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要約 
 
当該年度の実施内容と成果概要 
今年度は、多孔質アルミナ支持体上に貫通孔を有するメソ多孔体薄膜の合

成について検討した。さらに、薄膜の水素親和性を付与するために Pd ナノ

構造体の内部合成を行った。さらに、水素選択透過性能の検討を行った。 
 

(1)均一細孔を有する多孔体薄膜の合成 
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およびシリ

コン基板などの非多孔質基板、あるいは、多孔質アルミナ基板上に Cubic 構造

を持つメソ細孔シリカ薄膜を合成することが出来た。これらの膜は緻密な構造

を持っていることが TEM、SEM、XRD により明らかとなった。また、ガスの

透過試験を行ったところ、透過度が圧力に依存しないこと、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、メソ細孔シリカはクヌーセン拡散に由来する H2 選択比 5 を持

つことが明らかになった。また、ヘキサデシルトリクロロシランで基板表面を

処理すると、製膜後のメソ細孔シリカ膜のガス透過度が向上した。 
 
(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メソ細孔シリカ薄膜

中に Pd 粒子を合成することができた。Pd を密に複合化する方法を検討したと

ころ、メソ細孔シリカ薄膜の細孔内表面を、アミノシランでグラフト担持後 Pd
複合化処理を行うと、メソ細孔シリカの細孔径 ( 3 nm ) とほぼ等しいサイズの

Pd ナノ粒子を効率よく細孔内に複合化できることが明らかとなった。また、こ

の Pd 複合膜を前駆体として無電解めっき処理を行うと、膜厚 500 nm の Pd－
メソ細孔シリカ複合化薄膜を作製することができた。これらの Pd 複合化薄膜は

水素分離性能を示すことが明らかになった。 
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Summary 
Study and progress in 2006 

In this fiscal year, this project was forcused on the synthesis of the 
mesoporous silica thin membrane on the porous alumina substrate, which the 
mesopore penetrates in direction to the substrate. Furthermore, in order to develop 
H2 permselective membrane, the method of composing Pd nanoparticles and 
mesoporous silica membrane was also studied. 

 
(1) Syntheses of mesoporous membrane. 

Mesoporous silica membranes with cubic structure on porous alumina 
substrate and glass substrate or silicon wafer were prepared by hydrothermal, 
sol-gel spin-coating and sol-gel dip-coating technique. From the TEM, SEM and 
XRD observations, it was revealed that these membranes had uniform pore 
structure with no defect. The gas permeation of mesoporous silica 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. Mesoporous silica membranes showed H2 
selectivity(αH2/CO2 = 5 ) because of Knudsen diffusion. The gas permeance of 
mesosporous silica membrane on porous Al2O3 substrate pretreated by 
C16H33SiCl3 was higher than on Al2O3 substrate immersed in the liquid paraffin.  

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

Pd nanoparticles were prepared in the mesoporous silica membranes and the 
amine modified mesoporous silica membranes,respectively. TEM and XRD 
results showed that Pd nanoparticles were efficiently synthesized in the amine 
modified mesoporous silica membranes. Pd-mesoporous silica composite 
membranes with the thickness of 500 nm were also prepared by electroless plating 
technique. These Pd-mesoporous silica composite membrane showed H2 
selectivity. Among them, Pd-mesoporos silica membrane prepared by electroless 
plating has a high H2 separation performance: RH2 4.6×10-8 m3 m-2 s-1 Pa-1 and 
αH2>600. 




