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概 要 
最終更新日 平成 23 年 3月 30 日 

プログラム（又

は施策）名 

エネルギーイノベーションプログラム 

環境安心イノベーションプログラム 

ナノテク・部材イノベーションプログラム 

プロジェクト名 
省水型・環境調和型水循環プロジェクト／

革新的膜分離技術の研究開発 
プロジェクト番号 Ｐ０９０１１ 

担当推進部/担当

者 

環境技術開発部／瀬政孝義（21 年 4月～22 年 6月） 

環境部／瀬政孝義（22 年 7 月～現在） 

０．事業の概要 

世界的な水需給の逼迫、水問題の顕在化が懸念されることから、世界における水ビジ

ネスの市場は拡大すると見られている。そこで、産学の科学的知見を結集して、省水

型・環境調和型の水処理技術を開発して水循環システムを構築し、これを産業技術へ繋

げていくため、我が国が強みを持つ膜技術を始めとする水処理技術を強化すべく、水循

環要素技術の研究開発を行う。また、こうした技術を活用して、水循環システムを構築

し、国内外での実証を通して普及を図り、水資源管理における省エネ、産業競争力の強

化に資することを目的とする。 

 本中間評価は、水循環要素技術の、「革新的膜分離技術の開発」「省エネ型膜分離活

性汚泥法（MBR）技術の開発」「有用金属・有害物質の分離・回収技術の開発」「高効

率難分解性物質分解技術の開発」の４件のテーマのうち、先行して研究を開始した「革

新的膜分離技術の開発」に関するものである。 

Ⅰ．事業の位置

付け・必要

性について 

急速な経済発展等による渇水や水質悪化等の問題を抱える諸外国において、我が国水

関連産業が有する水処理技術は有効な解決手段と考えられる。国内外の水資源問題の解

決に貢献するには、多種多様な要素技術を有する企業群の技術を融合した国際的に競争

力のある水循環システムを開発し、省水型・環境調和型の水資源管理技術を普及してい

くことが必要である。本研究開発を通じて、低コスト・省エネ型の水循環システムを開

発するとともにその運営・管理に係る技術を開発し、水資源管理技術の国内外展開へ向

けた動きを後押しすることが必要不可欠である。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

事業の目標 

「革新的膜分離技術の開発」では、河川水等の浄水工程における微量の有害物質、微生

物等の除去に係る水処理技術のうち、分離膜方式による高効率（省エネ）な分離技術を

開発する。目標値を以下に示す。 

[中間目標]（平成 22 年度） 

・新素材を用いた膜形成(Ａ４判)が可能な分離膜形成技術及びモジュール化技術を確立

する。 

[最終目標]（平成 24 年度） 

・従来法※１に比べ、処理性能を維持・向上しつつ、膜透過加圧エネルギー等をプロセス

全体※２として50％以上削減。 

 

※１従来法…委託先決定後、提案書及び採択審査委員会等のコメントに基づき詳細条

件を設定する。 

※２プロセス全体…当該技術を適用する反応系への、流入から流出までを指す。曝気

動力や循環動力、保温、汚泥処理に係るエネルギー等も含む 

事業の計画内

容 

主な実施事項 Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy Ｈ23fy Ｈ24fy 

ＲＯ膜の開発      

ＮＦ膜の開発      

細孔計測技術 

開発・標準化      
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開発予算 

(単位：百万

円) 

 

 

契約種類： 

委託（○） 

助成（ ） 

共同研究( ) 

会計・勘定 Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy Ｈ23fy 総額 

一般会計 0 0 0  0 

特別会計 

（需給） 

（192） 
経産省直轄 

150 201  543 

加速予算 0 0 0  0 

総予算額 192 150 201  543 

（委託） 192 150 201  543 

（助成） 0 0 0  0 

（共同研究） 0 0 0  0 

開発体制 

経産省担当原

課 
産業技術政策局産業施設課、産業技術環境局環境指導室 

プロジェクト

リーダー 

ＰＬ： 東洋大学 松尾友矩 常勤理事 （東京大学名誉教授） 

ＳＰＬ：東京大学環境安全研究センター 山本和夫 教授 

委託先 

委託先： 東レ 株式会社 

     日東電工 株式会社 

     独立行政法人 産業技術総合研究所 

     財団法人 造水促進センター 

再委託先：国立大学法人 東京大学 

     国立大学法人 神戸大学 

     国立大学法人 広島大学 

     国立大学法人 豊橋技術科学大学 

     国立大学法人 北海道大学 

     熊本県産業技術センター 

情勢変化への

対応 

新規ＲＯ膜製造方法における、有機無機ハイブリッド膜のＡ４サイズ膜試作を加速する

ための高精度ＵＶ照射製膜ユニット、標準化における膜評価技術の開発を加速するため

の発光量評価装置など、状況に応じて当初予算の追加投入を行い、研究開発を推進して

いる。 

  
評価に関する

事項 

事前評価 （平成 20 年度実施 経済産業省産業技術政策局産業施設課） 

中間評価 平成 22 年度 中間評価実施 

事後評価 平成 26 年度 事後評価実施予定 
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Ⅲ．研究開発成

果について 

 

事業全体の成果として、個々の研究開発項目の平成 22 年度中間目標と成果及び達成

度を下表に示す。 

 中間目標 

（平成 22 年度）

成果 達成度

(1)ＲＯ膜 

 

【ＲＯ膜の開発】 新素材を用いた膜

形成（Ａ４判）が

可能な分離膜形成

技 術 お よ び モ

ジュール化技術を

確立する。  

高い耐塩素性を持つ有機無機ハ

イブリッド膜でＡ４サイズの膜

形成に成功。  

○ 

(2)ＮＦ膜 

 

【ＮＦ膜の開発】 

ポリアミドＮＦ膜の製造方法改

良により、透過水量従来比 1.25

倍の膜を製膜、2in のエレメント

化したシステムで省エネ 20％を

確認。  

○ 

(3)細孔計測技術 

 

【分離膜の細孔計

測技術の開発及び

標準化に向けた性

能評価手法の開

発】 

陽電子消滅法によ

るナノ細孔の高信

頼性計測技術開発 

ＲＯ膜分離層の 0.5nm から 1.0nm

のナノ細孔評価のための低速陽

電子消滅法の校正技術基準を確

立し、マニュアル化中。  

△ 

(平成

23 年 3

月) 

市販ＲＯ膜、ＮＦ

膜の性能測定によ

る評価法検討  

ＲＯ膜の評価物質として、今ま

で用いられている NaCl、2-プロ

パノールの他に、1-プロパノー

ル、エチレングリコール、尿素

を追加した。  

○ 

 

 また、最終目標達成に向けての課題と解決策を下表に示す。 

 最終目標 

(平成 24 年度) 

課題 解決策 

(1)ＲＯ膜 

膜透過加圧エネ

ルギー等をプロ

セス全体として

50％以上削減 

透水性を２倍としたＲ

Ｏ膜性能の達成 

モノマー等の溶解性向上

や架橋形成の促進等によ

り、膜形成時間を対策 

(2)ＮＦ膜 有機・無機ハイブリッ

ド技術の導入 

高性能化のメカニズムを

解明し、設計にフィード

バック 

(3)細孔計

測技術 

0.5nm から 10nm

のナノ細孔への

陽電子消滅法の

適用 

ＲＯ膜よりも大きい細

孔を有するＮＦ膜に対

して陽電子寿命計測の

測定範囲を拡張させ

る。 

照射エネルギー条件、時

間レンジ、統計数の最適

化を行う。 

 

投稿論文 「査読付き」５件、「その他」１１件 

特  許 「出願済」８件（うち国際出願２件） 

その他の外部発表

（プレス発表等） 
「展示会」６件、「新聞・雑誌等」４件 
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Ⅳ．実用化、事

業化の見通

しについて 

個々の研究開発項目の事業化の見通しを以下に示す。 

(1)ＲＯ膜の開発 

・エレメント実証運転や商品企画を満たす製膜基本処方を確立し、生産機の設計・製作

へとつなげることで、事業化を図る。適用分野は海水の淡水化だけでなく、中国や米国

の下排水や家庭用上水にも市場があり、特に比較的高濃度の塩素が含まれるケースが多

い中国の下排水で、今後の需要拡大が期待される。これから伸びていく分野を主体に事

業化を進める。 

(2)ＮＦ膜の開発 

・平成 22 年度に開発された新規ＮＦ膜の解析やメカニズム解明、フィールド試験等を

基にシステムとしての省エネルギー化を図る。本開発は、浄水処理への適用を主眼とし

ており、現状の 50％の省エネルギー化が達成できれば、既存の浄水処理よりも消費電力

が安価となり、ＮＦ膜処理の普及が促進されると考えられる。 

(3) 分離膜の細孔計測技術の開発及び標準化に向けた性能評価手法の開発 

・ＲＯ膜に加えて、ＮＦ膜評価のための照射エネルギー条件等の最適化により、細孔計

測技術の確立を行うことで、従来は不可能だったＲＯ膜、ＮＦ膜の細孔評価が可能とな

る。さらに細孔と分離性能との相関を明らかにすることを目標としており、これによ

り、日本製の膜の技術的優位性が明確になるなど、膜の研究開発や評価への適用が進む

と期待される。 

 

Ⅴ．基本計画に

関する事項 

 

作成時期 平成 23 年 3月 作成 

変更履歴 なし 
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Ｐ０９０１１ 

（エネルギーイノベーションプログラム・環境安心イノベーションプログラム・ 

ナノテク・部材イノベーションプログラム） 

「省水型・環境調和型水循環プロジェクト」基本計画 

 

環境技術開発部 

 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

本プロジェクトでは、省エネルギー技術等の開発を積極的に推進することを目的とし

た「エネルギーイノベーションプログラム」、循環型産業システムの創造等の構築を目

的とした「環境安心イノベーションプログラム」及び我が国産業の国際競争力の維持・

強化や解決困難な社会的課題の克服等を目的とした「ナノテク・部材イノベーションプ

ログラム」の一環として実施する。 

国内外における安全安心の高まり、水質規制強化、水循環利用、水処理施設の更新等

により、上下水道・産業排水等の水処理の分野において、新技術の普及が見込まれてい

る。しかし、これらは多くのエネルギーを必要とするため、大幅な省エネと水の循環利

用を図るためには、革新的な材料及びプロセスを開発し、普及させることが急務である。 

また、世界の淡水資源は、地域偏在性が極めて高く絶対量も限られており、今後、人

口増加、経済成長、地球温暖化、都市化、水環境の汚染等により、世界的に水需給が逼

迫し、水問題の顕在化が懸念されている。このような状況下で、世界における水ビジネ

スの市場は拡大すると見られているが、我が国の水関連産業は、世界の水処理膜の市場

シェアが約6割を占めるなど、要素技術分野で強みを有するものの、水循環システムに

対する運営・管理実績が乏しく、十分な収益、市場確保ができていないのが実情である。 

このため、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ技

術開発機構」という。）は、産学の科学的知見を結集して、省水型・環境調和型の水処

理技術を開発して水循環システムを構築し、これを産業技術へ繋げていくため、以下の

プロジェクトを実施する。 

本プロジェクトは、我が国が強みを持つ膜技術を始めとする水処理技術を強化すると

ともに、こうした技術を活用して、省水型・環境調和型の水循環システムを構築して、

国内外での普及支援等を推進し、さらには省水型・環境調和型の水資源管理技術を国内

外に普及させることで、水資源管理における省エネ、産業競争力の強化に資することを

目的とする。 

 

（２）研究開発の目標 
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水処理における要素技術を強化するとともに、国内外の技術動向、現地ニーズ等を

勘案し、従来法※1に比べ、処理性能を維持・向上しつつ、エネルギーをシステム全体※

2として 30％以上削減する。 

※１ 従来法   …委託先決定後、提案書及び採択審査委員会等のコメントに基づ

き詳細条件を設定する。 

※２ システム全体…当該システムの流入から流出までを指す。曝気動力や循環動力、

保温、汚泥処理に係るエネルギー等を含む。ただし、水処理に

直接関係がない光・熱等（照明、暖房等）に係るエネルギーは

含まない。 

なお、別紙に研究開発項目ごとに研究開発目標を設定する。 

 

（３）研究開発内容 

  上記の目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に

基づき研究開発を実施する。 

［委託事業：平成２１年度～平成２３年度］ 

［助成事業（助成率：２／３）：平成２４年度～平成２５年度］ 

  ①水循環要素技術研究開発 

１）革新的膜分離技術の開発※３     

２）省エネ型膜分離活性汚泥法（MBR）技術の開発 

３）有用金属・有害物質の分離・回収技術の開発 

４）高効率難分解性物質分解技術の開発 

［委託事業：平成２１年度～平成２５年度］ 

②水資源管理技術研究開発 

※３ 「革新的膜分離技術の開発」については、事業実施期間を以下とする。 

[委託事業：平成２１年度～平成２２年度] 

[助成事業（助成率：２／３）：平成２３年度～平成２４年度] 

 

２．研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

本プロジェクトは、ＮＥＤＯ技術開発機構が、単独ないし複数の原則、本邦の企業、

研究組合、公益法人等の研究機関（原則、日本国内に研究開発拠点を有していること。

ただし、国外企業等（大学、研究機関を含む）の特別な研究開発能力、研究施設等の活

用または国際標準獲得の観点からの国外企業等との連携が必要な部分を、国外企業等と

の連携により実施することができる。）から公募によって研究開発実施者を選定し、実

施する。 
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研究開発項目①については、中間評価等の結果、進捗状況、プロジェクトを取り巻く

状況の変化等の観点から、実用化の目途が認められる研究開発内容については中間評価

翌年度以降に２／３助成により実施する。 

本プロジェクトに参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大

限の活用により効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究開発責任者（プロジェク

トリーダー）を置き、その下に研究者を可能な限り結集して効果的な研究開発を実施す

る。 

なお、研究開発項目①１）革新的膜分離技術の開発については、経済産業省により、

企業、民間研究機関、独立行政法人、大学等（委託先から再委託された研究開発実施者

を含む）から公募によって研究開発実施者が決定され、平成２０年度より委託により実

施されている。本項目について、平成２１年度よりＮＥＤＯ技術開発機構が本プロジェ

クトの一部として運営・管理するに当たっては、外部有識者から構成される事業検討委

員会等を設置し、平成２０年度の進捗状況を踏まえた事業内容・計画及び実施体制の妥

当性についての審議に基づいた評価を行った上で実施する。 

 

（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び

研究開発実施者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本プロ

ジェクトの目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応

じて、ＮＥＤＯ技術開発機構に設置する委員会等、外部有識者の意見を運営管理に反映

させる他、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗につ

いて報告を受けること等を行う。 

 

３．研究開発の実施期間 

本プロジェクトの期間は、平成２１年度から平成２５年度までの５年間とする。ただ

し、平成２０年度に経済産業省において実施していた研究開発項目①１）革新的膜分離

技術の開発については、平成２１年度から平成２４年度までの４年間とする。 

 

４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、

成果の技術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開

発の中間評価を平成２３年度に、事後評価を平成２６年度に実施する。ただし、研究開

発項目①１）革新的膜分離技術の開発、研究開発項目②における実証研究については、

平成２２年度に別途外部評価を実施する。また、中間評価結果等を踏まえ必要に応じプ

ロジェクトの加速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。なお、評価の時期については、



 

viii 
 

当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒し

する等、適宜見直すものとする。 

 

５．その他の重要事項 

（１）研究開発成果の取扱い 

①基盤技術の形成に資する成果の普及 

得られた研究開発成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構、実施者とも普及に努め

るものとする。 

②知的基盤整備事業または標準化等との連携 

得られた研究開発成果については、知的基盤整備事業または標準化等との連携を図

るため、データベースへのデータの提供、標準案の提案等を、必要に応じ積極的に行

う。 

③知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２５条の規定等

に基づき、原則として、すべて委託先に帰属させることとする。 

 

（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、

国内外の研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、評価結果、研究開発費

の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究

開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 

 

（３）根拠法 

本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第

１項第一号ハ、第二号、第三号及び第九号に基づき実施する。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成２１年３月、制定。 
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（別紙）研究開発計画 

 

研究開発項目①「水循環要素技術研究開発」 

 

１． 研究開発の必要性 

 環境規制等の強化による水処理に係わるエネルギー消費の増加、世界レベルの水問題

の解決、水資源管理技術の国際展開等に適応するため、我が国が強みを有する水処理技

術について、省水型でエネルギー効率が高く、かつ金属資源の再利用、廃棄物量の低減

が可能な要素技術の開発が必要不可欠である。 

 

２． 研究開発の具体的内容 

１） 革新的膜分離技術の開発     

河川水等の浄水工程における微量の有害物質、微生物等の除去に係る水処理技術のう

ち、分離膜方式による高効率（省エネ）な分離技術を開発する。 

２） 省エネ型膜分離活性汚泥法（MBR）技術の開発 

既存の膜分離活性汚泥法（MBR）の曝気エネルギー量の抑制を図るため、閉塞しにく

い膜及びトータルシステムに関する技術開発により省エネ型膜分離活性汚泥法（省エネ

型MBR）を開発する。 

３） 有用金属・有害物質の分離・回収技術の開発 

廃液等から有効金属の回収・再利用、有害物質の選択抽出除去・分離、汚泥廃棄物の

減量化等を可能となる革新的な材料、プロセスを開発する。 

４） 高効率難分解性物質分解技術の開発 

窒素除去が可能な微生物等による水処理・再生や難分解性物質等の物理化学的分解除

去等の要素技術について、従来法に比べ省エネ型の分解処理等が可能となる革新的なプ

ロセスを開発する。 

 

３． 達成目標 

研究開発目標を下記のように設定する。 

なお、研究開発項目毎の詳細な目標については、採択が決定した後、ＮＥＤＯ技術開

発機構、プロジェクトリーダー及び委託先との間で協議の上、定めるものとする。 

[中間目標] 

（平成22年度） 

１）革新的膜分離技術の開発   

 [目標] 新素材を用いた膜形成(Ａ４判)が可能な分離膜形成技術及びモジュール化技術

を確立する。                                      
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（平成23年度） 

２）省エネ型膜分離活性汚泥法（MBR）技術の開発 

 [目標] 低ファウリング膜及びモジュール化の開発を完了し、従来法※1に比べ、処理性

能を維持・向上しつつ、曝気エネルギーを50％削減する。  

３）有用金属・有害物質の分離・回収技術の開発 

 [目標] 有害金属、有害陰イオン等の分離・回収技術の開発を完了し、処理性能を維

持・向上しつつ、従来法※1に比べ、汚泥処理にかかるエネルギーを80％削減す

る。 

４）高効率難分解性物質分解技術の開発 

 [目標]  従来法※1に比べ、処理性能を維持・向上しつつ、排水に含まれる難分解性物質

等の分解に要するエネルギー等を50％削減する。また、窒素除去において曝気

エネルギー等使用エネルギーを50％削減する。 

[最終目標] 

（平成24年度） 

１）革新的膜分離技術の開発   

 [目標]  従来法※１に比べ、処理性能を維持・向上しつつ、膜透過加圧エネルギー等を

プロセス全体※２として50％以上削減。                          

（平成25年度） 

２）省エネ型膜分離活性汚泥法（MBR）技術の開発 

 [目標]  従来法※１に比べ、処理性能を維持・向上しつつ、膜洗浄の曝気エネルギー等

をプロセス全体※２として30％以上削減。 

３）有用金属・有害物質の分離・回収技術の開発 

 [目標]  従来法※１に比べ、処理性能を維持・向上しつつ、汚泥の削減により汚泥処理･

処分エネルギーをプロセス全体※２として80％以上削減。 

４）高効率難分解性物質分解技術の開発 

 [目標]  従来法※１に比べ、処理性能を維持・向上しつつ、排水に含まれる難分解性物

質の分解に要するエネルギーをプロセス全体※２として50％以上削減。また、

窒素除去に係わるエネルギーをプロセス全体※２として50％以上削減。 

 

※１ 従来法   …委託先決定後、提案書及び採択審査委員会等のコメントに基づ

き詳細条件を設定する。 

※２ プロセス全体…当該技術を適用する反応系への、流入から流出までを指す。曝

気動力や循環動力、保温、汚泥処理に係るエネルギー等も含む。 
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研究開発項目②「水資源管理技術研究開発」 

 

１． 研究開発の必要性 

急速な経済発展等による渇水や水質悪化等の問題を抱える諸外国において、我が国水

関連産業が有する水処理技術は有効な解決手段と考えられる。また、国内においても、

渇水等の原因により産業の発展が滞っている地域があり、地域の水問題が顕在化してい

る。 

国内外の水資源問題の解決に貢献するには、多種多様な要素技術を有する企業群の技

術を融合した国際的に競争力のある水循環システムを開発し、省水型・環境調和型の水

資源管理技術を普及していくことが必要である。本研究開発を通じて、低コスト・省エ

ネ型の水循環システムを開発するとともにその運営・管理に係る技術を開発し、水資源

管理技術の国内外展開へ向けた動きを後押しすることが必要不可欠である。 

 

２． 研究開発の具体的内容 

 水資源管理技術を国内外へ展開する際に、必要となる課題の抽出や運営・管理技術の

開発を目的とし、研究開発項目①で開発した技術や既存技術を組み合わせ、高効率かつ

当該地域に最適な水循環システムを確立し、当該システムの実証研究を実施する。さら

に、省水型・環境調和型の水循環システム等の水資源管理技術を国内外に展開する際に

必要となる運営・管理技術の調査、水資源管理技術及びそれらを取り巻く環境の国内外

動向調査、並びに将来の成果普及戦略に関する調査及び戦略的な成果普及活動を実施す

る。 

 

３． 達成目標 

研究開発項目毎の詳細な目標については、採択が決定した後、ＮＥＤＯ技術開発機構、

プロジェクトリーダー及び委託先との間で協議の上、定めるものとする。 

研究開発目標を下記のように設定する。 

[中間目標（平成 23 年度）] 

国内外のサイトにおいて、水循環システムの設置を完了し、試運転を実施する。 

 

[最終目標（平成 25 年度）] 

国内外の技術動向、現地ニーズ等を勘案しつつ、従来法※1 に比べ、処理性能を維

持・向上しつつ、エネルギーをシステム全体※３として 30％以上削減する。 

 

※３ システム全体…当該システムの流入から流出までを指す。曝気動力や循環動力、

保温、汚泥処理に係るエネルギー等を含む。ただし、水処理に
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直接関係がない光・熱等（照明、暖房等）に係るエネルギーは

含まない。 
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プロジェクト用語集 
 

用  語 説  明 

イオン強度 水溶液の中に溶けている 1 種類のイオンまたは数種類のイオ

ンの合計の示す挙動の強さをいう。これは溶けているイオン

の濃度と、イオンのもっている電荷の数に依存する。アメリ

カのルイスとランダルは、イオン強度Ｉ を以下の式で定義。 

 

ここでｍ は、質量（重量）モル濃度（mol/kg-溶媒）、ｚ は

イオンの電荷数で、全イオン種についての合計を求める。 

イオンコンプレック

ス 

ポリカチオンとポリアニオンが静電気的相互作用によって結

合した複合体（ポリマー）。 

イオンチャンネル構

造 

イオンを透過させる経路（チャンネル）を提供する細胞膜の

タンパクをイオンチャンネルという。このような生体膜と同

様の機能をもつ膜の構造のこと。 

官能基 物質の化学的属性や化学反応性に注目した原子団の分類で、

それぞれの官能基は特有の物性や化学反応性を示す。すなわ

ち、化学的な性質を化合物に与える原子群のこと。 

支持膜 ＲＯ膜、ＮＦ膜の基板層（多孔質なのでスポンジ層とも呼ば

れる）を構成する膜のこと。表面に分離機能を有するスキン

層（分離活性層）と呼ばれる薄膜を形成させることで、ＲＯ

膜、ＮＦ膜が作られる。 

縮合反応 2 つの官能基からそれぞれ 1 部分が分離し、それらが結合して

小さな分子を形成して脱離し、それと同時に 2 つの官能基の

残った部分同士でも結合が生成して新しい官能基が生成する

形式の反応。 

シランカップリング

剤 

シランカップリング剤は、有機物とケイ素から構成される化

合物で、分子中に 2 種以上の異なった反応基を持っているた

め、通常では非常に結びつきにくい有機材料と無機材料を結

ぶ仲介役としての働きがある。 

シロキサン ケイ素(Si)と酸素を骨格とする化合物で、Si-O-Si 結合（シロ

キサン結合）を持つものの総称。 
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スキン層 ＲＯ膜、ＮＦ膜の表面の分離機能を有する薄膜部分のこと。

