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●特集 : 無機分離膜

無機気体分離膜の現状と炭酸ガス分離への応用
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Current Inorganic Membrane Technology for Gas Separation 

and it's Application to Carbone Dioxide Separation
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The New Energy and Industrial Technology Development Organization(NEDO)started a new NE-

DO project in 1992. After two years fessibility study, Japan Fine Ceramics Center (JECC) has started 

research and development study from 1994.

To know the current membrane technology, two missions were send to Europe and the USA last 

year. The author had chance to join both missions and visited main labolatories in the world which 

were doing research and development of ceramic membrane.

In this report, 1) the technological subject to develop porous ceramic membrane are focoused, 2) 

current researches for controlling pore size by sol-gel method, CVD method and zeolite synthesis are 

introduced briefly, 3) evaluation techniques of membrane and sol particles are introduced shortly, 4) 

the membrane performance is discussed from the viewpoint of industrial usage and 5) applications of 

ceramic membrane for carbon dioxide separation.
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1.　 は じ め に

昨 年 の1月 と10月 に気 体 分 離 用 無 機 膜 技 術 開 発 動 向

調 査 団 の 一 員 と して,ヨ ー ロ ッパ お よ び 米 国 を 訪 問 す る

機 会 を 得 た.1月 に は オ ラ ンダ のHogovans Industrial

Ceramics,ECR,FM Velterop B.V.,ト ゥエ ンテ 大

学,デ ル フ ト大 学 と,英 国 のBritish Gas PLC.,ウ ォー

リ ック大 学,Ceramesh Ltd.を 調 査 した.10月 に は カ

リフ ォル ニ ア 工 科 大 学,SRIイ ンタ ー ナ シ ョナ ル,Ad-

vanced Materials Laboratory/ニ ュ ー メ キ シ コ 大 学,

Golden Technologies Company, Inc.,ウ ィ ス コ ン シ

ン大 学,オ ー ク リ ッ ジ 国 立 研 究 所,Micromeritics社

を訪 問 した.こ れ らの海 外技 術 調 査 は,フ ァイ ンセ ラ ミ ッ

クスセンターが94年 度より本格的な開発研究を開始す

る,NEDOプ ロジェクト「二酸化炭素高温分離 ・回収

再利用技術研究開発」の一環として行われたものである.

筆者のみが両調査に参加する機会を得たので,浅 学を省

みず両調査で強く印象に残った研究を中心に,気 体分離

用無機膜の開発動向に関する私見を以下に述べ,二 酸化

炭素排出抑制技術への応用にっいても紹介したい.

2.　気体分離用無機膜の開発課題 および現状

2.1　無機多孔膜の開発課題は孔径制御

高分子膜の場合の気体分離特性は,気 体分子の膜への

溶解度と膜内の拡散係数によって決まる.従 って高分子
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膜開発の技術課題 は,特 定の ガス組成 に対 して選択的に

溶解 度 と拡 散係数 が高 いポ リマーを 開発 す る ことで あ

る.ポ リマーが開発 されれば,そ の膜化 はそれ ほど困難

で はない.無機膜 は一般 に無孔膜 と多孔膜 に分類 され る.

無孔膜の場合 は気体の分離機構が高分子膜 と同様 であ る

ため,膜 素材の開発が先ず課題 とな る.そ れに対 して多

孔膜 の場合 は,ク ヌ ッセ ン拡散(分 子流),表 面拡散,

毛管凝縮,分 子ふ るい作用 によって気体は分離される.

利用 され る孔径 は数A～ 数百Aの 範囲で,孔 径に応 じて

分離 機構が 変化す るため,孔 径 およ びその分布 はA～

nmオ ーダで制御 しなけれ ばな らない.従 って無機多孔

膜の開発 において は,膜 素材の開発 も重要 な技術課題で

あ るが,孔 径制御技術を中心 とす る製膜プ ロセスの開発

が,現 時点 において は最優先の技術課題 と言 える.

無機膜が高分子膜に比べて優れてい る点 は幾つ かある

が,耐 環境性 とくに耐熱性 に優 れてい ることである.一

般に高温では,気 体は凝縮 しに くく表面拡散 もしに くい

ため,ク ヌッセ ン拡散 と分子 ふ るい作用が支配的 な分離

機構 とな る.ク ヌ ッセ ン拡散 の場合 の分離精度(分 離係

数)は,分 離す るガス組成 の分子量比 の平方根 に比例す

るため,分 子 量が近 いガス組成 を精度 よ く分離す るため

に は,何 段 もの分離操作 を施す必要が ある.そ れ に対 し

て分子ふ るい作 用では,ふ るい効果 によって分子 は分離

され るため,も し分離膜 の孔径 に分布が なけれ ば,単 段

の分離によ って高い分離精度が期待 され る.こ の よ うな

状況か ら,気 体分子径 に匹敵す る数Aオ ーダで孔径を制

御す ることに,無 機多孔膜研究の 中心が置かれて いるよ

うであ る.

