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(54)【発明の名称】アンモニアの精製方法およびアンモニア精製システム
(57)【要約】
【課題】

粗アンモニアに不純物として含まれる水分お

よび炭化水素を、吸着剤の吸着能を最大限に利用して効
率よく吸着除去することができるとともに、簡単化され
た方法でアンモニアを精製することができるアンモニア
の精製方法およびアンモニア精製システムを提供する。
【解決手段】

アンモニア精製システム１００において

、第１吸着塔２１および第２吸着塔２２は、気体状の粗
アンモニアに含まれる不純物を、水分および炭化水素に
対する吸着能を単独で有する吸着剤により吸着除去する
。第１コンデンサ３１は、不純物が吸着除去された気体
状のアンモニアを分縮することで揮発性の高い不純物を
気相成分として分離除去する。第２コンデンサ３２は、
回収タンク４内の気体状のアンモニアを再度分縮するこ
とで揮発性の高い不純物を気相成分として分離除去する
。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
不純物が含まれる粗アンモニアを精製する方法であって、
粗アンモニアに含まれる不純物を、水分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する
吸着剤により吸着除去する吸着除去工程と、
前記吸着除去工程で不純物が吸着除去されたアンモニアを分縮して気相成分と液相成分
とに分離することで、水素、窒素、酸素、アルゴン、一酸化炭素、二酸化炭素、および炭
素数１〜８の炭化水素を気相成分として分離除去し、液相成分として液体アンモニアを得
る分縮工程と、を含むことを特徴とするアンモニアの精製方法。
【請求項２】
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前記分縮工程で得られた液体アンモニアを気化し、その気化されたアンモニアを分縮し
て気相成分と液相成分とに分離することで、不純物を気相成分として分離除去し、液相成
分として液体アンモニアを得る再分縮工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載
のアンモニアの精製方法。
【請求項３】
前記吸着除去工程で用いる前記吸着剤が、多孔質の合成ゼオライトであることを特徴と
する請求項１または２に記載のアンモニアの精製方法。
【請求項４】
前記合成ゼオライトが、５〜９Åの細孔径を有する合成ゼオライトであることを特徴と
する請求項３に記載のアンモニアの精製方法。
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【請求項５】
前記分縮工程では、前記吸着除去工程で不純物が吸着除去されたアンモニアの７０〜９
９体積％を凝縮して気相成分と液相成分とに分離することを特徴とする請求項１〜４のい
ずれか１つに記載のアンモニアの精製方法。
【請求項６】
前記分縮工程では、前記吸着除去工程で不純物が吸着除去されたアンモニアを、−７７
〜５０℃の温度下で凝縮して気相成分と液相成分とに分離することを特徴とする請求項１
〜５のいずれか１つに記載のアンモニアの精製方法。
【請求項７】
不純物が含まれる粗アンモニアを精製するアンモニア精製システムであって、
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粗アンモニアに含まれる不純物を、水分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する
吸着剤により吸着除去する吸着手段と、
前記吸着手段により不純物が吸着除去されたアンモニアを分縮して気相成分と液相成分
とに分離することで、水素、窒素、酸素、アルゴン、一酸化炭素、二酸化炭素、および炭
素数１〜８の炭化水素を気相成分として分離除去し、液相成分として液体アンモニアを得
る分縮手段と、を含むことを特徴とするアンモニア精製システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、粗アンモニアを精製する精製方法およびアンモニア精製システムに関する。

