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要約 
当該年度の実施内容と成果概要 
炭化水素の改質反応に水素分離膜を応用した膜反応プロセスは、新たな水

素の高効率製造システムとして注目されている。今年度は、新しい水素分

離膜製造のための基盤技術として多孔質アルミナ支持体上に界面活性剤等

を鋳型として多孔体薄膜を合成可能な条件を検討し、ナノレベルの均一な

細孔が基板方向に貫通した多孔体薄膜の合成技術の確立を中心に検討した。

さらに、水素選択透過性能付与のための化学修飾／複合化技術についても

検討を行った。 
 

(1) 均一細孔を有するメソ多孔体薄膜の合成 

 水熱合成法、スピンコート法、ディップコート法によりガラス基板また

は多孔質アルミナ基板上に MCM-48 および SBA-16 薄膜を合成した。TEM 
および SEM 観察から、これらの膜は均一な細孔を持つ緻密な膜であるこ

とが分かった。また各種ガスの透過試験から、ガスの透過度が圧力に依存

せず、分子量の-1/2 乗に比例することから膜中のガス透過はクヌーセン拡

散が支配的であることが示唆された。また、メソ細孔シリカは僅かに H2

選択性を持つことが明らかになった。 
 
(2) 金属のガス選択吸収機能制御を利用した H2 分離膜の調製 

鋳型合成法を用いて、ディップコーティング法で調製した MCM-48 および

SBA-16 薄膜中に Pd および Pt ナノ粒子を合成した。さらに、一度合成した Pd
ナノ粒子に逐次的に Pd 前駆体を導入し還元処理を行うと Pd を高密度に担持で

きることが明らかになった。また、同様の操作で調製した Pd/MCM-48 粉体試

料の N2 ガス吸着測定結果から細孔容積および表面積の減少が見られ、Pd によ

って細孔が閉塞することが明らかになった。 
 
(3) CO2 分離回収用新規メソ多孔体の合成と修飾技術の開発 

CO2 吸着剤として用いるための種々のメソ多孔体の合成を行い、テンプレー

トや pH を変化させることで、細孔径および構造の異なるメソ多孔体の調製が可

能になった。具体的には、4 級アンモニウム塩水溶液中アルカリ性条件下で

TEOS を加水分解することで、MCM-48 が得られ、トリブロックコポリマーを

鋳型として酸性条件でTEOSの加水分解を行うと、Cubic構造のSBA-16、2D 構
造の SBA-15、SBA-3 および MSU-H が得られた。これらにアミン修飾し CO2 吸
着量を評価したところ、アミン修飾 MSU-H では 1.80 mmol/g であった。 
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Summary 
Study and progress in 2005 

In this fiscal year, this project was forcused on the condition of the 
mesoporous silica membrane formation on the porous alumina substrate, and 
preparation technique of the membrane which the mesopore penetrates in 
direction to the substrate was established. Furthermore, in order to develop H2 
permselective membrane, the method of composing metal and mesoporous silica 
membrane was also studied.    

 
(1) Syntheses of mesoporous membrane. 

Mesoporous silica MCM-48 and SBA-16 membranes on porous alumina 
substrate and glass substrate were prepared by hydrothermal, sol-gel spin-coating 
and sol-gel dip-coating technique. From the TEM and SEM observation, it was 
revealed that these membranes had uniform pore structure with no defect. The gas 
permeation of MCM-48 and SBA-16 membranes was governed by Knudsen 
diffusion mechanism, because the permeance of the various gases was in 
reciprocal proportion to square root of molecular weight and independent on the 
pressure drop. 

 
(2) Preparation of H2 separation membrane applying H2 affinity of metal. 

Pd (Pt) nanoparticle in MCM-48 or SBA-16 (Pd/MCM-48, Pd/SBA-16) was 
synthesized in the pore of mesoporous silica by template synthesis. The density of 
Pd nanoparticle was increased by sequentially proceeding template synthesis. 
Results of N2 adsorption measurement of Pd/MCM-48 showed that Pd 
nanoparticles were deposited on the internal surface of MCM-48. 

 
(3) Preparation of a new CO2 adsorbent using mesoporous silica.   

In order to prepare a new CO2 adsorbent, various mesoporous silicas were 
synthesized by hydration and condensation of silica source (TEOS) in the 
presence of surfactant such as ammonium salt and triblockcopolymer and they 
were characterized by TEM, XRD and N2 adsorption. In this report, cubic 
structured mesoporous silica (MCM-48, SBA-16) and tube structured (SBA-15, 
MSU-H and SBA-3) were successfully prepared. These mesoporous silicas were 
amine-grafted by chemical modification of amino-silane and CO2 adsorption 
capacity was evaluated. Among them, amine-modified MSU-H showed CO2 

adsorption capacity : 1.80 mmol/g. 