2.2 分子ふ るい膜の開発状況

分子 ふ るい膜 に要求 され る膜機構 は,前 述の とお り孔

径が数Aで 孔径 に分布が ないことで ある.ゼ オ ライ トは

この条件 を完全 に満 たす恰好 の材料で あり,研 究例 も少

な くない1.2).し か し気体透 過の実験 データは,ク ヌ ッ

セ ン拡散 によ って説 明 され る結 果1)と な って い る.こ

れはゼオライ トが多結 晶体 と して合成 され るため,気 体

分子 は結 晶粒界 を選択的 に流れ ることによる.

多 孔質体の細孔径 は気体分子(主 にN2)吸 着法 によ っ

て測定 されるが,こ の方法で は吸着分子 と同程度以下の

孔径 は測定 できない.従 って分子ふ るい領域の孔径 は,

分子量(径)の 異 なる気体の透過実験か ら評価 されてい

る.そ の一例 を図13)に 示 した.図1は 気体の透過速度

と絶対温度の関係(ア レニ ウスプロ ッ ト)で あ るが,ク

ヌ ッセ ン拡散 の場合 は透過速度 は絶対温度の平方根に逆

比例 す るの で,図1で はCH4と 低温域 でのN2の よ

うに右上が りの結果 を得 る.そ に対 してH2,He,高 温

域 でのN2は 左上が りとなり,温 度の上昇 につれて透過

速度 も増加 して いる.こ の ような現象 は活性化拡散 と呼

ばれ,分 子ふ るい作用 の発 現 による と解釈 され てい る.

H2,Heが 活性化拡散 を示 す分離膜 の孔径 は,1nmを

切 ると予測 されてお り,実 験室規模ではあ るが幾つかの

訪問先で,ゾ ル ・ゲル法によ り図1と 比較で きるレベル

の分離膜が開発 されていた.

3.　 製 膜 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究

無機多孔膜の製法 として気相,液 相,固 相 の合成法 が

提案 されてい るが,製 膜実績 があ り,気 体透過 データま

で 出されてい るの は,ゾ ル ・ゲル法,CVD法,ゼ オ ラ

イ ト膜な どに限 られている.ゾ ル ・ゲル法 とCVD法 に

共通す る製 膜機構 の考 え方 は,先 ず超微粒子 を生成 し,

その超微粒 子によ って基材 の細孔径 を制御 しよ うと言 う

Fig. 13) Permeability of ceramic membrane 

depend on temperature
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ものであ った.し か し超微粒子 の生成 はゾル ・ゲル法,

CVD法 共 に製 膜 にとって む しろマイナ スであ り,反 応

速度 ・反 応系の制御 による粒子生成制御 が,製 膜 プロセ

スの ポイ ン トとな る ことが 明 らか に され て きて い るの

で,紹 介 したい.

3.1 ゾル ・ゲル法

ゾル ・ゲル法は最 も一般 的な製 膜プ ロセス として,多

くの研 究成果が報告 されてい るし,現 在 も多 くの研究者

によ って研究 されてい るが,こ れまでの研 究は膜を作 る

ことに主眼が置かれ,製 膜プ ロセスを系統的に解 明 しよ

うとす る視点 は少なか ったよ うに思え る.ニ ューメキシ

コ大学 の ブ リンカー(C.J.Brinker)教 授 の グル ープ

は,彼 らの豊富 な ゾル ・ゲル科学 の蓄積4)を 背景 に,

製膜 プ ロセスの系統 的 な解明 を積極 的に進 あてい るの

で,彼 らの最近 の論文5)を 中心 に彼 らの研 究を紹介 す

る.

ゾル は超微粒子の懸濁液で あるが,懸 濁 してい る固相

の大 きさによって,粒 子状 ゾル も しくはコロイ ド状 ゾル

と高分子状 ゾルに分類 され る.高 分子状 ゾル は,密 度 も

低 く大 きさ もコロイ ド粒子 と呼べ る1nmま で成長 して

いない無機高分 子が懸濁 した ゾル,と 定義 されて いる4).

