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(57)【要約】
【課題】オレフィン／パラフィン混合流体からオレフィ
ンを選択的に分離する操作に用いることが可能であり、
高い分離性能を有するゼオライト膜複合体の製造方法及
びゼオライト膜複合体を提供すること。
【解決手段】本発明に係るゼオライト膜複合体の製造方
法は、多孔質支持体上にＦＡＵ型ゼオライトを成膜し、
イオン交換によりかかるＦＡＵ型ゼオライト中のイオン
交換可能なカチオンをＡｇイオンにイオン交換してゼオ
ライト膜複合体を製造するにあたり、イオン交換温度を
比較的低い温度としているので、ＦＡＵ型ゼオライトへ
の負荷を抑え、イオン凝集を防ぐことで分離性能に優れ
たゼオライト膜複合体を製造することができる。また、
本発明に係るゼオライト膜複合体は、オレフィン／パラ
フィン混合流体からオレフィンを選択的に分離するに際
して、混合流体のオレフィン濃度が低い場合におけるオ
レフィンの分離性能に優れるものとなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
多孔質支持体上にＦＡＵ型ゼオライトを成膜し、イオン交換により前記ＦＡＵ型ゼオラ
イト中のイオン交換可能なカチオンをＡｇイオンにイオン交換しＡｇ−ＦＡＵ型ゼオライ
トとした、ゼオライト膜複合体の製造方法であって、
前記イオン交換の温度が２７３〜３１０Ｋで行われることを特徴とするゼオライト膜複
合体の製造方法。
【請求項２】
前記Ａｇ−ＦＡＵ型ゼオライトがＡｇ−Ｘ型ゼオライトまたはＡｇ−Ｙ型ゼオライトで
あることを特徴とする請求項１に記載のゼオライト膜複合体の製造方法。

10

【請求項３】
前記ＦＡＵ型ゼオライト中のイオン交換可能なカチオンがＮａイオンであることを特徴
とする請求項１または請求項２に記載のゼオライト膜複合体の製造方法。
【請求項４】
前記多孔質支持体にＦＡＵ型ゼオライトを成膜することが、前記多孔質支持体へジルコ
ニア種結晶を担持させ、水熱合成することによりなされることを特徴とする請求項１ない
し請求項３のいずれかに記載のゼオライト膜複合体の製造方法。
【請求項５】
多孔質支持体と、当該多孔質支持体上に形成されたＡｇ−ＦＡＵ型ゼオライト膜を有し
、オレフィン／パラフィン混合流体からオレフィンを選択的に分離するゼオライト膜複合
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体であって、
前記オレフィン／パラフィン混合流体のオレフィンのモル分率を１０％以下とした場合
における、分離温度が３１３Ｋでのオレフィン／パラフィンの分離係数が２０以上である
ことを特徴とするゼオライト膜複合体。
【請求項６】
前記Ａｇ−ＦＡＵ型ゼオライト膜がＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜またはＡｇ−Ｙ型ゼオライ
ト膜であることを特徴とする請求項５に記載のゼオライト膜複合体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、ゼオライト膜複合体の製造方法及びゼオライト膜複合体に関する。さらに詳
しくは、多孔質支持体上にＦＡＵゼオライトを成膜した、オレフィン／パラフィン混合流
体からオレフィンを選択的に分離することが可能なゼオライト膜複合体の製造方法及びゼ
オライト膜複合体に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般に、有機物を含有する気体混合物または液体混合物を分離、濃縮（以下、「分離等
」とする場合がある。）して回収する手段として、膜分離法や膜濃縮法が用いられている
。このうち、膜分離法は、ガス分離の途中での相変化をほとんど伴わず、圧力差を駆動エ
ネルギーとして、膜を透過するガスの速度差によって分離する手法である。膜分離法は、
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他のガス分離・精製法に比べて取り扱いも容易で設備規模も比較的小さいため低コスト・
省エネルギーで目的とするガスの分離や濃縮を行うことができる。
【０００３】
膜分離法によるガス分離の方法としては、１９７０年代から高分子膜を用いた方法が提
案されている。しかし、高分子膜は加工性に優れる特徴をもつ一方、熱や化学物質、圧力
等の影響により劣化して、性能が低下してしまうという問題があった。加えて、分離の際
の選択性や透過速度についても課題があった。
【０００４】
近年、これらの問題を解決すべく、耐薬品性、耐酸化性、耐熱安定性、耐圧性等が良好
な種々の無機材料の分離膜が検討されており、特に、ゼオライト膜が注目されている。か
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かるゼオライトは、サブナノメートルの規則的な細孔を有しているため、いわゆる分子ふ
るいとしてのはたらきを備え、選択的に特定の分子を透過できるため、高い分離性能を示
すことが期待されている。
【０００５】
具体的な混合ガスの膜分離の例としては、火力発電所や石油化学工業などから排出され
るガスの分離で二酸化炭素と窒素、二酸化炭素とメタン、水素と炭化水素、水素と酸素、
水素と二酸化炭素、窒素と酸素、パラフィンとオレフィンの分離等がある。用いるガス分
離用ゼオライト膜としては、Ａ型膜、ＦＡＵ膜、ＭＦＩ膜、ＳＡＰＯ−３４膜、ＤＤＲ膜
等のゼオライト膜が知られている。
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【０００６】
ここで、ゼオライト膜をフィルターとして利用するには、ゼオライト膜単体では機械的
強度等に問題があるため、セラミック焼結材等からなる多孔質支持体上にゼオライト膜が
形成されたゼオライト膜複合体（多孔質支持体−ゼオライト膜複合体）が用いられるのが
一般的である（例えば、特許文献１を参照。）。また、前記したゼオライト膜のうち、例
えば、ＦＡＵ型ゼオライト膜は、オレフィン／パラフィン混合流体からのオレフィンの分
離回収について使用された例について報告され（例えば、非特許文献１を参照。）、また
、ゼオライト膜を組み込んだＣＯ２分離プロセス等も検討されている。例えば、ＦＡＵ型
ゼオライト膜がパラフィンとオレフィンの混合物からのオレフィンの分離回収において高
い透過分離性能を示すことが報告されており、ゼオライト膜を組み込んだＣＯ２分離プロ
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セス等も検討されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４−８２００８号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｉｏａｎｎｉｓ
ｉｒｏｓ
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Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ

Ｍｉｘｔｕｒｅｓ
Ｍｅｍｂｒａｎｅｓ

Ｕｓｉｎｇ

ｏｆ

Ｖｌａｄｉｍ

Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ

Ｆａｕｊａｓｉｔｅ−Ｔｙｐｅ

，Ｉｎｄ．Ｅｎｇ．Ｃｈｅｍ．Ｒｅｓ．（２０

30

０５） Ｖｏｌ．４４，ｐ２２６−２３０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
しかしながら、これまでに提供された従来のゼオライト膜複合体は、オレフィン／パラ
フィン混合流体からのオレフィンの選択的分離について、分離性能が十分満足できるもの
ではないため、改善が求められていた。
【００１０】
本発明は、前記に鑑みてなされたものであって、オレフィン／パラフィン混合流体から
オレフィンを選択的に分離する操作に用いることが可能であり、高い分離性能を有するゼ
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オライト膜複合体の製造方法及びゼオライト膜複合体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
前記の課題を解決するために、本発明に係るゼオライト膜複合体の製造方法は、
多孔質支持体上にＦＡＵ型ゼオライトを成膜し、イオン交換により前記ＦＡＵ型ゼオラ
イト中のイオン交換可能なカチオンをＡｇイオンにイオン交換しＡｇ−ＦＡＵ型ゼオライ
トとした、ゼオライト膜複合体の製造方法であって、
前記イオン交換の温度が２７３〜３１０Ｋで行われることを特徴とする。
【００１２】
本発明に係るゼオライト膜複合体の製造方法は、前記した本発明において、前記Ａｇ−
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ＦＡＵ型ゼオライトがＡｇ−Ｘ型ゼオライトまたはＡｇ−Ｙ型ゼオライトであることを特
徴とする。
【００１３】
本発明に係るゼオライト膜複合体の製造方法は、前記した本発明において、前記ＦＡＵ
型ゼオライト中のイオン交換可能なカチオンがＮａイオンであることを特徴とする。
【００１４】
本発明に係るゼオライト膜複合体の製造方法は、前記した本発明において、前記多孔質
支持体にＦＡＵ型ゼオライトを成膜することが、前記多孔質支持体へジルコニア種結晶を
担持させ、水熱合成することによりなされることを特徴とする。
【００１５】
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本発明に係るゼオライト膜複合体は、
多孔質支持体と、当該多孔質支持体上に形成されたＡｇ−ＦＡＵ型ゼオライト膜を有し
、オレフィン／パラフィン混合流体からオレフィンを選択的に分離するゼオライト膜複合
体であって、
前記オレフィン／パラフィン混合流体のオレフィンのモル分率を１０％以下とした場合
における、分離温度が３１３Ｋでのオレフィン／パラフィンの分離係数が２０以上である
ことを特徴とする。
【００１６】
本発明に係るゼオライト膜複合体は、前記した本発明において、前記Ａｇ−ＦＡＵ型ゼ
オライト膜がＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜またはＡｇ−Ｙ型ゼオライト膜であることを特徴と
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する。
【発明の効果】
【００１７】
本発明に係るゼオライト膜複合体の製造方法は、多孔質支持体上にＦＡＵ型ゼオライト
を成膜し、イオン交換によりかかるＦＡＵ型ゼオライト中のイオン交換可能なカチオンを
Ａｇイオンにイオン交換してゼオライト膜複合体を製造するにあたり、イオン交換の温度
（イオン交換温度：カチオン交換温度と同意。）を比較的低い温度（２７３〜３１０Ｋ）
としているので、ＦＡＵ型ゼオライトへの負荷を抑え、イオン凝集を防ぐことで分離性能
に優れたゼオライト膜複合体を製造することができる。
【００１８】
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また、本発明に係るゼオライト膜複合体は、オレフィン／パラフィン混合流体からオレ
フィンを選択的に分離するに際して、混合流体のオレフィン濃度が低い（オレフィンのモ
ル分率が１０％以下）場合におけるオレフィンの分離性能に優れるものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】透過分離試験で用いた装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下、本発明の一態様について説明する。本発明における「ゼオライト膜複合体」とは
、多孔質支持体とゼオライト膜の複合体、具体的には、多孔質支持体と、かかる多孔質支
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持体上に形成されたゼオライト膜とを有する複合体を意味する。かかるゼオライト膜は、
好ましくは、多孔質体の表面にゼオライトが膜状に結晶化して形成されるものである。
【００２１】
なお、本発明に係るゼオライト膜複合体の製造方法で得られるＡｇ−ＦＡＵ型ゼオライ
ト膜複合体（以下、単に、「本発明で得られるゼオライト膜複合体」や「ゼオライト膜複
合体」とする場合もある。）は、パーベーパレーション法（ＰＶ法）やベーパーパーミエ
ーション法（ＶＰ法）による混合流体（混合ガス）の分離に有効に使用することができ、
特に、オレフィン／パラフィン混合流体の分離に最適である。オレフィン／パラフィン混
合流体の分離操作については、特には限定されず、従来公知の分離操作を用いて実施すれ
ばよい。また、分離の際の分離温度（膜温度）は、２７３〜４２３Ｋとすればよい。
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【００２２】
なお、本発明で得られたゼオライト膜複合体が分離の対象とするオレフィン／パラフィ
ン混合流体（混合ガス）の具体例としては、エチレン／メタン、エチレン／エタン、エチ
レン／プロパン、エチレン／ブタン、プロピレン／メタン、プロピレン／エタン、プロピ
レン／プロパン、プロピレン／ブタン、ブチレン／メタン、ブチレン／エタン、ブチレン
／プロパン、ブチレン／ブタン等が挙げられるが、特にこれらの組み合わせには限定され
ない。なお、混合流体としては２成分に限定されず、例えば、３成分以上であっても構わ
ない。
【００２３】
本発明に係るゼオライト膜複合体の製造方法（本発明に係る製造方法）は、（Ａ）多孔
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質支持体上へＦＡＵ型ゼオライトの成膜を行い、（Ｂ）イオン交換によりＦＡＵ型ゼオラ
イト中のイオン交換可能なカチオンをＡｇイオンにイオン交換することにより、多孔質支
持体上にＡｇ−ＦＡＵ型ゼオライト膜が形成された、多孔質支持体−ゼオライト膜の複合
体を得るものである。
【００２４】
ここで、ＦＡＵ（フォージャサイト：Ｆａｕｊａｓｉｔｅ）型ゼオライトとしては、Ｘ
型ゼオライト、Ｙ型ゼオライト等が挙げられ、本発明におけるＦＡＵ型ゼオライトもこれ
らを含む。Ｘ型ゼオライトとＹ型ゼオライトは、シリカアルミナ比（Ｓｉ／Ａｌ比（モル
比）とする。）の違いにより区別される。本発明において、Ｘ型ゼオライトのＳｉ／Ａｌ
比（モル比）は、概ね１．０〜１．５、Ｙ型ゼオライトのＳｉ／Ａｌ比（モル比）は、概

20

ね１．５を超えて３．０以下のものとすることができる。
【００２５】
（Ａ）多孔質支持体上へのＦＡＵ型ゼオライトの成膜：
本発明において使用される多孔質支持体としては、その表面等に製膜されるＦＡＵ型ゼ
オライトを膜状に結晶化可能な化学安定性を有することが好ましく、例えば、ポリスルフ
ォンや酢酸セルロース、芳香族ポリアミド、フッ化ビニリデン、ポリエーテルスルフォン
、ポリアクリロニトリル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン
、ポリイミド等のガス透過性の多孔質高分子や、例えば、シリカ、α−アルミナ、γ−ア
ルミナ、ムライト、ジルコニア、チタニア、イットリア、窒化珪素、炭化珪素などのセラ
ミックス焼結体、鉄、ブロンズ、ステンレス等の金属焼結体やメッシュ状の成形体、ガラ
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ス、カーボン成形体等の無機多孔質が挙げられる。
【００２６】
多孔質支持体としては、この中でもセラミックス焼結体や金属焼結体、ガラス、カーボ
ン成形体等からなる無機多孔質支持体が好ましい。無機多孔質支持体は、基本成分あるい
はその大部分が無機の非金属物質から構成されている固体材料であるセラミックスを焼結
したもの（セラミックス焼結体）が好ましい。
【００２７】
セラミックス焼結体としては、α−アルミナ、γ−アルミナ等のアルミナ、シリカ、ム
ライト、ジルコニア、チタニア、イットリア、窒化珪素、炭化珪素等を含むセラミックス
焼結体が挙げられる。これらは単独の焼結体であってもよく、２種以上を組み合わせて混
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合、焼結したものであってもよい。これらセラミックス焼結体は、その表面の一部がゼオ
ライト膜合成中にゼオライト化することがある。これにより、多孔質支持体とゼオライト
膜との密着性が高くなる。
【００２８】
セラミックス焼結体としては、この中でも、耐熱性、機械的強度、耐薬品性、支持体作
成の容易さ、入手容易性の点から、α−アルミナを使用することが好ましい。また、セラ
ミックス焼結体以外としては、金属焼結体であるステンレス等を使用することが好ましい
。
【００２９】
多孔質支持体の形状は、オレフィン／パラフィン混合流体を確実に分離できるものであ
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れば特に制限されず、例えば、平板状、管状（多孔質管）のもの、または円筒状、円柱状
、角柱状の貫通孔が多数存在するハニカム状の部材やモノリス等が挙げられる。
【００３０】
これらの例としては、シリカ（ＳｉＯ２）／アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）のモル比が２〜７
５０を有するセラミックスの微粒子を、混合・焼成して成形したセラミック焼結体からな
る多孔質管や、多孔質α−アルミナからなる多孔質管（多孔質α−アルミナ管状支持体）
、ステンレス鋼等の金属を成形してなる金属製の多孔質管等が挙げられる。
【００３１】
本発明においては、多孔質支持体の表面や表層部内（多孔質支持体上と同意であり、他
では、単に「表面」とする場合もある。）にＸ型ゼオライトやＹ型ゼオライトといったＦ

10

ＡＵ型ゼオライトから構成されるゼオライト膜が形成されるが、かかるＦＡＵ型ゼオライ
トは膜状に結晶化させることが好ましい。なお、多孔質支持体上におけるゼオライト膜が
形成される位置は、特に制限はなく、例えば、多孔質管等の管状の多孔質支持体を用いる
場合、ゼオライト膜は外表面に形成しても、内表面に形成してもよく、その構成によって
は両面に形成してもよい。加えて、多孔質支持体の表面に積層させてもよいし、多孔質支
持体の細孔内を埋めるように結晶化させて形成させても問題はない。この場合にあっては
、結晶化させたゼオライト膜の内部に亀裂や連続した微細孔が形成されないことが重要と
なり、分離性能を高めるためには、緻密なゼオライト膜（いわゆる緻密膜）を形成させる
ことが望ましい。ここで、用いられる多孔質支持体の表面において、多孔質支持体上に形
成されるゼオライト膜を結晶化させる作用を有することが好ましく、例えば、多孔質支持