（分離活性層とも呼ばれる） 

スピンコーター 平滑な基材を高速回転させる事により遠心力で薄膜を構成す

る装置。 

透過流束（フラック

ス） 

膜のろ過性能を示す指標で、膜の単位面積あたりに透過する

水の流量（単位時間あたりの容積あるいはモル）。 

熱誘起相分離法 高分子溶液を高温で溶解し、それを冷却することにより、相

分離を誘起して多孔構造の膜を作製する方法。高分子濃度、

冷却方法を制御すると様々な形状（孔径）の膜が得られる。 

ファウリング 原水に含まれる難溶性成分や高分子の溶質、コロイド、微小

固形物などが膜に沈着して、透過流束を低下させる現象。特

に、微生物が原因で発生するファウリングをバイオファウリ

ングという。 

分離活性層 ＲＯ膜、ＮＦ膜の表面の分離機能を有する薄膜部分のこと。

（スキン層とも呼ばれる） 

膜モジュール 膜エレメント（膜とその支持体および流路材などの部材を一

体化したもの）をケーシングに収納したもの。 

モルフォロジー制御 モルフォロジー（morphology）【形態学】とは、幾何学的形態

および幾何学的性質を研究する結晶学の一分野。モルフォロ

ジー制御は、機能材料（ポリマー）の持つ構造や、結晶化の

状態を自在に制御することができる。 

陽電子 陽電子（ポジトロン、positron）は、電子の反粒子。絶対量

が電子と等しいプラスの電荷を持ち、電子と等しいあらゆる

特徴（質量やスピン角運動量など）を持つ。 

ラジカル重合 ラジカル（遊離基）反応によって行う重合。高重合の一形式

で、重合体成長末端はラジカルである。イオン重合に対する

語で遊離基重合ともいう。 

励起光 基底状態から励起状態へ移すために“入れる”光のこと。一

方、蛍光は、励起状態から元の状態（基底状態）に戻る際に

“出てくる”光のこと。 

レナードジョーンズ

相互作用 

２つの分子間相互作用のポテンシャルエネルギーの式として

使われている経験的なモデルの一つ。 

ＥＤＳ測定 電子線を細く絞り試料上を走査しながら、各点から発生した

特性Ｘ線をＥＤＳ（Energy-Dispersive-Spectroscopy）検出
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器に取り込むことにより、試料の組成分布の情報を得るこ

と。 

ＦＴ－ＩＲ 赤外分光法（Infrared Spectroscopy、 略称 IR）は、測定対

象の物質に赤外線を照射し、透過（あるいは反射）光を分光

することでスペクトルを得て、対象物の特性を知る方法で、

分散型とフーリエ変換型（Fourier Transform）があり、後者

をＦＴ－ＩＲという。 

ＧＰＣ測定 サイズ排除（溶質分子の大きさにより分離する）クロマトグ

ラフィーの一方式。疎水性充てん剤と非水系(有機溶媒)移動

相を用いて合成高分子の分子量分布測定を行う手法をＧＰＣ

（Gel Permeation Chromatography：ゲル浸透クロマトグラ

フィー）と呼ぶ。 

ＭＢＲ 膜分離活性汚泥法（Membrane Bio Reactor）の略称で、活性

汚泥の反応槽内に膜ユニットを浸漬させ、微細な孔（0.1μm

～0.4μm）を通して汚泥をろ過することで処理水を得る。標

準活性汚泥法に比べ、施設がコンパクトで、高度な処理水が

得られ、維持管理が容易となる。 

ＭＦ 精密ろ過（microfiltration）のこと。0.01～数 μm 程度の微

粒子及び微生物をろ過によって分離する方法で、この領域の

分離膜をＭＦ膜という。また、ＭＢＲには、通常ＭＦ膜が用

いられる。 

ＮＦ ナノろ過（nanofiltration）のこと。ＮＦ膜は、ＵＦ膜とＲ

Ｏ膜の中間の細孔径をもつ（細孔径 1-2 nm、分画分子量 200-

1000）ことに加えて、膜素材表面に荷電を持つ膜を指す。す

なわち、ＮＦ膜では細孔による分離（サイズ分離）と膜表面

の荷電による静電気的な分離効果が組み合わされて、その膜

固有の阻止性能、透過性能を示す。 

ＮＭＲスペクトル 核磁気共鳴（ＮＭＲ：Nuclear Magnetic Resonance） は外部

静磁場に置かれた原子核が固有の周波数の電磁波と相互作用

する現象で、ＮＭＲ装置を用いて得られたデータをＮＭＲス

ペクトルという。 

ＲＯ 逆浸透（Reverse Osmosis）のこと。水を通しイオンや塩類な

ど水以外の不純物は透過しない。孔の大きさは概ね 2nm 以

下。 
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（ＲＯ膜で塩類濃度の高い水と低い水を仕切ると、その浸透

圧の差によって濃度の低い側から高い側へ水が抜けてゆく

が、逆に濃度の高い側に外から浸透圧の差を超える圧力をか

ければ、水分子だけが濃度の高い側から低い側に抜ける。こ

の現象を逆浸透という。） 

ＴＥＭ－ＥＤＸ エネルギー分散型Ｘ線分光法のこと。ＥＤＸは、電子線照射

により発生する特性Ｘ線を検出し、エネルギーで分光するこ

とによって、元素分析や組成分析を行う。多くの場合、ＳＥ

ＭまたはＴＥＭに付属している。尚、ＥＤＸはＥＤＳ（前

出）とも呼ばれる。 

ＵＶ硬化 光重合と呼ばれる化学反応で、ＵＶ光によってモノマーをポ

リマーに相変化させる技術。ＵＶ硬化材料は一般的に、モノ

マー、オリゴマー（プレポリマー）、光開始剤およびその他の

添加剤で構成される。ＵＶ光の照射を受けると光開始剤が励

起し、この励起エネルギーによって、モノマー（液体）がポ

リマー（固体）に転換する。 

ＸＲＤ分析 Ｘ線回折（ＸＲＤ：X‐ray diffraction）、すなわち、Ｘ線が

結晶格子で回折を示す現象を利用して分析を行うこと。Ｘ線

回折計を用いて、Ｘ線を結晶に照射し、特定方向にのみ回折

したＸ線を検出して、結晶構造を反映したパターンを捕え

る。 
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Ⅰ．事業の位置付け・必要性について 

 

1. NEDO の関与の必要性・制度への適合性 

1.1 NEDO が関与することの意義 

国内外における安全安心の高まり、水質規制強化、水循環利用、水処理施設の更新等

により、上下水道・産業排水等の水処理の分野において、新技術の普及が見込まれてい

る。しかし、これらは多くのエネルギーを必要とするため、大幅な省エネと水の循環利

用を図るためには、革新的な材料及びプロセスを開発し、普及させることが急務である。 

また、世界の淡水資源は、地域偏在性が極めて高く絶対量も限られており、今後、人

口増加、経済成長、地球温暖化、都市化、水環境の汚染等により、世界的に水需給が逼

迫し、水問題の顕在化が懸念されている。このような状況下で、世界における水ビジネ

スの市場は拡大すると見られているが、我が国の水関連産業は、世界の水処理膜の市場

シェアが約６割を占めるなど、要素技術分野で強みを有するものの、水循環システムに

対する運営・管理実績が乏しく、十分な収益、市場確保ができていないのが実情である。 

このため、産学の科学的知見を結集して、省水型・環境調和型の水処理技術を開発し

て水循環システムを構築し、これを産業技術へ繋げていくことが必要となっている。産

業技術政策および新エネルギー・省エネルギー政策の中核的実施機関であるNEDOが関与

し、国家プロジェクトとしてこのような事業を推進する意義がある。 

「省水型・環境調和型水循環プロジェクト」は、省エネルギー技術等の開発を積極的

に推進することを目的とした「エネルギーイノベーションプログラム」、循環型産業シ

ステムの創造等の構築を目的とした「環境安心イノベーションプログラム」及び我が国

産業の国際競争力の維持・強化や解決困難な社会的課題の克服等を目的とした「ナノテ

ク・部材イノベーションプログラム」の一環として実施する。「革新的膜分離技術の開

発」は、上記プロジェクトの研究開発項目①水循環要素技術研究開発１）として位置づ

けられるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省水型・環境調和型水循環プロジェクト  

 ①水循環要素技術研究開発  

  ⅰ）革新的膜分離技術の開発  

  ⅱ）省エネ型膜分離活性汚泥法(MBR)技術の開発  

  ⅲ）有用金属・有害物質の分離・回収技術の開発  

  ⅳ）高効率難分解性物質分解技術の開発  

 ②水資源管理技術研究開発  

  ⅰ）水資源管理技術の国内外への展開に向けた実証研究  

  ⅱ）水資源管理技術の国内外への展開に向けた調査検討 

図Ⅰ.1.1-1 省水型・環境調和型水循環プロジェクトの研究開発項目 
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技術戦略マップでは、３R分野の技術ロードマップに対応個所がある。 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

省水型・環境調和型水循環プロジェクト 

図Ⅰ.1.1-2 環境安心イノベーションプログラムでの位置づけ 

図Ⅰ.1.1-3 技術戦略マップでの位置づけ 
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1.2 実施の効果（費用対効果） 

 (1) 省エネルギー効果 

革新的膜分離技術は浄水同施設での処理、工業用水の再生処理、海水淡水化施設、ビ

ル等の排水・中水処理等に利用される。本プロジェクトで、所期の目標が達成されれば、

大幅な省エネルギー化の効果が期待できる。ここでは、多くの導入量が見込まれる上水

道処理施設での利用に限ってエネルギー削減効果を示す。 

膜分離施設の普及数及び処理能力は、水質問題等から近年大幅に増加している。導入

施設数は、実績に基づいて予測すると 2020 年には約 404 施設(16.5％)に増加する見込み

である（浄水施設数：2446 カ所＊１））。この膜処理施設で現行膜を利用した場合と、開

発膜を利用した場合の使用電力量を以下とすると、全増水量(155 億 m3/年＊１）)の

16.5％に現行膜に代わって本開発膜が利用されることによる省エネ効果は 

１５万 kL/年（2020 年） （成功率 １００％） 

 となる。   

表Ⅰ.1.2-1 現行膜および開発膜の使用電力量のシミュレーション 

 M3 当たりの使用電力量 

前処理（砂ろ過）＋現行ＮＦ膜 0.46 

前処理（砂ろ過）＋開発ＮＦ膜 0.23 

（シミュレーション条件）増水量 3456m3/日、回収率 75%、砂ろ過の 1m3 当たり消費電力 0.13kW/m3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１）出典：平成 20 年度水道統計

図Ⅰ.1.2-1 上水道処理施設への膜ろ過施設普及の予想 
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 (2)市場創出 

ＲＯ膜およびＮＦ膜市場は、浄水処理、海水淡水化処理、下水や産業排水処理等に分

かれており、調査会社の調査＊２）によると 2009 年度の世界市場は 549 億円で、2015 年

度には 1100 億円に拡大すると分析されている。このうち、国内市場と日系メーカーの

海外売り上げは、2009 年度に 305 億円、2015 年度には 650 億円となっている。 

一方、委託先メーカーのヒアリングによると、本プロジェクトの開発技術の適用事業

規模としては、ＲＯ膜に関しては、2020 年度に世界市場で約 100 億円、ＮＦ膜について

も同程度に達するものと見込んでいる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊２）株式会社富士経済株式会社の「高機能分離膜／フィルター関連技術・市場の全貌と将来 

予想 2010」（2010 年 5 月 25 日） 

図Ⅰ.1.2-2 水処理用膜（ＲＯ/ＮＦ)の市場規模推移 

図Ⅰ.1.2-3 水処理用膜（ＲＯ/ＮＦ)のメーカーシェア(2009 年度） 
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2. 事業の背景・目的・位置づけ 

産業革命以降の急激な人口増加と工業化によって、水資源の不足と水質悪化が進んだ

ため、砂ろ過や凝集剤、微生物を利用して水処理を行ってきた。しかし、近年はこのよ

うな従来の浄化技術では水源の確保が間に合わなくなり、高速で高品質な水が得られる

「膜利用水処理技術」が注目されるようになった。 

水処理用の分離膜は平均孔径と分離対象によって逆浸透（ＲＯ）膜、ナノろ過（Ｎ

Ｆ）膜、限外ろ過（ＵＦ）膜および精密ろ過（ＭＦ）膜に分類される。これらの中で、

水中のイオンやマイクロポリュータント（農薬、薬理活性物質、トリハロメタン、環境

ホルモンなど）など最も小さな物質を除去できるＲＯ膜やＮＦ膜は、既に水処理技術と

して重要なものとなっており、海水淡水化や河川・湖沼水からの飲料水製造、生活排

水・工場排水の再利用などにおいて実用化されている。しかしながらＲＯ膜やＮＦ膜に

よる分離システムには次の課題がある。 
 ①原水を加圧し、分離膜を通過させる過程で、大量のエネルギーを消費すること 
 ②従来の膜素材が、殺菌や洗浄に用いる薬品への耐久性が低いこと 
 ③前処理工程にも多くのエネルギーを消費すること 
 

今後の水質に係る安全・安心への要請の高まりや新たな水資源確保などへ対応するた

めに、これらの課題を解決できる革新的な省エネルギー型の水処理分離膜技術の開発が

望まれている。 
 

本事業では、海水淡水化、表流水・地下水の利用および生活排水・工場排水の再利用

に適用できる、新素材によるＲＯ膜およびＮＦ膜技術、膜モジュール技術および膜シス

テム技術の統合による省エネルギー型の水処理分離膜技術の開発を行う。 
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図Ⅰ.2-1 水循環システムの一例 
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Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

1. 事業の目標 

1.1 事業の目標 

海水淡水化、表流水・地下水の利用および生活排水・工場排水の再利用に適用でき

る、新素材によるＲＯ膜およびＮＦ膜技術、膜モジュール技術および膜システム技術

の統合による省エネルギー型の水処理分離膜技術の開発を行う。 
 

［最終目標（平成２４年度）］ 

・ＲＯ膜およびＮＦ膜開発においては、従来法に比べ、処理性能を維持・工場しつ

つ、膜透過加圧エネルギーなどをプロセス全体（※）として５０％以上削減する。さ

らに分離膜の細孔計測技術の開発及び標準化に向けた性能評価手法を開発する。 
 
※ プロセス全体・・・当該技術を適用する反応系への、流入から流出を示す。 

 
 

1.2 研究開発項目毎の詳細な目標 

1.2.1 ＲＯ膜の開発 

［中間目標（平成２２年度）］  

・新素材を用いた膜形成（Ａ４判）が可能な分離膜形成技術およびモジュール化技術

を確立する。 

 

［最終目標（平成２４年度）］ 

・従来法に比べ、処理性能を維持・向上し、膜透過加圧エネルギー等をプロセス全体

として５０％以上削減する。 

 

［目標設定の根拠］ 

現在、水質に係る安全安心への要請が高まっており、今後さらに悪化する原水質や

新たな水資源確保へ対応するためには、膜利用水処理技術がすでに必須の技術となっ

ている。しかしながらＲＯ膜やＮＦ膜による水処理システムには、①原水を加圧し、

分離膜を通過させる過程で、多量のエネルギーを消費すること、②従来の膜素材が、

殺菌や洗浄に用いる薬品への耐久性が低いこと、③前処理工程にも多くのエネルギー

を消費すること、といった課題を抱えている。このため従来のシステムでは、ＲＯ膜

やＮＦ膜による水処理システムの導入を進めていくに従って、必要なエネルギーがま

すます増大することになる。この課題を解決するためには既存の膜素材や分離システ
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ムでは限界がある。そこで、エネルギー消費量を５０％以上削減するプロセスを確立

すれば、全浄水施設に膜分離装置が普及する 2030 年頃において、現在と同等のエネ

ルギー消費量で処理が可能になる。 

 

1.2.2 ＮＦ膜の開発 

［中間目標（平成２２年度）］ 

・新素材を用いた膜形成（Ａ４判）が可能な分離膜形成技術およびモジュール化

技術を確立する。 

 

［最終目標（平成２４年度）］ 

・ＮＦ膜モジュールの最適構造設計や運転上のソフト的な知見の組み合わせにより、

具体的には膜・膜モジュール汚染による性能低下を極限まで抑制し、かつ膜・膜モ

ジュールの洗浄による性能回復の効率を高めることにより、ライフタイムトータルで

の平均膜消費エネルギー５０％減を実現する。 

 

［目標設定の根拠］ 

本プロジェクトの研究開発分野は「表流水等処理用のＮＦ膜の開発」である。表流

水等のＮＦ膜による処理は、原水中に存在する微量のマイクロポリュータントである

農薬や薬理活性物質、トリハロメタン、環境ホルモンなどの除去がその目的となって

いる。特に従来よりも高い透水性を有するＮＦ膜素材の開発をおこなうことによって、

より低い運転圧力で膜システムの運転を可能にし、表流水等から浄化された飲料水や

用水などの使用可能な水を得るために必要なエネルギーの低減を実現することを目的

とする。造水用の膜システムの所要エネルギーの内訳はその構成や原水性状にも大き

く依存するが、一般に膜部分のポンプ動力に要するエネルギーがその大部分を占める。

したがって膜を通して不純物を含有した原水から一定量の透過水を得るために必要な

圧力を低減することが可能になればシステム全体のエネルギー低減に大きく寄与する

ことが期待できる。本プロジェクトの目標は、平成２２年度後半の中間目標として対

現行膜製品･技術における浄水処理の膜消費エネルギー２０％減を主として新規ＮＦ

膜の極超低圧化によって初期値ベースで実現し、さらに平成２４年度の最終目標とし

てＮＦ膜モジュールの最適構造設計や運転上のソフト的な知見の組み合わせにより、

ライフタイムトータルでの安定運転性をも加味した形で平均膜消費エネルギー５０％

減を実現することである。この目標の実現により、浄水の分野において、現在給水量

１m３当りの使用電力量は、0.37kWh/m３必要であるが、前処理(砂濾過)＋革新的極超

低圧ＮＦ膜の造水の電力使用量試算は、0.23kWh/m３と、高度処理技術であるＮＦ膜

法の導入を円滑にし、老朽化している設備の更新への活性化が期待できる。 
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1.2.3 分離膜の細孔計測技術の開発及び標準化に向けた性能評価手法の開発 

［中間目標（平成２２年度）］ 

・陽電子消滅法によるナノ細孔の高信頼性計測技術の開発 

・0.5nmから1.0nmのナノ細孔評価のための低速陽電子消滅法の校正技術基準の確立 

・市販のＲＯ膜、ＮＦ膜の性能測定による評価手法の検討 

・ＲＯ膜の膜性能評価に用いる評価物質の選定 

 

［最終目標（平成２４年度）］ 

・分離膜中の0.5nmから10nmのナノ細孔への陽電子消滅法の適用 

・陽電子消滅法によるナノ細孔計測値と分離特性の相関関係の解明 

・ＲＯ膜、ＮＦ膜の膜性能評価手法の指針の作成 

（ＲＯ膜、ＮＦ膜の膜性能評価を行う上で必要な評価物質の選定） 

・当該プロジェクトで開発したＲＯ膜、ＮＦ膜の総合評価 

 

［目標設定の根拠］ 

分離膜の性能指標の一般的定義では、分離活性層中の細孔の大きさについて 1nm を

基準に、それより小さく、イオンや塩類を阻止し、水分子だけを透過させる膜をＲＯ

膜、また、それより大きく数 nm 程度より小さいものをＮＦ膜、と分類しているが、

同範囲の細孔を直接評価する方法が確立しておらず、現在、脱塩率や透過流束、分画

分子量などから推定されている。この背景から、本テーマでは非晶材料中の分子間空

隙を定量できる唯一の方法である陽電子消滅法に注目し、分離膜中の分離性能に寄与

すると考えられる細孔の評価に適用するために必要な技術開発を行っている。 

そこで、分離膜の積層構造および対象とする細孔径範囲に応じた測定条件の最適化

および測定の高信頼性化が主な技術課題であり、それら課題の優先順位および困難さ

を考慮して、本研究では、まず、ＲＯ膜評価に適する「0.5nm から 1.0nm のナノ細孔

評価」を、中間目標に、ＮＦ膜評価にも適する「0.5nm から 10nm のナノ細孔評価」

を、最終目標とした。 

また、「革新的分離膜の開発」の研究開発のためには、分離機能の分子論的解明が

有効であることから、分離現象を誘起する細孔と分離性能との相関の解明、および、

そのために必要な分離膜性能評価手法の開発についても最終目標に設定した。 
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2. 事業の計画内容 

2.1 研究開発の内容 

2.1.1 ＲＯ膜の開発 

本事業では、耐薬品性に優れた新素材によるＲＯ膜等の水処理膜分離技術及び膜シ

ステム運転技術の統合により、革新的な省エネルギー型の水処理膜分離技術を開発し、

既存エネルギーの消費エネルギーに対して５０％削減することを目的とする。これに

もとづき、掲げる目的およびその目標を効率的に実現するため、以下５種類の膜素材

の研究開発を分担、共同で実施し、目標達成が有望な 1 種以上の膜素材を絞り込み、

生産技術を見通した膜形成技術を開発し、エレメントを試作してパイロットテストで

実証する。 

研究開発項目(1)「有機無機ハイブリッド水処理分離膜の研究開発」 

研究開発項目(2)「精密なサブナノ空孔を有する液晶を利用した水処理分離膜の研究 

開発」 

研究開発項目(3)「ナノ多孔粒子／高分子複合水処理分離膜の研究開発」 

研究開発項目(4)「熱誘起相分離法による水処理分離膜の研究開発」 

研究開発項目(5)「交互吸着法（Layer-by-Layer Method）による水処理分離膜の研 

究開発」 

平成２１年度末に予備的な基本特性ならびに耐久性評価を実施し、有望テーマを絞

り込む。平成２２年度に、新素材を用いた膜形成（Ａ４判）が可能な分離膜形成技術

およびモジュール化技術を確立する。 

 

(１）有機無機ハイブリッド水処理分離膜の研究開発 

高造水量と耐塩素性を両立することを目的に、化学的に安定なシロキサン骨格部分

が架橋構造を担い、有機系高分子が物質透過（水の透過と塩等の排除）を担う、有機

無機ハイブリッドＲＯ膜を研究開発する。 

①膜素材として、目標性能を達成するための基本的なモノマーの選定と共重合組成

を探索し、決定する。さらに、有機膜基材上にムラの小さい薄膜を形成し、性能

を発現させる基本的な薄膜形成技術を確立し、ナノろ過膜レベルの膜を得る。 

②開発したナノろ過膜レベルの膜について耐塩素性、耐薬品性を評価して素材とし

ての課題を明確化し、改良を進める。 

③精密な構造分析にもとづき、溶質除去に適切な孔径および化学特性を制御する分

子設計を行い、さらなる性能向上をねらい組成を絞り込む。 

④ＵＶ重合装置、スピンコーターを活用し、薄膜化のための in  situ 重合製膜技術

を確立する。 

⑤高精度ＵＶ照射製膜ユニットの導入により、膜の大型化およびその生産へ向け、

決定した組成でのＵＶ重合条件等を絞り込み、最適化する。 
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（２）精密なサブナノ空孔を有する液晶を利用した水処理分離膜の研究開発 

液晶のナノ相分離秩序構造形成を活用することにより、精密に組織化されたサブナ

ノ空孔を有する水処理分離膜の開発を行う。 

①ＵＶ重合装置、スピンコーターを用いて直径 10cm 程度の液晶膜を作製し、支持膜

上への薄膜形成技術を開発する。 

②作製した薄膜の性能評価により逆浸透膜素材としての可能性を見極め、組成を絞

り込む。 

③スピンコートによる薄膜形成条件等を、高分解能膜構造解析装置の導入ならびに

走査型透過電子顕微鏡による断面構造解析技術を活用して絞り込み、最適化する。 

 

（３）ナノ多孔粒子／高分子複合水処理分離膜の研究開発 

 熱誘起相分離によって高分子中に数ナノメートルからサブミクロンオーダーの細孔

ネットワークを形成させ、ナノ多孔無機粒子を細孔ネットワーク中に分散させた有機

無機ハイブリッド水処理分離膜の開発を行う。 

①製膜装置の巻き取り部分に温度調節機能を付帯設備として導入し、膜中の細孔

ネットワークの形成を精密に制御する薄膜化技術を確立する。 

②得られた膜につき耐薬品性・透水性・イオン透過性を評価し、既存ナノろ過膜を

超えるポテンシャルを実証する。また操作性・安全性向上の為に製膜装置の保

守・改造を実施する。 

③製膜装置で得られた試作データをもとに、スケールアップにおける理想的な相構

造形成の為に温度制御等のプロセス改良を実施する。スケールアップ時の開発効

率化、品質向上のために加熱焼成のための付帯設備を導入する。また操作性・安

全性向上の為に製膜装置および付帯設備の保守・改造を実施する。 

 

（４）熱誘起相分離法による水処理分離膜の研究開発 

 熱誘起相分離法によって相分離を制御し、より均一な構造を形成し、シャープな分

画性を有し耐久性に優れた水処理分離膜の開発を行う。 

①セルロース系ポリマーを用いた熱誘起相分離法により、ミクロンオーダーへの薄

膜化を実施して透水性を評価し、ＮＦ膜としての実現可能性を早期に見極める。 

②確立した中空糸膜形成技術をベンチスケールへ適用し、中空糸膜モジュールを試

作する。 

 

