
当社で取り扱う有機リン化合物の多くは，その合成原

料としてホスフィンガスを使用する。日本国内でホスフ

ィンガスを取り扱うメーカーは他になく，当社はこの利

点を生かし，難燃剤をはじめとする P - C 結合を有する

有機ホスフィン化合物の生産および生産技術の開発を行

なっている。現在はホスフィン誘導体の工業生産に液化

ホスフィンガス（以下，液化ガスと略記する）を使用し

ているが，今後のホスフィン誘導体の需要増大を視野に

入れ，コスト低減を担う課題としてより安価な圧縮ホス

フィンガス（以下，圧縮ガスと略記する）の使用が提案

された。この問題を解決すべく，1999年 7 月にホスフィ

ンプロジェクトが始動した。

ホスフィンは次亜リン酸ナトリウム製造の副生物であ

り，圧縮ガス中のホスフィン濃度は 40 vol ％ 程度，液

化ガス中のそれは 99 vol ％ 以上である。圧縮ガスは次

亜燐酸ナトリウムが酸化される際に発生した水素を

60 vol ％程度含有しており，圧縮ガスを液化ガスの代替

として使用するにはこの水素含量を低減させることが必

須である。

以前より水素含量の低減に関する研究は行われていた

が，思わしい結果は得られずにいた。今回は新たにポリ

アラミド製の水素分離膜モジュールによるホスフィンの

濃縮について検討した。本報では，ホスフィン濃度を

80 vol ％ 程度にまで濃縮しうる条件を見出すまでの過

程，および膜モジュールの耐久試験の結果について報告

する。

『気体分離膜』とは膜に対するガスの透過性の差を利

用し，混合ガスからある種のガス成分を分離濃縮する膜

である。今回用いた水素分離膜の中空糸膜モジュールは，

膜を隔てて，より高い圧力を有する供給側の部分と，よ

り低い圧力の透過側の部分を有するガス分離膜装置であ

り，透過係数が大きく，単位容積あたりの処理能力が大

きいという利点がある。その中でも，水素分離は工業的

利用の進んだ分野であり，アンモニア･プラントや水添

脱硫・プラントのパージガスからの水素回収などがその

代表例である1) -2)。中空糸モジュールの構造およびガス分

離機構を Fig. 1 に示す。中空糸膜は分離性能が優れた機
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1 緒　　言

水素分離膜によるホスフィンガスの濃縮
Concentration of Phosphine Gas Based on Hydrogen Gas 

Separation Membrane

牧之瀬 格＊，大坪　格，渡邉　努，川瀬 裕也
Kaku MAKINOSE＊, Itaru OOTSUBO, Tsutomu WATANABE and Hiroya KAWASE

約 40 vol ％のホスフィンを含有する圧縮ホスフィンガスからの水素の分離すなわちホスフィンの高濃度化について，ポ

リアラミド製の水素分離膜モジュールを用いて検討した。分離膜不透過ガス中のホスフィン濃度は，供給ガス圧力が高く

なるほど，供給ガス温度が高くなるほど，また処理流量が少なくなるほど，高くなることが分かった。さらに検討を進め

た結果，ホスフィン濃度を約 80 vol ％にまで濃縮する条件（供給ガス温度：80℃，供給ガス圧力：0.9－1.0 MPa，分離膜不

透過ガス流量：100－300 mL/min）を見出すことに成功した。

注）実験においては処理流量は分離膜の不透過側出口流量を制御した。

また，膜モジュールの耐久試験を約 1ヶ月間行ない，8360 g の圧縮ホスフィンガスを処理した。この処理能力は 1.5

kg/h/m2に相当する。分離膜不透過ガス中および分離膜透過ガス中のホスフィン濃度は，それぞれ 75－80 vol %，0.4－0.6

vol %を保持しており，ポリアラミド製の膜モジュールの破損および性能低下は認められなかったことからも，工業的な使

用が可能であると判断した。

2 理　　論
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能部，および透過速度の大きいスポンジ状の支持部とか