20

体の細孔径（平均細孔径）の大きさ（サイズ）等を下記のようにすることが好ましい。
【００３２】
多孔質支持体が有する平均細孔径の大きさ（サイズ）は特に制限はないが、前記したよ
うな、多孔質支持体の表面にゼオライトを結晶化するためには、多孔質支持体表面の細孔
径（平均細孔径）の下限を、概ね０．０２μｍ以上とすることが好ましく、０．０５μｍ
以上とすることがさらに好ましく０．１μｍ以上とすることが特に好ましい。また、多孔
質支持体表面の細孔径（平均細孔径）の上限は、概ね２０μｍ以下とすることが好ましく
、１０μｍ以下とすることがさらに好ましく、５μｍ以下とすることが特に好ましい。平
均細孔径が小さすぎると透過量が小さくなる場合があり、大きすぎると支持体自体の強度
が不十分になったり、緻密なゼオライト膜が形成されにくくなる場合がある。

30

【００３３】
また、多孔質支持体の気孔率は特に制限がないが、概ね、２０％〜６０％であることが
好ましい。気孔率は、気体や液体を分離する際の透過流量を左右するが、気孔率が２０％
より小さいと透過物の拡散を阻害する場合があり、気孔率が６０％を超えると多孔質支持
体の強度が低下する場合がある。
【００３４】
本発明では、かかる多孔質支持体の表面にＦＡＵ型ゼオライトを成膜する。本発明で得
られるゼオライト膜複合体は、多孔質支持体の表面にＦＡＵ型ゼオライトが膜状に固着し
ているものである。例えば、ゼオライト結晶粒子を種結晶として多孔質支持体の表面に層
状に担持させ（１次成長）、これを水熱合成反応によって２次成長させる方法により、多

40

孔質支持体の表面にＦＡＵ型ゼオライトを膜状に結晶化させたものを用いることが好まし
い。
【００３５】
多孔質支持体上にＦＡＵ型ゼオライトを成膜する場合、多孔質支持体上にゼオライト種
結晶（以下、単に「種結晶」とする場合もある。）を担持させた後、ゼオライト膜が水熱
合成により形成されて、成膜することが好ましい。一般的に、多孔質支持体にゼオライト
種結晶を担持させるためには、ゼオライト種結晶の粉末を溶剤に分散させた分散液（種結
晶スラリー等。）を多孔質支持体上に塗布することが好ましいが、その他、多孔質支持体
の製造時に原料の一部としてゼオライト種結晶粉末を混入させることで、多孔質支持体に
ゼオライト種結晶を担持させるようにしてもよい。
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【００３６】
塗布の方法としては、ゼオライト種結晶を含む分散液（種結晶スラリー等。）を多孔質
支持体に単純に滴下するだけでもよいが、ゼオライト種結晶を含む分散液に多孔質支持体
を浸漬（ディップコーティング）するようにしてもよい。また、スピンコーティング、ス
プレーコーティング、ロールコーティング等による塗布、刷毛等による塗布、濾過など汎
用されている方法を用いることができる。多孔質支持体上の種結晶の付着量を簡便に調整
でき、また、再現性も良好であるという点から、ゼオライト種結晶を含む分散液を調製し
、かかる水溶性分散液に多孔質支持体を浸漬する方法が好ましい。なお、分散液の塗布後
は、乾燥することが好ましい。乾燥温度は、２７３〜８２３Ｋとすることが好ましく、乾
10

燥は一度でもよいが、繰り返し行うようにしてもよい。
【００３７】
ゼオライト種結晶は、市販のものを用いてもよく、また、原料から製造してもよい。ゼ
オライト種結晶として市販のものを用いる場合には、かかる市販のゼオライト種結晶を所
望の大きさに従来公知の粉砕機で粉砕した後、水に分散させ、分散液を調製するようにす
ることが好ましい。市販品としては、例えば、ＵＳＹ（Ｕｌｔｒａ−

Ｓｔａｂｌｅ

Ｙ

）ゼオライト粉末（Ｓｉ／Ａｌ＝７、東ソーＨＳＺ−３６０ＨＵＡ）等を用いることがで
きる。
【００３８】
原料から製造する場合には、例えば、シリカ原料としてケイ酸ナトリウム、シリカゲル
、シリカゾルまたはシリカ粉末、アルミナ原料としてアルミン酸ナトリウムまたは水酸化

20

アルミニウム等を原料として、従来公知の方法で製造し、必要により所望の大きさに粉砕
機で粉砕した後、水に分散させ、分散液を調製するようにすることが好ましい。分散液の
ｐＨは３．０〜９．０とすることが好ましい。
【００３９】
調製されたゼオライト種結晶を含む分散液は、前記した方法で多孔質支持体に適宜付着
等させて担持させるようにすればよいが、かかる分散液は、スラリー、ゾル、溶液等、い
ずれの状態としてもよく、採用する塗布方法に応じて適宜調整することができ、前記した
ように、水溶性分散液に多孔質支持体を浸漬する方法を採用する場合には、容易に付着、
担持できるという点からスラリー状である（種結晶スラリーを用いる。）ことが好ましい
30

。
【００４０】
ゼオライト種結晶を担持させた多孔質支持体を用いて、水熱合成反応により多孔質支持
体上にゼオライト膜を形成するにあたっては、水熱合成反応は、公知の方法を適宜用いる
ことができる。
【００４１】
水熱合成反応の原料はアルミナ源及びシリカ源と、必要に応じてアルカリ金属源及び／
またはアルカリ土類金属源であり、これらを水と混合することにより、水熱合成溶液（水
性溶液、水性ゲル、水性スラリー等。）とする。
【００４２】
水熱合成溶液のアルミナ源としては、例えば、水酸化アルミニウム、アルミン酸ナトリ

40

ウム、硫酸アルミニウム、硝酸アルミニウム、塩化アルミニウム等のアルミニウム塩のほ
か、アルミナ粉末、コロイダルアルミナ等が挙げられる。
【００４３】
シリカ源としては、例えば、ケイ酸ナトリウム、水ガラス、ケイ酸カリウム等のアルカ
リ金属ケイ酸塩のほか、シリカ粉末、ケイ酸、コロイダルシリカ、ケイ素アルコキシド等
が挙げられる。
【００４４】
アルカリ金属源、アルカリ土類金属源としては、例えば、酸化ナトリウム、塩化ナトリ
ウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム等が挙げられる。
【００４５】
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シリカ源とアルミナ源のモル比（成分モル組成比のこと。他も同様。）（例えば、Ｓｉ
Ｏ２／Ａｌ２Ｏ３）、水とアルカリ金属源（及び／またはアルカリ土類金属源）（例えば
、Ｈ２Ｏ／Ｎａ２Ｏ）のモル比、及びアルカリ金属源（及び／またはアルカリ土類金属源
）とシリカ源のモル比（例えば、Ｎａ２Ｏ／ＳｉＯ２）は、目的とするゼオライトの組成
によって適宜決定すればよいが、例えば、下記の範囲のモル比を目安とすることができる
が、かかる範囲には限定されない。
【００４６】
シリカ源とアルミナ源のモル比：ＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３＝０．５〜１００
水とアルカリ金属源（及び／またはアルカリ土類金属源）のモル比：Ｈ２Ｏ／Ｎａ２Ｏ
10

＝３０〜７０
アルカリ金属源（及び／またはアルカリ土類金属源）とシリカ源のモル比：Ｎａ２Ｏ／
ＳｉＯ２＝０．５〜１０
【００４７】
水熱合成反応は、例えば、前記の原料を含有し、モル比を適宜前記した範囲に調整して
水に混合した水熱合成溶液に、種結晶を表面に付着、担持させた多孔質支持体を浸漬させ
て、加熱状態で保持するようにすればよい。
【００４８】
水熱合成反応における加熱温度は、例えば、３１３〜４７３Ｋが好ましく、３４３〜４
２３Ｋがより好ましい。加熱温度が低過ぎるとゼオライトの合成反応が十分に起こらず、
高すぎるとゼオライトの合成反応の制御が困難となり均一なゼオライト膜が得られない。

20

【００４９】
加熱時間は加熱温度に応じて適宜変更し得るが、一般に１時間〜１００時間とすること
が好ましく、３時間〜１０時間とすることが好ましい。水熱合成反応については、例えば
、特許第３７５４５２０号公報等の記載を参考にしてもよい。水熱合成反応が実施された
後は、蒸留水等に浸漬させ、その後、２７３〜４７３Ｋにて減圧乾燥処理することが好ま
しい。
【００５０】
かかる水熱合成反応により、ゼオライトが多孔質支持体の表面に固着した状態で結晶化
されてゼオライト膜が形成される。かかる水熱合成反応によれば、種々の組成を有するゼ
30

オライト膜を製造できる。
【００５１】
なお、不均一な生成物を含むことを避けるべく、水熱合成溶液の調製は、従来公知の緊
密共沈法による合成ゲル溶液を水熱合成溶液として用いるようにしてもよい。かかる緊密
共沈法の原理は、沈殿生成反応における２種類の源溶液のすべてを瞬間的（約１秒程度）
に混合して過飽和溶液化する第１工程と、続いてその溶液から急速にＰＦＨＳ（Ｐｒｅｃ
ｉｐｉｔａｔｉｏｎ