（５）交互吸着法（Layer-by-Layer Method）による水処理分離膜の研究開発 

 交互吸着法で反対荷電を有するポリマー溶液に浸漬させることにより、それぞれの

ポリマーが一分子層ずつ静電相互作用で吸着し積層された水処理分離膜の開発を行う。 
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①支持膜表面の化学修飾により第１層と支持膜との間にイオン結合あるいは共有結

合を生成させ、均一な薄膜を形成させる。 

②カチオン部分周辺に立体障害となる分子設計を施し、塩素との反応を阻害する。 

③ポリマー分子鎖間をラジカル反応や縮合反応などで架橋形成させ、耐久性向上な

らびに孔径制御による性能向上をねらう。 

④スケールアップに向け、ポリマー濃度分布や層形成速度制御等により膜形成条件

を最適化する。 

 

以上の研究開発に関連する全体スケジュールを図Ⅱ.2.1.1-1 に示す。 

 

 
           図Ⅱ.2.1.1-1 4 年間の研究開発スケジュール 
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2.1.2 ＮＦ膜の開発   

本事業で目的とした、より低い圧力での浄水用膜運転システムを実現し、その目

標値として掲げる膜システム全体での造水エネルギー５０％低減を達成するために

は、画期的な透水性を有する新規なＮＦ膜の開発・解析ならびに高効率運転のため

のモジュール設計及びシステム設計を行っていくことが必要となる。さらにはそれ

らの効果を検証するためのフィールドでの実証試験を行っていくことが要求される。 
よって、掲げる目的及びその目標を効率的に実現するため、以下の事業を実施する。 

本事業は、下記４つの項目に関して研究開発を進めるものとした。 

 

（ａ）革新的極超低圧ＮＦ膜の開発 

①有機・無機ハイブリッド化による高透過水量化技術開発 

②有機・無機ハイブリッド化ＮＦ膜製膜技術開発  

 

（ｂ）革新的極超低圧ＮＦ膜構造解析及び構造解析のための新規技術開発 

①ＮＦ膜透過シミュレーション解析 

②陽電子消滅法によるＮＦ膜スキン層評価解析 

③有機・無機ハイブリッドの膜構造に及ぼす影響 

 

（ｃ）革新的極超低圧ＮＦ膜を用いた高効率運転のためのモジュール設計及びシステム設計 

①革新的極超低圧ＮＦ膜スパイラルモジュール設計・製作 

②革新的極超低圧ＮＦ膜評価システム設計・装置設計 

 

（ｄ）革新的極超低圧ＮＦ膜モジュール及び提案システムのフィールドでの効果検証 

①ＭＢＲ浄化システムにおけるＮＦ膜長期運転水質分析・解析 

②ＭＢＲ浄化システムにおけるＮＦ膜長期運転実証 

 

（ａ）極超低圧ＮＦ膜の開発について 

 ＮＦ膜による表流水等の浄化システムにおいてはその中核デバイスとなるＮＦ膜が

高透水性とシャープな物質の選択分離性をあわせもつことが必要要件となる。この新

規な極超低圧ＮＦ膜の設計開発指針として、物質移動速度を支配するＮＦ膜分子構造

制御のための分子素材設計、ＮＦ膜分離活性層モルフォロジー制御のための界面重縮

合反応時の反応速度および反応物の移動速度の制御をおこなっていく。具体的には、

従来のＮＦ膜で代表的に用いられるポリアミド素材の３次元分子架橋構造や分子鎖間

隙をそれらの物性値と相関するＮＦ膜製膜条件因子を特定しながら定量的に制御して

いく。さらには図Ⅱ.2.1.2-１に示したように、このようなポリマー分子構造に無機

材料をナノ粒子などの形状でハイブリッドさせることにより、ポリマー単独の構造か
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らは特異な分子空間の形成を実現することで、さらに高性能化したＮＦ膜の開発を試

みる。ＮＦ膜分離活性層モルフォロジー制御には、分離活性層形成重縮合反応の反応

場となる界面における反応物の物質移動が重要な因子となる。この反応物の物質移動

速度を制御するために反応場に影響を与えうる因子、すなわち物質量、温度、イオン

強度、ｐＨ、溶解度、粘度、その他さまざまな因子を検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）ＮＦ膜構造解析および構造解析のための新規技術開発について 

 新規ＮＦ膜を設計開発し、またその特性を予測していく上ではＮＦ膜の分子レベル

での構造解析技術が必要不可欠な要素となる。このような目的で従来適用されるＳＥ

Ｍ観察やＸ線回折、ＩＲやラマンなどの分光光度法解析などに加えて、ナノ／サブナ

ノスケールの物質および物質移動空間をより精緻に解析、または予測するための新規

な技術開発は、本プロジェクトの目的であるところの新規ＮＦ膜開発にとって有用な

貢献をもたらすものであるといえる。このような目的で、ＮＦ膜の物質透過シミュ

レーション解析の開発をおこなっていく。シミュレーションのための具体的な手法は、

まず複数の方法によりＮＦ膜の細孔径に関する知見を獲得し、一方で膜を透過する物

質の形状を考慮した分子径に関する知見を獲得する。さらに膜細孔入口での透過物質

に作用するポテンシャルや膜細孔内で透過物質に作用するポテンシャルを静電引力、

静電斥力、ファンデルワールス力、摩擦力、分子間力など生じうるさまざまな力を加

味して透過現象をシミュレートしていく。上述のＮＦ膜の細孔径に関する知見の獲得

については、高倍率のＳＥＭ観察によってその細孔を確認することは困難と考えられ

るため、あらかじめ物性の既知な各種溶質の阻止率から理論的に推算する手法や、以

下図Ⅱ.2.1.2-2に示したように陽電子消滅法により自由体積空隙評価および解析を用

いる手法を適用していく。 

ナノポア無機ナノ粒子；水分子の透過速度がスキン層素材より速

図Ⅱ.2.1.2-1 有機・無機ハイブリッドＮＦ膜スキン層模式図 
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（ｃ）極超低圧ＮＦを用いた高効率運転のためのモジュール設計およびシステム設計について 

 本プロジェクトで研究開発される極超低圧ＮＦ膜の特性をいかんなく発揮し、高い

省エネルギー運転を実用上達成させるために必要な要件として、この新規ＮＦ膜を搭

載するスパイラルモジュールの設計開発が挙げられる。図Ⅱ.2.1.2-3にスパイラルモ

ジュールの構造を示した。ＮＦ膜の特性を十分に機能させるための具体的な項目には、

第１の因子として低圧損、低エネルギーロス構造、第２の因子として膜近傍の物質移

動係数、濃度分極の影響、さらに第３の因子として安定運転を実現するための低汚染

性および高い洗浄効率が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの課題に対して好適なスパイラルモジュール構造の検討を、原水スペーサー

や透過水スペーサーをはじめとしたモジュール構成部材の材質や構造について、流体

解析的側面からのアプローチもおこないながら検討を進めていく。特に大きく寄与し

うる部材には膜面に供給される原水の状態を支配する原水スペーサーの設計が重要で

図Ⅱ.2.1.2-2 ポリマーマトリックス中のポジトロニウムによる空隙評価イメージ 
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図Ⅱ.2.1.2-3 スパイラルモジュールの構造 
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ある。原水スペーサーの材質、３次元構造、フィラメント径、ピッチなどが流体の流

れ挙動に与える影響を定量的に解析していく。以上にあげた第１、第２、第３の項目

はそれぞれの改善施策が場合によっては互いに矛盾しあうことが考えられ、これらの

矛盾の解消による最適解の導出にはＣＦＤ解析を取り入れていく。 

 

（ｄ）新規開発ＮＦ膜･モジュールおよび提案システムのフィールドでの効果検証 

 本プロジェクトで研究開発される新規ＮＦ膜モジュールの実用上の効果検証を、Ｍ

ＢＲシステム処理水を適用し、ＮＦ膜処理原水として導入するＭＢＲ処理システムに

ておこなっていく。ＭＢＲ処理システムによる長期運転におけるＮＦ運転圧力や処理

水質などの管理指標の推移をモニターし解析していくことにより、このＭＢＲ－ＮＦ

膜モジュールの組み合わせにおいて最適なシステムを構築していく。実プラントにお

ける安定運転の確立には膜モジュールの汚染や劣化などによる経時的な性能低下を極

限まで抑制できることが望ましい。新規開発ＮＦ膜モジュールの低汚染性および洗浄

効率の効果を検証していくとともに、原水および膜モジュール特性に適した安定運転、

洗浄操作の確立も目的とする。さらに、得られたデータの蓄積とその解析により、Ｎ

Ｆ膜モジュールによって処理される原水の水質や性状から、おこりうる膜モジュール

の汚染を予測できるソフト的な知見の確立も目的とする。 

 

以上の研究開発に関連する全体スケジュールを図Ⅱ.2.1.2-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ.2.1.2-4 ４年間の研究開発スケジュール 
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2.1.3 分離膜の細孔計測技術の開発及び標準化に向けた性能評価手法の開発 

陽電子消滅寿命法を用いてＲＯ膜及びＮＦ膜の有する細孔を計測する技術を確立す

るとともに、ＲＯ膜及びＮＦ膜の膜評価に関しての標準化に向けた研究開発を行うこ

とを目的とし、陽電子消滅法によるＲＯ膜及びＮＦ膜の有する細孔の計測、ＲＯ膜及

びＮＦ膜の分離性能の測定を行い、ＲＯ膜及びＮＦ膜における細孔と分離性能との相

関を求めるとともに、ＲＯ膜及びＮＦ膜の細孔測定に関する標準化に向けて研究開発

を行う。 

 

（１）陽電子消滅法による分離膜中の細孔計測技術の開発 

本研究開発項目では、陽電子寿命の高信頼性計測技術基準を確立しＲＯ膜及びＮＦ

膜のナノ細孔サイズ測定に適用するために不確かさが評価された信頼性の高い計測技

術を開発する。また、分離膜の性能評価方法の標準化に向けた細孔計測技術の校正技

術基準を確立する。さらに、ＲＯ膜及びＮＦ膜における細孔と分離性能との相関を求

めるために、開発した要素技術を応用して分離膜中にある大きさが 0.5nm から 10nm

にあるサブナノ・ナノ細孔を計測する。 

 

（２）分離膜における細孔と分離性能との相関 

   ＲＯ膜及びＮＦ膜における細孔と分離性能との相関を求めるために、ＲＯ膜及びＮ

Ｆ膜の膜性能を各種測定条件での測定を行う。なお、ＲＯ膜及びＮＦ膜に関しては、

本プロジェクトで開発する膜モジュールがスパイラル型であることから、平膜を中心

として研究を行う。 

さらに、研究開発項目(1)における研究結果を基に、ＲＯ膜及びＮＦ膜における陽

電子消滅法による分離膜の細孔測定結果と、膜性能の結果との相関を図り、陽電子消

滅法による薄膜の細孔測定に関する標準化を行うための指針作りを行うために、専門

家を集めた委員会での検討を行う。 

 

（３）ＲＯ膜及びＮＦ膜の性能試験方法に関する標準化に向けての試験研究 

ＲＯ膜及びＮＦ膜の膜モジュール試験による膜性能評価を関しての文献・特許調査

や、膜メーカー、エンジニアリングメーカー等のヒヤリング調査等を行い、現状の把

握を行い、研究開発項目(1)「陽電子消滅法による分離膜中の細孔計測技術の開発」

と研究開発項目(2)「分離膜における細孔と分離性能との相関」で得られた結果を基

に、既存のＲＯ膜及びＮＦ膜の膜性能評価の測定手法の指針を確立する。 

 

以上の研究開発に関連する全体スケジュールを図Ⅱ.2.1.3-1 に示す。 
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          図Ⅱ.2.1.3-1 4 年間の研究開発スケジュール 

 

 

  2.1.4 開発予算 

 

           表Ⅱ.2.1.4-1 開発予算（単位：百万円） 

 2009 2010 2011 2012 合計 

(1) ＲＯ膜の開発 75 108 (50) (40) 273 

(2) ＮＦ膜の開発 49 49 (52) (50) 200 

(3) 分離膜の細孔計測技術の開発及び

標準化に向けた性能評価手法の開発 

26 

 

44 (27) (26) 123 

    合      計 150 201 129 116 596 

 
(注) 2011,2012 年度は計画値。  

(1),(2)に付いては、2011,2012 年度は、上記以外に  

自己負担有り(負担率 33%）。 
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2.2 研究開発の実施体制 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 研究開発の運営管理 

（１）定例進捗報告 

２ヶ月毎に、進捗報告をＮＥＤＯに提出してもらって、開発進捗および成果の確認

を行うとともに、加速財源などによる開発加速検討等に利用している。 

 

(２）個別テーマ定例打ち合わせ 

１ヶ月に１回程度、事業実施者(委託先・再委託先)が会する定例検討会等で進捗を

報告し合い、成果や問題点の共有化、対処方針等を検討している。 

 

NEDO 

東レ 
東京大学 

 
ＲＯ膜の開発 

委託

 
プロジェクトリーダー： 

東洋大学： 松尾 友矩 常勤理事 
サブプロジェクトリーダー： 
 東京大学： 山本 和夫 教授 
 北海道大学：渡辺 義公 特任教授 

日東電工 

 
ＮＦ膜の開発 

神戸大学 

広島大学 

北海道大学 

豊橋技術科学大学 

産業技術総合研究所 
造水促進センター 

分離膜の細孔計測技術の開発及び 
標準化に向けた性能評価手法の開発 

委託

委託

再委託

再委託

熊本県 
産業技術センター 

再委託

図Ⅱ.2.2-1 プロジェクト実施体制図 
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(３）個別テーマ委員会 

分離膜の細孔計測技術の開発及び標準化に向けた性能評価手法の開発については、

特にその方向性をステアリングするため、外部専門家による委員会を年２回実施して

いる。 

 

委員等区分 氏名 所属・役職 

 委員長 松本 幹治 横浜国立大学教授 

委員 都留 稔了 広島大学教授 

委員 中根 堯 三菱化学（株）イオン交換樹脂研究所  

技術アドバイザー 

委員 田村 真紀夫 T.TECH.OFFICE 

 

(４）ＰＬ,Ｓｕｂ－ＰＬ技術ヒアリング 

下記３点の指導をすることを目的に、年に２回技術ヒアリングを実施、事業全体の

運営の効率的、効果的推進を図っている。 

 ①全体認識の統一とプロジェクトの方向性の指導 

 ②個々のテーマの事業の方向性指導、進捗確認 

 ③成果の確認とその進捗状況に応じた開発加速・減速方針指導 
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3. 情勢変化への対応 

（１）当初予算における開発加速 

新規ＲＯ膜製造方法として、有機無機ハイブリッド膜の可能性・優位性が明らかに

なったため、Ａ４サイズ膜試作を加速するために下記装置を加速的に投入した。 

【ＲＯ膜開発設備】 

   ①高精度ＵＶ照射製膜ユニット 

  ②高速耐塩素性膜評価装置 

  ③高分解能膜構造解析装置 

これにより、目標である新素材によるＡ４サイズのＲＯ膜の製作を達成し、基本

計画の目標を達成した。 

 

標準化に向けた膜評価技術の開発を加速するため、下記装置を加速的に投入した。 

【分離膜評価設備】 

①発光量評価装置 

 ②海水淡水化ＲＯ膜用評価装置 

これにより、既存のＲＯ膜およびＮＦ膜の精密な評価が可能となり、基本計画の目

標を達成した 
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Ⅲ．研究開発成果について 

 

1. 事業全体の成果                             

 平成２２年度までの中間目標と、目標に対する成果、目標の達成度を表Ⅲ1-1 に示す。 

 

           表Ⅲ1-1 全体成果のまとめ 

目  標 研究開発成果 達成度 

（１）ＲＯ膜の開発 

①新素材を用いた膜形成（A4

判）が可能な分離膜形成技術

を確立 

 

 

 

②モジュール化技術を確立 

 

 

 

（２）ＮＦ膜の開発 

①新素材を用いた膜形成（Ａ４

判）が可能な分離膜形成技術

およびモジュール化技術を確

立 

 

（３）分離膜の細孔計測技術の開

発及び標準化に向けた性能評価

手法の開発 

①陽電子消滅法によるナノ細孔

の高信頼性計測技術の開発 

②0.5nm から 1.0nm のナノ細孔

評価のための低速陽電子消滅

法の校正技術基準の確立 

③市販のＲＯ膜、ＮＦ膜の性能

測定による評価手法の検討 

④RO 膜の膜性能評価を行う上で

必要な溶質の選定 

 

 

（１） 

①有機無機ハイブリッド膜で、ａ）ＲＯとＮＦの中

間レベルの性能を有する膜形成に成功、ｂ）従来

膜（ポリアミド、ＣＡ）を大幅に上回る耐塩素性

を達成、ｃ）大面積化へ適用可能な処方により、

A4 判の膜形成に成功、ｄ）基本特性評価によりさ

らなる性能向上の指針を得た。 

②モジュール化を可能とするスケールアップ技術と

して、従来大型製膜機と互換性のある膜形成工程

を確立した。 

 

（２） 

①限外濾過支持膜へのポリアミドＮＦ膜の製膜法改

良より、透過水量が従来の 1.25 倍以上の膜を開

発、実生産ラインでの製造とモジュール化を行

い、システムでの省エネ 20％を確認。 

 

（３） 

①低速陽電子寿命測定のためのバックグランド補正

用基準試料の開発を行うとともに、分離活性層中

の細孔解析のための測定条件を最適化することに

より、世界で初めて陽電子寿命の相対値で 10%以

下、かつ、照射エネルギーで 0.2keV 以下の精度で

の計測技術を達成した。 

②ＲＯ膜分離機能層の 0.5nm から 1.0nm のナノ細孔

評価のための低速陽電子消滅法の校正技術基準を

確立し、マニュアル化中。 

③市販のＲＯ膜及びＮＦ膜の膜性能を各種測定条件

での測定を行い、ＲＯ膜による評価手法を確立し

た。また、ＮＦ膜の新規の評価方法として、蛍光

物質の利用を検討した。 

④ＲＯ膜の評価物質としては、今まで用いられてい

る NaCl、２－プロパノールの他に、１－プロパ

ノール、エチレングリコール、尿素を追加した。 

（１） 

①達成 

 

 

 

 

 

②達成 

 

 

 

（２） 

①達成 

 

 

 

 

（３） 

①達成 

 

 

 

 

 

②達成見込み 

（平成２３年３月） 

 

③達成 

 

 

 

④達成 
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2. 研究開発項目毎の成果 

2.1 ＲＯ膜の開発 

2.1.1 成果概要 

新素材ＲＯ膜として探索を進めている有機無機ハイブリッド膜、精密なサブナノ空

孔を有する液晶を利用した膜（液晶膜）、ナノ多孔粒子／高分子複合膜、熱誘起相分

離法による膜、交互吸着膜の５テーマから有望な膜の選定を行うとともに、最も有望

な有機無機ハイブリッド膜有機無機ハイブリッド膜については、以下の点について調

査および課題抽出を行い、さらに課題解決に向けたアプローチを明確化した。具体的

には以下の内容について報告する。 

 １）耐塩素性評価 

 ２）大型製膜に向けた基礎検討および課題抽出 

 ３）均一な薄膜化による膜性能向上 

重合条件の精査により耐塩素性評価において、金属イオン存在下での耐塩素性をポ

リアミドおよび酢酸セルロース膜と比較し、極めて高い耐塩素性を有することを確認

した。生産適応性評価として、大型製膜に向けた基礎検討ならびに技術部署との連携

による装置製膜プロセスにおける課題抽出を行い、モデル実験などにより製膜時間の

短縮などの課題に対する方針を立てることができた他、基礎検討においてマニュアル

での A4 サイズ製膜に成功し、試作膜製膜機による大型製膜の達成可能性を高めるこ

とができた。現状の膜性能の更なる向上を企図した薄膜化による膜性能向上について、

薄膜化、重合度、重合率の向上が膜性能に対して重要因子であることを明らかにし、

犠牲層形成による薄膜化基礎データ獲得や重合成分の溶解性に着目した新たな重合系

の設計による緻密化の方針を得た。以下、各項について詳述する。 
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  2.1.2 有望テーマの絞り込み    

   （１）有機無機ハイブリッド膜 

界面重縮合法で作製される架橋芳香族ポリアミド膜は、薄膜化が容易であり、高性

能であるため逆浸透膜の主流となっている。しかしながら近年の①省エネ化を図るた

め飛躍的な造水量の向上、②適用条件を広げるため膜の耐塩素性化、といった課題に

対し現行膜素材では限界がある。そのため透水性と耐塩素性を向上させた新素材によ

る高性能ＲＯ膜が求められている。 

本研究では、その膜素材として耐塩素性に優れるシロキサンを選択し、親水性ビニ

ルモノマーと共重合させる、有機無機ハイブリッドＲＯ膜を設計することとした。ハ

イブリッド膜は平成２０年度までにＲＯとＮＦの境界とされる、造水量1.0m３/m２/d、

ＮａＣｌ除去率９０％の性能を達成しＲＯ性能の発現に成功しているが、膜厚が厚く

透水性の向上が課題であることが明らかとなっている。また、素材は耐塩素性に優れ

ているが、ＲＯ膜性能を維持するレベルで耐塩素性を有しているかは未確認である。 

平成２１年度は、ハイブリッド膜の耐塩素性を確認するとともに、製膜手法の研究

開発によって、より精密な孔径および膜厚の制御技術を確立することとした。具体的

な検討項目は次のとおりである。 

①ハイブリッド膜の耐塩素性確認 

②支持膜改質による膜機能層の緻密化 

③支持膜の緻密化による浸透性制御 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ① ハイブリッド膜の耐塩素性確認 

耐薬品性に優れる素材からなるハイブリッド膜は、現在市販されているポリアミド

逆浸透膜と比較して耐塩素性に優れると考えられる。ここではハイブリッド膜が耐薬
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図Ⅲ.2.1-1  有機無機ハイブリッド膜と従来膜と 

の性能比較 
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品性に優れることを確認するとともに、ポリアミド逆浸透膜との比較を行った。 

耐塩素性を測定するサンプルは、シランカップリング剤に親水性ビニルモノマーＡ

を共重合させたものと親水性ビニルモノマーＢを共重合させたものの２種類を作製し

た。作製した膜は100ppm、pH 7.0の次亜塩素酸ナトリウム水溶液に浸漬し、数日ごと

に膜性能を測定することで耐塩素性を評価した。 

 

評価膜 

１）ハイブリッド膜１：シランカップリング剤／親水性ビニルモノマーＡ共重合膜 

２）ハイブリッド膜２：シランカップリング剤／親水性ビニルモノマーＢ共重合膜 

３）ポリアミド膜 

 

１４日目までの耐塩素性評価結果を図Ⅲ.2.1-2に示す。ポリアミド膜はＮａＣｌ除

去率がほぼ０まで劣化し、造水量も15m３/m２/dとなるなど大きく性能変化している。

一方ハイブリッド膜は初期にＮａＣｌ除去率が若干低下しているものの、その後の性

能は非常に安定しており、高度な耐塩素性を持つことが示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ② 支持膜改質による膜機能層の緻密化 

現在ハイブリッド膜の支持体として疎水性の多孔質ポリスルホン（ＰＳ）支持膜を

用いている。しかしながら、支持膜をより親水化すればモノマー溶液が支持膜に濡れ

やすくなるため、膜欠点を低減することができると考えられる。そこで、ＰＳ支持膜

表面にＲＩＥ（Reactive Ion Etching）処理を行って表面を改質し、支持膜の表面構

造がハイブリッド膜の性能に与える影響を検討した。 

ＰＳ支持膜に対し、ＲＩＥ処理による親水性化（大、小）、疎水性化（大、小）を

行った。これらの支持膜を用いて作製したハイブリッド膜の透水性は、ＲＩＥ処理の、
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図Ⅲ.2.1-2  次亜塩素酸浸漬による性能安定性評価結果 
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親水化大 ＞ 親水化小 ＞ 疎水化小 ＞ 疎水化大の順に高くなっており、これは支持

膜の親水性と一致するものであった。逆に塩除去率は支持膜の親水性が高いものほど

低かった。 

ＲＩＥ処理の種類や程度によって、得られるハイブリッド膜の性能が大きく異なっ

ており、支持膜を改質することによる飛躍的な性能向上の可能性が示唆された。 
 

    ③ 支持膜の緻密化による浸透性制御 

表面を緻密化させた支持膜を用いることで、モノマー溶液の浸透を抑制し、薄膜化

させることを検討した。表面を緻密化させた支持膜は、以下３種類の方法で作製した。 

 

ａ．ＰＳの固形分濃度を上げることで膜全体を緻密化 

ｂ．親水性ポリマーとしてＰＳと相溶性の高いポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）を 

添加 

ｃ．上記ａ．とｂ．の併用 

 