40

【背景技術】
【０００２】
半導体製造工程および液晶製造工程においては、窒化物被膜の作製などに用いる処理剤
として、高純度のアンモニアが利用されている。このような高純度のアンモニアは、粗ア
ンモニアを精製して不純物を除去することにより得られる。
【０００３】
粗アンモニア中には、水素、窒素、酸素、アルゴン、一酸化窒素、二酸化炭素などの低
沸点ガス、炭化水素、水分などが不純物として含まれており、一般的に入手可能な粗アン
モニアの純度は９８〜９９重量％程度である。
【０００４】
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粗アンモニア中に含まれる炭化水素としては、一般的には炭素数１〜４のものが主であ
るが、アンモニアの合成原料として用いる水素ガスの製造時に、クラッキングガス中の油
分の分離が不十分であったり、あるいは、製造時にポンプ類からのポンプ油による油汚染
を受けたりと、沸点の高い分子量の大きな炭化水素が混入することもある。また、アンモ
ニア中に水分が多く含まれると、このアンモニアを用いて製造される半導体等の機能を大
きく低下させる場合があり、アンモニア中の水分は極力減らす必要がある。
【０００５】
半導体製造工程および液晶製造工程におけるアンモニアが用いられる工程の種類によっ
て、アンモニア中の不純物の影響の仕方は異なるが、アンモニアの純度としては、９９．
９９９９重量％以上（各不純物濃度１００ｐｐｂ以下）、より好ましくは９９．９９９９
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９重量％程度であることが求められる。近年窒化ガリウムのような発光体製造用には水分
濃度が３０ｐｐｂ未満であることが求められている。
【０００６】
粗アンモニア中に含まれる不純物を除去する方法としては、シリカゲル、合成ゼオライ
ト、活性炭等の吸着剤を用いて不純物を吸着除去する方法、不純物を蒸留除去する方法が
知られている。
【０００７】
たとえば、特許文献１には、液体状の粗アンモニアから揮発性の低い不純物を除去する
第１蒸留塔と、第１蒸留塔から導出された気体状のアンモニアに含まれる不純物（主に水
分）を吸着剤により吸着除去する吸着塔と、吸着塔から導出された気体状のアンモニアか
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ら揮発性の高い不純物を除去する第２蒸留塔とを備えるアンモニア精製システムが開示さ
れている。また、特許文献２には、気体状の粗アンモニアに含まれる水分を酸化バリウム
からなる吸着剤で吸着除去した後、蒸留することによってアンモニアを精製する方法が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００６−２０６４１０号公報
【特許文献２】特開２００３−１８３０２１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
粗アンモニアに含まれる不純物を吸着除去する吸着剤としては、水分に対して高い吸着
能を有する吸着剤と、炭化水素に対して高い吸着能を有する吸着剤とを、区別して用いる
のが一般的であり、特許文献１に開示されるアンモニアを精製する技術では、合成ゼオラ
イト３Ａからなる吸着剤により水分を吸着除去し、特許文献２に開示されるアンモニアを
精製する技術では、酸化バリウムからなる吸着剤により水分を吸着除去している。
【００１０】
粗アンモニアに含まれる水分および炭化水素の不純物を吸着除去するためには、水分に
対して高い吸着能を有する吸着剤が充填された吸着塔と、炭化水素に対して高い吸着能を
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有する吸着剤が充填された吸着塔との、複数の吸着塔を備える構成とするか、または、１
つの吸着塔に複数の吸着剤を積層して充填する構成とする必要がある。
【００１１】
１つの吸着塔に複数の吸着剤を積層した場合、粗アンモニアに不純物として含まれる水
分と炭化水素との量比が変動したときには、一方の吸着剤が吸着飽和に達していないとき
であっても、他方の吸着剤が吸着飽和に達して破過する現象が生じる。そのため、吸着剤
の吸着能を最大限に利用して、粗アンモニアに含まれる水分および炭化水素を効率的に吸
着除去することができず、さらには、吸着剤の破過の管理も複雑になってしまう。
【００１２】
また、特許文献１，２に開示されるアンモニアを精製する技術では、粗アンモニアに含
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まれる不純物を吸着塔で吸着除去し、さらに、蒸留塔で蒸留除去してアンモニアを精製す