Ｆｒｏｍ

Ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓ

Ｓｏｌｕｔｉｏｎ：均一溶液

からの沈殿析出）を起こさせる第２工程とを経時的に分離して進行させるものである。
【００５２】
得られる緊密共沈物は、ミクロ的によく混ざり合った均質物で非晶質であることが多い
。具体的な操作方法は、溶液層Ａと溶液層Ｂと溶液層Ｃといった３種の溶液層を用意し、

40

ミキサー内に溶液層Ａと溶液層Ｂと溶液層Ｃを比重の差を利用して積み重ねて３層を形成
させた後、一挙に過飽和溶液化して、その後共沈物を得るものである。本発明にあっては
かかる方法を用いるようにしてもよい。
【００５３】
なお、ＦＡＵ型ゼオライトにおけるＸ型ゼオライトとＹ型ゼオライトは、前記したよう
にシリカアルミナ比により区別されるが、シリカ源とアルカリ源等の合成ゲルの組成、水
熱合成の時間や温度等の諸条件等を適宜調整して、シリカアルミナ比を調整することが好
ましい。
【００５４】
（Ｂ）カチオン交換（イオン交換）：
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Ａｇ−Ｘ型ゼオライトやＡｇ−Ｙ型ゼオライト等のＡｇ−ＦＡＵ型ゼオライトは、成膜
されたＦＡＵ型ゼオライト中のイオン交換可能なカチオンを、Ａｇイオンにイオン交換す
ることにより得られる。成膜されたＦＡＵ型ゼオライトとしては、ナトリウム型、アンモ
ニウム型、プロトン型等の種々の構成のＸ型ゼオライトやＹ型ゼオライトのカチオンを、
Ａｇイオン（銀イオン）にイオン交換して調整することができる。これらのうち、本発明
にあっては、ＦＡＵ型ゼオライト中のイオン交換可能なカチオンがＮａイオン（ナトリウ
ムイオン）である、ナトリウム型Ｘ型ゼオライト（Ｎａ−Ｘ型ゼオライト）やナトリウム
型Ｙ型ゼオライト（Ｎａ−Ｙ型ゼオライト）等のナトリウム型ＦＡＵ型ゼオライト（Ｎａ
−ＦＡＵ型ゼオライト）を使用することが好ましい。
【００５５】

10

イオン交換のための銀は通常カチオンとして水に溶解した形態で準備される。このよう
なカチオン性の銀を含む水溶液の具体例としては、硝酸銀や過塩素酸銀等の水溶液、銀の
アンミン錯イオン水溶液等を挙げることができるが、硝酸銀水溶液が最も好ましく使用さ
れる。銀イオンを含む水溶液の濃度は銀の濃度として、一般に０．００１〜１０Ｍの範囲
とすることが好ましく、０．０１〜１．０Ｍの範囲とすることが特に好ましい。
【００５６】
イオン交換の方法としては、特に制限はないが、通常は前記したカチオン性の銀を含む
水溶液に、前記したナトリウム型、アンモニウム型、プロトン型等の種々の構成のＦＡＵ
型ゼオライト（Ｘ型ゼオライトやＹ型ゼオライト等。）を浸漬することにより実施される
20

。
【００５７】
本発明にあっては、前記したカチオン性の銀を含む水溶液の温度であるイオン交換の温
度（イオン交換温度：カチオン交換温度と同意。）は、２７３〜３１０Ｋとする。ＦＡＵ
型ゼオライト膜は耐水性が低いが、イオン交換の温度をかかる温度で実施することにより
、イオン交換におけるＦＡＵ型ゼオライトへの熱的負荷を抑え、かつイオンの凝集を防ぐ
ことで分離性能に優れたゼオライト膜複合体を製造することができる。イオン交換温度は
、２７３〜３０３Ｋとすることが好ましく、２７３〜２９３Ｋとすることが特に好ましい
。
【００５８】
一方、イオン交換温度が２７３Ｋより低いと、温度が低すぎて、イオン交換の速度が遅

30

く、イオン交換が十分になされない場合がある。イオン交換温度が３１０Ｋより高いと、
ゼオライト膜に熱的負荷がかかり、ゼオライト膜の低い耐水性と相俟って、ゼオライト膜
が溶解し、ゼオライト膜の緻密性が損なわれて、分離性能に悪影響を与える場合がある。
【００５９】
イオン交換のための時間（イオン交換時間）は、通常５分以上とし、３０分〜２４時間
とすることが好ましい。また、イオン交換は、撹拌しながら実施することが好ましい。
【００６０】
イオン交換後は水洗等により、イオン交換に用いた水溶液を十分に取り除くことが好ま
しい。また、イオン交換は１回でもよいが、繰り返し実施するようにしても問題はない。
なお、イオン交換を繰り返し実施する場合の回数は、一般に、１０回以下が好ましく、５

40

回以下とすることが特に好ましい。
【００６１】
なお、形成されたＦＡＵ型ゼオライト膜（以下、単に「ゼオライト膜」とする場合もあ
る。）を構成する成分としては、Ｘ型ゼオライト、Ｙ型ゼオライト等のＦＡＵ型ゼオライ
トであり、ＦＡＵ型ゼオライトは、アルミノ珪酸塩は、ＳｉとＡｌの酸化物を主成分とす
るものである。一方、それ以外にシリカ、アルミナ等の無機バインダー、ポリマー等の有
機物、あるいはＦＡＵ型ゼオライト表面を修飾するシリル化剤等の所定の元素等を必要に
応じ含んでいてもよい。
【００６２】
ゼオライト膜は、一部アモルファス成分などが含有されていてもよいが、実質的には、
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Ｘ型ゼオライト、Ｙ型ゼオライト等のＦＡＵ型ゼオライト等のみで構成されるゼオライト
膜であることが好ましい。
【００６３】
成膜されたゼオライト膜の厚さは特に限定されないが、厚さの下限は０．１μｍ以上で
あることが好ましく、０．６μｍ以上であることがさらに好ましく、１．０μｍ以上であ
ることが特に好ましい。また、厚さの上限は１００μｍ以下であることが好ましく、６０
μｍ以下であることがさらに好ましく、２０μｍ以下であることが特に好ましい。ゼオラ
イト膜の膜厚が大きすぎると透過量が低下する傾向があり、小さすぎると選択性が低下し
たり、膜強度が低下する場合がある。
【００６４】

10

本発明において、ＦＡＵ型ゼオライトのＳｉ／Ａｌ比（モル比）は概ね１．０以上とさ
れ（１．０〜３．０の範囲であることが好ましい。）、Ｘ型ゼオライトは１．０〜１．５
、Ｙ型ゼオライトは１．５を超えて３．０以下として判断できる。また、ゼオライトの構
造の違いはＸＲＤ測定におけるピークパターンから決定し、具体的には、ＸＲＤ測定にお
ける回折角からＳｉ／Ａｌ比を決定することができる。
【００６５】
本発明にあって、ＦＡＵ型ゼオライト中のＡｇ量は、２６質量％以上であることが好ま
しく、２６〜６６質量％であることがより好ましい。２６質量％より小さい場合にはオレ
フィンの分離性能が十分でない場合があり、６６質量％より多い場合には銀の添加量に対
応した性能が発揮されない場合があり、また、コスト高となる。

20

【００６６】
また、ＦＡＵ型ゼオライトにおけるＡｇ／Ａｌ比（モル比）は、０．５以上であること
が好ましく、０．５〜２．０の範囲であることが特に好ましい。
【００６７】
本発明のゼオライト膜複合体の形状は特に限定されず、前記した多孔質支持体の形状に
委ねられ、例えば、管状、中空糸状、モノリス型、ハニカム型などあらゆる形状を採用で
きる。また大きさも特に限定されず、例えば、管状の場合は、一般に、長さ２〜２００ｃ
ｍ、内径０．０５〜２．０ｃｍ、厚さ０．５〜４．０ｍｍとすることが好ましい。
【００６８】
（Ｃ）発明の効果：

30

以上説明した本発明の製造方法によれば、多孔質支持体上にＦＡＵ型ゼオライトを成膜
し、イオン交換によりかかるＦＡＵ型ゼオライト中のイオン交換可能なカチオンをＡｇイ
オンにイオン交換してゼオライト膜複合体を製造するにあたり、イオン交換の温度（イオ
ン交換温度：カチオン交換温度と同意。）を比較的低い温度（２７３〜３１０Ｋ）として
いるので、ＦＡＵ型ゼオライトへの負荷を抑え、イオン凝集を防ぎ、分離性能に優れたゼ
オライト膜複合体を製造することができる。
【００６９】
本発明の製造方法で得られたゼオライト膜複合体（Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体、Ａ
ｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体等のＦＡＵ型ゼオライト膜複合体。）は、プロピレン／プロ
パン等のオレフィン／パラフィン混合流体からオレフィンを選択的に分離するに際して、