表面を緻密化させた支持膜を用いた場合には、通常のＰＳ支持膜と比較して低透水

性のハイブリッド膜が得られた。通常より緻密化した支持膜を用いているにも関わら

ず、ハイブリッド膜の分離機能層は通常と同等の物ができているために、支持膜が緻

密化して透水性が低下した分だけハイブリッド膜の透水性も低下したと考えられる。

すなわち緻密化が十分ではなく、通常と同等にモノマー溶液が浸透したと推測される。 

そこで、モノマー溶液の支持膜への浸透をさらに抑制するため、支持膜表面に親水

性ポリマーのコーティングを試みた。親水性ポリマーを支持膜上にフィルム状にする

ことで、ハイブリッド膜製膜時にはモノマーの浸透を抑制することができ、製膜後に

は水洗浄で洗い流し除去するものとする。 

コーティングする親水性ポリマーは親水性ポリマーａ～ｄの４種類を候補とした。

各種親水性ポリマー水溶液の粘度を図Ⅲ.2.1-3に示す。親水性ポリマーもコーティン

グ時に支持膜内部へ浸透すると考えられ、浸透時には洗浄での除去が困難になること

から粘度は高い方が好ましい。 

図Ⅲ.2.1-3より、親水性ポリマーａとｂはｃとｄより高粘度であることが分かる。

少量のポリマーを表面付近に均一に塗布できる点から、ａまたはｂが好ましいと考え

ている。親水性ポリマーａは濃度に応じてコーティングの厚さが異なり、親水性ポリ

マーｂは濃度が高いため厚く覆われている。 
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以上の結果より、溶液の粘度、除去性、低濃度でコーティング可能である点から親

水性モノマーａを第一候補とした。実際に親水性ポリマーａをコーティングしたＰＳ

支持膜を用いてハイブリッド膜を製膜した結果を図Ⅲ.2.1-4に示す。この結果、ポテ

ンシャル向上が見られ、有望な性能向上手法であることが示された。 

 

以上の結果より、本テーマは優れた耐塩素性および性能向上への可能性を併せ持つ

ことが示されたため、最有力候補として優先的に注力していくこととした。 
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図Ⅲ.2.1-4  親水性ビニルモノマーａコーティング膜の膜性能 
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図Ⅲ.2.1-3  親水性ポリマーの濃度と粘度の関係 



 

28 
 

   （２）精密なサブナノ空孔を有する液晶を利用した水処理分離膜の研究開発 

 本研究では、液晶のナノ相分離秩序構造形成を活用し、均一かつ精密に組織化され

た空孔を有する水処理分離膜の開発を目指している。本研究は東レと東京大学との共

同研究により実施しており、東京大学は液晶化合物の設計、合成を、東レは薄膜形成

研究をそれぞれ担当している。平成２１年度は、in situ 薄膜形成技術の確立および

性能向上・組成絞り込みにより、ＲＯ膜としての可能性を見極める方針で研究を進め

た。この結果、ａ）イオンチャンネルを有するナノ構造液晶を光重合により薄膜状に

固定化することができた。ｂ）イオン性液晶を開発し、これを支持膜上へ塗布したの

ち、光重合により薄膜材料とした。ｃ）均一な薄膜形成に成功し、造水量 1.2m３/m２/

ｄ、ＮａＣｌ除去率 49％とＮＦ膜並の性能を得た。 

 平成２２年度は、分子設計による孔径制御、膜形成の精度向上による薄膜化でさら

なる性能向上を目指し、有機無機ハイブリッド膜のバックアップ技術として開発を進

めることとした。 

 

   （３）ナノ多孔粒子／高分子複合水処理分離膜の研究開発 

本研究では、熱誘起相分離によって高分子中にサブミクロンオーダーの細孔ネット

ワークを形成させ、ナノ多孔無機粒子を細孔ネットワーク中に分散させた有機無機ハ

イブリッド水処理分離膜の開発を行っている。平成２１年度は、製膜装置を用いた薄

膜化技術の確立および性能向上・組成絞り込みを進めた。この結果、ａ）ゼオライト

混合系でも強度が得られるポリマー系を絞り込み、膜形成に成功した。ｂ）造水量

0.4m３/m２/d、ＭｇＳＯ４ 除去率 70％程度のＲＯ膜性能発現を確認した。ｃ）さらな

る性能向上に向け、薄膜構造内に分散し、かつ流路中に存在するために必要なゼオラ

イト含有率ならびに粒径に関する設計指針を得た。 

平成２２年度は、得られた設計指針に基づいて薄膜形成技術を確立し、有機無機ハ

イブリッド膜のバックアップ技術として開発を進めた。 

 

   （４）熱誘起相分離法による水処理分離膜の研究開発 

本研究では、熱誘起相分離法による均一かつ緻密な孔構造を形成し、シャープな分

画性を有した耐塩素性に優れる水処理分離膜の開発を行っている。本研究は東レと神

戸大学の共同研究で実施している。平成２１年度は、セルロース系ポリマーを用いた

熱誘起相分離法により、ミクロンオーダーへの薄膜化を実施して透水性を評価し、Ｎ

Ｆ膜としての実現可能性を見極めることを目的として研究を進めた。この結果、 

ａ）高濃度ＣＤＡ での緻密な膜形成に成功し、ＰＥＧ２０００ 除去率 80％を達成

した。ｂ）ＰＶＤＦ／ＰＶＰ 系を試験し、特異な多層形成が認められる興味深い知

見を見出した。 

本テーマは、ＮＦ 膜としての可能性を見出しているが、開発には一層のブレーク
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スルーが必要であり、優先テーマへの注力のため平成２２年度は継続しないこととし

た。 

 

   （５）交互吸着法（Layer-by-Layer Method）による水処理分離膜の研究開発 

本研究では、交互吸着法で反対荷電を有するポリマー溶液に浸漬させることにより、

それぞれのポリマーが一分子層ずつ静電相互作用で吸着し積層された水処理分離膜の

開発を行っている。本研究は東レと神戸大学の共同研究で実施している。平成２１年

度は、耐塩素性向上ならびに孔径制御による性能向上をねらうことを中心に研究を進

めた。 

 通常、交互吸着膜はポリカチオンとポリアニオンのイオン相互作用によって構造

を維持しているため、イオン強度の高い水溶液中ではイオン相互作用が弱まること

で構造変化し、大きな透水性の増大と除去率の低下が起こる。そこで架橋剤によっ

てポリマー層間を共有結合で架橋し、ポリマー分子同士の解離の抑制を試みた。こ

の結果、高イオン強度水溶液中ならびに塩素水溶液中においても性能が維持されて

おり、大きな安定性が得られることを見出した（表Ⅲ.2.1-１）。このように、交互吸

着膜において、耐塩素性水処理膜としての可能性を確認することができた。 

一方、本テーマは、均一な膜形成、薄膜化などの残課題があり、優先テーマへの注

力のため平成２２年度は継続しないこととした。 

 

表Ⅲ.2.1-1 架橋による交互吸着膜の安定化 

 

2.1.3 有機無機ハイブリッド膜の生産適応へ向けた課題と対応 
2.1.3.1 耐塩素性評価                         

前節において、有機無機ハイブリッド膜がポリアミド膜に比べ耐塩素性に優れるこ

とを示した。ここでは、有機無機ハイブリッド膜と耐塩素性に優れることで知られる

酢酸セルロース膜との比較実験を行った。 

有機無機ハイブリッド膜および酢酸セルロース膜を所定の濃度、ｐＨ の塩素水溶

液に浸漬し、所定の時間ごとに膜性能を測定することで耐塩素性を評価した。 

耐塩素性を確認するため、現行の架橋芳香族ポリアミド膜、酢酸セルロース（ＣＡ）

膜と合わせて耐塩素性試験を行った。その結果、架橋芳香族ポリアミド膜、さらには
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ＣＡ 膜と比較しても、

ハイブリッド膜は耐塩

素性の面で優れること

が明らかになった（図

Ⅲ.2.1-5）。 

耐塩素性評価におい

て、塩素濃度と浸漬時

間の積（ＣＴ 値）を

塩素曝露量として定義

し、塩素劣化試験条件

の強度の指標としてい

る。しかし、高濃度短

時間の浸漬と低濃度長時間の浸漬とで、塩素劣化の速度が異なる可能性がある。そこ

で本稿では、２水準の塩素濃度（10，1000ppm）について、ＣＴ 値を揃えた条件での

比較を行った（表Ⅲ.2.1-2）。その結果、ＣＴ条件差による劣化速度に大きな差はな

かった。低濃度（10ppm）の場合、高濃度（1000ppm）と比べて塩素劣化の度合いがわ

ずかに小さかったが（図Ⅲ.2.1-6）、これは低濃度に調製した塩素溶液では、塩素の

揮発や膜成分との反応による活性種の消費で徐々に塩素濃度が低下し、実質の曝露量

が小さくなったためではないかと考えている。 

  

図Ⅲ.2.1-6  耐塩素性評価におけるＣＴ条件差の確認 

表Ⅲ.2.1-2  塩素濃度を変化させた浸漬条件 
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図Ⅲ2.1-5 塩素曝露量と脱塩率変化比の関係 



 

31 
 

   2.1.3.2 生産適応性評価（膜の大型化技術最適化） 

生産適応性評価にあたり、生産機による膜形成工程の精査および従来ポリアミド膜

製膜工程との互換性を検討した。従来ポリアミド膜形成工程は、支持膜上にアミン溶

液を塗布する工程、酸クロライド溶液を塗布する工程、熱処理工程からなる。アミン

塗布に続く酸クロライド溶液の塗布工程において、界面重合が進行することで機能層

が形成される。これに対して、有機・無機ハイブリッド膜の膜形成工程は、支持膜上

にモノマー溶液を塗布する工程、ＵＶ照射工程、熱縮合工程からなる。このうち、モ

ノマー溶液塗布後のＵＶ照射によってラジカル重合が進行し、続く熱縮合工程におい

てシロキサン結合が形成され機能層ができる。 

支持膜上にモノマー溶液を塗布する工程、および熱縮合工程は、従来ポリアミド膜

形成工程におけるアミン塗布工程、および熱処理工程と同様の装置設計を適応するこ

とができるため、完全互換が可能である。ＵＶ照射工程に関しては、ポリアミド製膜

における酸クロリド溶液の塗布工程において用いる塗布用装置をＵＶ照射ユニットに

換装可能とすることにより、従来製膜工程と互換性のある工程を設計することができ

た。今後、この設計にもとづく試作膜製膜機により検証を進める。 

生産適応性の観点から、各工程のラボ製膜と装置製膜での相違点を精査し、課題抽

出を行った。モノマー溶液の塗布工程はラボ製膜においては、滴下による塗布とその

後にフィルムを被せるフィルムサポート塗布工程を採用している。一方、製膜機では

コーターを用いる。塗布方法の違いによる懸念点としては、均一性、および支持膜へ

の浸透性の違いが膜性能に影響を与える可能性が挙げられる。また、支持膜上に塗布

した余剰モノマー溶液の排除（液切リ）については、ラボではスピンコーターを用い

ているが、製膜機でこの方法をとることは現実的ではなく、エアナイフを用いる。こ

の変更によって、液切りのムラが発生する可能性がある。これら懸念点については、

試作膜製膜機により検討する。ＵＶ照射工程については、現在は照射エリアが狭いこ

とから、超高圧水銀ランプを用いているが、照射領域が広がる製膜機では、高圧水銀

ランプを使用することになる。ここで課題として挙がるのが、現在の条件では照射時

間が長い点である。照射時間が長い場合、①連続製膜時のＵＶ照射ラインの延長、②

製膜速度の低速化などの対応が必要となる。 

上記課題に対する対策と並行して、大型製膜機に近い条件によるＡ４サイズ製膜を

行った。得られた膜について、塩除去性能評価を行った結果、グラフのとおり、Ａ４

サイズ製膜においても従来サイズと同様の膜性能を有する膜が得られることが分かっ

た（図Ⅲ.2.1-7）。 
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次に、ＵＶ照射工程における照射時間短縮に関する検討について述べる。ＵＶ硬化

においては、通常、照度と照射時間の積で表される積算光量を照射条件として設定す

る。そこで、照射時間を短くするために照度を向上させ、積算光量を維持して製膜を

行った（図Ⅲ.2.1-8）。この結果、予想に反して高照度条件ではポテンシャルが低下

するとともに、積算光量を増加させると高造水量、低除去率化する傾向が見られた。 

図Ⅲ.2.1-8 高照度条件における低ポテンシャル化傾向 

 

この原因について、以下の通り推定している。現在の条件の場合、溶媒が油水混合

系であり、水溶性の高い親水性ビニルモノマーが水相に局在している。これに対し、

脂溶性の開始剤から生成する活性種が水相へ移行しにくいため、脂溶性モノマーの重

合が優先していると予想される（図Ⅲ.2.1-9）。高照度条件となるほどこの現象が顕

図Ⅲ.2.1-7  生産適用を考慮したＡ４サイズ製膜 
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著になり、図Ⅲ.2.1-10 に示すようなポリマー形成となることが考えられる。すなわ

ち、重合初期には脂溶性モノマー比率の高いポリマーが形成され、反対に重合後期に

なってから脂溶性モノマー濃度の減少に伴い親水性モノマーの重合が優先していく。

これらの状態において加熱工程で縮合させた場合、照射時間が短いと孔形成が不均一

で透過に関与できる孔が数少なく、かつ除去性能の低い大孔径となるため、低造水量、

低除去率の膜となる。一方、重合時間が長いと、生成した親水性モノマーによるポリ

マーが縮合による架橋の妨げとなって縮合密度が低下し、非常に大きな孔が形成され

るため、高造水量、低除去率になる、と説明できる。この現象は重合モデル実験に

よっても傾向が示されたことから、信憑性が高いと考えている。 

 

図Ⅲ.2.1-9 脂溶性モノマーと水溶性モノマーの重合速度格差のイメージ 

 

図Ⅲ.2.1-10 高照度条件における重合イメージ 

 

以上のように大型化技術最適化における生産機適応性評価において、生産機プロセ

ス構想と技術部署のヒアリングにもとづき、ＵＶ 照射工程および加熱工程の時間短

縮などの課題を抽出した。さらにモデル実験等を用いた検討からＵＶ 重合の基礎

データを得ることで、ＵＶ 照射時間短縮に向けた方針を得たほか、マニュアルによ

る大型製膜の前倒し検証実験において、Ａ４ サイズの製膜に成功した。 
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   2.1.3.3 膜性能向上 

（１）有機無機ハイブリッド膜 

   前節の通り、油水混合溶媒中において、モノマーがそれぞれの溶解性に応じて油相

もしくは水相に局在することで、重合速度に大きな差が生じていることが示唆された。

現在用いている親水性ビニルモノマーＡは極性が高く、水への分配係数が高いため重

合速度が低く、重合率が上がりにくい傾向にある。重合時に親水性ビニルモノマーＡ

が残留すると、欠点発生の原因となる他、ＵＶ照射による重合時に重合初期と終期の

生成ポリマーの組成が変化し、均一な膜形成の妨げとなると考えられる。そこで以下

のアプローチにより重合の均一性を高めることを試みた。 

①開始剤を両親媒性に変更 

②親水性ビニルモノマーＡを脂溶性に構造変換 

   ①のアプローチについて述べる。現在使用している開始剤は脂溶性が高いため、油

水混合溶媒のように微視的に２相に分かれた溶媒系においては、前述の通り、親水性

ビニルモノマーA が活性化されにくく、重合率が上がらなくなる。そこで、両親媒性

開始剤を用いることで、油／水の両相に活性種を発生させ、親水性ビニルモノマーＡ

の局在化する水相においても重合を促進することにより、モノマー残留による欠点発

生の低下を試みた。 

   モデル実験を行った結果、従来開始剤を用いた系に比べて親水性ビニルモノマーＡ

の重合率は６０％から８０％に向上した。また、実際に膜形成して膜性能を比較した

ところ、同程度の造水量でも高除去率化することを確認した。重合系における溶質成

分の分配が重合において重要な因子であることを明らかにすることができ、得られた

知見を用いて、膜性能を向上させることに成功した（図Ⅲ.2.1-11）。 

 

図Ⅲ.2.1-11  両親媒性開始剤の使用による親水性ビニルモノマーＡ重合促進 
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 次に、②のアプローチについて述べる。親水性ビニルモノマーAは水以外の溶媒に

難溶である。そこで、化学構造変換により有機溶媒に可溶な両親媒性ビニルモノマー

群を設計・合成した。いずれの化合物も有機溶媒に対する溶解性が向上していること

を確認した。 

モデル実験により、これらの化合物の重合率を親水性ビニルモノマーＡと比較した。

ＮＭＲ測定から求めた重合率を図Ⅲ.2.1-12に示す。化合物2, 3において重合率が、

親水性ビニルモノマーＡ（図中"Base"）と比べて向上することを確認した。化合物1, 

4で重合率の低下が見られるが、これらは構造変換に伴う立体障害増大等の影響と推

測している。 

このように性能向上に対して重要な因子と考えられる重合の促進について、モノ

マーの溶解性を調節することが有効であることを見出し、新たな研究方針を得ること

ができた。今後さらに効果の高い構造変換を探索し、最適な構造の情報を獲得してい

く。 

 

 

図Ⅲ.2.1-12  ビニルモノマーと重合率 

 

（２）液晶膜 

平成２１年度に開発した手法で作製した複合膜につき、膜構造ならびに溶質除去特

性の解析を進めた結果につき報告する。 

 

ア）膜構造解析 

赤外吸収スペクトル測定およびＳＥＭによる断面構造観察を行った結果、液晶薄

膜がポリスルホン支持膜上に隙間無く均一に接着されていることが確認された。緻

密部位の厚みから約 300 nm の厚さの液晶薄膜が形成されているものと見積もられた。 

次に陽電子消滅寿命測定法（ＰＡＬＳ）による孔径分析を行った。測定で得られた
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陽電子消滅寿命曲線について非線形最小二乗プログラム POSITRONFIT を用いた解析を

行って平均空孔径を求めた結果、0.60 nm の値となった。今回のＰＡＬＳ分析結果か

ら、液晶薄膜は従来のポリアミドＲＯ膜と同程度の細孔径を有していることが明らか

となった。 

液晶複合膜における液晶の構造を確認するために、小角Ｘ線散乱法によるＸＲＤ分

析を行った。分析サンプルは、複合膜から抽出した液晶薄膜をシリコンウェハ上に複

層（６層）形成させて作製した。分析の結果、複層サンプルにおいてのみ小角領域に

微弱なピークが観察されたが、明確なパターンは得られなかった。薄膜形状を維持し

て分析することが課題であり、さらに分析を進める。 

 

イ）溶質除去特性 

本研究の液晶複合膜に用いている液晶モノマーは、製膜時の温度によって薄膜の

ナノ構造が異なり、それによって膜性能も変化することが予想される。そこで、液

晶モノマーがナノ構造液晶相となる温度および等方相となる温度でそれぞれ製膜を

行い、ナノ構造の差による溶質除去特性の違いについて評価した。 

   溶質除去特性を評価した結果、アニオンの除去において両者に違いが見られた。す

なわち、ナノ構造液晶相となる温度で作製した複合膜は１価のアニオンの除去性能が

高いのに対して、等方相となる温度で作製した膜は２価のアニオンの除去性能が高い

という挙動を示した。本研究のナノ構造液晶ではカチオン性の細孔が形成されること

から、価数の高いアニオンは細孔部位とより強く相互作用するために膜中への溶解速

度が高いことが推察される。膜構造の比較解析から両者の除去特性の違いを明らかに

し、膜性能向上の課題を明らかにすることが今後の課題である。 

   

（３）ナノ多孔粒子／高分子複合膜 

さらなる性能向上へ向け、膜面積増大による透水量増加が期待できる中空糸膜にて

研究を進めた。 

  中空糸膜は、所定量の高分子、ナノ多孔粒子、溶媒を撹拌し、脱泡した後、二重

管状の口金から溶液を押し出し、相分離を誘起するために冷却槽に浸漬させた後、

巻取機により巻き取りを行って作製した。 

  得られた中空糸膜につき、以下の通り構造確認を進めた。 

  中空糸膜の表面をＳＥＭで確認したところ、いずれの添加量においても、中空糸

膜の内表面、外表面、断面にナノ多孔粒子が確認された。添加量が低い場合にはナ
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ノ多孔粒子はほぼ単一粒子で分散していたが、添加量が多い場合には凝集している

様子が確認された。 

  ＳＥＭで観察した粒子がナノ多孔粒子であることを確認するため、膜断面におけ

るＥＤＳ測定を行った。ＥＤＳにより外表面の線分析を行った結果、粒子部分では

ナノ多孔粒子由来の原子を多く観測したことから、これがナノ多孔粒子であること

を確認した。 

  さらに熱重量測定（ＴＧＡ）による解析からナノ多孔粒子含有量を求めた。これ

より、仕込み量とほぼ同じ重量のナノ多孔粒子が膜中に含有されていることがわか

り、製膜過程でナノ多孔粒子が膜中から抜け出さないことが確認された。 

  このように作製された中空糸膜は、シェルに入れて、その両端をエポキシ系接着

剤で封じてモジュール化し、膜性能評価実験へ供した。透水量及び阻止率の測定に

用いた透過実験装置の概略を図Ⅲ.2.1-13 に示す。 

図Ⅲ.2.1-13 透過実験装置の概略図 
 

ナノ多孔粒子を添加して作製した中空糸膜の透水量は、添加量を増加するほど大き

く、無添加の場合と比較して最大で１４倍とＮＦ膜レベルの透水量が得られた。一方

で添加量が多くなってくると阻止率低下の傾向が見られた。ナノ多孔粒子含有量が少

ない場合には、ほぼ粒子が均一に分布しており、空隙が少なかったものと考えられる。

それに対して含有量が多い場合には、ＳＥＭによる観察結果からもわかるように凝集

体が多く形成された。この凝集構造の間隙が大きな孔となり、分離性能が低下したと

考えられる。 

  ここで、ナノ多孔粒子の代わりに非多孔性ナノ粒子を用いた場合について述べる。

二種類の非多孔性ナノ粒子を添加剤として用いて作製した膜のＳＥＭを確認したと

ころ、高濃度で添加した系においても均一性が高いことが確認された。非多孔性ナ

ノ粒子を添加した膜においても、非多孔性ナノ粒子を添加するほど膜の透水性が大

きくなることを確認したが、透水量増加の効果はナノ多孔粒子の場合の３分の１程

度であった。このようにナノ多孔粒子を使用することにより明らかに性能向上の効

果が高いことを確認した。 
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  以上の通り、ナノ多孔粒子/高分子複合膜を作製してその膜性能評価を行い、大き

な透水量増加の効果が得られることを確認したが、ＮＦ膜としてはより一層の阻止

性能向上が必要である。今後、ポリマーとナノ多孔粒子との隙間のない膜とするこ

と、さらに除去効果の高いナノ多孔粒子を探索することにより、性能向上を目指す。 

 

  本研究開発に関し、発表した論文等の件数は、表Ⅲ.2.1-3 の通り。 

 

表Ⅲ.2.1-3 特許、論文、外部発表等の件数 

  区分 

 

年度 

特許出願 論文 その他外部発表 

（プレス発表

等） 

国内 外国 PCT※出願 査読付き その他 

H21FY ５件 ０件 ２件 ０件 ０件 ３件 

H22FY ３件 ０件 ０件 ０件 ０件 ３件 

（※Patent Cooperation Treaty :特許協力条約） 
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表Ⅲ.2.2-1 革新的 NF 膜開発スケジュール 

有機・無機ハイブリッド化
ＮＦ膜製膜技術開発

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度実行計画

有機・無機ハイブリッド
化による高透過水量化
技術開発

極超低圧化膜目処付け 膜ﾓｼﾞｭｰﾙ化のための
量産

量産化技術試作

有機・無機ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ化検討

極超低圧化膜へのｺﾝｾﾌﾟﾄ立案・検証

担当

特許・文献調査

特許・文献調査

達成目標

広大

日東

現行NF膜に対して
20%省ｴﾈ

現行NF膜に対して
50%省ｴﾈ

有機・無機ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ極超低圧化膜目処付け

量産化技術試作

2.2 NF 膜の開発 

平成２１年度－２２年度の４グループ（ａ－ｄ）の研究成果を以下に示す。 

（ａ）革新的極超低圧ＮＦ膜の開発 

より低い圧力での浄水用膜運転システムを実現し、その目標値として掲げる膜シス

テム全体での造水エネルギー５０％低減を膜開発グループのみで達成する場合、従来

膜に比べ半分の操作圧力で同等以上の透過性を有する新規なＮＦ膜の開発が必要とな

る。今回、開発を行うにあたり、以下の３つの施策について検討を行う。 

１つ目の施策として、界面重合反応時におけるジアミンモノマーの有機層への移動

速度をコントロールすることで、スキン層の被表面積を大きくして高透過水量を狙う。

具体的には、界面重合反応時にジアミンの有機層側への移動速度を制御することでス

キン層全体の大きさが変化、すなわち被表面積を変化させることが可能となる。 

２つ目の施策として、スキン層ポリマーマトリックスの架橋密度をコントロールす

ることで高透過水量を狙う。ここではマイクロポリュータントの阻止率と高透過水量

のバランスについて検討する。 

３つ目の施策として、ＮＦ膜スキン層の有機・無機ハイブリッド化による手法を検

討する。ＮＦ膜スキン層ポリマーマトリックス中にスキン層素材より水の透過速度が

速いナノポア無機ナノ粒子を分散配列させ、ここにマイクロポリュータントを含んだ

水溶液を一定圧力下で通液するとスキン層だけの膜と比較して高透水量が期待できる。 

これら３つの施策から得られた知見を複合化させることで、最終的に従来膜に比べ

半分の操作圧力で同等以上の透過性を有する新規なＮＦ膜を開発する。 

 表Ⅲ.2.2-1 に、革新的ＮＦ膜開発スケジュールを示した。 
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（ａ）-1 有機・無機ハイブリッド化による高透過水量化技術開発 