これまでは粒子状 ゾルによって製膜 されて きたが,粒 子

状 ゾルの欠点 を次 のよ うに指摘 してい る.(1)粒 子 の凝

集防止は,粒 子 のまわ りに電気二重層を形成 し静電気的

に行われ る.電気二重層 の厚 さは粒子径 によらないため,

粒子が小 さくなる と粒子 を包 む溶媒の量 は相対的 に多 く

な る.溶 媒の量 が多 いほど乾燥時 に強 い引 っ張 り力が作

用す るため,ク ラ ックの原因 となる.(2)現 在使 用 され

て いるTiO2,Al2O3な どの粒子で は,比 較 的低 い温度

で相変化や粒成長をするので,分 離膜微粒構造の安定化

に問題 を生 ず る.(3)粒 子が小 さ くな るほど粒子 の表面

曲率 は増大す るため,粒 子 の溶解度が高 くなり不安定な

ゾル とな る.こ れに対 して,高 分子状 ゾルで は(1)無 機

高分子 の凝 集 は孔径の制御 に利 用で きる.(2)無 機高分

子 は非結晶相 とな るので,そ こそ この温度 まで相変化 も

粒成長 も起 こさな い.(3)高 分子 状 ゾル の網 目構造 は円

筒状 の孔を作 るので,表 面は負の曲率 を持 ち孔径が小 さ

くなるほど溶解度 は低下 し安定 した系 となる.粒 子状 ゾ

ルの場合 は,粒 子のパ ッキ ングによ って孔 が形成 される

ので,気 孔率 は粒子径 によ らず約33%に な るが,高 分

子状 ゾルか らの製膜の場合,網 目構 造の崩壊 によ って孔

が形成 され るため,気 孔率が小 さくな り高 い透過速度 が

得 られ ない こ とが,高 分 子状 ゾルの欠 点 と して い る.

Fig. 25) Dip coating model by sol. gel method
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ディ ップ コーティ ング製膜 プロセスを図2の ようにモデ

ル化 し,孔 径,孔 体積 を決定す る因子 と して,無 機高分

子の大 きさと構造,無 機高分子の重縮合 ・凝集速度,時

間因子,毛 管力を挙 げて いる.

テ トラエ トキ シラン(TEOS)の 工 タノール溶液 を,

塩 酸 を触 媒 と して加水 分解 して シ リカ ゾルを調 整 した

後,上 記 の因子 を実験 的に検討 した.その結果 によると,

ゾルの粘性 を支配す る重縮合速度が,最 も製膜 に影響 し

ていると している.す なわ ち重縮合速度が小 さいと,無

機高分子 の網 目構造を形成す る前 に無機高分子が基材 内

部 に浸透 して,明 確な分離膜が形成 されず,大 きな透過

抵抗を持つ ことにな る.

3.2 CVD法

CVD法 製膜 プロセスの研 究者 は,ゾ ル ・ゲル法 ほど

多 くはな いが,カ リフ ォルニア工 科大学 の ガ ヴァラス

(G. R. Gavalas)教 授 グルー プが興 味深 い研究6.7)を

行 ってい る.彼 らは石炭ガスか ら水 素を高温で分離す る

目的で,CVD法 による無機 膜の開発 を行 って いる.平

均40Aと20Aの 孔径を持つ内径5mmの ヴ ァイ コー

ルガラス管を基材 と して使用 し,反応 ガス としてSicl4-

H2O,TiCl3-H2O,AlCl3-H2Oを 選 び,反 応 ガ スを そ

れぞれ基材管 の内側 と外側か ら拡散 させ る対 向拡散 と,

両反応 ガスを管 の内側 もしくは外側か ら拡散 させ る一方

向拡散 の2つ の プロセ スによって製膜 して いる.対 向拡

散 プロセスで は,シ リカ,チ タニ ア,ア ル ミナ いずれの

Fig. 37) SiO2 distribution in substrate prepared by opposing geometry CVD

Fig. 43) SiO2 distribution in substrate pre-

pared by one-side geometry CVD
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膜 も製膜で きたが,一 方 向拡散 プロセスで は,シ リカ系

の膜 のみ製膜で きた.TiCl4-H2O,AICl3-H2Oの 系で

は,膜 化の前 に粒子 を生成す るため製膜 できない,と の

説 明で あった.図3,4に 示 す よ うに,対 向拡散 と一方

向拡散 によって合成 した分離膜 の,基 材 内沈 着 シリカ濃

度の分布 を測定 してい る.図4に 見 られ るよ うに一方 向

拡散 では,基 材表面 直下 に非常に薄 く(0.5μm以 下)