40

オレフィンを選択的に分離する分離性能に優れ、分離温度（膜温度）を３５３Ｋとした場
合で、混合流体のオレフィンとパラフィンの濃度が等しい（モル分率（％）がオレフィン
／パラフィン＝５０／５０）場合における分離係数を２０以上とすることができ、ＦＡＵ
型ゼオライトがＸ型ゼオライト（Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体）の場合は、３０以上と
することができる。
【００７０】
なお、オレフィン／パラフィンの分離係数（他では単に「分離係数」として示すことも
ある。）とは、供給ガス中のオレフィン濃度ＳＯ［ｍｏｌ（モル）％］（モル分率（％）
と同意。以下、ｍｏｌ（モル）％について同じ。）とパラフィン濃度ＳＰ［ｍｏｌ％］と
の比に対する透過ガス中のオレフィン濃度ＰＯ［ｍｏｌ％］とパラフィンの濃度ＰＰ［ｍ
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ｏｌ％］との比であり、下記式（Ｉ）で表されるものである。分離係数が大きいほど、オ
レフィンの選択的な分離性能が高いと考えられる。
【００７１】
分離係数＝（ＰＯ／ＰＰ）／（ＳＯ／ＳＰ）

……

（Ｉ）

【００７２】
また、本発明の製造方法で得られるゼオライト膜複合体は、オレフィン／パラフィン混
合流体からオレフィンを選択的に分離するに際して、混合流体のオレフィン濃度が低い（
オレフィンのモル分率が１０％以下）場合におけるオレフィンの選択的分離に特に有用で
ある。
10

【００７３】
例えば、本発明の製造方法で得られるゼオライト膜複合体は、多孔質支持体と、かかる
多孔質支持体上に形成されたＡｇ−ＦＡＵ型ゼオライト膜を有する、オレフィン／パラフ
ィン混合流体からオレフィンを選択的に分離するＡｇ−ＦＡＵ型ゼオライト膜複合体であ
り、オレフィン／パラフィン混合流体のオレフィンのモル分率を１０％以下とした場合に
おける、分離温度（膜温度。以下同じ。）が３１３Ｋでのオレフィン／パラフィンの分離
係数が２０以上である。かかる分離係数は、２３以上であることが好ましい。
【００７４】
ＦＡＵ型ゼオライトとしては、Ａｇ−Ｘ型ゼオライト（Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体
となる。）、Ａｇ−Ｙ型ゼオライト（Ａｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体となる。）等が挙げ
られる。Ａｇ−Ｘ型ゼオライト（Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体）とする場合は、オレフ

20

ィン／パラフィン混合流体のオレフィンのモル分率が１％以下とした場合における、分離
温度が３１３Ｋでのオレフィン／パラフィンの分離係数が９０以上であることが好ましい
。
【００７５】
なお、ゼオライト膜複合体の分離係数の上限は、混合流体のオレフィンとパラフィンの
濃度が等しい（モル分率（％）がオレフィン／パラフィン＝５０／５０）場合や、混合流
体のオレフィン濃度が低い（オレフィンのモル分率が１０％以下。以下、特記ない限り同
じ。）場合において、分離温度（膜温度）を２７３〜４２３Ｋとした場合に、概ね３００
を超えないもの（３００未満）と考えられるが、分離の条件等によって左右される場合も
30

あり、本発明はこれには限定されない。
【００７６】
本発明で得られたゼオライト膜複合体を用いた場合の、混合流体のオレフィンとパラフ
ィンの濃度が等しい場合や、混合流体のオレフィン濃度が低い場合のプロピレン等のオレ
フィンの透過度の一例を挙げると、下記のようになる。
【００７７】
例えば、Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体については、概ね１．０×１０−７［ｍｏｌ・
ｍ−２・ｓ−１・Ｐａ−１］以上（分離温度

３５３Ｋ）、１．０×１０−８［ｍｏｌ・

ｍ−２・ｓ−１・Ｐａ−１］以上（分離温度

３１３Ｋ）となることが好ましい。また、

Ａｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体の場合は、概ね１．０×１０−７［ｍｏｌ・ｍ−２・ｓ−
１

・Ｐａ−１］以上（分離温度

１

−１

・Ｐａ

］以上（分離温度

３５３Ｋ）、１．０×１０−９［ｍｏｌ・ｍ−２・ｓ−

40

３１３Ｋ）となることが好ましい。なお、これらも分離

の条件等によって左右される場合もあり、本発明はこれには限定されない。
【００７８】
混合流体においてモル分率と分圧は関連すると考えられる。例えば、オレフィン／パラ
フィン混合流体のオレフィンのモル分率を「Ａ」％、パラフィンのモル分率を「Ｂ」％と
して、混合流体の全体圧力を１００ｋＰａとした場合、オレフィンの分圧は「Ａ」ｋＰａ
、パラフィンの分圧は「Ｂ」ｋＰａと考えてよい。以上より、本発明によるゼオライト膜
複合体は、オレフィン／パラフィン混合流体からオレフィンを選択的に分離するに際して
、混合流体のオレフィン分圧が低い（混合流体の全体圧力を１００ｋＰａとした場合のオ
レフィンの分圧が１０ｋＰａ％以下（これはオレフィンのモル分率が１０％以下と同視で
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きる。））場合におけるオレフィンの選択的分離に特に有用であると考えることもできる
。
【００７９】
ゼオライト膜複合体を用いた、オレフィン／パラフィン混合流体の分離について説明す
ると、ゼオライト膜複合体を構成するＦＡＵ型ゼオライト膜は、分子ふるいとして作用す
る。つまりＦＡＵ型ゼオライト膜は、ＦＡＵ型ゼオライトの細孔径よりも小さい特定の分
子のみを選択的に透過させ、細孔径よりも大きい分子は透過させない。
【００８０】
加えて、ＦＡＵ型ゼオライト膜に含まれるＡｇカチオンは、細孔よりも小さい特定の分
子のうちオレフィンのみを選択的に吸着する。このように、ＦＡＵ型ゼオライト膜は、分

10

子の大きさに応じた分子ふるいの機能と、分子の組成に応じた化学吸着能と、を兼ね備え
ているものと考えられる。
【００８１】
混合流体（混合ガス）がオレフィン／パラフィンの混合流体である場合、オレフィンが
ＦＡＵ型ゼオライト膜の内部に吸着されやすい。したがって、オレフィンのみが選択的に
ＦＡＵ型ゼオライト膜の内部に取り込まれてかかる膜を透過する。一方、パラフィンはオ
レフィンに比べてＦＡＵ型ゼオライト膜を透過しにくい。
【００８２】
加えて、分離操作においては、ＦＡＵ型ゼオライト膜の細孔内壁におけるオレフィン分
子の吸着と脱着とが、パラフィン分子よりも優先的にかつ連続的に進行され、また、ＦＡ

20

Ｕ型ゼオライトの細孔内壁へ吸着されたオレフィン分子が、パラフィン分子の吸着及び透
過を阻害することとなる。以上より、ＦＡＵ型ゼオライト膜では、オレフィンが選択的に
透過し、オレフィンの分離性能が優れたものとなる。
【００８３】
本発明の製造方法で得られるゼオライト膜複合体（のＦＡＵ型ゼオライト膜）は、オレ
フィンが低い濃度にあっては、混合流体とゼオライト膜が接触する際に、混合流体中のオ
レフィン分子（例えば、プロピレン分子等。）がゼオライト膜に吸着されたＡｇイオンと
直接相互作用する一方、パラフィン分子（例えば、プロパン分子等。）の透過阻害が生じ
、ゼオライト膜はオレフィン選択性を示すことになる。よって、分離係数も２０以上を維
持することができ、混合流体のオレフィン濃度が低い（オレフィンのモル分率が１０％以

30

下）場合におけるオレフィンの分離に特に有用となる。
【００８４】
（Ｄ）実施形態の変形：
なお、以上説明した態様は、本発明の一態様を示したものであって、本発明は、前記し
た実施形態に限定されるものではなく、本発明の構成を備え、目的及び効果を達成できる
範囲内での変形や改良が、本発明の内容に含まれるものであることはいうまでもない。ま
た、本発明を実施する際における具体的な構造及び形状等は、本発明の目的及び効果を達
成できる範囲内において、他の構造や形状等としても問題はない。本発明は前記した各実
施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形や改良は、本
発明に含まれるものである。

40

【００８５】
例えば、前記した実施形態では、ＦＡＵ型ゼオライトが水熱合成により得られることと
して、水熱合成について所定の方法を例示して説明したが、水熱合成の方法については例
示した以外の方法を用いてもよく、また、ＦＡＵ型ゼオライトを得る手段として水熱合成
以外の任意の方法を用いるようにしてもよい。
その他、本発明の実施の際の具体的な構造及び形状等は、本発明の目的を達成できる範
囲で他の構造等としてもよい。
【実施例】
【００８６】
以下、本発明を実施例等に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに限定さ
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れるものではない。
【００８７】
［実施例１］
Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体の調製（１）：
以下、（Ａ）多孔質支持体上へのＦＡＵ型ゼオライトの成膜（（ａ）種結晶スラリーの
調製→（ｂ）多孔質支持体上への種結晶の担持→（ｃ）水熱合成溶液の調製→（ｄ）水熱
合成）、（Ｂ）カチオン交換（イオン交換によりＦＡＵ型ゼオライト中のイオン交換可能
なカチオンをＡｇイオンにイオン交換する。）の手順により、多孔質支持体−ゼオライト
膜の複合体としてＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体を調製した。
10