ら成り，全体として透過速度および選択性に優れた一つ

の分離膜を構成している3)。

ガスの透過現象は一般に 3 つのステップ，すなわち

膜表面での気体分子の溶解， 溶解したガス分子の膜

中における濃度勾配による拡散， 膜の他方からのガス

分子の脱溶解から構成される。膜を通してのガス透過量

qは次式で示される4)。

q = S・D・(p1- p2)・A・t/L

ここで qはガス透過量［cm3（STP）］，p1- p2は膜の両

側のガス分圧差［cmHg］，Lは膜厚［cm］，Aは膜の透

過面積［cm2］，t は透過時間［sec］，D は拡散係数

［cm2/s］，S は溶解度係数［cm3（STP）/cm3・cmHg］

である。水素分離膜では膜に対する水素の拡散係数およ

び溶解度係数が大きいために，圧縮ガス中から水素を効

率よく分離し，ホスフィン濃度を上昇させることが期待

できる。

本研究では日本エア・リキード社から提供されたポリア

ラミド製の中空糸膜モジュールを使用したが，膜面積は

66 cm2，膜モジュールは内径 10 mm，長さ 305 mmであ

る。また，膜モジュールを固定している樹脂の物性から，

最高使用温度は 90 ℃，耐圧は 1.5 MPa である。H2/CH4

透過係数比は 250 であり，この値は温度に影響されにく

い。実験装置図をFig. 2に示す。

Fig. 1  Schematic diagram of hydrogen separation mechanism by hollow fiber membrane.

3 実　　験

Fig. 2  Schematic flow diagram of concentration of
phosphine based on hydrogen gas separation
membrane module.
(1) compressed phosphine gas bomb, 
(2) regulator, (3) drying tower, 
(4) pressure gage, (5) thermometer,
(6) thermostat, (7) preheater, (8) filter, 
(9) membrane module, 
(9a) induction vent of feed gas, 
(9b) emission vent of gas permeated membrane, 
(9c) emission vent of gas unpermeated membrane,
(9d) hollow fiber membrane, 
(10) pressure gage, (11) valve, 
(12) floating flowmeter, (13) sampling vent, 
(14) floating flowmeter, (15) sampling vent, 
(16) off gas line
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供給圧縮ガス（以下，供給ガスと略記する）が濃縮さ