製 膜 され てい るた め,耐 熱 衝撃性 も高 く,550℃ で3

atmの 水蒸気 雰囲気 下 に13日 間放 置後 も,H2の 透 過

試験 において活性化拡散を示 してい る.反 応 は極めて早

いため,製 膜プ ロセス は拡散律速 とな る.し たが って,

基材 の孔径を より小 さ くで きれば さ らに膜厚を薄 くで き

るとの ことで あった.対 向拡散 プロセ スによる製膜で は,

図3に 示す ようにか なり厚 く製膜 され るため,前 述の耐

久試験 で は膜 に亀 裂が入 るとの こ とで あ った.H2/N2

系 にお いて分離係数1,000を 報告 して いる.

九州大学の諸 岡教授 グループは,圧 力 によって分子 の

運動 を制 御 してCVD法 によ りシ リカ膜 を製膜 して い

る.ピ ンホールを無 くすためには,従 来多孔質体 の上 に

ゾル ・ゲル法等 で数nmの 中間層を形 成 した後 に,

CVD製 膜 を して いた.諸 岡 らは,中 間層無 しに活性 化

拡散現象 を示 す シ リカ膜を製膜 した として,発 表を予定

している.

3.3　 ゼオライ ト膜 の合 成

ゼオライ トは前述の とお り,小 さな結晶の集 まりと し

て製 膜 され るため,分 子ふ るい作用が発現で きないとい

う弱点が あ った.デ ルフ ト大学の ス クーマ ン(Schoon-

man)教 授 グルー プは,で きるだ け大 きな高配 向単結 晶

を合 成 し単 結晶 を基材 の上 に並 べ,CVIに よって 目張

り して製膜す るこ とを試 みてい る.

ゼオ ライ トは これまで水 熱合 成法 によ り液相 か ら合成

されている.最 近,台 湾大学 のXu8)ら はアル ミノ シリ

ケー トゲルが有機溶剤 の蒸気下でZSM-5に 結 晶化 す る

ことを見 いだ した.カ リフォルニア工科大学デー ヴィス

(E. Davis)教 授9),大 阪大学 の上 山教授10)の グルー プ

は この合成法の詳細を検討 し,幅 広 い組成の原料ゲルか

ら種 々の構造を持つゼオ ライ トが生成す ることを明 らか

にした.こ の合成法は,ア ル ミノ シリケー トゲルやTEOS

をオ ー トク レープ中で水 と有機物(ア ミン類)の 混合蒸

気 によ り結 晶化 させる ものであ る.こ の合成法 の優位 性

は,(1)原 料 ゲルを成形す る ことで 自由な形状のゼ オラ

イ トを合成す ることがで き る.(2)ゼ オライ トの幅広 い

組成 コ ン トロールがで きる.(3)連 続合成が可能 であ る

ことであ る.ま た北 陸先端科 技大 の佐野助 教授 グル ー

プ11)の 結 晶成長のその場観察 では,約10μmま で結

晶が成長 し,粒 子径 も比較的均一 となる ことが示 唆され

て いる.こ の合成法 によれば,基 材の細孔 内部 に単一 の

ゼ オライ トを合成す ることがで きると思われ るので,結

晶粒界か らの リークを防 ぐことがで き,分 子ふ るい作 用

の発現が可能で あると期待 され る.上 山教授 グループの

最 新の研究1)で は,分 子 ふ るい支配 まで には至 ってい

ないが,今 後 の研究成果が楽 しみな手法であ ると思われ

る.

4.　 評 価 技 術

分離膜の最終的な特性 は,気 体透過試験 によって評価

され るが,製 膜プ ロセス開発 には膜 の微構造特 に孔径 と

その分布 に関す る情報が重要 である.多 孔質体の細孔径

は,ケ ル ビンの式 に基づ き気 体吸着法 によって評価 され

るが,膜 の厚 さが薄 くな ると吸着ガス量 が少 な くな り,

吸着 量の検 出が困難 になる.ブ リンカー教授 らはSur-

face Acoustic Wave(SAW)法5,12)と 呼ば れ る装 置

を開発 して,市 販 の気 体吸着装置 の感度 を1～100万 倍

上 げた.原 理 は気体吸着法であ るが,吸 着気体量を ピエ

ゾ効果 を利 用 して測定 している.1cm2の 結 晶石 英の上

に製 膜 し,周 波数 のズ レか ら吸着量を検出す る.検 出感

度 はpg/cm2と の ことであ る.