【００８８】
（Ａ）多孔質支持体上へのＦＡＵ型ゼオライトの成膜：
Ｎａ−Ｘ型膜複合体は、種結晶を用いた二次成長法によって多孔質α−アルミナ管状支
持体上に製膜した。多孔質支持体（以下、単に「支持体」とする場合もある。）としては
、ＮＯＲＩＴＡＫＥ製ＮＳ−１（外径
ｍ（０．１５μｍ）（気孔率

１０ｍｍ, 内径

４０％、全長

７ｍｍ、平均細孔径

１５０ｎ

３ｃｍ）を使用した。また、種結晶の担持

方法としては、公知のディップコーティング（Ｄｉｐ

Ｃｏａｔｉｎｇ）法を用いた。以

下、成膜までの手順を示す。
【００８９】
（ａ）種結晶スラリーの調製：
種結晶として市販のＵＳＹ（Ｕｌｔｒａ−

Ｓｔａｂｌｅ

Ｙ）ゼオライト粉末を用い

20

た。まず、ＵＳＹ粉末８ｇ（Ｓｉ／Ａｌ＝７、東ソーＨＳＺ−３６０ＨＵＡ）を蒸留水２
０ｇ、ジルコニアボール（ＹＴＺボール、ＺｒＯ２；９５％、直径

１ｍｍ及び２ｍｍを

１／１に混合)とともに１００ｍＬ容のＰＰ容器に入れ、ボールミルによって２４時間粉
砕して、種結晶スラリーを得た。
【００９０】
かかる種結晶スラリーに超音波処理を行い、遠心分離機（ＨＩＴＡＣＨＩ製

ｈｉｍａ

ｃＣＲ２０Ｇ）を用いて４０００ｒｐｍで１０分間の遠心分離を行うことにより、上澄み
液と沈殿物に分離させ上澄み液を回収した。この上澄み液に蒸留水及び水酸化ナトリウム
水溶液を加え濃度及びｐＨを調整し、濃度が２．５ｇ・Ｌ−１、ｐＨ＝８．０のＵＳＹ種
結晶スラリーを得た。

30

【００９１】
（ｂ）多孔質支持体上への種結晶の担持：
多孔質支持体上への種結晶の担持は、種結晶スラリーを用いたディップコーティング法
により行った。まず、多孔質α−アルミナ管状支持体をテフロン（登録商標）棒（太さ
６ｍｍ）にシールテープで固定し、（ａ）で濃度が２．５ｇ・Ｌ−１、ｐＨ＝８．０に調
整したＵＳＹ種結晶スラリー中に１分間浸漬させて、液面の降下速度を３ｃｍ・ｓ−１と
して種結晶スラリーを抜いた。
【００９２】
その後、２９３Ｋで２０分間、次いで３４３Ｋで２時間、その後、再び２９３Ｋで４０
分間乾燥させた。その後、同様にディップコーティングをもう一度行い、２９３Ｋで２０
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分間、３４３Ｋで５時間乾燥させることで、多孔質支持体上に種結晶を担持した。
【００９３】
（ｃ）水熱合成溶液の調製：
水熱合成溶液を下記のようにして調製した。組成はＫｕｍａｋｉｒｉらによる報告を参
考にし、モル比で、Ｎａ２Ｏ／ＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３／Ｈ２Ｏ＝８０／９／１／５０００
とした。まず、蒸留水にＮａＯＨ（＞９６．０％、和光純薬工業（株）製）及びＡｌ（Ｏ
Ｈ）３（＞９５％、和光純薬工業（株）製）を溶解し、これをＡｌ源溶液とした。また、
蒸留水にケイ酸ナトリウム（ＳｉＯ２；２８〜３０％、Ｎａ２Ｏ；９〜１０％、ともにキ
ング化学（株）製）を溶解して、これをＳｉ源溶液とした。
【００９４】
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かかるＡｌ源溶液とＳｉ源溶液ともに撹拌しながら３４３Ｋで１時間保持した後に混合
し、３４３Ｋのまま５分間攪拌して、水熱合成溶液を得た。
【００９５】
（ｄ）水熱合成：
種結晶を担持した支持体を、（ｃ）で得られた３４３Ｋの水熱合成溶液中に浸漬させた
。その後，容器ごと３４３Ｋのオーブンに入れ、２４時間水熱処理をすることによって、
多孔質支持体上にＮａ−Ｘ型ゼオライトを成膜したＮａ−Ｘ型ゼオライト膜複合体を得た
。得られたＮａ−Ｘ型ゼオライト膜複合体は、蒸留水に１時間浸漬させる操作を３回繰り
返すことにより洗浄して、３４３Ｋにて減圧乾燥処理した。
【００９６】

10

（Ｂ）カチオン交換（イオン交換）：
（Ａ）で得られたＮａ−Ｘ型ゼオライト膜複合体について、液相イオン交換法にてＡｇ
＋

イオン（Ａｇイオン）を担持させるカチオン交換（イオン交換）を行った。（Ａ）で得

られたＮａ−Ｘ型ゼオライト膜複合体を０．０１Ｍの硝酸銀水溶液を用いて、硝酸銀水溶
液の温度（イオン交換温度）を２７３Ｋとして減圧下で１時間浸漬させてイオン交換する
ことによって銀カチオン交換Ｘ型ゼオライト膜を得た。その後、蒸留水に浸漬させ、攪拌
条件下で１時間洗浄した後に、室温で減圧乾燥することにより、多孔質支持体と、かかる
多孔質支持体上に形成されたＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜を有するＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜複
合体を得た。
【００９７】

20

得られたＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体は、Ｓｉ／Ａｌ比が１．１のＡｇ−Ｘ型ゼオラ
イトから構成され、Ａｇ−Ｘ型ゼオライト中のＡｇの割合は約３３質量％、Ａｇ／Ａｌ比
（モル比）は約１．０であった。また、ゼオライト膜の膜厚は２〜５μｍであった。膜厚
は、他の実施例、比較例（Ｙ型のものも含む。）も同様である。
【００９８】
なお、下記の実施例、比較例も含め、ゼオライト中のＡｇ量はイオン交換前後の重量変
化から算出した。また、ゼオライトの構造（Ｘ型かＹ型か）はＸＲＤ測定におけるピーク
パターンから決定（ＸＲＤ測定における回折角からＳｉ／Ａｌ比を決定）した。
した。
【００９９】

30

［実施例２］
Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体の調製（２）：
実施例１において、（Ｂ）カチオン交換における硝酸銀水溶液の温度（イオン交換温度
）を２７３Ｋから２９３Ｋとした以外は、実施例１と同様な方法を用いて、実施例２のＡ
ｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体を得た。得られたＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体は、Ｓｉ／
Ａｌ比が１．１のＡｇ−Ｘ型ゼオライトから構成され、Ａｇ−Ｘ型ゼオライト中のＡｇの
割合は約２７質量％、Ａｇ／Ａｌ比（モル比）は約０．７４であった。
【０１００】
［実施例３］
Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体の調製（３）：

40

実施例１において、（Ｂ）カチオン交換における硝酸銀水溶液の温度（イオン交換温度
）を２７３Ｋから３０３Ｋとした以外は、実施例１と同様な方法を用いて、実施例３のＡ
ｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体を得た。得られたＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体は、Ｓｉ／
Ａｌ比が１．１のＡｇ−Ｘ型ゼオライトから構成され、Ａｇ−Ｘ型ゼオライト中のＡｇの
割合は約２７質量％、Ａｇ／Ａｌ比（モル比）は約０．７２であった。
【０１０１】
［比較例１］
Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体の調製（４）：
実施例１において、（Ｂ）カチオン交換における硝酸銀水溶液の温度（イオン交換温度
）を２７３Ｋから３１３Ｋとした以外は、実施例１と同様な方法を用いて、比較例１のＡ
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ｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体を得た。得られたＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体は、Ｓｉ／
Ａｌ比が１．１のＡｇ−Ｘ型ゼオライトから構成され、Ａｇ−Ｘ型ゼオライト中のＡｇの
割合は約２７質量％、Ａｇ／Ａｌ比（モル比）は約０．７３であった。
【０１０２】
［比較例２］
Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体の調製（５）：
実施例１において、（Ｂ）カチオン交換における硝酸銀水溶液の温度（イオン交換温度
）を２７３Ｋから３３３Ｋとした以外は、実施例１と同様な方法を用いて、比較例２のＡ
ｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体を得た。得られたＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体は、Ｓｉ／
Ａｌ比が１．１のＡｇ−Ｘ型ゼオライトから構成され、Ａｇ−Ｘ型ゼオライト中のＡｇの