れるまでの過程を Fig. 2 を用いて述べる。供給ガス（1）

はまず乾燥塔（3）のモレキュラーシーブで脱水された後，

恒温槽内の予熱器（7）で所定温度にまで昇温される。フ

ィルター（8）を通った後，膜モジュール（9）に入り，透

過ガス（水素）と不透過ガス（ホスフィン）に分離される。

今回は，供給ガス圧力，供給ガス流量，供給ガス温度

および分離膜不透過ガス流量を変数として，ホスフィン

濃度を評価した。なお，ガスの流量測定には水素用フロ

ート式流量計を用いているため，分離膜透過ガス流量は

実測値として評価できるが，分離膜不透過ガス流量およ

び供給ガス流量は水素としての数値であり，実ガスへの

換算は行なっていない。

透過ガスと不透過ガスのそれぞれのサンプリング口か

ら抜き取ったガス中のホスフィン濃度は，HITACHI 製

ガスクロマトグラフ（663 - 30，TCD）により高純度ホス

フィンを 100 ％標準ガスとした1点検量線法で測定した。

4 . 1 ホスフィン濃度への供給ガス圧力の影響

分離膜不透過ガス流量を 100 mL/minとした時の，ホ

スフィン濃度への供給ガス圧力の影響をFig. 3 に示すが，

ホスフィン濃度は供給ガス圧力の増加とともに高くなっ

た。これは，圧力が増加すると，膜への水素の溶解が促

進され，分離効果が増大するためである。また，ホスフ

ィン濃度は供給ガス温度の上昇とともに高くなる傾向に

あることが確認された。

4 . 2 ホスフィン濃度への分離膜不透過ガス流量の影響

供給ガス圧力を 1.0 MPa とした時の，ホスフィン濃度

への分離膜不透過ガス流量の影響を Fig. 4 に示す。ホス

フィン濃度は分離膜不透過ガス流量の減少とともに高く

なっている。これは流量が増加すると，水素は膜に溶解

する以前にホスフィンとともに膜の不透過出口に押し出

されるため，結果として分離効果が低下するためである。

Fig. 4 から，流量が 300 mL/min 以上では水素が膜に完

全に溶解しえないことが読み取れる。また，温度の影響は

小さく，水素分離効率はガスの流量に大きく影響される。

4 . 3 ホスフィン濃度への供給ガス温度の影響

4.1～4.2 項の結果からも分かるように，供給ガス温度

が高くなるにつれてホスフィン濃度は高くなる傾向にあ

った。しかし，不透過ガス流量または供給ガス流量に比

べると供給ガス温度の効果は小さく，供給ガス圧力が高

い領域でのみ供給ガス温度の効果が見られた。今回用い

た膜モジュールの最高使用温度が 90℃であるため，耐

久性などを考慮すると，使用温度は 80℃が適当である

と判断した。

4 . 4 最適条件の評価

4.1～4.3 項の結果を踏まえ，ホスフィン濃度が高くな

る条件として， 供給ガス圧力の増加， 分離膜不透過

ガス流量の抑制， 供給ガス温度の上昇が考えられる。

膜の耐久性を考慮し，供給ガス温度 80 ℃における最適

条件を探求すべく検討を重ねた。結果をFig. 5 に示すが，

ホスフィン濃度は分離膜不透過ガス流量が抑制されるほ

ど高くなった。しかし，分離膜不透過ガス流量が 300

mL/min 以上の範囲では，圧力による明確な差は確認で

きなかった。

4 結果および考察

Fig. 3  Effect of pressure of feed gas on the
concentration of phosphine. Emission rate of
gas unpermeated membrane is 100 mL/min.
Temperature is 80℃（○）, 50℃（△）, 30℃（□）.

Fig. 4  Effect of emission rate of gas unpermeated
membrane on the concentration of phosphine.
Pressure of feed gas is 1.0 MPa.
Temperature is 80℃（○）, 50℃（△）, 30℃（□）.
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さらに最適条件を見出すために，供給ガス温度 80 ℃，

供給ガス圧力 1.3 MPa の条件下で検討を行なった。結果

を Fig. 6 に示すが，分離膜不透過ガス流量が 100～300

mL/min の範囲ではホスフィン濃度は 70 ％以上となり，

良好な値を得ることが出来た。

4 . 5 膜の耐久試験

4 .1～4 . 4 項の結果を踏まえ，供給ガス温度を 80 ℃，

供給ガス圧力は 0.9～1.0 MPa，分離膜不透過ガス流量を

180～240 mL/minとして，膜の耐久試験を行なった。ホ

スフィン濃度は GC（TCD）で測定した。今回は通算で

879 時間の耐久試験を行ない，通算で供給ガス 8360 g を

処理した。供給ガスおよび分離膜不透過ガス中のホスフ

ィン濃度を Fig. 7 に，透過ガス中のホスフィン濃度およ

びホスフィンガスの平均処理量をFig. 8 に示す。

供給ガス中のホスフィン濃度は 40～45 ％であるのに

対し，分離膜不透過ガス中のそれは試験実施期間中，常

時 75～80 ％であった。また，透過ガス中のホスフィン

濃度も常時 0.6 ％以下であった。ホスフィンの平均処理

量は 8～10 g/h であるが，これは 1.5 kg/h/m2に相当す

る。ホスフィン濃度はいずれの数値も幾分ばらつきがあ

るように見えるが，減少傾向を示すことも確認できない。

したがって，これは分離膜不透過ガス流量の制御および

サンプリングに難があったためと考えられる。これらの

Fig. 5  Effect of emission rate of gas unpermeated
membrane on the concentration of phosphine.
Temperature is 80℃. 
Pressure of feed gas is 1.3 MPa（○）, 
1.1 MPa（△）, 0.9 MPa（□）.

Fig. 6 Effect of emission rate of gas unpermeated
membrane on the concentration of phosphine.
Temperature is 80℃. 
Pressure of feed gas is 1.3 MPa.

Fig. 7  Relationship between concentration of phosphine
and treating time of feed gas for continuous test.
Temperature is 80 ℃, pressure of feed gas is 0.9 -
1.0 MPa, emission rate of gas unpermeated
membrane is 180 - 240 mL/min. 
Concentration of phosphine in feed gas and in
gas unpermeated membrane is shown at ●, ○
respectively.