るが、蒸留塔から導出された精製後の気体状のアンモニアは、冷却されて液体アンモニア
として回収される。すなわち、特許文献１，２に開示されるアンモニアを精製する技術で
は、粗アンモニアに含まれる不純物を吸着・蒸留除去し、さらに冷却して精製された液体
アンモニアを得るので、アンモニアを精製する方法として簡単化されたものであるとは言
えない。
【００１３】
したがって本発明の目的は、粗アンモニアに不純物として含まれる水分および炭化水素
を、吸着剤の吸着能を最大限に利用して効率よく吸着除去することができるとともに、簡
単化された方法でアンモニアを精製することができるアンモニアの精製方法、およびアン
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モニア精製システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明は、不純物が含まれる粗アンモニアを精製する方法であって、
粗アンモニアに含まれる不純物を、水分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する
吸着剤により吸着除去する吸着除去工程と、
前記吸着除去工程で不純物が吸着除去されたアンモニアを分縮して気相成分と液相成分
とに分離することで、水素、窒素、酸素、アルゴン、一酸化炭素、二酸化炭素、および炭
素数１〜８の炭化水素を気相成分として分離除去し、液相成分として液体アンモニアを得
る分縮工程と、を含むことを特徴とするアンモニアの精製方法である。
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【００１５】
また本発明のアンモニアの精製方法は、前記分縮工程で得られた液体アンモニアを気化
し、その気化されたアンモニアを分縮して気相成分と液相成分とに分離することで、不純
物を気相成分として分離除去し、液相成分として液体アンモニアを得る再分縮工程をさら
に含むことを特徴とする。
【００１６】
また本発明のアンモニアの精製方法では、前記吸着除去工程で用いる前記吸着剤が、多
孔質の合成ゼオライトであることを特徴とする。
【００１７】
また本発明のアンモニアの精製方法では、前記合成ゼオライトが、５〜９Åの細孔径を
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有する合成ゼオライトであることを特徴とする。
【００１８】
また本発明のアンモニアの精製方法において、前記分縮工程では、前記吸着除去工程で
不純物が吸着除去されたアンモニアの７０〜９９体積％を凝縮して気相成分と液相成分と
に分離することを特徴とする。
【００１９】
また本発明のアンモニアの精製方法において、前記分縮工程では、前記吸着除去工程で
不純物が吸着除去されたアンモニアを、−７７〜５０℃の温度下で凝縮して気相成分と液
相成分とに分離することを特徴とする。
【００２０】
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また本発明は、不純物が含まれる粗アンモニアを精製するアンモニア精製システムであ
って、
粗アンモニアに含まれる不純物を、水分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する
吸着剤により吸着除去する吸着手段と、
前記吸着手段により不純物が吸着除去されたアンモニアを分縮して気相成分と液相成分
とに分離することで、水素、窒素、酸素、アルゴン、一酸化炭素、二酸化炭素、および炭
素数１〜８の炭化水素を気相成分として分離除去し、液相成分として液体アンモニアを得
る分縮手段と、を含むことを特徴とするアンモニア精製システムである。
【発明の効果】
【００２１】
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本発明によれば、アンモニアの精製方法は、不純物が含まれる粗アンモニアを精製する
方法であって、吸着除去工程と分縮工程とを含む。吸着除去工程では、気体状の粗アンモ
ニアに含まれる不純物を、水分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する吸着剤によ
り吸着除去する。分縮工程では、吸着除去工程で不純物が吸着除去された気体状のアンモ
ニアを分縮して気相成分と液相成分とに分離することで、水素、窒素、酸素、アルゴン、
一酸化炭素、二酸化炭素、および炭素数１〜８の炭化水素を気相成分として分離除去し、
液相成分として精製された液体アンモニアを得る。
【００２２】
