
分子ゲート機能CO2分離膜の基盤技術研究開発 
 

概要 
最終年度である本年度は、事業の目標である「０．１５kWh/kg-CO2以下の動力で、CO2濃度が

２５％の排ガス（鉄鋼プラントに相当）からCO2濃度を９０％以上に濃縮し得る高いCO2選択性

を有し、耐圧性と１５０℃程度の耐熱性を持つ分子ゲート機能CO2分離膜を開発する」を達成す

るために、（１）分子ゲート機能材料の開発、（２）分離膜及びモジュールの開発、（３）膜分離シ

ステムの検討を行った。 

以下に具体的な内容を記す。 

分子ゲート機能材料の開発では、合成した新規な水酸基変性ポリアミドアミンデンドリマーの

吸水量ならびにCO2吸収量を測定し、いずれも従来型のポリアミドアミンデンドリマーの値より

も大きいことを確認した。また吸収されたCO2の状態を13C-NMRによる定量分析で解析結果から、

吸水量の増大と共に重炭酸イオンがより多く形成されることを確認した。前年度報告した水酸基

変性したデンドリマーで優れた分離性能が得られたことと合わせ、デンドリマーのCO2分離性向

上に対して一般に水酸基変性が有効であることが明確となった。 
分離膜およびモジュールの開発では、より分離性能優れた複合膜モジュールの作製条件を種々

検討した。その結果、キトサンを中間層に用いる安定なモジュールを作製することに成功した。

さらに水に対して親和性の高い素材を中間層にブレンドすることで、CO2透過性 10.5×
10-10[m3(STP) m-2 s-1 Pa-1]、CO2/N2分離性 110 という優れた分離性能が得られた。また、実排ガ

スを用いた 1,000 時間以上の連続運転試験を行い、複合膜モジュールが十分安定であることが確

認できた。このCO2/N2分離性 110 は、事業目標である「０．１５kWh/kg-CO2以下の動力で、CO2

濃度が２５％の排ガス（鉄鋼プラントに相当）からCO2濃度を９０％以上に濃縮し得るCO2選択

性」を超える性能である。本事業で開発した複合膜は、実排ガスプラントからCO2を分離回収す

るのに必要な真空ポンプの差圧に 1,000 時間以上耐え、事業目標とする実用に耐える耐圧性を有

した。 

膜分離システムの検討では、圧力を有するガスからCO2を分離する膜分離システムにおけるCO2

分離動力とコストの計算を行い、ガス源が圧力を有する場合にCO2分離回収コストが大幅に削減

されることを確認した。また、分離膜の膜単価がCO2分離コストに大きく影響することが明らか

にした。 

市販サイズの膜モジュールを開発して、CO2透過性２×10-10[m3(STP) m-2 s-1 Pa-1]、CO2/N2分

離性１３０の性能を得た。開発した膜モジュールを米国エネルギー省国立エネルギー技術研究所

（NETL)にて試験を行い、初期性能がRITEで測定した性能とほぼ等しいことを確認した。 
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Fundamental Studies of CO2 Molecular Gate Membrane 
 

OUTLINE 
In this fiscal year as the last fiscal year of the project, the following three major topics 

were investigated to complete the project. 
(i) Synthesis of novel hydroxyl group-modified dendrimer with high CO2 gate function 

Novel poly(amidoamine) dendrimers were synthesized and their water up-take and CO2 
sorption were tested. The dendrimers prepared exhibited higher water up-take and CO2 
sorption properties compared to the conventional, non-modified, PAMAM dendrimer. The 
results obtained from 13C-NMR quantitative analysis revealed that the amount of 
bicarbonate ion increased as the water content in the dendrimer became large. As described 
in the previous annual report, the modification of dendrimer with hydroxyl group is quite 
effective to improve CO2 selectivity.  
(ii) Production of composite membranes with high CO2 permeance and selectivity 

Methods and conditions to fabricate membrane module were investigated to improve 
CO2 separation performance. In a series of investigations, fairly stable, high CO2 selective 
membrane modules were successfully obtained using chitosan gutter layers. Blending a 
hydrophilic compound with chitosan led to further improvement of separation performance, 
CO2 permeance of 10.5 x 10-10 [m3(STP) m-2 s-1 Pa-1] and separation factor (CO2/N2) of 110. 
This selectivity value is well high above the target value of the project. A long-term test using 
industrial gas effluent proved that the membrane module had enough durability and was 
stable over 1,000 hours. Commercial membrane modules with large permeation area of 0.4 
m2 were fabricated into composite membrane modules for CO2 separation. The module 
exhibited high CO2 permeance, 2 x 10-10 [m3(STP) m-2 s-1 Pa-1], and high CO2/N2 selectivity, 
130. The modules were subjected to separation tests at National Energy Technology 
Laboratory (NETL), USA. We confirmed that the initial results obtained at NETL were 
comparable to those obtained at RITE.  
(iii) Analysis of membrane separation system 

We performed cost and energy analysis of membrane systems for CO2 separation. The 
results confirmed that the cost was significantly reduced when pressure of the feed gas was 
high. The material cost for the membrane module was found to have large impact on the total 
cost.  
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