Fig. 8  Relationship between concentration of phosphine
in gas permeated membrane or average weight
of treating feed gas and treating time of feed gas
for continuous test.
Temperature is 80℃, pressure of feed gas is 0.9 -
1.0 MPa, emission rate of gas unpermeated
membrane is 180 - 240 mL/min.
Concentration of phosphine in gas permeated
membrane and average weight of treating feed
gas is shown at ○, ● respectively.
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ことを考慮すると，今回の耐久試験期間での膜モジュー

ルの破損，および性能低下は認められなかった。

4 . 6 工業的に使用する際の運転制御

本研究で検討した水素分離膜の性能は，供給ガスの温

度，分離膜モジュール内の圧力，および供給ガスの流量

（処理流量）に依存し，供給ガスの温度は高いほど，膜モ

ジュール内圧差は高いほど，供給ガス流量は少ないほど

高濃度のホスフィンガスが得られることが明らかになっ

た。この内，ガス温度と膜モジュール内圧については膜

モジュールの耐熱，耐圧の仕様から自ずと上限が決定さ

れるため，水素分離膜を工業的に使用する際の最重要因

子は供給ガス流量となる。

本研究では前述した実験装置図（Fig. 2）の通り，ボン

ベからの圧縮ガス供給ラインの調圧器による設定と，不

透過ガス流量をバルブにより調整することにより，膜モ

ジュール内の圧力および処理流量を制御したが，工業的

には不透過出口に背圧弁を設けて膜モジュール内の圧力

を制御し，流量制御が可能な圧縮機で圧縮ガスを供給す

ることにより，より簡便に水素分離膜の運転条件を制御

できる。

現在，ホスフィン誘導体の生産に使用している液化ホ

スフィンガスの代替として圧縮ホスフィンガスを使用す

べく，圧縮ガスからの水素の分離すなわちホスフィンの

高濃度化について検討した。濃縮効率を向上させる条件

として， 供給ガス圧力の増加， 分離膜不透過ガス流

量の抑制， 供給ガス温度の上昇が確認，最適条件域

（供給ガス温度：80 ℃，供給ガス圧力：0.9～1.0 MPa，分

離膜不透過ガス流量：180～240 mL/min）で膜の耐久試

験を行なった。通算で 879 時間，供給ガス 8360 g を処理

したが，膜モジュールの破損および性能低下は認められ

なかった。

需要の高まりつつある含燐難燃剤等のニーズに対応す

べく，ホスフィン誘導体の供給を増加させるには，コス

トの面からも水素分離膜によるホスフィンガスの高濃度

化は必要な技術である。今回の試験でのホスフィンガス

の処理能力は 1.5 kg/h/m2であるが，これは工業生産に

用いるには厳しい値である。しかし，これはあくまで膜

モジュールを 1 基，1 段として用いた事例である。膜モ

ジュールを数基並列に用いると処理能力を向上させるこ

とが，また数基直列に用いるとホスフィン濃度を高める

ことが可能であり，用途に応じた装置設計を考慮すれば，

ホスフィン誘導体の工業生産に対応しうると考えられる。
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5 結　　論

文　　献

Enrichment of phosphine in original compressed phosphine gas containing about 40 vol% phosphine using hydrogen

gas separation membrane module made of poly (aramid) was studied.  We found that concentration of phosphine in gas

which unpermeated membrane increased with increase of pressure and temperature of feed gas, and decrease of

emission rate of gas which unpermeated membrane.  As a results of inquiring further into the issue, in the conditions

that temperature of feed gas was 80℃, and pressure of feed gas is 0.9－1.0 MPa, and emission rate of gas which

unpermeated membrane was 100－300 mL/min, we succeeded in concentrating phosphine to about 80 vol%.

To use hydrogen gas separation membrane module in commercial plants, endurance test was carried out for 1 month.

8360 g of original compressed phosphine gas, which means the rate of concentration of compressed phosphine is 1.5

kg/h/m2, was treated, concentrations of phosphine in gas which unpermeated membrane, in gas which permeated

membrane were kept at 75－80 vol%, 0.4－0.6 vol% respectively.  Hence, we concluded that this hydrogen gas

separation membrane modular made of poly (aramid) keeps their efficiency, and that it is possible to industrial use.
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