【２１年度】 

(1) 界面重合時の添加溶媒検討 

限外濾過支持膜へのポリアミドＮＦ膜の製膜法において、界面重合反応時の有機相

への溶媒添加により透過水量が増大する傾向が確認された。さらに溶媒添加量の増大

に伴い透過水量が増大する傾向が確認され、従来法と比べて透過水量を最大で４倍向

上させることができた。また、これら界面重合反応時の有機相への溶媒添加した膜の

表面形態を確認した結果、溶媒添加膜は従来膜に比べて、スキン層ヒダが肥大化して

いることが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無機ナノ粒子添加検討 

限外濾過支持膜へのポリアミドＮＦ膜の製膜法において、界面重合反応時に有機相

への無機材料添加による有機無機ハイブリッドＮＦ膜の製膜検討を行った。今回、無

機材料としてゼオライトを用い、下図に示すような２段階で界面重合反応を行うこと

で、ポリアミドスキン層中にゼオライトが存在している有機無機ハイブリッドＮＦ膜

を作製することができた。さらに同膜はゼオライトを添加することで、従来法と比べ、

ＮａＣｌ阻止率９５－９８％を維持したまま透過水量を２倍向上させることができた。 
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(3) アルコキシド添加検討 

限外濾過支持膜へのポリアミドＮＦ膜の製膜法において、界面重合反応時に有機相

への無機材料添加による有機無機ハイブリッドＮＦ膜の製膜検討を行った。今回、無

機材料としてシリコンおよびチタン系アルコキシドを添加した。いずれの無機材料に

おいても、添加量の増大と共に透過水量は向上する傾向が確認されたが、同膜は高阻

止率を維持したままで透過水量を最大で２倍増加させることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２２年度】 

(1) 新規製膜手法検討  

新規製膜方法として再架橋法による製膜検討を実施した。ＮａＣｌ阻止率９５％を

維持したままで透過水量を２倍以上向上させることができた。 

次に、ナノ粒子添加系について検討した結果、無添加系と同様に再架橋法により高

透水化となることが確認された。 

Fig.- relationship between the alkoxide/TMC weight 
ratio and permeability, selectivity.
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  （ａ）-2 有機・無機ハイブリッド化ＮＦ膜製膜技術開発 

【２１年度】 

(1) 高透水化コンセプト検証、反応性ナノ粒子複合化検討 

昨年度に実施した特許・文献調査結果から抽出された高透水化技術及び材料の抽出

を元に、８つの高透水化コンセプトを提案した。これらのコンセプトについて検証実

験を行い、高透水化技術としての可能性の確認を行った。検証実験の一つとして、ナ

ノ粒子表面に界面重合時に原材料と反応可能な官能基を有する反応性ナノ粒子を合成

し、この粒子を用いてポリアミドと無機材料とが化学結合した新しいポリアミドスキ

ン層を有する膜を作製することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 界面重合時の添加溶媒検討 

広島大学にて発見した溶媒添加の効果について詳細検討した結果、種々の溶媒を添

加しても透過水量が向上することを確認した。これら溶媒添加による製膜法にて作製

した膜は、従来膜と同等以上の脱塩性能を有しながら、無添加膜と比べて透過水量を

約４倍向上させることができた。最もよい水準では、中間目標（従来膜に対し２０％

省エネ）を超える透水性を有する膜が得られた。 

これら界面重合反応時の有機相への溶媒添加した膜の表面形態を確認したところ、

いずれの溶媒添加膜も無添加膜に比べて、スキン層ヒダが肥大化していることが確認

された。 

 

 

 

 

Fig.Ⅲ.2.2-4
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【２２年度】 

(1) 界面重合系での添加溶媒検討（量産試作） 

界面重合系での添加溶媒による製膜評価検討において、当社滋賀工場（<滋>と略

す）生産機による量産試作を実施した。その結果、試作膜は平膜性能で高い阻止性能

を保持したまま、中間目標（現行ＮＦ膜に比べて２０％省エネ＝Flux 1.25 倍）を大

きく超える透過水量を有することを確認した。また、同膜は２０％省エネとなる運転

圧力（0.8MPa)条件での評価においても、高い阻止性能を保持したまま、現行ＮＦ膜

同等以上の透過水量を発現することを確認した。 

これら試作膜の表面形態を確認した結果、いずれの溶媒添加膜も従来膜に比べて、スキ

ン層ヒダが肥大化していることが確認された。 

Fig.Ⅲ.2.2-5 2000 ppm MgSO4 aqueous solution permeability properties. 

Table.Ⅲ.2.2-3
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次に、<滋>生産機にてこれら試作膜を用いたモジュール化を実施した。その結果、

試作モジュールは平膜性能同様に高い阻止性能を保持したまま、中間目標（現行Ｎ

Ｆ膜に比べて２０％省エネ＝Flux 1.25 倍）を大きく超える透過水量を有することを

確認した。また、同モジュールは２０％省エネとなる運転圧力（0.8MPa）条件での

評価においても、高い阻止性能を保持したまま、現行ＮＦモジュール同等以上の透

過水量を発現することを確認した。 

Table.Ⅲ.2.2-4
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（ｂ）極超低圧ＮＦ膜構造解析及び構造解析の新規技術開発 

 平成２０年度に陽電子寿命測定法が物質透過に関わる空隙解析法として有望である

ことを確認し、平成２１年度に陽電子寿命測定法により既存ＮＦ膜スキン層の平均的

な空隙サイズを評価した。 

平成２０年度に分子及び透過シミュレーションによるスキン層の空隙解析法につい

て調査し、分子動力学法の利用が有望であることを示した。平成２１年度に分子動力

学法による既存ＮＦ膜スキン層の空隙状態に関するモデル化法について検討した。こ

れら知見の応用として、平成２２年度は、高フラックス型として新規に開発されたＮ

Ｆ膜について、陽電子消滅法による空隙解析を実施すると共に、典型的な既存ＮＦ膜

について、分子動力学法によるスキン層部の溶質拡散シミュレーション技術の開発を

行った。スケジュールを表Ⅲ.2.2-5 に示す。 

 

               表Ⅲ.2.2-5 スケジュール 

 

   

（ｂ）-1 ＮＦ膜透過シミュレーション解析 

既存 NF 膜材料であるポリアミドスキン層について、3wt%の NaCl 水溶液が拡散する

挙動を分子動力学シミュレーションにより解析した。 

(1) 原理概要 

 分子動力学法は、3 次元空間における原子座標の時間発展をニュートンの運動方程

式を解くことによって決めていく方法である。ここで、実際に運動方程式を解く際に

は、原子間のポテンシャルエネルギー関数Φが使われる。Φは、計算対象とするモデ

ル系に適したものを選択することが望ましいが、一般的には、分子間相互作用がレ

ナードジョーンズ相互作用とクーロン（静電）相互作用で表わされたΦを使用するこ

とが多い。典型的なΦの記述例を図Ⅲ.2.2-6 に示す。 
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Φ=Σkb(b-b0)
2

+Σkθ(θ-θ0)
2

+Σkφ[1+cos(nφ+δ)]

+Σ{4ε[(σ/r)12-(σ/r)6] 

+zizje
2/r}

（AMBER型）

bonds

angles

torsions

pairs

結合長項

結合角項

二面角項

レナード
ジョーンズ項

静電項

結合間

非結合間

 

 

図Ⅲ.2.2-6 典型的な原子間ポテンシャル関数 

 

ここで、結合長項、結合角項、および二面角項は、原子同士が結合している際の結

合間ポテンシャルエネルギーを表しており、レナードジョーンズ項と静電項は、結合

していない原子間ポテンシャルエネルギーである。このようなΦを用いて、原子位置

の経時変化を理論的に解析できる。 

 

(2) NF 膜スキン層中の溶質拡散挙動の解析 

分子動力学法により、ポリアミドスキン層中の溶質拡散挙動を解析した結果を図

Ⅲ.2.2-7 に示す。ここでシミュレーション条件は、3MPa、298K である。 

 

 

[紫球：Na+、緑球：Cl-、赤白球：水、線画分子：架橋ポリアミド] 

図Ⅲ.2.2-7 ポリアミドモデル中の溶質拡散シミュレーション 

NaCl 水溶液 

ポリアミド 
スキン層 
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計算前（0ps）のモデルは、含水ポリアミドスキン層表面に NaCl 水溶液が接触した

ものである。経過時間が 400ps、1600ps と長くなるにつれて溶質がスキン層表面に

沿って拡散していく様子と、膜中で拡散していく様子がわかる。溶質の拡散係数 Dは

(1)式から求められる。 

 
 

 

 

ここで、<|r(t)-r(0)|2>は初期からｔ時間後における粒子の平均 2乗変位（MSD）

である。 (1)式に従い、ポリアミドスキン層中における水、Na+、Cl-の MSD を解析し

た結果を図Ⅲ.2.2-8 に示す。この際、図Ⅲ.2.2-21 における x、y、z方向の MSD をそ

れぞれ MSDx、MSDy、MSDzとした。 
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図Ⅲ.2.2-8 ポリアミドスキン層モデル中における溶質の平均 2乗変位 

 

図Ⅲ.2.2-8 において、直線の傾きが異なることから、ポリアミドスキン層中では

水が Na+、Cl-よりも選択的に 3次元的に拡散していることがわかる。このように分子

動力学法を利用して、ポリアミドスキン層中における水と無機イオンの選択的な拡散

性をシミュレーションにより求めることができた。今後は陽電子消滅法による空隙解

析結果と併せて、ＮＦ膜スキン層に関する解析を進める。 
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(3) 溶質分子の形状パラメータを導入したＮＦ膜の膜細孔径評価 

通常用いられる球状近似での分子パラメータではなく、直方体近似での評価方法を

図Ⅲ.2.2-9 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.2.2-9 分子パラメータを使った膜細孔径評価 

 

具体的には、分子形状を直方体近似する図Ⅲ.2.2-10 の様に考えてシュミレーショ

ンを行った。 

図Ⅲ.2.2-10 分子パラメータを用いた膜細孔径評価 

Step 1 膜透過実験で溶質阻止率を測定（Robs）

Step 2 分子形状パラメータの開発

直方体近似
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≒

直方体分子の分子篩効果のモデル化

Step 4 溶質阻止率の計算値（Rcal）と（Robs）の比較
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 低分子の各種有機溶媒を用い、直方体近似での透過シミュレーション結果では、図

Ⅲ.2.2-11 に示すように、球形モデルよりもバラツキが小さい結果が得られた。 

図Ⅲ.2.2-11 分子パラメータを持ち他膜細孔径評価 

 

 次に、低分子の各種有機溶媒を用い、その分子幅と溶質透過係数よりＮＦ膜の細孔

径を見積ったところ、TableⅢ.2.2-6 に示すように陽電子消滅法で得られた大きな空

隙サイズ （半径 0.6nm 程度）と同レベルであった。 
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5.35%

膜細孔半径

標準誤差

0.387nm
10.22%

1   n-propyl alcohol              60.11              0.784             0.251

2   n-butyl alcohol                74.12               0.914            0.261

3   tert-butyl alcohol            74.12               0.736            0.311

4   glycerol                            88.15               0.825            0.283

5   trimethylol ethane        120.15               0.837            0.352 

6   trimethylol propane     134.18               0.917            0.357

7   glucose                           180.16              0.992             0.354

8   sucrose                           342.30              1.157             0.465

9   raffinose 504.52               1.709            0.491

Molecular
Weight

Molecular
Length(nm)

Molecular
Width(nm)No.   Compound

Table- Molecular size parameters of organic solutes

7250     :  0.8nm

729HF :  0.6nm

ES10    :  0.5nm

Calculated pore 
radius (nm)Membrane

TableⅢ.2.2-6 
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これらの解析の結果を元に、膜開発の設計条件によりこれらの分子間隙の傾向を測

定し、一定の阻止性能を維持したまま、高透過水量化への膜設計を行う。 

 

（ｂ）-2 陽電子消滅法によるＮＦ膜スキン層評価解析 

 新規に開発された高フラックス型ＮＦ膜について、陽電子消滅法によりスキン層部

の空隙状態を解析した。 

(1) 原理概要 

陽電子を高分子に打ち込むと、しばしば材料中に存在する電子の一つと結合して、

束縛状態であの粒子であるポジトロニウム(Ps)を生成する。Ps のうち、三重項状態

である o-Ps は真空中における寿命は 142ns であるが、高分子中の空隙に入り込むと、

数 ns まで寿命が短くなる。この数 ns の寿命は、空隙のサイズと相関しており、空隙

が大きくなると寿命も長くなる傾向がある。したがって、o-Ps の寿命τ3 を求めるこ

とによって、空隙サイズの評価が可能である。概略図を図Ⅲ.2.2-12 に示す 1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.2.2-12 陽電子消滅法による空隙評価の概念図 

 

(2) 新規 NF 膜スキン層の空隙解析 

陽電子消滅法によると、非破壊でポリアミドスキン層部の空隙状態を評価できる。

一例として、産業技術総合研究所の低速陽電子ビーム装置を用いた検討例を図

Ⅲ.2.2-13 に示す。 
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  図Ⅲ.2.2-13 ポリアミドスキン層部の形態(右図)と陽電子寿命スペクトル(左図) 

 

膜に入射する陽電子のエネルギーを 0.7～1keV にすると、図Ⅲ.2.2－13 の左図に

示すように膜表面から数 10nm 深さの空隙情報を含む陽電子寿命スペクトルが得られ

る。図Ⅲ.2.2-13 の右図から、この深さ領域は、ひだ状のポリアミドスキン層部であ

ることがわかる。このことを参考にして、今回、新規に開発された高フラックス型

NF 膜等について、陽電子の入射エネルギーを１keV とし、スキン層部の空隙解析を産

業技術総合研究所の低速陽電子ビーム装置を用いて実施した。 

新規に合成された高フラックス型ＮＦ膜と従来ＮＦ膜のスキン層部における陽電子

寿命スペクトル測定結果を図Ⅲ.2.2-14 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.2.2-14 NF 膜の陽電子寿命スペクトル 

青は新規 NF 膜、赤と黒は従来 NF 膜に相当 
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図中の Rejection と Flux は、それぞれ同一条件で NaCl 水溶液を供給した際の膜の

イオン阻止率とフラックスを表す。スペクトルの減衰挙動がそれぞれの膜で異なるこ

とから、それぞれの膜について、空隙の状態も異なることがわかる。次に、陽電子寿

命スペクトルから、空隙サイズの分布を解析した結果を図Ⅲ.2.2-15 に示す。 

 

図Ⅲ.2.2-15 種々NF 膜の空隙サイズ分布 

[青は新規 NF 膜、赤と黒は従来 NF 膜に相当] 

 

図Ⅲ.2.2-15 において、フラックスが 1.5 m3/m2d 程度である新規ＮＦ膜と従来ＮＦ

膜を比較すると、新規ＮＦ膜では、塩阻止率が高く、平均的な空隙サイズが小さい。

しかしながら、新規ＮＦ膜では、従来ＮＦ膜と比べて大きめの空隙も存在している。

このような新規ＮＦ膜の空隙状態が、阻止率の極端な低下を抑えつつ高フラックス化

することに寄与していると推察された。今後は、さらに高フラックス化に有効な空隙

プロファイルの特徴について検討する予定である。 
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（ｃ）革新的極超低圧ＮＦ膜に最適なモジュール構造設計､製作、評価、検証 

（ｃ）-1 スパイラルモジュール構造設計、製作、評価、検証 

膜モジュール開発における開発スケジュールを下表に示す。 

 

表Ⅲ.2.2-7 スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでに高効率なモジュールを設計するために構成部材の最適構造について検討

を行なってきた。特に供給側の流路材となる原水スペーサは革新的ＮＦ膜の性能を最

大限に引き出すために重要な構成部材となるため、集中的にいろいろな構造、寸法の

スペーサの評価、検証を行なってきた。今後他の構成部材の検討も行ないながら各種

サイズのエレメント化を行いながらモジュールとしての性能の評価をしていく。 

(1) 原水スペーサの研究 

スパイラル型膜エレメントにとって平膜性能を最大限に引き出すために供給側の流

路材となる所謂、原水スペーサは重要な構成部材となる。その機能について以下の表

に示す。 

 

表Ⅲ.2.2-8 原水スペーサの機能  

 

上記、2、3、4の機能は極めて重要な因子であり、それぞれ互いに関連性がある。

特にこれらの項目に着目して、様々な形状のスペーサについて評価を行なった。 

 

番号 機能 効果

１ 流路高さの確保 膜面への原水の供給

２ 圧力損失が小さい エネルギーロスの低減

３ 原水を攪拌できる 濃度分極に起因する透水量低下の抑制

４ 汚れが堆積しにくく，
排出されやすい

異物流入時の詰まり防止

５ 耐薬品性がある 洗浄剤に対する耐性

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

長期運転による効果検証 革新的ＮＦ膜モジュールおよびシステムの検証

実行計画

モジュール構造設計 モジュール設計

原水Sp詳細設計、透過水Sp最適化、集水管設計、素材検討

リーフ設計、効率設計、セル評価、耐汚れ性構造

部材設計

モジュール評価 性能評価

フィードバック

エレメント試作、構造最適化

フィードバック
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(2) 各種原水スペーサの形状 

評価を行なった各種スペーサの形状の実例について以下に示す。 

図Ⅲ.2.2-16 各種原水スペーサ（例） 

 

これらのスペーサの寸法パラメータを以下の表に示す。これらの原水スペーサを使

いながら以下の一次評価、連続評価を実施した。 

 

(3) 原水スペーサの一次評価（セル評価）について 

表Ⅲ.2.2-9にあげた原水スペーサの性能評価を、下図のような透明セル内にＮＦと

原水スペーサ、透過水スペーサを挟み込み、流路抵抗、膜性能発現性、汚れ性などの

比較評価を実施した。 

 

六角形 三層

Flow

Flow

P1

P2

P2P1

縦糸と斜め糸でﾊﾞﾗﾝｽ調整 縦糸（中間層）で低圧損、排出性

Flow

Flow

Flow
P1

P2 P1

P2

P1

P2

ROで標準的 流れ方向に縦糸
（低圧損、排出性） 流れ方向に縦糸

（低圧損、排出性）

流路材種類
ﾀﾞｲﾔ1 ﾀﾞｲﾔ2 ﾗﾀﾞｰ1 ﾗﾀﾞｰ2 ｼｰﾄ 六角 三層

構
造
仕
様

ﾋﾟｯﾁ(mm)
P1xP2

2.8ｘ2.8 3.5x3.5 3x3.5 4x5.5 4x70 5x5 4x4

厚み(mm)
0.71

(28mil)
0.86

(34mil)
0.71

(28mil)
1.2

(46mil)
1.2

(46mil)
0.71

(28mil)
0.71

(28mil)

表Ⅲ.2.2-9 各種原水スペーサの寸法パラメータ 
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図Ⅲ.2.2-17 原水スペーサの性能評価用セルの構造 

 

比較評価の結果を表Ⅲ.2.2-10に示す。一次評価の結果から、ダイヤタイプ、ラ

ダータイプ、シートタイプが流路抵抗、濃度分極抑制、汚れ排出性において比較的性

能が高く、それらの機能のバランスが良いことがわかった。 

 

表Ⅲ.2.2-10 各種原水スペーサのセルNoと一次評価結果 

流路材種類 
ｽﾍﾟｰｻ無

し 
ﾀﾞｲﾔ 1 ﾀﾞｲﾔ 2 ﾗﾀﾞｰ 1 ﾗﾀﾞｰ 2 ｼｰﾄ 六角 三層 

テストセル No ②  ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

構造
仕様 

ﾋﾟｯﾁ(mm) 
P1xP2 - 2.8ｘ2.8 3.5x3.5 3x3.5 4x5.5 4x70 5x5 4x4 

厚み(mm) （0.7） 0.7 0.9 0.7 1.2 1.2 0.7 0.7 

セル 
テス
ト 

１次 
評価 
※１ 

原水流路 
圧損 ※2 

（流路抵抗∝汚
れ性） 

1 倍 16 倍 8 倍  8 倍 6 倍 2 倍  7 倍  11 倍 

透過水 
電導度 ※3 

（濃度分極∝撹
拌性） 

100％  87％ 89％ 85％ 95％ 104％  74％  75％ 

Flux(透過量∝
汚れ排出性） 

※4 
100％ 96％ 94％ 98％ 95％ 103％ 102％ 98％ 

評価条件： 

※1：セルでの性能評価: SP無を１とした時の割合で表示、使用水：井水、電導度 134uS/cm ,NF膜使用,セル流量：0.5(L/min)
※2：流路圧損： 流量0.5(L/min)における入出口差圧を測定(mmAq)し、相対評価

※3：電導度： 透過水の電導度(uS/cm)で、相対評価

※4：透過量： セル圧力0.2MPaでの透過量（cc/min)で、相対評価、今後経時で汚れ排出性の指標として評価予定  

供給

透過

濃縮

ﾏﾉﾒｰﾀ

ｱｸﾘﾙｾﾙ

供試原水SP

Oﾘﾝｸﾞ
膜

透過水SP

0.2MPa 0.5L/min
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 (4) 原水スペーサの連続運転評価（セル評価）について 

次に連続運転時の性能変化について上記セルを図Ⅲ.2.2-8及び19のように８連で

パラレルに繋ぎ各種原水スペーサをセットして、市水を原水として３ヵ月の連続運転

を行ない、差圧、電導度、透過量の変化について相対評価を行なった。 

図Ⅲ.2.2-18 8連セルのフロー図 

図Ⅲ.2.2-19 8連セルの実物 

 

次に３カ月の連続運転における各スペーサ毎の耐汚れ性を評価するために差圧変化

（図Ⅲ.2.2-20）及び各スペーサの空隙量と差圧上昇の関係（図Ⅲ.2.2-21）につい

て求めた。その結果、汚れやすさは大きく厚みに依存し、厚みが大きいほど汚れにく

く、また厚みが薄くてもラダ－構造は差圧の上昇が少なく、汚れにくいことが示され

た。 

放流

流量計

＜滋＞井水ﾗｲﾝ

ｱｸﾘﾙｾﾙ(平膜LES90)

ﾏﾉﾒｰﾀ

圧力計

・・・・・
流量調整弁

透過

供給

濃縮

(放流)

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ時

①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑧

マ
ノ
メ
ー
タ
接
続
口

供給

濃縮
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図Ⅲ.2.2-20 各セルの差圧変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.2.2-21 各スペーサの流路空隙vs差圧上昇 

 

 次に連続運転における透過水の電導度の除去率と透過流量の変化率をそれぞれ、図

Ⅲ.2.2-22と図Ⅲ.2.2-23に示す。その結果、電導度阻止率、透過量の挙動はスペー

ス構造にほとんど影響されず同じであった。このことはＮＦ膜領域における濃度分極

抑制効果に関係する撹拌性能はあまり、長期の性能には影響しないことが示唆された。 
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(5) 連続運転時のセル内の汚れ進行の様子の例 

各種原水スペーサを内包したセルは透明であるため内部の汚れの進行具合を観察す

ることが出来る。汚れ進行の例として、セルNo3のダイヤ型スペーサの様子を以下に

示す。日数の経過とともに汚れが堆積する様子が観察できる。また、スペーサ構造で

汚れの付着の位置が定まっており、ダイヤ型の例では、スペーサの糸が膜面に接する

部分とダイヤ形状の対角線上にも汚れが多く、必ずしもスペーサの糸により流れが滞

留する部分だけでない場所も汚れが堆積することがわかる。これを流れ解析（CFD計

算）により、膜面の流れの剪断力を求めるとダイヤ形状の対角線上で剪断力も低いこ

とがわかり実際の現象とよく合うことがわかった。これによりCFDも活用させながら

最適な原水スペーサ構造を模索していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.2.2-22 各セルの電導度変化率    図Ⅲ.2.2-23 各セルの透過量変化率 

図Ⅲ.2.2-24 透明セルによる汚れ進行の様子（ダイヤ型の例）とCFD計算結果 
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(6) 新規開発ＮＦ膜･モジュールおよび提案システムのフィールドでの効果検証 