ゾル ・ゲル法 においては,ゾ ルの特性が製膜 プロセ ス

に重要な影響をおよぼす が,ゾ ル粒子 はフラクタル構造

を持ち,フ ラクタル次元 によ って構造が評価 され る5)こ

とが,シ ミュレー ションを含 む研究 によって 明 らか にさ

れて きて いる.ゾ ル粒子の フラ クタル次元 は,小 角X線

散乱法 によって求め ることがで きる.

5.　 分 離 性 能 の 現 状 と 実 用 化

理想 的な分離性能 は,透 過抵抗=0,分 離係数=∞ で

あ るが,現 実 には不可能で,あ る水準 において実用に供

せ られ る.し たが って分離性能の現状を評価す るため に

は,実 用に供 しうる水準 が明 らか になって いな ければな

らない.し か しこの水準は,製 膜 コス ト,耐 久性,分 離

対象 ガス,等 々,経 済的要素に大 き く左右 され,使 用実

績 を積む なかで,あ る程度 自然に決め られて くる.無 機

膜 による気体の分離 は,水 素の分離においてよ うや く実



膜 (MEMBRANE), Vol. 19 No. 3 (1994) 　151

用化の段階 に入 ったところであ る.従 って実用的観点 か

ら無機膜の性能を評価す るの は,難 しい状況にあ るので,

現在市販 されてい るポ リマー膜 との比較において,無 機

膜の分離性能を図5で 見てみ る.膜 の性能 は一般 に,透

過度 と分離度 によ って表 され る.分 離度 は着 目組成 の透

過度の比によ って定義 され特に問題 は無 いが,透 過度 は

単位時間,単 位面積,単 位圧 力差 当た りの透過量 を表す

透過速度(透 過量)と,単 位膜厚 の透過速度 を表す透過

係 数の2つ の表現方法 があ る.ポ リマー膜 において は膜

厚 の決定 は容 易であ り,透 過度 は透過係数 によって表 さ

れるが,無 機膜 の場合 は多 くの場合多層構造 となってお

り膜厚 の決定 は難 しいため,透 過速度で透過度が表示 さ

れている.し たが って,ポ リマー膜 との比較で きる無機

膜 のデータは限定 されて しま う.ま た,市 販 されてい る

ポ リマー膜 はO2/N2分 離 用の膜であ るのに対 して,無

機膜で は種 々のガス組成で分離実験が行われてい る.し

たが って図5の 評価 は慎重で なければな らないが,現 在

研究 ・開発 されて いる無機膜が,分 離性能 に限定す るな

らば,実用化が考慮 され得 る段階 まで きてい ると言 え る.

研究 段階 にあ るポ リマー膜を含 めて比 較す ると,ポ リ

マ ー膜で は分離係数が数十の膜まで開発 されてお り,無

機膜 にお いて も更な る研究が必要 とされ る.

気体分離用の商品化 は未 だ緒についたばか りで,オ ラ

ンダのF. M. Velterop B.V.社 が,小 規模なが ら,販

売 してい る.Velterop社 は,外径20mm,孔 径20nm,

長 さ30～100cmの ジルコニア多孔質基材の上に,ゾ ル ・

ゲル法 によ り孔径3nmの 分離膜 を製 膜 し高温気体分離

用膜 と して市販 して いる.そ の応用例 として図6に 示 す

よ うなアル カンの脱水素反応を取 り上 げ,無 機 膜を反応

器 と して用い るな らアルカ ンか らアルケ ンへ の転化率 を

著 しく向上す る ことがで きる13)と してい る.オ ラ ンダ

最大 の製鉄会社 の子会 社で あ るHogovans Industrial

ceramicsも,商 品化 までには至 っていないがオ ランダの

エ ネルギー研究財 団(Netherlands Energy Research 

Foundation/ECN)と 共 同 で,セ ラ ミック膜 の 開発 を

積極的 に行 って いる.ま た,British Gasに お いて も,

天然ガスの浄化 を目的 としてか な り積極的 にセ ラ ミック

分離膜の開発研究 が行 われて いるのは,セ ラ ミック膜の

今後の市場 を考 える時注 目され る.