本発明のアンモニアの精製方法では、吸着除去工程において、水分および炭化水素に対
する吸着能を単独で有する吸着剤を用いるので、従来技術のように、水分に対する吸着能
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を有する吸着剤と、炭化水素に対する吸着能を有する吸着剤との、複数の吸着剤を用いる
必要がない。そのため、気体状の粗アンモニアに不純物として含まれる水分および炭化水
素を、吸着剤の吸着能を最大限に利用して効率よく吸着除去することができるとともに、
吸着剤の破過の管理も簡単化することができる。また、本発明のアンモニアの精製方法で
は、分縮工程において、吸着除去後の気体状のアンモニアの一部を凝縮して気相成分と液
相成分とに分離するので、炭素数１〜８の炭化水素、水素、窒素、酸素、アルゴン、一酸
化炭素および二酸化炭素等の溶存低沸点ガスを気相成分として分離除去し、液相成分とし
て精製された液体アンモニアを得ることができる。そのため、従来技術のように蒸留工程
を経ることなく、簡単化された方法でアンモニアを精製することができる。
【００２３】
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また本発明によれば、アンモニアの精製方法は、再分縮工程をさらに含む。この再分縮
工程では、分縮工程で得られた液体アンモニアを気化し、その気化されたアンモニアを分
縮して気相成分と液相成分とに分離することで、不純物を気相成分として分離除去し、液
相成分として液体アンモニアを得る。再分縮工程において、分縮工程で得られた液体アン
モニアから気化されたアンモニアの一部を凝縮して気相成分と液相成分とに分離すること
で、揮発性の高い不純物を気相成分として分離除去するので、より精製された液体アンモ
ニアを得ることができる。
【００２４】
また本発明によれば、吸着除去工程で用いる吸着剤が、多孔質の合成ゼオライトである
。これによって、粗アンモニアに不純物として含まれる水分および炭化水素を、効率よく
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吸着除去することができる。
【００２５】
また本発明によれば、吸着剤として用いる合成ゼオライトが、５〜９Åの細孔径を有す
るものである。これによって、粗アンモニアに不純物として含まれる水分および炭化水素
（特にブタン、ペンタン、ヘキサン等の高次炭化水素）を、効率よく吸着除去することが
できる。
【００２６】
また本発明によれば、分縮工程では、吸着除去工程で不純物が吸着除去された気体状の
アンモニアの７０〜９９体積％を凝縮して気相成分と液相成分とに分離する。これによっ
て、吸着除去後の気体状のアンモニアに含まれる揮発性の高い不純物を気相成分として分
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離除去し、液相成分として精製された液体アンモニアを収率よく得ることができる。
【００２７】
また本発明によれば、分縮工程では、吸着除去工程で不純物が吸着除去された気体状の
アンモニアを、−７７〜５０℃の温度下で凝縮して気相成分と液相成分とに分離する。こ
れによって、吸着除去後の気体状のアンモニアを効率よく凝縮して液体アンモニアを得る
ことができるとともに、その液体アンモニアの純度を高めることができる。
【００２８】
また本発明によれば、アンモニア精製システムは、不純物が含まれる粗アンモニアを精
製するシステムであり、吸着手段と分縮手段とを含む。吸着手段は、気体状の粗アンモニ
アに含まれる不純物を、水分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する吸着剤により
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吸着除去する。分縮手段は、吸着手段により不純物が吸着除去された気体状のアンモニア
を分縮して気相成分と液相成分とに分離することで、水素、窒素、酸素、アルゴン、一酸
化炭素、二酸化炭素、および炭素数１〜８の炭化水素を気相成分として分離除去し、液相
成分として精製された液体アンモニアを得る。
【００２９】
本発明のアンモニア精製システムにおいて、吸着手段は、水分および炭化水素に対する
吸着能を単独で有する吸着剤により、気体状の粗アンモニアに含まれる不純物を吸着除去
するので、吸着剤の吸着能を最大限に利用して効率よく吸着除去することができる。また
、本発明のアンモニア精製システムにおいて、分縮手段は、吸着除去後の気体状のアンモ
ニアの一部を凝縮して気相成分と液相成分とに分離するので、炭素数１〜８の炭化水素、