 本プロジェクトで研究開発される新規ＮＦ膜モジュールの実用上の効果検証を、Ｍ

ＢＲシステム処理水を適用し、ＮＦ膜処理原水として導入するＭＢＲ処理システムに

ておこなっていく。ＭＢＲ処理システムによる長期運転におけるＮＦ運転圧力や処理

水質などの管理指標の推移をモニターし解析していくことにより、このＭＢＲ－ＮＦ

膜モジュールの組み合わせにおいて最適なシステムを構築していく。実プラントにお

ける安定運転の確立には膜モジュールの汚染や劣化などによる経時的な性能低下を極

限まで抑制できることが望ましい。新規開発ＮＦ膜モジュールの低汚染性および洗浄

効率の効果を検証していくとともに、原水および膜モジュール特性に適した安定運転、

洗浄操作の確立も目的とする。さらに、得られたデータの蓄積とその解析により、Ｎ

Ｆ膜モジュールによって処理される原水の水質や性状から、おこりうる膜モジュール

の汚染を予測できるソフト的な知見の確立も目的とする。 
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（ｄ）革新的極超低圧ＮＦ膜モジュール及び提案システムのフィールドでの効果検証 

 実プラントにおける安定運転を確立するためには、膜モジュールの汚染や劣化など

による経時的な性能低下を極限まで抑制できることが望ましい。フィールドでの効果

検証では、都市下水のＭＢＲシステム処理水をＮＦ膜処理原水とし、現行市販ＮＦ膜

および本プロジェクトで研究開発される新規ＮＦ膜を長期運転した際の運転圧力や処

理水質などの管理指標推移をモニター・解析することにより、実用上最適なＭＢＲ－

ＮＦ膜モジュールシステムを構築していく。 

 新規開発ＮＦ膜モジュールの低汚染性および洗浄効率の効果を検証するために、得

られたデータの蓄積とその解析およびＮＦ膜モジュールによって処理される原水の水

質や膜汚染物質の分析を行い、原水および膜モジュールの特性に適した安定運転、洗

浄操作の確立を目指す。 

 表Ⅲ.2.2-11 に、フィールドでの効果検証開発スケジュールを示した。 

 

   

（ｄ）-1 ＭＢＲ浄化システムにおけるＮＦ膜長期運転水質分析・解析 

(1) 現行２インチＮＦ／ＲＯ膜での処理試験 

新規に開発されるＮＦ膜との比較に用いる基礎データ取得のため、札幌市創成川下

水処理場内に設置した浸漬型ＭＢＲ装置により処理された都市下水を原水として、既

存の２インチスパイラル型ＮＦ／ＲＯ膜を用いた連続ろ過試験を実施した。図

Ⅲ.2.2-25 に試験システムの概要、表Ⅲ.2.2-12 に各実験に用いたＮＦ／ＲＯ膜と装

置の運転条件を示す。 

表Ⅲ.2.2-11 フィールドでの効果検証開発スケジュール 
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実験に用いた膜は全て上市されているものであり、本研究で開発する超低圧型ＮＦ

膜との性能比較をするための基礎的データ蓄積を目的として実験を行った。本実験に

用いた装置は同時に２つの膜モジュールを装着することができるようになっており、

表Ⅲ.2.2-12 に示した３種のＮＦ／ＲＯ膜試験と同時に、全ての試験においてＥＳ１

０を装着して対照試験とした。 
水質に関しては、原水とＮＦ／ＲＯ膜処理水の一般水質項目に関する分析を継続し

て実施するとともに、近年注目を集めている医薬品類に関する分析を適宜行った。約

４０日間の連続運転終了時には、膜モジュールを解体して膜ファウリングの発生状況

を調査した。膜面に堆積した物質の重量分析および各種化学分析を行うとともに、膜

洗浄を段階的に行いながら洗浄工程ごとに純水透過試験を実施し、洗浄効果を評価し

た。 
  各種評価方法の概要を図Ⅲ.2.2-26 に示す。 

図Ⅲ.2.2-25 試験システムの概要 

表Ⅲ.2.2-12 各実験に用いたＮＦ／ＲＯ膜と装置運転条件 

［ＰＡ］： ポリアミド、 ［ＰＶＡ］： ポリビニルアルコール 
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(2) 汚染物質（医薬品）の除去性 

 都市下水のＭＢＲ処理水中に含まれる酸性医薬品の除去性に関し、長期運転時にお

ける経日変化について検討を行った。結果を図Ⅲ.2.2-27 に示す。ＮＦ膜（ＬＥＳ

９０）とＲＯ膜（ＥＳ１０）との間に大きな差は見られなかった。ＭＢＲ処理水中

にはＴＯＣ表示で５mg/L 程度の有機物が含まれている。この有機物の大半は、ＭＢ

Ｒ内で微生物が代謝活動を行った結果放出された細胞外代謝産物であるが、この細

胞外代謝産物が医薬品と結合する結果、あるいは細胞外代謝産物が膜面の化学特性

を変化させる結果、ＲＯ膜とＮＦ膜とで医薬品の除去性が変わらなくなるものと考

えられる。 
 ケトプロフェン、ジクロフェナクについては、原水中の濃度にかかわらず膜処理水

中の濃度は定量限界以下であり、良好な除去性を示した。イブプロフェンについて

は、運転の継続に伴って処理水中濃度が上昇した。本実験においては運転の継続に

伴って膜ファウリングが進行しており、結果として微量有機成分の除去性が低下し

た可能性がある。そのメカニズムは様々なものが提案されているが、このような長

期運転時の処理性の変化については今後も検討していく必要がある。 

 

図Ⅲ.2.2-26 各種評価方法の概要 
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(3) 膜ファウリング 

 長期運転後の各種ＮＦ／ＲＯ膜について、図Ⅲ.2.2-28 に示す方法で膜ファウリン

グ物質の分析および各段階での膜性能回復性の評価を行った。 

 （ⅰ）解体した膜エレメントから平膜を採取 

 （ⅱ）スポンジで膜面に堆積したケーキを除去（物理洗浄） 

 （ⅲ）物理洗浄後の膜を薬品洗浄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.2.2-27 各種医薬品の除去性 

図Ⅲ.2.2-28 ファウリング物質の分析手順と洗浄回復性評価 
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(4) 透過性能に対する各種洗浄の効果 

長期運転後の各種ＮＦ／ＲＯ膜について、透過性能に対する各種洗浄の効果を図

Ⅲ.2.2-29 に示す。膜面のスポンジ洗浄（物理洗浄）により膜表面のケーキ層を除去

しても、ＮＦ膜とＲＯ膜の双方において透過性能の回復は限定的であった。このこと

は、下水再生処理を行うＮＦ／ＲＯ膜表面に堆積するケーキ（バイオファウリング）

は、膜透過性能の低下に対して大きな寄与はしていないことを示している。 

薬品洗浄による膜性能の回復については、酸およびアルカリ単独での洗浄効果は限

定的であり、両方の薬品で洗浄した場合最も効果が高くなった。ただし、酸とアルカ

リの洗浄順序については、ＮＦ／ＲＯにかかわらず運転時期によって最も効果の高い

順序が異なっており、水質変動によってファウリング発生機構に差異が生じることが

示唆された。また、物理洗浄を行った後では薬品洗浄効果が高くなる傾向があること

から、膜面に堆積したケーキは薬品洗浄の効果を著しく低減させることが判明した。 

 

(5) 薬品洗浄による溶出成分 

膜面の物理洗浄後に実施した各種薬品洗浄により溶出した成分を分析することは、

膜透過性能の低下を引き起こす物質を特定するために有効と考えられる。図Ⅲ.2.2-

30 に示すように、酸とアルカリでは異なる成分が溶出することがわかるが、無機成

分と有機成分がそれぞれ膜性能低下を引き起こす原因となっていることが判明した。 

図Ⅲ.2.2-29 透過性能に対する各種洗浄の効果 
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（ｄ）-2 ＭＢＲ浄化システムにおけるＮＦ膜長期運転実証 

(1) 小型評価装置の製作と実証試験体制の構築 

都市下水を対象としたＭＢＲ－ＮＦ／ＲＯ膜処理システムにおいて、スパイラル型

ＮＦ膜モジュールを用いた長期運転実証試験を行うため、２インチモジュールを２本

搭載した小型評価装置を設計・製作した。表Ⅲ.2.2-13 に装置の主仕様、図Ⅲ.2.2-

31 に装置のフローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ.2.2-30 薬品洗浄による溶出成分 

表Ⅲ.2.2-13 小型評価装置の主仕様
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２インチモジュールは２本並列となっており、操作圧力、各種流量、原水および透

過水導電率、温度、所要電力等の各種運転データを、装置内に設置した記録計に取り

込むことができる。また、長期連続実証試験に備え、将来通信機能を付加することに

よって遠隔地からのモニタリングが可能な仕様とした。 

製作した上記小型評価装置は札幌市の創成川下水処理場内に設置し、前処理ＭＢＲ

装置と連動してＭＢＲ－ＮＦ／ＲＯ運転を連続的に実施できる態勢を構築した。 

 

(2) 小型評価装置の改良 

小型評価装置には、当初平膜セル３台が並列に備えられていた。この平膜セルを５

台に増設し、膜の違いによる処理性の簡易比較を効率よく実施できるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図Ⅲ.2.2-32 増設した透明平膜セル 

平膜セル： 5 台に増設 

図Ⅲ.2.2-31 小型評価装置のフロー 
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アクリル樹脂製の平膜セルは透明であり、膜面の状態を外部から観察することが可

能である。この平膜セルを２インチモジュールと同時運転することで、モジュール内

部の膜面状態を可視化し、モニタリングする手法を新たに考案した。また、同時運転

を行う５台の平膜セルを順次分析に供することで、モジュールを解体することなく経

時的に膜面状態の分析を行うことが可能となった。 

 
(3) 現行ＮＦ／ＲＯ膜の基礎評価 

 新規に開発されるＮＦ膜との比較に用いる基礎データ取得のため、札幌市創成川下

水処理場内に設置した浸漬型ＭＢＲ装置により処理された都市下水を原水として、既

存の２インチスパイラル型ＮＦ／ＲＯ膜を用いた連続ろ過試験を実施した。試験シス

テムの概要及び各実験に用いたＮＦ／ＲＯ膜と装置の運転条件は、前述の図Ⅲ.2.2-

39 及び表Ⅲ.2.2-12 に示す通りである。 

 実験に用いた膜は全て上市されているものであり、本研究で開発する超低圧型ＮＦ

膜との性能比較をするための基礎的データ蓄積を目的として実験を行った。本実験に

用いた装置は同時に２つの膜モジュールを装着することができるようになっており、

表Ⅲ.2.2-12 に示した３種のＮＦ／ＲＯ膜試験と同時に、全ての試験においてＥＳ１

０を装着して対照試験とした。 
 連続運転における膜透過性能の変化を図Ⅲ.2.2-33 に示す。対照試験のＥＳ１０で

は実施時期にかかわらず４回の試験でほぼ同様の結果が得られたが、現行ＮＦ膜では

膜種の違いにより異なる結果が得られた。ＬＥＳ９０はＲＵＮ１とＲＵＮ３で異なる

挙動を示した。ＲＵＮ１とＲＵＮ３では実施時期が異なるため、下水の水質組成（下

水の基となる上水の水質組成）や運転条件が若干異なっている。ＲＯ膜（ＥＳ１０）

はこのような水質変化の影響を受けにくい一方で、ＮＦ膜（ＬＥＳ９０）はより敏感

に水質変化や運転条件の影響を受けていた可能性がある。 
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(4) 現行ＮＦ／ＲＯ膜透過性能の経日変化 

 上記４回の連続試験においては、ＮＦ／ＲＯにかかわらず全ての試験において、運

転開始から２５～３０日後に操作圧力の上昇速度が早くなる傾向が見られた。これは

膜面のファウリングによるものと考えられる。それぞれの膜透過性能を標準化し、各

種ＮＦ／ＲＯ膜の経日変化を比較した結果、下図に示すように、各種膜の基本性能や

水質の変動（試験実施時期）にかかわらず、標準化透過流束は一定の値に収束する挙

動を示した。膜面のファウリング物質が透過の律速となっていることが示唆された。 

図Ⅲ.2.2-33 現行ＮＦ／ＲＯ膜による操作圧力の経日変化 

図Ⅲ.2.2-34 各種膜透過性能の経日変化 
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(5) 新規開発ＮＦ膜の平膜実証試験 

新たに開発された有機添加系ＮＦ膜および対照膜について、創成川処理場での透明

平膜セルを用いた実証試験を実施した。実証試験を行った平膜の基本性能を表

Ⅲ.2.2-14 に示す。 

・ＫＭＤ２２： 新規に開発された有機添加膜 

・７２９ＨＦ： 現行ＮＦ膜 

基本性能においてＫＭＤ２２は現行膜（７２９ＨＦ）に比べて高い塩阻止性能と、

1.6 倍以上の透過性能を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転開始直後および９時間経過後の膜性能の変化を図Ⅲ.2.2-35 に示す（７２９Ｈ

Ｆは９時間後に再セッティング）。都市下水での実証運転においても新規膜（ＫＭＤ

２２）の阻止性能は現行膜（７２９ＨＦ）以上であり、初期段階での透過性能は膜の

基本性能と同様、現行膜の約 1.6 倍の高い値を維持していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅲ.2.2-14 新規開発ＮＦ膜と比較膜の基本性能

図Ⅲ.2.2-35 新規開発ＮＦ膜の平膜実証試験 
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 以上の「ＮＦ膜の開発」において、発表した論文等の件数をまとめ、表Ⅲ.2.2-15

に示す。 

 

表Ⅲ.2.2-15 特許、論文、外部発表等の件数 

  区分 

 

年度 

特許出願 論文 その他外部発表 

（プレス発表

等） 

国内 外国 PCT※出願 査読付き その他 

H21FY １件 ０件 ０件 ０件 ０件 ２件 

H22FY １件 ０件 ０件 ４件 ０件 ２件 

（※Patent Cooperation Treaty :特許協力条約） 
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2.3 分離膜の細孔計測技術の開発及び標準化に向けた性能評価手法の開発 

2.3.1 陽電子消滅法による分離膜中の細孔計測技術の開発 

本項では、陽電子消滅法による分離膜細孔評価の高信頼化をめざし、低速パルス化

陽電子寿命法および低速陽電子消滅ガンマ線分光法による分離膜測定手順の最適化お

よびＲＯ膜評価に適用可能な校正技術基準の確立に関する研究開発を行った。以下に

その概要を述べる。 

 

(1) 不確かさ評価によるビーム測定技術の高度化研究 

膜試料に対する陽電子寿命の測定条件の最適化のため、基準試料や分離膜試料の深

さ方向の微細構造評価技術の開発を行う。平成２１年度に購入した校正用高電圧計を

用いて、陽電子照射エネルギーを決定するための陽電子の加速電圧校正を行ったのち、

ＲＯ膜の陽電子消滅パラメータの陽電子照射エネルギー依存性を検討した。 

低速陽電子消滅法を適用して分離膜の分離

活性層を選択的に評価するためには、図

Ⅲ.2.3-1に示すとおり、プローブとなる陽電

子の膜中への打ち込み深さを適切に制御する

ことが必要である。膜試料表面から注入した

陽電子の消滅は、その照射エネルギーが増大

する順に、①表面から飛び出した後に３光子

消滅する過程、②分離活性層の細孔で２光子

消滅する過程、そして、③基板層のメソ細孔

での３光子消滅する過程、の３様式に分けることができる（図Ⅲ.2.3-2）。そこで低

速陽電子消滅ガンマ線分光法を適用して、陽

電子消滅パラメータの陽電子照射エネルギー

依存性を検討することにより、これら消滅様

式の解析を行い、分離膜評価の最適条件を探

索した。 

同手法では、試料に注入する陽電子の照射

エネルギーを変化させながら陽電子消滅Ｓパ

ラメータおよび陽電子３光子消滅率を測定す

ることで、これら消滅過程の深さ依存性の評

価ができる。 

低速陽電子消滅ガンマ線分光測定は産総研第五事業所に設置された磁場輸送型低速

陽電子ビーム装置を用い、20℃、10-6Pa の条件で行った。陽電子消滅ガンマ線スペク

トルは高分解能ゲルマニウム検出器を用い、陽電子照射エネルギーを 0.5keV—20keV 

の範囲で変化させながら測定した。Ｓパラメータは510.3keV—511.7keV間のガンマ線

 

図Ⅲ.2.3-1 分離膜試料表面に打ち込まれ

た陽電子 

 

図Ⅲ.2.3-2 分離膜試料表面に打ち込

まれた陽電子の消滅形態 
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カウントの積算値の506.8keV—515.2keV間の積算値に対する比として求めた。陽電子

３光子消滅率は Marder らの方法に従い、非多孔質高分子材料およびシリカエアロゲ

ルの測定値を基準として、413keV—493keV 間のガンマ線カウントの積算値と 511keV

の光電ピーク面積から求めた。 

図Ⅲ.2.3-3には、ポリビニルアルコール系分離膜試料で観測されたＳパラメータお

よび陽電子３光子消滅率の陽電子照射エネルギー依存性を示した。Ｓパラメータは低

エネルギー側から増加させると共に増加し、エネルギーが0.8keV-1.2keVの範囲でほ

ぼ一定の値を示した後、20keVで共通の

値に近づいた。また、３光子消滅率は、

照射エネルギーの0.8keVまでの増加で減

少し、1keV周辺で最低値を示し、エネル

ギー増加とともに極大値を示した後、更

なるエネルギー増加と共に徐々に減少し

た。両パラメータの変化から、消滅様式

②に対応する陽電子の打ち込み深さは、

照射エネルギーで0.8keV-1.2keVである

ことが分かった。これら結果から、低速

陽電子寿命法により分離膜の分離活性層

の細孔解析を行うためには、同範囲のエ

ネルギー条件が最適であることが確認で

きた。 

 

 

(2) 細孔測定校正技術の開発と技術基準の確立 

低速陽電子寿命法による分離膜材料細孔測定の技術基準を確立するため、陽電子寿

命データ補正のための基準試料を検討し、イオン分離膜で観測された低速パルス化陽

電子寿命データのバックグランド補正を実際に行うことにより、その基準試料の有効

性を確認した。 

 

ａ．低速陽電子消滅データ補正のための基準試料の検討 

バルク陽電子寿命測定では一つの陽電子の発生・消滅の時間差を計測する際に異な

る陽電子の発生・消滅に起因する偶発消滅ガンマ線がバックグランドとなるが、この

成分は時間によらず一定である(図Ⅲ.2.3-4(b))。一方、低速陽電子寿命測定法では

得られた観測データに含まれるバックグランドは時間構造をもつ(図Ⅲ.2.3-4(a))た

めデータ解析時に補正する必要がある。 

 
図Ⅲ.2.3-3 ポリビニルアルコール系分離膜試

料で観測されたＳパラメータおよび陽電

子３光子消滅率の陽電子照射エネルギー

依存性 
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パルス化低速陽電子寿命データにおける時間構造をもったバックグランドの原因に

は、パルス化システムの特性、低速陽電子の試料表面打ち込みによる散乱成分、など

様々な要因が考えられる(図Ⅲ.2.3-5)。 

平成20年度には、ナノ細孔を持たない、密度の異なる酸化物結晶を用いてパルス化

低速陽電子寿命測定を行い、測定

条件と得られたデータとの関係に

ついての検討したところ、陽電子

寿命データのバックグランドの時

間構造は試料表面への陽電子照射

エネルギーと密度に影響をうける

ことが明らかとなった。この結果

から、分離膜試料で取得したパル

ス化低速陽電子寿命データのバッ

クグランド補正のための基準試料の条件として、試料に比較的近い密度（約1g/cm3）

を有し、かつ、ナノ細孔での陽電子の消滅成分を持たないことが必要であることが確

認された。そこで、これら条件を満たすポリイミド系高分子のカプトンを候補材料と

して検討した。 

本(1)節で述べたとおり、分離膜試料の低速陽電子寿命測定では陽電子照射エネル

ギーを最適化する必要がある。そのため、バックグランド補正用データについても測

定時と同条件のエネルギーでなければならいことから、基準試料として用いるカプト

ンの陽電子消滅特性は陽電子照射エネルギーの依存性が小さいことが望ましい。そこ

で、基準試料の候補材料として選定した市販のカプトンフィルムの低速陽電子消滅ガ

 
図Ⅲ.2.3-5 パルス化低速陽電子寿命測定におけるバック

グラウンドの要因 

図Ⅲ.2.3-4 認証標準物質：陽電子寿命による超微細空孔測定用石英ガラスで観測された陽電子

寿命データの比較。(a)パルス化低速陽電子寿命測定、(b)バルク陽電子寿命測定 
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ンマ線分光測定を行い、Ｓパラ

メータの陽電子照射エネルギー依

存性を評価した。図Ⅲ.2.3-6に示

されるように、分離膜試料の測定

条件として必要な照射エネルギー

範囲（>0.8keV）ではＳパラメータ

は、測定の再現性に起因するばら

つきの範囲で一定であることがわ

かった。本結果から、選定したカ

プトンフィルムはバックグランド

補正用基準試料として有効である

ことが確認された。 

バックグランド補正用カプトン

について、異なる陽電子照射エネ

ルギーで観測されたパルス化低速陽電子寿命測定行った。測定は産業技術総合研究所

つくば中央第２事業所の高強度低速陽電子ビームを使用した。加速器から得られた陽

電子をパルス化して試料に打ち込んだときの時間をスタートとし、また、陽電子が消

滅する際に放出する消滅ガンマ線をストップ信号として、その時間差から陽電子の寿

命データを取得した。得られたデータの例を図Ⅲ.2.3-7に示した。 

 

 

イオン分離膜の細孔評価では、おおむね5ns以上の領域で細孔中の陽電子寿命成分

が観測されるが、図Ⅲ.2.3－7に示したカプトンのデータでは、同時間領域に同試料

に由来する陽電子寿命成分は観測されなかった。この結果から、分離膜の陽電子寿命

データバックグランド補正用基準試料としてカプトンが適用できることが確認できた。 

 

 

図Ⅲ.2.3-6 パルス化低速陽電子寿命データのバック

グランド補正用基準試料として用いたカプトンフィ

ルムで観測されたＳパラメータの陽電子照射エネル

ギー依存性 

 

図Ⅲ.2.3-7 バックグラウンド補正用カプトンの陽電子寿命データ例 

［ 照射エネルギーは、それぞれ、(a)1keV、(b)5keV ］ 
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ｂ．イオン分離膜の解析例 

図Ⅲ.2.3-8には、２種類のイオン分離膜試料で観測されたパルス化低速陽電子寿命

データのカプトン基準試料を利用したバックグランド補正の例を示した。バックグラ

ンド補正前のデータでは、5ns以上の領域において、カプトン基準試料および分離膜

試料に共通のピークが一定時間間隔に存在することが確認できることから、これら消

滅成分は細孔での陽電子消滅とは無関係なバックグランド成分であることがわかる。

陽電子寿命解析において、カプトン基準試料で観測した標準データを利用してこの

バックグランド成分を補正することにより、分離膜中の細孔中の陽電子寿命の評価が

できることが確認できた。 

 

 (3) 低速陽電子消滅法によるＲＯ膜の細孔測定 

ＲＯ膜およびＮＦ膜、各分離膜中の細孔と分離性能との関係の比較が最終目標の一

つであることから、前述した分離活性層の細孔評価のための低速陽電子消滅測定手順

を適用した市販ＲＯ膜試料の陽電子寿命測定を行い、本研究開発で得られた知見の有

効性を検討した。 

 

ａ．分離膜試料の細孔評価 

ＲＯ膜の分離活性層の細孔評価のために本(1)節および本(2)節にて得られた成果を

基に確認した低速陽電子寿命測定手順を適用して、市販の分離膜試料の測定を行った。

その結果を表Ⅲ.2.3-1に示した。なお、測定は平膜から切り出した同一ロットの４つ

の試料片を用いて行った。 

いずれのポリアミド系ＲＯ膜においても、陽電子寿命値のばらつきは、標準偏差で

0.08ns未満、相対値で5%未満であることが確認された。この結果から、本研究開発で

確立した測定手順を適用することにより、十分な精度で分離膜試料の細孔評価が可能

 
図Ⅲ.2.3-8 イオン分離膜試料で観測されたパルス化低速陽電子寿命データのカプトン基準試料を利用した 

バックグランド補正の例 （陽電子照射エネルギーは 1keV） 
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であることが示された。 

 

表Ⅲ.2.3-1 ポリアミド系ＲＯ膜を繰り返し測定した陽電子平均寿命、寿命から算出した細

孔半径、および、陽電子寿命成分の相対強度の結果と繰り返し測定に起因す

るばらつき 

Run 

Film A Film B Film C 

寿命 

[ns] 

細孔半

径 

[nm] 

相対強

度 

[%] 

寿命 

[ns] 

細孔半

径 

[nm] 

相対強

度 

[%] 

寿命 

[ns] 

細孔半

径 

[nm] 