6.　 二 酸 化 炭 素 排 出 抑 制 技 術 へ の 応 用

二酸化 炭素 の排出抑制 につ いて は,1992年 に 「気 候

変動枠組 み条約」が締結 されて以来,各 国において様 々

な努力が なされて いる.こ こで は,オ ランダを中心 とす

るヨーロ ッパ,日 本で進め られてい る,セ ラ ミック膜を

利用 した二酸化炭素排出抑制プ ロジェク トの概要 を紹介

す る.ア メ リカにお いて は,二 酸化炭素を分離す る目的

でのセ ラ ミック膜開発研究は行われていないよ うである

が,石 炭ガ スか ら高温で水素を分離 す ることを主 目的と

して,商 務省(DOE)の プ ロジェク トがオ ーク リッジ国

立研究所を中心に進め られている.

Fig. 5 Comparison of membrane performance

Fig. 613) An example of commercialized ce-

ramic membrane reactors
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6.1　 ヨー ロ ッパ にお ける二酸 化炭 素排 出抑制 プ ロ

ジェク ト

オラ ンダのECNに おいて は,石 炭が再び主要 なエ ネ

ルギー源 とな ることと地球温暖化防止 の観点 か ら,総 合

石炭 ガス化燃焼発 電(IGCC)と 総合石 炭ガ ス化燃 料電

池発電(IGMCFC)(図7)を 比較 し,エ ネルギー効率

と二酸化炭素 回収率を試算 した14,15).試 算結果 によれ

ば,エ ネ ルギ ー効率 はIGMCFCが47.5%,IGCCが

34.5%,二 酸化 炭素 の回 収率 で はIGMCFCが97.4%,

IGCCが96.6%と,燃 料 電池発電 によ って二 酸化炭素

の排出を抑制 し,エ ネルギー効率を改善 できる としてい

る.た だ しこの試算 にお いて は,効 率の よいH2/CO2

分離技術が前提 とな ってい る.こ の技術前提 を満足 すべ

く,ECNは 前出のHogovans社 と共同でセ ラ ミック膜

の開発を行 って いる.

6.2　 日本における二二酸化炭素排 出抑制 プ ロジ ヱク ト

日本 に おけ る二酸 化炭 素排 出抑 制 プ ロ ジェ ク トは,

1990年 以来NEDOプ ロジェク トとして主に(財)地 球

環境産業技術 研究機構(RITE)に よって行 われて きた.

これ らのプロ ジェク トに加 えて,燃 焼排ガ スの顕熱を有

効利用す ることを主 たる目的と して 「二酸化炭素高温分

離 ・回収再利 用技術研究 開発 」プ ロジェク トが1994年

より本格スター トした.本 プ ロジェク トは,JFCCが 民

間数社 と協 力 して進 める もので,ECNの プロ ジェク ト

と比較す ると,既 設の発電 プラ ン トに も適用可能 という

特長 を持 ってい る.本 プ ロジェ ク トは10年 を越す研究

開発期 間が予定 されて いるが,前 半の4～5年 で分離膜

の製造技術を開発 し,後 半 で分離 膜をモ ジュール化 シス

テ ム化 し,技 術的可能性 を実証す る予定 である.

無機膜 によ り高温排 ガスか らCO2を 分離 す る機構 と

して は図8に 示すよ うに,分子 ふ るい,吸着 ・表面拡散,

溶解 ・拡散の3つ の機構が考 え られ る.高 温 での吸着 ・

表面拡散膜,溶 解 ・拡散膜に関す る研 究報告 はほ とんど

無 しに近 いが,前 者は同 じ多孔膜であ る分子ふ るい膜 に

比べて孔径を大 き くで き,透 過抵抗を小 さ くできる利点

が あるため取 り上 げ られ る.ま た溶解 ・拡 散膜は,水 素

分離で はパ ラジウム膜等実用化 に近い膜が開発 されてい

るが,CO2分 離用 の無 孔膜 はまだ報 告 され て いない.

しか し溶融炭酸塩燃料電池の開発研究において多 くの技

術 蓄積が あること,従 来の溶液吸収法に比べて も有利 で

ある とい う報告16)も あ ることな どか ら,技 術 的可能性

が先ず検討 され る.

Fig. 714) Block diagram of an advanced IGMCFC power plant with CO2 removal
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7. お わ り に

昨年同行 した2度 の海外調査の成果を 中心 に,気 体無

機分離膜の現状 につ いて私見を述べ たが,無 機膜 に関す

る研究 は,分子動力学 に基づ いた分離 シ ミュレー シ ョン,

分離機構 に関す る基礎的研究 など,製 膜 プロセ スに止 ま

らず広が りと深化を見せて いるように感 じられ る.こ の

ような研究が,1日 も早 く実用膜 と して結実す ることを期

待 したい.
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