10

割合は約２１質量％、Ａｇ／Ａｌ比（モル比）は約０．６２であった。
【０１０３】
［比較例３］
Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体の調製（６）：
実施例１において、（Ｂ）カチオン交換における硝酸銀水溶液の温度（イオン交換温度
）を２７３Ｋから３４３Ｋとした以外は、実施例１と同様な方法を用いて、比較例３のＡ
ｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体を得た。得られたＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体は、Ｓｉ／
Ａｌ比が１．１のＡｇ−Ｘ型ゼオライトから構成され、Ａｇ−Ｘ型ゼオライト中のＡｇの
割合は約１６質量％、Ａｇ／Ａｌ比（モル比）は約０．５１であった。
20

【０１０４】
［実施例４］
Ａｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体の調製（１）：
（Ａ）多孔質支持体上へのＦＡＵ型ゼオライトの成膜：
Ｎａ−Ｙ型ゼオライト膜は、前記したＮａ−Ｘ型ゼオライト膜と同様に、種結晶を用い
た二次成長法によって多孔質α−アルミナ管状支持体上に製膜した。
【０１０５】
また、多孔質支持体も、実施例１のＮａ−Ｘ型ジルコニア膜と同じＮＯＲＩＴＡＫＥ製
ＮＳ−１（外径
気孔率

１０ｍｍ、内径

４０％、全長

７ｍｍ、平均細孔径

１５０ｎｍ（０．１５μｍ）、

３ｃｍ）を使用し、種結晶の担持方法も、実施例１と同様に、公

知のディップコーティング（Ｄｉｐ

Ｃｏａｔｉｎｇ）法を用いた。以下、成膜までの手

30

順を示す。
【０１０６】
（ａ）種結晶スラリーの調製：
実施例１のＸ型ジルコニア膜と同様、市販のＵＳＹゼオライト粉末を用いた。用いたＵ
ＳＹ粉末の重量、粉砕や遠心分離条件は、スラリーの濃度及びｐＨが異なる以外は、実施
例１のＸ型ジルコニア膜の製造と同様に実施した。遠心分離後の上澄み液に蒸留水及び塩
酸を加え濃度及びｐＨを調整し、濃度が５．０ｇ・Ｌ−１、ｐＨ＝５．０のＵＳＹ種結晶
スラリーを得た。
【０１０７】
（ｂ）多孔質支持体上への種結晶の担持：

40

多孔質支持体上への種結晶の担持は、実施例１等のＸ型ゼオライト膜と同様に、種結晶
スラリーを用いたディップコーティング法により行った。まず、多孔質アルミナ管状支持
体をテフロン（登録商標）棒（太さ

６ｍｍ）にシールテープで固定し、（ａ）で濃度を

−１

５．０ｇ・Ｌ

、ｐＨ＝５．０に調整したＵＳＹ種結晶スラリー中に１分間浸漬させて

、液面の降下速度３ｃｍ・ｓ−１で種結晶スラリーを抜いた。
【０１０８】
その後、２９３Ｋで２０分間、次いで３４３Ｋで２時間、その後、再び２９３Ｋで４０
分間乾燥させた。その後、同様にディップコーティングをもう一度行い、２９３Ｋで２０
分間、３４３Ｋで５時間乾燥させることで多孔質支持体上に種結晶を担持した。
【０１０９】
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（ｃ）水熱合成溶液（緊密共沈法による合成ゲル溶液）の調製：
緊密共沈法により合成ゲル溶液を調製した。合成ゲルの組成はＫｉｔａらによる報告を
参考にし、モル比でＮａ２Ｏ／ＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３／Ｈ２Ｏ＝２２／２５／１／９９０
とした。まず、ケイ酸ナトリウム溶液（ＳｉＯ２；２８〜３０％、Ｎａ２Ｏ；９〜１０％
、キシダ化学）を所定の量ＰＰ容器に量り取った(これを溶液Ａとした。)。次に、蒸留水
に水酸化ナトリウム（＞９９．５％、関東化学（株）製）を溶解させ、攪拌した（これを
溶液Ｂとした。）。そして、蒸留水に水酸化ナトリウムを溶解した後，その溶液にさらに
アルミン酸ナトリウムＮａＡｌＯ２（Ｎａ２Ｏ；３１〜３５％、Ａｌ２Ｏ３；３４〜３９
％、関東化学（株）製）を溶解し、攪拌した（これを溶液Ｃとした。）。
10

【０１１０】
これらの３つの溶液（溶液Ａ、溶液Ｂ及び溶液Ｃ）をそれぞれの溶液が混ざらないよう
に、溶液Ａが入ったＰＰ容器内にゆっくりと溶液Ｂ及び溶液Ｃの順で、３層になるように
仕込み、ウルトラ撹拌機（ＡＳＯＮＥ製

ＨＳＩＡＮＧＴＡＩ）を用いて、回転数を２０

００ｒｐｍとして５分間撹拌を行った。撹拌混合後，エージングを２９３Ｋ、撹拌条件下
（３５０ｒｐｍ）で４時間行い、水熱合成溶液を得た。
【０１１１】
（ｄ）水熱合成：
種結晶を担持した支持体を、５０ｍＬ容のＰＰ容器中の２９３Ｋの水熱合成溶液中に浸
漬させた。その後、ＰＰ容器ごと３７３Ｋのオーブンに入れ，１５ｒｐｍで４時間回転さ
せながら水熱処理をすることによって、支持体上にＮａ−Ｙ型ゼオライトを成膜した。得

20

られたＮａ−Ｙ型ゼオライト膜は、蒸留水に１時間浸漬させる操作を３回繰り返すことに
より洗浄し、室温にて減圧乾燥した。
【０１１２】
（Ｂ）カチオン交換（イオン交換）：
カチオン交換Ｙ型ゼオライト膜の調製における銀カチオン交換については、実施例１（
Ｂ）に載せたＸ型ゼオライト膜のカチオン交換と同様の方法（硝酸銀水溶液の温度（イオ
ン交換温度）

２７３Ｋ）で行い、多孔質支持体と、かかる多孔質支持体上に形成された

Ａｇ−Ｙ型ゼオライト膜を有するＡｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体を得た。得られたＡｇ−
Ｙゼオライト膜複合体は、Ｓｉ／Ａｌ比が１．６のＡｇ−Ｙ型ゼオライトから構成され、
Ａｇ−Ｙ型ゼオライト中のＡｇの割合は約２６質量％、Ａｇ／Ａｌ比（モル比）は約０．

30

８０であった。
【０１１３】
［比較例４］
Ａｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体の調製（２）：
実施例４において、（Ｂ）カチオン交換における硝酸銀水溶液の温度（イオン交換温度
）を２７３Ｋから３４３Ｋとした以外は、実施例４と同様な方法を用いて、比較例４のＡ
ｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体を得た。得られたＡｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体は、Ｓｉ／
Ａｌ比が１．６のＡｇ−Ｙ型ゼオライトから構成され、Ａｇ−Ｙ型ゼオライト中のＡｇの
割合は約２５質量％、Ａｇ／Ａｌ比（モル比）は約０．７７であった。
【０１１４】

40

［試験例１］
透過分離試験（１）：
実施例１ないし実施例３、比較例１ないし比較例３で得られたＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜
複合体の炭化水素の透過性能を調べるため、原料となるオレフィン／パラフィン混合ガス
としてプロピレン／プロパン混合ガスを用い、図１に概略が開示される装置を用いて、ベ
ーパーパーミエーションによる透過分離試験を行った。
【０１１５】
なお、混合ガスのプロピレンとプロパンの濃度比は、１／１（プロピレンのモル分率（
％）／プロパンのモル分率（％）＝５０／５０（１／１））とした（圧力比も、１／１の
等圧（プロピレン分圧／プロパン分圧＝５０ｋＰａ／５０ｋＰａ（混合ガス全体で１００
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ｋＰａ）となる。）。また、膜温度（分離温度）は３５３Ｋで行った。
【０１１６】
図１は、透過分離試験で用いた装置の概略図である。試験の概略を説明すると、図１に
は図示しないマスフローコントローラーによりプロピレンガス（オレフィンガス）とプロ
パンガス（パラフィンガス）の供給量が調整された混合流体を、ヒーターにより加熱され
、大気圧に保持した分離セル内に供給した。
【０１１７】
図１に示すかかる分離セルは、円筒型のゼオライト膜複合体の外側表面に分離する混合
流体を供給し、内側表面から透過ガスを得る構造を採用している。供給する混合ガスの総
供給量は２００ｍＬ／分に固定した。また、透過側にはキャリアガスとしてヘリウムガス