相対強

度 

[%] 

1 1.99 0.284 2.5 1.80 0.266 1.8 1.81 0.267 15.8 

2 2.18 0.301 3.7 1.75 0.261 1.8 1.97 0.282 19.0 

3 2.13 0.297 3.0 1.63 0.248 1.6 1.94 0.279 19.4 

4 2.08 0.292 3.7 1.73 0.258 1.7 1.95 0.280 18.9 

平均値 2.10 

 

1.73 

 

1.92 

 標準偏差 0.08 0.07 0.07 

相対偏差 3.8 4.1 3.9 

※陽電子打ち込みエネルギー：1 keV, 同一ロットより測定試料を抽出した。

 

 

ｂ．分離膜試料の前処理条件の検討 

低速パルス化陽電子寿命測定では分離膜試料を真空下に保持しなければならず、湿

潤膜試料は乾燥状態での測定となる。そこで、乾燥試料を調製するための前処理条件

のＲＯ膜分離活性層の細孔構造への影響について調べた。表Ⅲ.2.3-2には、ポリアミ

ド・ポリビニルアルコール系ＲＯ膜を、(1)室温中、乾燥窒素で風乾した場合、(2)真

空中、35℃で加熱して乾燥させた場合、それぞれの陽電子寿命測定の結果を示した。 
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表Ⅲ.2.3-2 ポリアミド・ポリビニルアルコール系ＲＯ膜の前処理条件の分離活性層の細

孔構造への影響 

陽電子 

エネルギー 

[keV] 

寿命 

[ns] 

細孔半径 

[nm] 

相対強度

[%] 

 

真空中

35℃

加熱

陽電子 

エネルギ

ー 

[keV] 

寿命 

[ns] 

細孔半径 

[nm] 

相対強度

[%] 

0.8 1.39 0.220 21.8 0.8 2.50 0.328 19.0 

1.0 1.33 0.212 22.1 1.0 2.50 0.328 20.9 

1.2 1.31 0.210 22.7 1.2 2.51 0.328 22.2 

平均値 1.34 0.214 22.2 平均値 2.50 0.328 20.7 

 

陽電子寿命は、条件(1)の 1.34ns から条件(2)の 2.50ns へと増加することが確認さ

れた。つまり、真空加熱処理といった急激な乾燥過程において分離活性層の細孔構造

が変化することを示しており、分離膜の陽電子寿命測定における前処理条件の最適化

の必要性が明らかとなった。 

   

(4) まとめ 

陽電子消滅法による信頼性の高い分離膜細孔評価を達成するため、低速陽電子消滅

法による高信頼性細孔計測技術の開発およびＲＯ膜評価に適用可能な校正技術基準の

確立に関する研究開発を行い、以下の結果を得た。 

１）ＲＯ膜の分離活性層を測定する加速電圧として、 0.8keV-1.2keV の範囲が最適で

ある。 

（なお、加速電圧を高くすると基膜の細孔測定も可能となる。） 

２）ポリイミド系高分子(カプトン)が、陽電子寿命測定のためのバックグラウンド補

正用基準試料として有効である。 

３）陽電子消滅エネルギーを詳細に分析することで、深さ方向の細孔構造および化学

構造について評価ができる。 

４）加熱乾燥により、細孔が変化する可能性がある。 

 

 

2.3.2 分離膜における細孔と分離性能との相関 

本項では、ＲＯ膜やＮＦ膜等の膜性能を測定する条件を明確化して膜性能を測定す

るとともに、市販されているＲＯ膜やＮＦ膜を用いて、各種条件下での分離性能の測

定を行う。さらに、2.3.1 の陽電子消滅法による分離膜中の細孔計測技術の開発で得

られたＲＯ膜やＮＦ膜の細孔結果と、膜性能との相関を明らかにすることを目的とし

て研究開発を行った。以下にその概要を述べる。 
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 (1) 市販膜の分離性能評価 

まず、市販されている、あるいは、膜メーカーから提供されたＲＯ膜やＮＦ膜を用

いて、純水による圧密化の影響、各種の溶質を溶解した水溶液による分離性能の測定

を行った。分離膜の膜性能測定は、上記の分離膜を有効膜面積 12.6cm2、19.6cm2 の

試験装置の膜セル（直径 4.7cm、5cm、6cm）に装着し、膜セル下部にあるマグネチッ

クスタラーで膜表面の撹拌子を 800rpm で撹拌して実験を行った。操作圧力は、膜

メーカーのカタログで規定した測定圧力（0.5～5MPa）とし、測定温度 25℃で実験を

行った。測定溶液としては、純水と、塩類（NaCl、Na2SO4、MgCl2、MgSO4 等）、中性物

質（尿素、エチレングリコール、グリセリン、ショ糖、グルコース等）、及び、アル

コール類（メタノール、エタノール、２－プロパノール（IPA）等）の各 0.1wt%水溶

液を、さらに、海水淡水化用ＲＯ膜は、3.0wt%の NaCl 水溶液を用いた。なお、溶質

の濃度は、塩類は電導度計で、中性物質とアルコール類は、全有機炭素分析計及び液

体クロマトグラフィで測定した。 

膜の分離性能は、次式で示す膜透過流束 Flux（m3/m2/day）と、原液濃度と膜透過

液濃度の比から得られた見かけの阻止率 Rej．（%）で評価した。 

 

Flux ＝ （膜透過量）／（膜面積）×（測定時間） 

Rej. ＝ （１－（膜透過液濃度）／（原液濃度））× 100 

  

 まず、純水の透過量に関しての経時変化の測定を行った。なお、膜の種類（A-R）

により、操作圧力が違うことから、カタログの基準圧力で測定を行った。その結果、

純水の透過量が 24 時間で一定になる膜から、一週間で一定になる膜があり、その透

過量も、初期の一時間後に測定した値の 90～50%になることがわかった。特に、同じ

操作圧力においても、複合膜の形成方法、及び、分子構造が違うために、圧密化の影

響が違って現れることがわかった。なお、表Ⅲ.2.3-3 に、初期の一時間後 24 時間後、

50 時間後、100 時間後と、150 時間後の純水の膜透過流束を示す。 
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表Ⅲ.2.3-3 純水の膜透過流束の経時変化 

       

  操作圧力 FLUX (m3/m2/day) 

  （MPa） 1 時間 24 時間 50 時間 100 時間 150 時間 

A 0.5  4.87  3.72  2.94  2.17  1.64  

B 0.5  1.19  1.02  0.98  0.99  0.99  

C 0.5  1.00  0.98  0.98  0.94  0.94  

D 0.7  2.59  2.22  2.00  1.73  1.38  

E 0.7  0.95  0,95 0.93  0.88  0.84  

F 0.7  1.02  0.88  0.91  0.93  0.93  

G 0.7  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  

H 0.7  1.16  1.08  1.06  1.00  0.96  

I 1.0  1.53  1.19  1.10  0.94  0.91  

J 1.0  1.43  1.57  1.58  1.48  1.46  

K 1.0  1.08  0.95  0.92  0.89  0.86  

L 1.5  1.44  1.39  1.35  1.31  1.27  

M 1.5  1.15  1.21  1.09  1.07  1.10  

N 1.5  1.53  1.47  1.43  1.26  1.20  

O 1.5  1.56  1.55  1.45  1.36  1.25  

P 5.0  1.03  1.24  1.37  1.30  1.31  

Q 5.0  1.64  1.40  1.38  1.36  1.33  

R 5.0  2.66  2.54  2.32  2.13  1.98  

 

 

次に、純水で膜透過量が一定となったと考えられる膜、すなわち、膜透過量が一定

と考えられる一週間純水での連続測定を行った膜を用いて、各種の試験溶液を用い、

見かけの阻止率の測定を行った。その結果の一例を、表Ⅲ.2.3-4 に示す。 

これらの結果から、ＲＯ膜の阻止率を評価する物質として、NaCl と分子量が近い

尿素、エチレングリコール、1-プロパノール、2-プロパノールを選び、測定したすべ

ての膜において得られた結果を表Ⅲ.2.3-5 に示す。ここで、NaCl の阻止率に関して

は、膜のカタログ値と、ほぼ、同じ値を示した。 

なお、今年度は、どの膜においても、測定が一回であったため、その膜性能自体を

詳細に論じることは難しいと考えられる。 
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表Ⅲ.2.3-4 各種膜の阻止率 

       

    B F I M N 

    0.5MPa 0.7MPa 1..0MPa 1.5MPa 1.5MPa 

  分子量 阻止率 (%) 

NaCl 58.44 97.6 99.3 87.7 99.5 99.4 

Na2S04 142.04 99.7 99.8 99.7 99.9 99.6 

MgCl2 95.3 95.6 99.2 61.8 99.8 99.4 

MgSO4 120.48 99.2 99.7 98.2 99.8 99.7 

LiCl 42.39 97.1 99.3 91.0 99.6 99.5 

尿素 60.06 22.6 39.7 1.0 49.8 71.6 

ｸﾞﾘｾﾘﾝ 92.09 91.4 97.3 15.6 97.9 100.0 

ｸﾞﾙｺｰｽ 180.16 100.0 100.0 58.0 100.0 100.0 

ショ糖 342.3 100.0 100.0 91.7 100.0 100.0 

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ 62.07 43.9 62.5 10.5 64.7 83.4 

ｼﾞｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ 106.12 82.6 92.6 28.9 92.1 97.4 

ﾄﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ 150.17 92.8 97.5 46.4 96.9 100.0 

PEG２００ 200 95.7 100.0 80.8 100.0 100.0 

PEG４００ 400 99.4 100.0 96.5 100.0 100.0 

ﾒﾀﾉｰﾙ 32.04 4.6 8.0 3.2 8.4 12.8 

ｴﾀﾉｰﾙ 46.07 22.4 38.1 4.5 41.5 60.9 

1-ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ 60.1 51.1 68.5 10.8 74.3 88.2 

2-ﾌﾟﾛﾊﾟﾉｰﾙ 60.1 76.2 91.9 16.8 91.1 96.6 

ﾌﾞﾀﾉｰﾙ 74.12 63.5 85.2 14.1 83.4 93.1 

t-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ 74.12 93.9 98.6 33.4 100.0 100.0 
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表Ⅲ.2.3-5 各種膜の阻止率 

       

  
操作圧力 

（MPa） 
阻止率 (%) 

    NaCl 尿素 
エチレング

リコール 

1-プロパ

ノール 

2-プロパ

ノール 

分子量  58.44 60.06 62.07 60.1 60.1 

A 0.5  11.7 1.3 6.2 2.8 2.5 

B 0.5  97.6 22.6 43.9 51.1 76.2 

C 0.5  99.4 71.6 83.4 88.2 96.6 

D 0.7  59.0 2.5 5.4 8.2 11.9 

E 0.7  99.4 42.2 63.4 76.0 91.9 

F 0.7  99.3 29.8 47.0 55.1 82.4 

G 0.7  48.9 2.2 9.7 10.7 19.4 

H 0.7  94.5 25.9 44.9 55.9 81.3 

I 1.0  87.7 1.0 10.5 10.8 16.8 

J 1.0  74.6 7.8 18.2 18.3 36.5 

K 1.0  98.1 50.7 71.4 79.1 93.4 

L 1.5  62.3 6.1 15.5 14.1 23.9 

M 1.5  99.5 49.8 64.7 74.3 91.1 

N 1.5  99.4 71.6 83.4 88.2 96.6 

O 1.5  96.8 46.2 66.4 76.0 90.1 

P 5.0  99.7 85.7 91.8 94.4 98.8 

Q 5.0  99.5 87.0 92.1 95.4 98.7 

R 5.0  99.8 86.1 92.3 94.0 98.8 

 

 

そこで、ＲＯ膜の膜性能の評価方法として、Kedem と Katchahalsky が提案した逆

浸透膜の透過に関する輸送方程式で整理することとした。 

Jv ＝ Ｌｐ（ΔＰ－σΔπ） 

Js ＝ Ｐ（Ｃｍ－Ｃｐ）+（１-σ）ＣJv 

ここで、Jv は、膜透過体積流束（m3/m2/ s）、Js は、溶質の膜透過流束（mol/m2 / 

s）、ΔＰは、膜両側の圧力差（通常は加えた圧力）（Pa）、Δπは、膜両側の浸透圧差

（膜面濃度に対応する浸透圧と透過液濃度に対応する浸透圧との差）（Pa）、Ｃm､Ｃp､

Ｃは、膜透過液濃度、原液濃度と、膜両側の平均濃度である。 
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膜特性を表すパラメータは輸送係数と呼ばれ、純水透過係数Ｌｐ（m3/m2/ s /Pa） 

溶質透過係数Ｐ（m/s）、溶質反射係数σ（-）の ３つである。 

σは、無次元で、通常 0～1

の間の値をとり、１の場合が完

全な半透膜で溶質はまったく膜

を透過せず、０の場合は、阻止

は生じない。 

まず、海水淡水化膜を用いて、

純 水 透 過 係 数 Ｌ ｐ と 、

0.1%NaCl 水溶液での透過係数

Ｐ（m /s）と、溶質反射係数

σ（－）を求めた結果の一例を

図Ⅲ.2.3-9 と図Ⅲ.2.3-10 に

示す。なお、圧力範囲として、

1.0MPa から 5.0MPa で、測定温度

25℃で行った。ここで、純水透過

係数は、操作圧力による純水の透

過流束より求めた。また、溶質透

過係数Ｐ（m/s）、溶質反射係数

σ（-）は、圧力を変化させて、

0.1wt%wtNaCl 水溶液を用いて測

定を行った。得られた膜透過流束

と阻止率をプロットし、次式での

カーブフィテングを行い、溶質透

過係数Ｐ（m/s）、溶質反射係数σ（-）を求めた。 

Ｒ ＝ σ（１－Ｆ）／（１－σＦ） 

 Ｆ ＝ ｅｘｐ（（１－σ）Jv／Ｐ）） 

各種溶質を用いて得られた結果を、表Ⅲ.2.3-6 に示す。なお、カーブフィテング

の関係から、σ=１を用いず、また、Ｐの最小値を、1.00E-8 とした。 

純水透過係数に関しては、測定の最初と最後で、幾分、減少する傾向が見られた。

これは、圧密化の影響と考えられる。また、３つの膜に関しては、Ｐの値は、あまり、

差が見られなかった。 

このことから、海水淡水化膜に関しては、分離性能のあまり差がないことがわかっ

た。 

 

 



 

83 
 

表Ⅲ.2.3-6 各種海水淡水化用ＲＯ膜の各輸送係数 

     

    P Q R 

純水 

(最初) 

（最後） 

Lp 

 

（ｍ３/ｍ2/ｓ/Ｐa)

3.22E-12 3.98E-12 5.06E-12 

3.15E-12 3.87E-12 4.91E-12 

NaCl 
σ 0.997 0.996 0.999 

P (m/s) 1.00E-08 1.00E-08 1.00E-08 

２-プロパ

ノール 

σ 0.983 0.987 0.987 

P (m/s) 8.50E-08 7.58E-08 1.17E-07 

1-プロパ

ノール 

σ 0.944 0.956 0.94 

P (m/s) 3.68E-07 3.23E-07 5.34E-07 

エチレング

リコール 

σ 0.921 0.935 0.924 

P (m/s) 5.60E-07 5.61E-07 7.67E-07 

尿素 
σ 0.874 0.882 0.883 

P (m/s) 1.13E-06 1.07E-06 1.70E-06 

 

 

同様に、低圧用のＲＯ膜を、1.5MPa 以下で測定した結果を、表Ⅲ.2.3-７に示す。 

ここに示す膜に関しては、阻止率は、NaCl、２－プロパノール、１－プロパノー

ル、エチレングリコール、尿素の順に低くなり、ＲＯ膜の評価に関しては、今まで

用いられている NaCl、２－プロパノールの他に、１－プロパノール、エチレングリ

コール、尿素を入れることで、分子の大きさによる阻止率の違いが明確となり、膜

の分離性能を的確に評価できることがわかった。 
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表Ⅲ.2.3-7 各種ＲＯ膜の各輸送係数 

     

  M N O 

純水 

(最初) 

（最後） 

Lp 

 

（ｍ３/ｍ2/ｓ/Ｐa)

6.65E-12 1.22E-11 1.02E-11 

6.38E-12 9.93E-12 9.38E-12 

NaCl 
σ 0.997 0.996 0.98 

P (m/s) 1.00E-08 1.00E-08 1.77E-07 

２-プロパ

ノール 

σ 0.951 0.963 0.94 

P (m/s) 4.95E-07 2.93E-07 6.10E-07 

1-プロパ

ノール 

σ 0.875 0.9 0.847 

P (m/s) 2.91E-06 1.76E-06 2.12E-06 

エチレング

リコール 

σ 0.797 0.818 0.797 

P (m/s) 3.41E-06 2.69E-06 3.47E-06 

尿素 
σ 0.551 0.733 0.637 

P (m/s) 4.03E-06 4.56E-06 5.14E-06 

 

 

(2) ＮＦ膜の評価方法の検討 

本プロジェクトにおいては、ＲＯ膜、ＮＦ膜を用いて、純水及び、各種溶質を含む

水溶液による分離性能を測定し、膜性能を評価する上で必要な溶質の選定を行ってい

る。現状では、膜の分離性能について、膜の透過液の導電率やＴＯＣによる有機物濃

度を測定している。しかしながら、その濃度は、ppm オーダーであるばかりでなく、

混合溶液を用いた場合には透過物質を特定することができない。そこで、分子固有の

光エネルギー吸収・放出能を利用した計測システムの構築を行うことを目的として、

計測システムの構築を検討した。なお、透過する溶質の濃度としては、1ppb での計

測も可能とすることを目指した。 

溶質として用いる物質として蛍光性能に注目して選定した分子量 500-600 程度の分

子の一例を図Ⅲ.2.3-11 に示す。これらの分子は高い蛍光性能を有しており、高感度

検出に適用可能である。また、分子のイオン性や形状に配慮し、膜透過性と分子の性

質の相関を検討することが可能である。 
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高感度分析のために、励起光照射によって生じるこれらの分子の蛍光を検出する二

つのシステムを検討した。一つはキセノンランプによって励起する定常光型であり、

もう一つはパルスレーザーによって励起する時間分解型である。 

定常光型の光源にはキセノン光源を用い、365nm の波長で励起し、発光を分光器と

検出器を組み合わせて検出できるシステムである。 

時間分解型システムは、IBH 社製 Compact lifetime spectＲＯfluometer 

system）を用いて測定した。励起は 408nm のパルスレーザーダイオードによって行っ

た。試料は、スクリューキャップ付石英セルに入れて、ホコリなどの混入を避けて測

定した。 

まず、定常光型によるピラニンの水溶

液の蛍光スペクトルを、図Ⅲ.2.3-12 に

示す。なお、励起波長は 365nm とした。

ピラニン分子に特有の強い緑色蛍光が観

測され、蛍光強度が溶液濃度に比例して

いることがわかった。これにより蛍光分

子の同定と定量が可能となることがわ

かった。 

次に、測定可能な感度を評価するため

に、ピラニンにおける蛍光強度の濃度依

存性を調べた結果を図Ⅲ.2.3-13 に示す。

1 pM では検量線が直線から外れており、

計測に問題がある事がわかった。これは

励起光由来の迷光や水中の不純物（ホコ

リなど）に起因するバックグラウンドの

存在によるものであると確認できた。検

出感度の 10 pM は 0.005 ppb に対応し、

充分な感度での計測が可能といえるが、

バックグラウンドが感度を決定するため、
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試料の取り扱いには十分に注意する必要があると考えられる。同様の検量線を他の分

子についても計測し、充分な感度と定量性があることが確認できた。 

上記の定常光型で問題となるバックグラウンド信号の効率的な除去について検討す

るため、時間分解型の装置によって蛍光寿命の計測を行った。 

蛍光寿命はパルスレーザーで瞬間的に励起後、時間とともに指数関数減衰する蛍光

強度の減衰速度定数に対応する。このことは、時間変化を計測するため、部屋の照明

による迷光など定常的な光のバックグラウンド信号は時間変化しない成分として容易

に取り除くことが可能となる。 

ピラニンにおける蛍光寿命測

定の一例を図Ⅲ.2.3-14 に示す。

ここで、縦軸に蛍光強度の対数

値、横軸に時間を示す。図から

明らかなように蛍光強度は指数

関数で減衰しており（つまりこ

のプロットでは直線になるとい

うこと）蛍光寿命が評価できて

いることがわかった。また、1 

pM の濃度においても蛍光寿命

が観測されており、定常光型と

比べて感度が向上していること

がわかった。なお、この計測感度は ppt レベルであり、非常に高い感度で標準分子の

定量が可能であることを示している。 

今後は実際の分析プロトコールの確立に取り組み、特に試料の取り扱いに注意して

信頼性の高い分析技術の確立を目指していく予定である。 

 

(3) まとめ 

海水淡水化用ＲＯ膜、及び、ＲＯ膜による純水及び各種溶質を含む水溶液における

分離性能測定を行い、以下の結果を得た。 

① 純水の膜透過流束の経時変化から、膜の圧密化による膜透過流束の現象が観察さ

れ、その影響が膜の種類により、異なることがわかった。 

② NaCl の阻止率について、連続式膜試験装置による平膜試験結果と各メーカーの

カタログ値を比較した場合、ほぼ同等の阻止率を得た。 

③ ＲＯ膜の分離性能を評価する物質としては、今まで用いられている NaCl、２－

プロパノールの他に、１－プロパノール、エチレングリコール、尿素を入れて

測定することがよいことがわかった。 

④ 蛍光性分子を標準物質として用いる事で ppt レベルまでの超高感度計測が可能
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になった。 

 

2.3.3 ＲＯ膜及び NF 膜の性能試験方法に関する標準化に向けた試験研究 

ＲＯ膜及びＮＦ膜の性能試験方法に関する標準化に向けた試験研究のために、(1)

膜の性能評価、(2)膜洗浄方法、(3)耐塩素性試験、(4)リサイクルシステムでの問題

となる物質に関して文献及び特許検索を行うとともに、膜メーカー及びエンジニアリ

ングメーカーへのヒアリング調査を実施し、基礎資料を収集し、それらを整理し、ま

とめた。 

 

(1) 膜の性能評価方法 

まず、日本工業規格（JIS)について調査した。JIS では、K3805 逆浸透膜エレメン

ト及びモジュールの性能試験方法として規定されており、溶質としては NaCl、MgSO4

及び２－プロパノールが規定されている。近年、排水の再利用あるいは硬度成分など

の特定成分の除去に使用されるＮＦ膜については規定がなく、ＮＦ膜に関する規定が

必要であり、標準化に向けてはＮＦ膜に関する規定を整備すべきと考えられる。 

次いで、各国の試験方法を調査した結果、米国材料試験協会規格（ASTM D4191-82、

D4194-03）のみが検索された。D4191-82 と D4194-03 の主な相違点は、D9141-03 にＮ

Ｆ膜の試験が追加されたことである。溶質としては、NaCl、MgSO4、CaCl2 が規定され

ているが、排水の再利用を考えると、再利用の際に問題となるような溶質を加えるべ

きと考えられる。また、本開発プロジェクトで目指している陽電子消滅法による細孔

計測をベースとする標準化を考える場合には、ASTM に規定された塩のみでは不十分

で、アルコール、中性物質等を溶質として選定する必要があると考えられた。 

文献検索の結果、ＲＯ膜については、淡水化用途が中心であり NaCl 以外の特別な

性能評価よりも、性能比較、解析またはシミュレーションプログラムが主なもので

あった。一方ＮＦ膜は、その用途が淡水化よりも排水再利用、特殊成分除去等広範囲

にわたっており性能評価もそれらの用途によって大きく異なっている。膜性能の評価

に関する統一的な方法は見当たらなかった。 

膜メーカー（4社）、エンジニアリングメーカー（6社）へのヒアリングの結果、以

下のことが明らかになった。 

① 膜メーカーは、評価手法を独自に定めて実施している。 

② エンジニアリングメーカーでは、評価手法を定めていない所もあった。 

③ 試験条件については、各社とも独自の試験液条件、試験圧力、試験時間を定めて

いるほか、エンジニアリングメーカーでは、実液試験のみ行っているところも

あることが判明した。 

以上の調査の結果から、標準化に向けて以下の検討が必要であることが分かった。 

① JIS、ASTM で定められている物質以外に評価物質に追加する候補として、イオン
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性物質の他に、アルコール及び糖類等の中性物質、有機物質を選定し、既存膜

での性能評価試験を行う。 

② 平膜による性能評価の試験方法については、海水淡水化用ＲＯ膜と低圧ＲＯ膜及

びＮＦ膜では、性能特性が異なるので溶質濃度、運転圧力が異なる設定となる。 

 

