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要 約 

 

当該年度の実施内容と成果概要 

 膜分離プロセスは連続的処理および小型化などが可能であり、他の分離プロセスと比較

して大幅な省エネルギーが期待されることから、多くの研究・技術分野で注目を集めてい

る。特に、ゼオライトおよびシリカ等の無機多孔質膜は耐熱性、耐圧性、耐薬品性に優れ

ており、高温高圧下での CO2 分離回収への応用が期待できる。また、ゼオライトは均一な

細孔を有することから、形状選択性に基づく高選択的分離への適用が可能であり、他にも

親疎水性、細孔表面との分子間相互作用による分離機能が発現することが期待される。本

研究では、ゼオライトなどの無機ナノ多孔質材料の高配向薄膜成型を試み、新規な省エネ

ルギー型 CO2 高選択的分離膜製造のための基盤技術開発を目的として以下の検討を実施

した。 
 
(1) 無機ナノ細孔構造体の合成および構造制御方法の検討 
 ゼオライト分離膜の原料となる各種ゼオライトの合成方法を検討し、シリカライト-1、
ABW ゼオライト、L 型ゼオライトの各種のゼオライト種結晶を合成した。鉱化剤、構造

規定剤および錯形成剤を用いて水熱合成の反応溶液の組成を調整することによって、その

結晶サイズおよび形態を制御することが可能となり、平板状シリカライト種結晶および L
型ゼオライト種結晶が得られた。 
 また、界面活性剤の共存下でケイ酸エチルの加水分解により Cubic 構造の MCM-48 メ

ソ細孔シリカを合成し、TEM および XRD により構造解析を行った。 
 
(2) 細孔内表面と透過分子との親和性制御方法の検討 
 CO2 の分離選択性を高めることを目的として、各種ゼオライトの CO2-N2 二成分吸着測

定および膜分離シミュレーションを行った。二成分吸着測定により、これらのゼオライト

が CO2-N2 混合ガス吸着において、CO2 を選択的に吸着することを確認した。また、L 型

ゼオライトについて膜分離シミュレーションを行った結果、分離係数は Si/Al 比が小さい

とき CO2 の分離選択性が大きくなることがわかった。また、吸着サイトの直径、細孔の直

径、Si/Al 比、および、細孔のつながり方などの構造因子の組み合わせについて透過係数

と分離係数を算出した結果、既存の無機膜の性能を上回る膜構造の存在を確認できた。 
 
 (3) 薄膜の配向性制御技術の開発 
 超音波乾燥法とラビング法で種結晶塗布を行い、二次成長した膜の緻密性を評価した。 
 二次成長溶液の構造規定剤の比と pH を調整することで、種結晶の成長が促進され、緻

密性の高いシリカライト膜および ZSM-5 膜の調製が可能となった。また、ラビング法で

合成した膜は緻密性が向上し、Y 型ゼオライト膜では、25℃で選択率 27、100℃で選択率

10 の CO2 分離性を示した。 
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(4) 欠陥のない薄膜の合成方法の開発 
 多孔質アルミナ支持体上に 膜厚が 300 nm で Cubic 構造のメソ細孔シリカ MCM-48 薄

膜合成した。さらに、MCM-48/Al2O3 のアミン修飾によりガス透過膜を調製した。CO2 と

N2 の混合ガス  (CO2/N2=20/80) を用いて CO2 の分離性能を評価したところ、100 ℃で

CO2 分離係数(αCO2/N2)が 800 を示し、比較的高温域で CO2 が分離可能なことを示した。 
 また、超音波照射-乾燥法で合成した膜にはゼオライト細孔サイズより大きな欠陥がある

ことが明らかとなった。一方、ラビング法で合成した場合では、欠陥が少なく、緻密な膜

が得られることがわかった。 
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Summary 

 

Study and progress in 2005 

  Membrane separation process is generally more energy efficient and easier to 
operate than the other separation processes. In particular, inorganic membranes such 
as zeolite and silica are suitable for the separation of carbon dioxide at high 
temperature and high pressure, because they can be proof against severe conditions.  
Zeolites are adequate to act as separation membrane, because zeolites have a regular 
structure, uniform pore size, and the high affinity between zeolite pore walls and CO2 
gas molecules. This project is focused on development of highly oriented zeolite 
membrane having high permeation rate and high selectivity of CO2. 
  To achieve the objectives, three research items have been carried out as follows. 
 
(1) Synthesis of new micro- and mesoporous compounds and control of its nano- 
structures. 
 
  In order to control the morphology of zeolite seed crystal for membrane preparation, 
synthetic method of zeolites, such as silicalite-1, ABW-type zeolite, and zeolite L have 
been studied. Crystal size and morphology of zeolite was controlled by using 
mineralizing agent, structure directing agent, and organic ligand, and seed crystals of 
coffin shape silicalite-1 and plate-like zeolite L were successfully obtained. 
  Mesoporous silica was also synthesized by hydrolysis of tetraethoxysilane in the 
presence of template such as surfactant and characterized by TEM and XRD study. In 
this report, cubic structured mesoporous silica MCM-48 having uniform pore sizes (2 
µm) was successfully synthesized.   
 
(2) Control of affinity between molecules of permeant gas and pore surface of 
membranes. 
 
  CO2 adsorption and separation properties of synthesized zeolites were examined by 
both the adsorption experiment and grand canonical ensemble molecular dynamics 
simulation (GCMD) technique. It was found that, the synthesized zeolites are suitable 
for CO2/N2 separation due to preferential adsorption of CO2. The result of GCMD 
simulation of permeation by a mixture of CO2/N2 gases through LTL-type zeolite 
membrane shows that the value of the selectivity for CO2/N2 is high at low Si/Al ratio.  
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(3) Control of crystal orientation of membranes. 
 

  Seed crystal coating of the zeolite synthesized in this study on α-alumina 
substrate by ultrasonication-drying method and rubbing method, and the secondary 
growth of seed crystal to synthesis zeolite membrane were studied. Dense silicalite-1 
and ZSM-5 membrane were successfully synthesized on the α-alumina substrate by 
adjusting the molar ratio of structure directing agent and pH value of secondary 
growth solution. And then, dense zeolite membranes were obtained by rubbing method, 
CO2 was selectively permeated and the CO2/N2 selectivity was 27 at 298K and 10 at 
373K in zeolite Y membrane.  
 
(4) Development of synthetic method of mesoporous thin film without defect. 
 

Mesoporous silica MCM-48 membrane was synthesized on a disk-like porous 
alumina support. Then the obtained MCM-48 membrane was modified by chemical 
grafting of aminosilanes. CO2 separation properties of amine-grafted MCM-48 
membranes were evaluated by the measurement of gas permeability using a mixture of 
CO2 and N2 (CO2/N2 = 20/80). Extremely high CO2/N2 separation selectivity (α(CO2/N2) = 
800) was obtaind at 373K. This result showed a possibility of CO2 separation at high 
temperature. 

From the result of dyeing test using rhodamin B, it was found that defects larger 
than zeolitic pore are present in zeolite membranes synthesized by 
ultrasonication-drying method, on the other hand, the zeolite membranes obtained by 
rubbing method have a little defect. 
 