10

を２００ｍＬ／分の速度で流すようにした。
【０１１８】
多孔質支持体−ゼオライト膜複合体のゼオライト膜を透過したガスを含む回収ガスを分
取し、ガスクロマトグラフィー（Ｇａｓ

Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ：ＧＣ）（ＧＣ

−ＦＩＤ）にて測定を行ない、ゼオライト膜を透過した透過ガスの透過度［ｍｏｌ・ｍ−
２

・ｓ−１・Ｐａ−１］及び分離係数［−］を下記の式により算出し、評価した。結果を

表１に示す。
【０１１９】
なお、測定前に３９３Ｋで１時間前処理した。また、内標準物質としてＡｒ／ＣＨ４を
用いＣＨ４の流量が約１ｍＬ／分となるように調整し透過成分に加えた。

20

【０１２０】
（透過度と分離係数の算出）
ＣＨ４由来のＡｒｅａ値との比から、各炭化水素の流束（Ｆｌｕｘ）、透過度（Ｐｅｒ
ｍｅａｎｃｅ）及び分離係数（Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ

ｆａｃｔｏｒ）を以下の式から算

出した。なお、表１及び表２の透過度は、プロピレンの透過度（プロピレン透過度）を示
す。
【０１２１】
（流速（Ｆｌｕｘ）を求める式）
流速（Ｆｌｕｘ）＝（Ｐ・Ｖｆ）／（Ｒ・Ｔ・Ａ）

……

（Ｘ）
30

【０１２２】
（透過度（Ｐｅｒｍｅａｎｃｅ）を求める式）
透過度＝（Ｆｌｕｘ）／ΔＰ

……

（Ｙ）

【０１２３】
式（Ｘ）中、流速（Ｆｌｕｘ）［ｍｏｌ・ｍ−２・ｓ−１］を求めるためのＰ［Ｐａ］
は測定圧力（Ｐｒｅｓｓｕｒｅ

Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）、Ｖｆ［ｍ３・ｓ−１

Ｏｆ

］は透過ガス流れ（Ｐｅｒｍｅａｔｅｄ
−１

］はガス定数（Ｇａｓ

ｃｏｎｓｔａｎｔ）、Ｔ［Ｋ］は温度（Ｔｅｍｐｅｒａｔｕ

２

ｒｅ）、Ａ［ｍ

Ｆｌｏｗ）、Ｒ［Ｊ・ｍｏｌ−１・Ｋ

Ｇａｓ

］は膜表面積（Ｍｅｍｂｒａｎｅ

Ａｒｅａ）、をそれぞれ示す。

【０１２４】
また、式（Ｙ）中、透過度［ｍｏｌ・ｍ−２・ｓ−１・Ｐａ−１］を求めるためのΔＰ
［Ｐａ］は圧力差（Ｐｒｅｓｓｕｒｅ

40

Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）、を示す。

【０１２５】
分離係数（オレフィン／パラフィンの分離係数であり、本試験ではプロピレン／プロパ
ンの分離係数）とは、供給ガス中のプロピレン（オレフィン）濃度ＳＯ［ｍｏｌ（モル）
％］とパラフィン（プロパン）濃度ＳＰ［ｍｏｌ％］との比に対する透過ガス中のプロピ
レン（オレフィン）濃度ＰＯ［ｍｏｌ％］とパラフィン（プロパン）の濃度ＰＰ［ｍｏｌ
％］との比であり、下記式（Ｉ）で表されるものである。
【０１２６】
分離係数＝（ＰＯ／ＰＰ）／（ＳＯ／ＳＰ）
【０１２７】

……

（Ｉ）
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（評価結果：Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体）
【表１】

10

【０１２８】
表１に示すように、イオン交換（カチオン交換）温度が２７３〜３１０Ｋの範囲内で製
造された、実施例１ないし実施例３のＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体は、分離係数が高く
（３０以上）であり、プロピレン／プロパンの混合流体のプロピレンの選択分離について

20

良好な特性を示し、プロピレン／プロパン（オレフィン／パラフィン）混合流体における
プロピレンの分離に有用であると考えられる。一方、イオン交換温度が３１０Ｋより高い
条件で製造された比較例１ないし比較例３のＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体は、実施例１
ないし実施例３より分離係数が小さく、分離性能に劣るものと考えられる。
【０１２９】
［試験例２］
透過分離試験（２）：
実施例４及び比較例４で得られたＡｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体の炭化水素の透過性能
を調べるため、原料となるオレフィン／パラフィン混合ガスとしてプロピレン／プロパン
混合ガスを用い、試験例１と同様な方法を用いて、ベーパーパーミエーションによる透過

30

分離試験を行った。混合ガスの濃度比（分圧）、膜温度（分離温度）についても、試験例
１と同様にして行った。結果を表２に示す。
【０１３０】
（評価結果：Ａｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体）
【表２】

40

【０１３１】
表２に示すように、イオン交換温度が２７３〜３１０Ｋの範囲内で製造された実施例４
のＡｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体は、分離係数が高く（２０以上）プロピレン／プロパン
の混合流体のプロピレンの選択分離について良好な特性を示し、プロピレン／プロパン（
オレフィン／パラフィン）混合流体におけるプロピレンの分離に有用であると考えられる
。一方、イオン交換温度が３１０Ｋより高い条件で製造された比較例４のＡｇ−Ｙ型ゼオ
ライト膜複合体は、実施例４より分離係数が小さく、分離性能に劣るものと考えられる。
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【０１３２】
［試験例３］
透過分離試験（３）（プロピレン濃度を変化させた場合におけるプロピレン／プロパン
分離性能の確認）：
実施例１、実施例２及び比較例３で得られたＸ型ゼオライト膜複合体を用いてプロピレ
ン／プロパンガスにおけるプロピレン濃度（モル分率：％）を表３に示すように変化させ
、その他の条件等は試験例１と同様な方法を用いて、ベーパーパーミエーションによる透
過分離試験を行った。なお、膜温度（分離温度）は３１３Ｋとして行った。試験例１と同
様な方法で、透過度及び分離係数を算出した。結果を表３に示す。なお、混合ガス全体は
１００ｋＰａであり、プロピレン／プロパン混合流体のプロピレンのモル分率を「Ａ」％
、プロパンのモル分率を「Ｂ」（＝１００−「Ａ」）％とした場合、プロピレンの分圧は
「Ａ」ｋＰａ、プロパンの分圧は「Ｂ」ｋＰａと考えてよい。
【０１３３】
（評価結果：Ａｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体）
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【表３】
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【０１３４】
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表３に示すように、実施例１及び実施例２のＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体は、プロピ
レンが低濃度（モル分率が１０％以下）の範囲のプロピレンの分離において、分離係数を
２０以上とすることができ（かつ、モル分率が１％以下の範囲の分離において、分離係数
が９０以上となる。）、原料中のプロピレン濃度が低い（プロピレン分圧が低い）場合に
おいて高いプロピレン透過選択性を示すことが確認できた。従って、本発明のＡｇ−Ｘ型
ゼオライト膜複合体は、プロピレン濃度が低い場合におけるプロピレン／プロパン（オレ
フィン／パラフィン）混合流体のプロピレン（オレフィン）の分離に有用であると考えら
れる。一方、比較例３のＡｇ−Ｘ型ゼオライト膜複合体は、プロピレンが低濃度（モル分
率が１０％以下）の範囲の分離において、実施例１及び実施例２より分離係数が小さく、
分離性能に劣るものと考えられる。
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【０１３５】
［試験例４］
透過分離試験（４）（プロピレン濃度を変化させた場合におけるプロピレン／プロパン
分離性能の確認）：
実施例４で得られたＡｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体を用いてプロピレン／プロパンガス
におけるプロピレン濃度（モル分率：％）を表４に示すように変化させ、その他の条件等
は試験例１と同様な方法を用いて、ベーパーパーミエーションによる透過分離試験を行っ
た。なお、膜温度は３１３Ｋとして行った。試験例１と同様な方法で、透過度及び分離係
数を算出した。結果を表４に示す。
【０１３６】

20

（評価結果：Ａｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体）
【表４】
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【０１３７】

40

表４に示すように、実施例４のＡｇ−Ｙ型ゼオライト膜複合体は、プロピレンが低濃度
（モル分率が１０％以下）の範囲のプロピレンの分離において、分離係数を２０以上とす
ることができ、原料中のプロピレン濃度が低い（プロピレン分圧が低い）場合において高
いプロピレン透過選択性を示すことが確認できた。従って、本発明のＡｇ−Ｙ型ゼオライ
ト膜複合体は、プロピレン濃度が低い場合におけるプロピレン／プロパン（オレフィン／
パラフィン）混合流体のプロピレン（オレフィン）の分離に有用であると考えられる。
【産業上の利用可能性】
【０１３８】
本発明は、例えば、オレフィン／パラフィン混合流体を選択的に分離するゼオライト膜
複合体を提供する手段として有利に利用することができ、産業上の利用可能性は高い。
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【図１】
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