(2) 膜の洗浄方法 

ＲＯ膜等は使用するに従い、供給水中の無機及び有機の微量成分が濃縮に伴い、膜

面、流路材（スぺーサー）に付着蓄積し、膜性能の低下を招くことから、酸性溶液あ

るいはアルカリ性溶液で洗浄される。使用できる薬品は膜の材質によっても制限を受

ける。ポリアミド系膜の洗浄方法を調査した結果、膜汚染物質が微生物の場合は、水

酸化ナトリウムを主剤とした洗浄液が、金属酸化物の場合は、シュウ酸又は塩酸を主

剤としたものが使用されている。 

炭酸カルシウムの場合は、クエン酸又は EDTA（エチレンジアミン四酢酸）が、シ

リカスケールの場合は水酸化ナトリウムが主剤として使用されている。 

また、有機物又は油の場合は LAS 系界面活性剤又は水酸化ナトリウムが使用され、

洗浄液のｐH を 10 以下に調整する必要がある。膜メーカーによっては、トリポリ燐

酸ソーダやドデシル硫酸ナトリウムなどが使用される場合がある。なお、基本的には

ポリアミド膜は重合部分の結合を切断する酸化剤（次亜塩素酸ナトリウムなど）は使

用出来ないことが特記されているケースもあった。 

以上のことから、以下のことが明らかになった。 

① 膜付着物の成分によって、適切な洗浄剤を選び、膜メーカー等の推奨する濃度範

囲で行う必要があることがわかった。 

② ポリアミド膜は、酸化剤に弱いことから、酸化剤の混入が起こらないよう留意す

る必要があることが判明した。 

 

(3) 耐塩素性試験方法 

本研究開発で開発される新規の膜は、実用に耐えうる耐塩素性を有することとなっ

ているために耐塩素性についても、その評価方法に関して調査を行った。 

耐塩素性の評価については、浸積試験および循環試験が行われているほか、膜を構

成する特性基（Amide 基、Urea 基、Calbo 基など）の塩素感受性指標（Chlorine 

Susceptibility Index ;CSI）をもとに予測した塩素耐性とポリアミドＲＯ膜の長期

間試験と一致することが報告されている。 

一方、実際の塩素耐久性は、1mg/l 程度の低濃度塩素の供給水が流下する条件での

耐塩素性の評価であり、これを標準化試験とする場合、供給液の塩素濃度の制御に難

しさがある。低濃度の塩素耐久性連続試験の結果と、浸積試験での結果から、標準化

塩素接触溶質透過係数と純水透過係数が標準化塩素接触量に対し、比例関係があるこ
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とが見いだされている。 

長期の耐塩素性の精度を向上させるためには、より実用レベルでのモジュール規模

での低濃度での流通試験方法が求められ、また、原水中、あるいは膜面に付着した促

進物質による影響も実用的には必要とされる。 

以上の検討の結果から、以下のことが明らかになった。 

① 耐塩素性評価の試験方法としては、同一塩素濃度の試験液に浸積時間を変えた対

象膜に対して膜性能を測定する加速試験手法が、標準手法として最適であること

が明らかになった。これにより、試験設備の簡略化、試験期間の短縮が図れる。 

② 実際に低濃度の塩素にさらされる耐塩素性は、原水中、あるいは膜面に付着した

促進物質によっても、その耐久性は異なることから、この試験方法をおこなう場

合は、膜の耐塩素性に影響する促進物質の存在にも留意した上で試験を行う必要

があることが判明した。 

 

(4) リサイクルシステムを設計する場合に問題となる物質の検討 

近年、多くの水処理分野においては排水等の再利用用途が拡大しており、これらの

処理システムにＲＯ膜及びＮＦ膜が使用されてきているので、これらのリサイクル

システムを設計する際に問題となりうる物質について検討を行った。 

種々の原水と処理水の用途と膜の組み合わせは表Ⅲ.2.3-8 のとおりであり、

原水中の分離対象の問題物質は、表Ⅲ.2.3-9 のとおりである。 

また、NEDO 事業の省水型・環境調和型水循環プロジェクトにおける原水

と対象物質についてまとめた結果を、表Ⅲ.2.3-10 に示す。 

 

表Ⅲ.2.3-8 種々の原水と処理水の用途と膜の組み合わせ 

 

原水／用途 都市用水 工業用水 
農業用水 

 飲料水 プロセス用 発電用 超純水 

海水 ＲＯ ＲＯ ＲＯ  ＲＯ 

かん水 ＲＯ,ＮＦ ＲＯ,ＮＦ ＲＯ,ＮＦ  ＲＯ 

河川水 ＲＯ,ＮＦ ＲＯ,ＮＦ ＲＯ,ＮＦ ＲＯ,ＮＦ ＲＯ,ＮＦ 

排水 ＲＯ,ＮＦ ＲＯ,ＮＦ ＲＯ,ＮＦ  ＲＯ,ＮＦ 

純水   ＲＯ,ＮＦ ＲＯ,ＮＦ  
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表Ⅲ.2.3-9 原水中の分離対象の問題となる物質 

 

 

事業 原水分類 対象物質 処理システム 

難分解性化学物質分解 排水 ジオキサン オゾン酸化 

＋生物処理 

中国大都市周辺部における 

省エネルギー・循環型水処理

事業 

排水 有機物質 メタン発酵 

＋好気処理 

中南米における水環境・水循

環事業 

生活排水 

工場廃水 

農業排水 

有機物質 未定 

東南アジア地域での高濁度河

川水利用型浄水供給システム

による水循環事業 

高濁度河川

水 

無機物質、 

フッ素、ヒ素 

セラミック膜 

ろ過 

中国唐山市の工業地域での水

循環システム事業 

工業廃水 

生活排水 

有機物質 Ｍ Ｂ Ｒ +Ｎ Ｆ /

ＲＯ 

 

このように、環境中に排出される物質には、多くの有機物質があり、処理

水の用途を考慮したリサイクルシステムを設計する際の問題物質としては、

特定しにくい。 

一方、環境に排出されている化学物質のうち、環境リスク評価の対象と

なっている化学物質が 269 種あり、このうち、環境水中における問題と考え

られる 36 の化学物質、化学物質で、排水量が多く、環境水中に排出されて

問題となる排出量の多い７物質、農薬については、届け出外で排出量の多い

14 の化学物質が問題物質の候補として考えられる。 

処理水の用途を飲料水または飲料水の原水となる河川へ排出される環境水

の利用との観点に立てば、環境に排出されている化学物質が分離対象となる

原水／用途 分離対象の問題となる物質 

海水 Ca, Mg, B、Si 

かん水 

河川水 

排水 

化学物質の環境リスク評価からの問題物質（詳細評価の

候補とされる物質） 

化学物質排出移動量届け出制度（PRTR）から環境水中に

排出量の多い物質 

水道基準の農薬類、 

農薬に係る届出外排出量の多い物質 

表Ⅲ.2.3-10 省水型・環境調和型水循環プロジェクトにおける対象水と対象物質 
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が、灌漑用水、工場用水、中水道用水に限れば、これらの化学物質の環境水

中の濃度が低く、仮に阻止率が低くても、利用できると考えられる。 

以上のことから、リサイクルシステムを設計する際の問題物質としては 

① 処理水の用途を第１条件として検討する必要があることがわかった。 

② 処理水の用途が、灌漑用水、工場用水等であれば、原水の環境水中の有    

害物質の濃度レベルが高くないと考えられることから、有害物質の阻止

率が問題とされるケースはすくないと考えられる。 

③ 処理水の用途が飲料水である場合には、水質基準項目に揚げられる 50

項目と水質管理目標設定項目の 27 項目、102 種類の農薬類について阻止

率を検討する必要がある。 

 

(5) まとめ 

 ＲＯ膜及びＮＦ膜の性能試験方法を標準化する上で、性能試験方法に関して文献

及び特許検索を行うとともに、膜メーカー及びエンジニアリングメーカーへのヒア

リング調査を実施した。以下に本調査研究で得られた成果をまとめる。 

① 評価物質として追加する候補は、アルコール及び糖類等の中性物質、有機物質を

選定する必要がある。 

② 低圧ＲＯ膜及びＮＦ膜について、海水淡水化用ＲＯ膜と分離機構の違いがあるこ

とから、これらを加味した膜性能評価方法を検討する必要がある。 

③ 処理水の用途を考慮したリサイクルシステムを設計する際の問題物質は、

特定しにくいので、現状では、処理水ごとの膜性能試験を行う必要があ

る。 

④ 処理水の用途が飲料水である場合には、水質基準項目等に指定されてい

る物質について阻止率を検討する必要がある。 

⑤ ＲＯ膜及びＮＦ膜の性能試験方法を標準化することを考えると、数種類のモデ

ル物質の選定が必要と考えられる。 

 

 以上の「分離膜の細孔計測技術の開発及び標準化に向けた性能評価手法の開発」に

おいて、発表した論文等の件数をまとめ、表Ⅲ.2.3-11 に示す。 

 

表Ⅲ.2.3-11 特許、論文、外部発表等の件数 

  区分 

 

年度 

特許出願 論文 その他外部発表 

（プレス発表

等） 

国内 外国 PCT※出願 査読付き その他 

H21FY ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ４件 

H22FY ０件 ０件 ０件 １件 ０件 ３件 

（※Patent Cooperation Treaty :特許協力条約） 
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Ⅳ．実用化、事業化の見通しについて 

 

1. 実用化までの課題と対応策 

1.1 RO 膜の開発 

 今後、最終目標である、従来法に比べ、処理性能を維持・向上し、膜透過加圧エネ

ルギー等をプロセス全体として５０％以上削減することを達成し、実用化を進めてい

くには、表Ⅳ.1.1-1 に掲げるような課題がある。すなわち、さらに透水性能を向上さ

せて従来膜の２倍とする（課題１）、大型製膜機による連続製膜を可能とするために

膜形成時間を短縮する（課題２）、ＲＯ膜モジュールを製作し（課題３）、運転に

よって実証する（課題４）、ことである。以上の課題を解決するために、課題１、２

に対しては、平成２２年度の基礎解析において見出した反応設計指針をもとに、①モ

ノマー、開始剤の溶解性向上により重合を促進、 ②架橋形成の促進、を達成するこ

とで、均一で緻密な細孔かつ極薄の膜を形成させるとともに、膜形成時間を短縮させ

る。課題３、４に対しては、社内外関連部署の専門技術者の協力を得て、モジュール

化を可能とする大型製膜機への適応を進め、従来技術によるモジュール製作を行う。

課題４に対しては、タイムラグを発生させないために、他の課題と並行しながら平成

２３年度に運転計画策定等の予備検討を進め、平成２４年度に試作モジュールで実施

していく。 

 

表Ⅳ.1.1-1 目標を達成するための課題と解決の道筋 

 

 さらに実用性に対する課題を明確化するため、現在の耐塩素性および膜性能での市

場性につき、社内事業部署の協力のもと、現地顧客へのヒアリングにより調査した。

その結果、中国、米国において下排水再利用および家庭用上水分野に市場があること

が分かった。 

 中国では近年の急激な工業化、排水基準の厳格化に伴って、排水浄化に対する需要
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が拡大しており、特に北部の工業地域における下排水再利用に関する需要が拡大して

いる。処理排水には比較的高濃度の塩素が含まれるケースが多く、耐塩素性に大きな

ニーズがある。また、下排水再利用では、現状よりも高い２価イオン除去性能が要求

される可能性が高く、課題の一つである。中国におけるもう一つの市場である家庭用

上水市場については、人口の多い南部、沿岸部で大きな需要があり、さらなる省エネ

ルギー化、低コスト化を進めることで、市場における優位性を高めることができる。 

 米国でも同様に工業排水再利用用途で大きな市場が見込まれる。今後、バイオファ

ウリングの対策としては殺菌効率の高い塩素が使用されていくと見られるため、耐塩

素性膜の市場規模はさらに拡大すると考えられる。この市場においても、さらなる省

エネルギー化、低コスト化により競争力を高めることが課題として挙げられる。家庭

用上水においても北米を中心に非常に大きな潜在市場がある。この市場では、９９．

９９％（ｌoｇ４）の高ウイルス除去性が求められる傾向にある。ｌoｇ４のウイルス

除去性の達成には欠点発生率を極めて低くすることが必要である。連続製膜における

均一な薄膜形成技術の確立について検討を進めていく。 

 以上の技術課題ならびに市場性を踏まえたものづくりに対し、図Ⅳ.1.1-1 に示す

スケジュールで進めていく。すなわち、i)平成２４年度助成事業におけるエレメント

実証運転試験ならびに市場性調査により、市場ニーズに沿った商品企画を実施、ii)商
品企画を満たす製膜基本処方を社内技術部署の協力の下確立、iii)並行して、生産機

の設計・製作・設置を進め、得られた製膜基本処方による試作により製膜機処方を確

立する。 

 
  

 

図Ⅳ.1.1-1 実用化へ向けた課題と対応 
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 1.2 NF 膜の開発 

(1) 研究開発成果の実用化の見込み 

 革新的極超低圧ＮＦ膜の主な市場としては浄水用途である。我が国の水道の普及

率は９７%を越えている。しかし、水源の水質の悪化は進行している。たとえば、水

源の富栄養化に伴うかび臭の発生、塩素消毒による消毒副生成物の生成、微量のマ

イクロポリュータントである農薬や薬理活性物質、環境ホルモンなどがあり、近い将

来現行の施設では継続的に安全な水を供給できない状況になると考える。ＮＦ膜は

このような溶解性物質を除去できる性能を有しているので高度浄水技術として利用

されることが見込まれる。 

 

(2) 実用化のための取り組み 

当社は水処理設備の製作・販売を行っていないために、本研究開発される革新的

極超低圧ＮＦ膜は当社から国内外の水処理エンジニアリングメーカーを経由で最終

ユーザー(各水道事業体等)に納入される。また、国内の水道に使用されるために認

定を取得する必要がある。 

 

革新的極超低圧製造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

図Ⅳ.1.2-1 実用化へのスキーム図 

 

革新的極超低圧ＮＦ膜の製造は最終的には日東電工㈱滋賀事業所、ハイドロノー

ティクス社(米国)と日東上海(中国)の３ケ所の生産拠点で製造を行なう予定である。 

販売については国内外合せて20ケ所の販売拠点から水処理エンジニアリングメー

カーを通して最終ユーザーに納入される。(図Ⅳ.1.2-1) 

 

日東電工㈱滋賀事業所 
（日本） 

国内外の水処理エンジ

ニアリングメーカー 

各水道事業体 
ハイドロノーティクス社

（米国） 

日東上海 
（中国） 

海外の水道事業体 

浄水設備の設計・製作･施工 

最終ユーザー

認定機関 



 

95 
 

(3) 我が国の経済再生への貢献 

現在の水道全体（1956 事業体）における給水量１m３当りの使用電力量は、図

Ⅳ.1.2-2 に示すように上水全体で 0.37kWh/m３である。ＮＦ膜がいかに高性能であっ

ても造水のために使用する電力が現行設備よりも高いと、ランニングコスト（水道料

金）に影響するだけでなくＣＯ２の排出量も増加する。革新的極超低圧ＮＦ膜の造水

の電力使用量を現行のＮＦ膜よりも半減することは、高度処理技術であるＮＦ膜法の

導入を円滑にし、老朽化している設備の更新への活性化が期待できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               図Ⅳ.1.2-2 給水量当りの使用電力量 

 

実際に現在の一般的なＮＦ膜の造水量に対しての使用電力量のシミュレーションを

行い最終目標としての操作圧力が半減できる革新的極超低圧ＮＦ膜との比較を、表

Ⅳ.1.2-1 に行なった。ただし、取水と配水のための使用電力量は含んでいない。 
 
   表Ⅳ.1.2-1 ＮＦ膜による造水量に対しての使用電力量のシミュレーション 

  ｍ３当りの使用電力量 

前処理(砂濾過)＋現行ＮＦ膜 ０．４６＊ 

前処理(砂濾過)＋革新的極超低圧 ０．２３ 

＊(シミュレーション条件)造水量：3456m3/日，回収率：75％，砂濾過の 1m3当りの消費電力 :0.13kW/m3 

 

以上の結果から革新的極超低圧ＮＦ膜が実用化できれば、既設の浄水設備に対して

大幅な使用電力量の低減が可能になり、老朽化した施設の更新や新規設備導入時にＮ

Ｆ膜が導入しやすくなり、安全な水の確保と経済の再生につながると予想される。 
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(4) 実用化するための課題 

表Ⅳ.1.2-2 各グループの連携 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２２年度に新たに開発されたＮＦ膜のエレメントでの性能は中間目標を達成してい

るが、最終目標である５０％省エネ膜の開発には、さらに高透水化のメカニズム解明

（シュミレーション及び陽電子消滅法／ＳＥＭ等）と、新たな有機・無機ハイブリッ

ト化の検討が必要である。 
また、２２年度に開発された新規ＮＦ膜を用いて、エレメントのフィールドでの検

証をとおして、製膜及び量産化技術へのフィードバックを行い、ライフトータルエネ

ルーとしての５０％削減を達成する見通しである。 
 

(5) 対応策 

２２年度に開発された、新規ＮＦ膜の解析及びフィールドでの検証を４Ｇｒ連携で

行うことが可能となり、高性能化のメカニズム解明をから、製膜時の設計及び開発へ

のフィードバックと、エレメント化フィールド実証試験から、システムとしての消費

エネルギー削減を加えることで、最終的な目標であるライフトータルエネルギーを、

５０％削減する。 

 
(6) 事業化までのシナリオ 

事業化までの全体計画を図Ⅳ.1.2-3 に示す。 
 
 
 

 

項目
現状 中間期到達レベル 最終目標

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 ベース ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 ベース ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 ベース

平膜 ０．２Kｗｈ/m3

現行NTR-729HF

(1.7? /㎡/d at 

1MPa)

０．１５Kｗｈ/m3 

(－２５%)
開発膜 (2.3
? /㎡/d at 1MPa)

０．１Kｗｈ/m3

(－50%)
開発膜

(3.4m3/d at 1MPa)

エレメント ０．３３Kｗｈ/m3
NTR-729HF－S2

(2.0? /d at 1Ele)
０．２６Kｗｈ/m3 

(－４８%)
開発膜 S2

(3.8m3/d at 1Ele)
０．１７Kｗｈ/m3 

(－50％)
開発膜 S2

(４m3/d at 1Ele)

備考

Total ０．４６ K
ｗｈ/m3 

造水量３４５６m3/dプラ
ント想定

Total ０．３７Kｗｈ
/m3 (－２０%)

Total ０．２３Kｗｈ
/m3 (－50％)

＊操作圧力での換算数字です。

青字：進捗状況

赤字：今後の検討目標
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図Ⅳ.1.2-3 事業化までの全体計画 
 

２２年度までに開発された新規のＮＦ膜の透過シミュレーション及び陽電子消滅法

によるメカニズム解析、及びモジュール化にフィールド試験の試験結果を膜の設計開

発へフィードバックすることで、最終目標であるライフトータルエネルギーとして、

５０％の省エネ化を達成するシステムの開発を行う。 
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 1.3 分離膜の細孔計測技術の開発及び標準化に向けた性能評価手法の開発 
陽電子消滅法による分離膜中の細孔計測技術の開発においては中間目標である、

陽電子消滅法によるナノ細孔の高信頼性計測の技術開発を達成すると共に、0.5nmか

ら1.0nmのナノ細孔評価のための低速陽電子消滅法の校正技術基準を確立した。今後

は最終目標達成のための技術開発を推進する。 

また、ＲＯ膜及び、ＮＦ膜の分離性能の測定方法を統一することによって、ＲＯ

膜、ＮＦ膜の膜性能評価方法の基準化を目指す。なお、市販されているＲＯ膜、Ｎ

Ｆ膜の測定だけでなく、本プロジェクトの中間評価までに作製されたＲＯ膜、ＮＦ

膜に関しても、評価を行う予定である。このことにより、本プロジェクトで開発さ

れた革新的な分離膜を評価し、他の分離膜と比較することにより、日本企業の技術

的な優位性が明らかになると考えられる。 

以下にサブテーマ毎の実用化までの見通しについて記述する。 

(1) 陽電子消滅法による分離膜中の細孔計測技術の開発 

本サブテーマでは、低速陽電子寿命測定のためのバックグランド補正用基準試料の

開発を行うとともに、分離活性層中の細孔解析のための測定条件を最適化することに

より、世界で初めて陽電子寿命の相対値で 10%以下、かつ、照射エネルギーで 0.2keV

以下の精度での、信頼性の高い、高分子系分離膜中の 1.0nm よりも小さい細孔計測技

術を確立した。陽電子消滅法によるＲＯ膜およびＮＦ膜といった高分子系分離膜の細

孔評価方法の校正技術基準はこれまでにない細孔評価手法の標準技術基盤を提供する

ことができ、分離膜の研究開発分野での細孔評価技術の活用が可能となる。従来は分

離膜中の細孔評価のための陽電子寿命測定のＩＳＯ規格などの標準は存在せず、膜開

発技術者にとって初めて同測定方法を利用する際の大きなハードルとなっていた。本

プロジェクトで確立する校正技術基準に基づいた標準規格の制定により、専門外技術

者への陽電子寿命測定法の普及促進が期待できる。今後は、国際標準へと実用展開す

るために必要な要素技術開発を継続すると共に、実際の測定規格として広く普及させ

るための標準化作業を開始する。 

本プロジェクトでは、水処理用分離膜の機能発現の解析および高機能化の実証を行

うため、陽電子消滅寿命測定法による細孔の計測技術を開発するとともに、標準化に

向けてＲＯ膜及びＮＦ膜の性能評価手法を検討することを目的としており、本サブ

テーマではそのために以下の数値目標を設定した。 

・分離膜中の0.5nmから10nmのナノ細孔への陽電子消滅法の適用 

本数値目標を達成するための技術開発および関連の標準化作業において想定される

課題および対応策を以下に述べる。 

●技術開発に関する課題 

平成２２年度までにＲＯ膜中の 1.0nm よりも小さい細孔の計測方法に関する校正技

術基準を確立した。しかし、同校正基準が適用可能な陽電子寿命よりも領域の広い測
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定を必要とする、細孔径がＲＯ膜などに比べて大きい（1.0nm 以上）分離膜中の細孔

構造解析には、本校正基準はそのままでは応用できない。そのため、陽電子消滅寿命

時間分布データの測定時間軸を 200ns 以上の帯域まで拡張した寿命計測技術を、平成

２３年度末までに新たに開発し、分離活性層の、より大きい細孔を評価するための校

正技術基準を確立し、平成２４年度末までに最終目標である、10nm までのナノ細孔

評価への適用を実現する。 

●標準化に関する課題 

国際標準化をめざすためには、本プロジェクトで作成した測定規格について、広く

関連産業サイドのコンセンサスを得ていることが前提となる。そのために、有識者、

開発関係者による標準化諮問委員会等を設置の上、本プロジェクトで作成した標準規

格としての校正技術基準書について、適用範囲や技術内容の妥当性を検討し、課題を

明らかにする。そして、妥当性評価の結果を受け、平成２４年度において、付加的な

技術開発、ユーザーなどによる実証試験研究を本プロジェクトで主体的に実施する。

そのために、専門外研究者でも利用可能な、高度な技術を必要としない、かつ、信頼

性の高い、分離膜の細孔計測に適した Na-22 放射性同位元素を陽電子源とした細孔評

価用陽電子消滅共同利用設備を利用することにより、新規開発分離膜の細孔評価に対

する実証試験を実施し、校正技術基準の妥当性を確保した上で、最終年度までに標準

化に向けた指針を作成する。 

 

(2) 分離膜における細孔と分離性能との相関 

現時点では、本サブテーマ単独のアウトプットに基づく標準化に向けた実用化作

業についての計画は想定していない。 

しかし、「(1) 陽電子消滅法による分離膜中の細孔計測技術の開発」において、分

離膜性能を制御する細孔構造の評価方法について標準化を目指す上では、信頼性の高

い分離膜評価指標に基づいた脱塩率などの膜性能データによる裏付けが必要であるた

め、以下の最終目標を設定した。 

・陽電子消滅法によるナノ細孔計測値と分離特性の相関関係の解明 

本目標を達成するために統一的なＲＯ膜及びＮＦ膜の性能試験手順の確立し、さら

に、基準分離膜試料を利用した陽電子消滅法による細孔測定と、確立した手順による

分離性能の評価測定を行うことにより、相関関係を明らかにする。 

   

（3） ＲＯ膜及びＮＦ膜の性能試験方法に関する標準化に向けての試験研究 

最終目標である「陽電子消滅法によるナノ細孔計測値と分離特性の相関関係の解

明」を達成するために、分離膜性能の高信頼性測定が必要不可欠である。しかし、現

状では、分離性能を決定するための詳細な測定手法（例えば、溶質と濃度等）は確立

していない。本サブテーマでは、分離膜性能測定の諸条件を検討し、統一的かつ信頼
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性の高い分離膜の性能評価指標を明らかにし、企業などからの標準化ニーズにも対応

可能な、ＲＯ膜及びＮＦ膜の性能試験方法に関する指針を作成する。 

事業化までの全体計画を図Ⅳ.1.3-1 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図Ⅳ.1.3-1 事業化までの全体計画 

 

 

 

 


