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増え続けるCO2排出と温度上昇

⽇本排出量: 約12億トン
世界排出量: 約328億トン



2℃目標達成を実現する排出シナリオ

Fuss, S. et al, 
Negative Emissions—Part 2: Costs, Potentials and Side Effects. Environ. Res. Lett. 2018, 13 (6), 063002. (図改変)
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https://financialpost.com/commodities/energy/chevron-occidental-buy-stake-in-
carbon-capturing-firm-backed-by-bill-gates-and-murray-edwards

Financial Post, Jan 9, 2019 

DACに対する巨大投資

2021年1月
CO2削減技術の開発を競う
”Xプライズコンテスト”に、1億ドル拠出



CO2分離・回収技術

溶液吸収 固体吸着 膜分離



DAC技術開発の動向

(スイス) (カナダ) (アメリカ)



DAC技術開発の動向

(スイス) (カナダ) (アメリカ)

必要な改善点
• 多くのエネルギーを消費
• 大量の水が必要
• 大規模化が必須
• 設置場所が限定

メリット
• 実現性が高い
• 大量処理が可能



Centralize or decentralize?
発電システム Direct CO2 capture from air

⽕⼒発電所

photovoltaic power production

欧⽶で進む⼤規模DAC

⼤規模集約

decentralize



膜分離法のメリット

• 簡便かつ省スペースプロセス
• 吸収液などの薬液を使わない
• 設置場所に制限がない
• 任意にサイズ調整可能

“CO2 capture anywhere”



Centralize or decentralize?
Electric Power Generation Direct CO2 capture from air

thermal power plant

photovoltaic power production

Large scale CO2 capture

centralize

decentralize



on-road CO2 emission in US.

Conor K. Gately et al. PNAS 2015;112:16:4999-5004

Seattle

L.A. Houston Atlanta Boston

場所に限定されず“どこでもCO2回収する”



九大発、世界最高性能のCO2透過性を示すCO2分離ナノ膜

膜の厚み : 34 nm
食品用ラップの1/300程度の薄さ
(COVID-19 ウィルスよりも薄い!)

CO2 透過度 : 世界トップ
これまで報告されてきた分離膜性能の約20~30倍程度



低濃度CO2 ガスからのCO2膜分離

CO2 (0.1 %) / N2

He

残余ガス

透過ガス

試験ガス

ガス濃度検出
（ガスクロマトグラ

フィー)

CO2分離膜

膜厚
(μm)

透過側
(%)

残余側
(%)

4.4 3.6 96.4

分離比率

世界初！膜分離で極低濃度CO2ガスの効率的回収に成功

膜厚
(μm)

透過側
(%)

残余側
(%)

4.4 3.6 96.4
0.15 25.4 74.6

×7



膜による多段階CO2分離・濃縮

20
Fujikawa S., Selyanchyn R. and Kunitake T. Polymer Journal, 2020

膜分離-1 膜分離-2 膜分離-3 膜分離-4

膜⾯積 (m2) 7.32 0.988 0.195 0.047

CO2濃度 (%) 0.8 5.6 23.2 56.3

必要電⼒(kWh) 23.73 3.36 0.81 0.34

計算条件(最⼩ユニット）
• 最終回収CO2量: 2.0 kg/day
• 最終CO2純度: 40 %以上(1000倍濃縮）
• CO2=10,000GPU (膜厚: 100nm 時)

• CO2/X=40 (X=N2, O2, Ar)
• 膜透過前圧⼒: 1.1 atm
• 膜透過後圧⼒: 0.02 atm

⼤気
(CO2: 400 ppm)

排気
(CO2 ≒ 300 ppm)Blower

p  1.1 atm

CO2回収量 2.0 kg

ポンプ

ポンプ

ポンプ

ポンプ

0.02 atm
分離膜-2

分離膜-3

分離膜-4

分離膜-1
1.1 atm

極めてCO2 透過性の高い分離ナノ膜 → 現実的なサイズ・圧力条件で多段分離が可能

従来の膜：透過性が低い→広大な膜面積や極端な圧力条件が必要→2段分離までが限界



炭素源としてのCO2

カーボンリサイクル

EOR
CCUS/

カーボンリサイクル

利⽤
Utilization

貯留
Storage

回収
Capture

CO₂の直接利⽤
（溶接・ドライアイス等）

２．燃料
• 液体燃料①（合成燃料（e-fuel ・SAF）
• 液体燃料②（微細藻類バイオ燃料︓SAF・ディーゼル）
• 液体燃料③（バイオ燃料（微細藻類由来を除く）︓MTG、
エタノールなど）

• ガス燃料（メタン、プロパン、ジメチルエーテル）

１．化学品
• 含酸素化合物（ポリカーボネート、ウレタンなど）
• バイオマス由来化学品
• 汎⽤物質（オレフィン、BTXなど）

４．その他
• ネガティブ・エミッション（BECCS、ブルーカーボン/マリンバイオ
マス、⾵化促進、植物利⽤など）

３．鉱物
• コンクリート、セメント、炭酸塩、炭素、炭化物 など

1



～回収CO2の活用～

CO2を変換する九大独自の触媒ナノ粒子

CO2

メタン
アルコール
エチレン
CO

CO2から選択的に多様な物質を生み出す触媒的変換技術

22

電気化学的にCO2を連続変換
⼭内美穂教授



大気CO2の有効活用に向けた一体システム



DAC-Uシステムの分散配置

地産地消型
炭素資源循環社会



ムーンショット

「“ビヨンド・ゼロ”社会実現に向けたCO2循環システムの研究開発」
期間︓2020年9⽉〜2030年3⽉（予定）

代表機関: 国⽴⼤学法⼈九州⼤学

藤川茂紀 A. Chapman⼭内美穂A. T. Staykov 国武豊喜⾼原淳 ⾺奈⽊俊介⼩椎尾謙川⼝⼤輔

我が国発の破壊的イノベーションの創出を⽬指し、従来技術の延⻑にない、
より⼤胆な発想に基づく挑戦的な研究開発（ムーンショット）を推進する新たな制度

イリノイ⼤学
熊本⼤学 ⿅児島⼤学

⼤阪⼯業⼤学
北海道⼤学 東京⼤学

株式会社ナノメンブレン

CO2の最先端ネガティブエミッション技術の確⽴と社会実装25/10



光合成

CO2

O2



ハウス栽培でのCO2施用

1000~2000 ppmのCO2を供給



“CO2分離膜 ＋ 太陽 ＝ クリーンなCO2施用”

CO2

CO2 CO2 CO2 CO2

“⾃然の⼆酸化炭素で「安⼼おいしい」を濃縮します”



COP26 環境省バーチャルパビリオン ブース展示



大気からの CO2直接回収

回収CO2の化学変換

エネルギー光の創出・操作

回収CO2の地下貯留

社会システム工学

ネガティブエミッションテクノロジー研究センター （K-NETs）
発足 （2021年4月1日）

社

会

実

装

山内美穂
(教授) 辻健

(教授)

君塚信夫
(教授)

安達千波矢
(教授)

馬奈木俊介(教授)

恩田健
(教授)

Andrew Chapman(准教授)

https://k‐nets.kyushu‐u.ac.jp/



ユビキタスCO2 capture
“Carbon Capture Anywhere!”

ご清聴ありがとうございました

fujikawa.shigenori.137@m.kyushu‐u.ac.jp


