異常なし

耐沸騰水性 異常なし

耐候性 1000時間後異常は認められない 耐候性試験JIS B7753
密着性 耐候性試験1000時間後剥離は認められない 碁盤目剥離試験JIS K5600

安急性経口毒性 LD50：2000mg/kg以上 OECD401(1987)

全皮膚一次刺激性試験 弱い刺激性 OECD404(1992) (財)日本食品分析センター

性変異原性試験 陰性 労働省告示第77号

皮膚感作性 陰性 Maximization法

不燃性 不燃保証 不燃試験 佐賀県窯業技術センター

燃焼性 区分3 残炎0秒、残炎＋残じん0秒 製品燃焼試験JIS L1091 広島県立東部工業技術センター

性能評価一覧