10

水素、窒素、酸素、アルゴン、一酸化炭素および二酸化炭素等の溶存低沸点ガスを気相成
分として分離除去し、液相成分として精製された液体アンモニアを得ることができる。そ
のため、従来技術のように蒸留手段を設けなくても、簡単化されたシステムでアンモニア
を精製することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１実施形態に係るアンモニア精製システム１００の構成を示す図であ
る。
【図２】本発明の第２実施形態に係るアンモニア精製システム２００の構成を示す図であ
る。

20

【発明を実施するための形態】
【００３１】
図１は、本発明の第１実施形態に係るアンモニア精製システム１００の構成を示す図で
ある。本実施形態のアンモニア精製システム１００は、不純物が含まれる粗アンモニアを
精製するシステムである。
【００３２】
アンモニア精製システム１００は、原料貯留容器１と、吸着手段２として複数の吸着塔
である第１吸着塔２１および第２吸着塔２２と、分縮手段３として第１コンデンサ３１お
よび第２コンデンサ３２と、回収タンク４と、製品タンク７とを含んで構成される。また
、アンモニア精製システム１００は、本発明に係るアンモニアの精製方法を実現し、第１

30

吸着塔２１および第２吸着塔２２が吸着除去工程を実行し、第１コンデンサ３１および第
２コンデンサ３２が分縮工程を実行する。
【００３３】
原料貯留容器１は、粗アンモニアを貯留するものである。本実施形態において、原料貯
留容器１に貯留される粗アンモニアは、純度９９重量％以上、好ましくは純度９９．９〜
９９．９９重量％である。このような粗アンモニアとしては、たとえば、純度９９．９重
量％の工業用グレードのアンモニア（宇部興産株式会社製）、純度９９．９重量％の工業
用グレードのアンモニア（三井化学株式会社製）などが挙げられる。
【００３４】
原料貯留容器１は、耐圧性および耐腐食性を有する保温容器であれば特に制限されるも

40

のではない。この原料貯留容器１は、粗アンモニアを液体アンモニアとして貯留し、温度
および圧力が一定条件となるように制御されている。原料貯留容器１の上部には、液体ア
ンモニアを貯留した状態で気相が形成されている。原料貯留容器１から第１吸着塔２１ま
たは第２吸着塔２２に粗アンモニアを導出する際には、液体アンモニアとして導出するよ
うにしてもよいが、本実施形態では、粗アンモニアを前記気相から気体状のアンモニアと
して導出する。原料貯留容器１と、第１吸着塔２１および第２吸着塔２２との間には、第
１配管７１が接続されており、原料貯留容器１から導出された粗アンモニアは、第１配管
７１を通って第１吸着塔２１または第２吸着塔２２に供給される。
【００３５】
第１配管７１には、原料貯留容器１から第１吸着塔２１または第２吸着塔２２に流れる
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気体状の粗アンモニアの流量を調整する流量調整器５が設けられている。また、第１配管
７１には、第１配管７１における流路を開放または閉鎖する第１バルブ８１および第２バ
ルブ８２が設けられている。第１配管７１において、第１バルブ８１は、流量調整器５よ
りも粗アンモニアの流過方向上流側（すなわち、原料貯留容器１側）に配置され、第２バ
ルブ８２は、流量調整器５よりも粗アンモニアの流過方向下流側（すなわち、第１吸着塔
２１および第２吸着塔２２側）に配置される。粗アンモニアの第１吸着塔２１または第２
吸着塔２２への供給時には、第１バルブ８１および第２バルブ８２が開放され、流量調整
器５により流量が調整されて、原料貯留容器１から第１吸着塔２１または第２吸着塔２２
に向けて第１配管７１内を気体状の粗アンモニアが流れる。
【００３６】

10

第１吸着塔２１および第２吸着塔２２は、原料貯留容器１から導出された気体状の粗ア
ンモニアに含まれる不純物を吸着剤により吸着除去する。本実施形態では、第１吸着塔２
１および第２吸着塔２２の２つの吸着塔を並列に接続する構成であるので、たとえば、粗
アンモニアに含まれる不純物を、一方の吸着塔である第１吸着塔２１で吸着除去している
間に、使用済みの他の吸着塔である第２吸着塔２２で再度吸着除去動作が可能なように、
使用済みの他の吸着塔である第２吸着塔２２を再生処理することができる。この場合、第
２吸着塔２２の開閉バルブ８２ａおよび開閉バルブ８３ａを開放し、第２吸着塔２２の第
２バルブ８２および第３バルブ８３は閉鎖しておく。
【００３７】
第１吸着塔２１および第２吸着塔２２のそれぞれに充填される吸着剤は、水分および炭

20

化水素に対する吸着能を単独で有する。このような吸着剤としては、多孔質の合成ゼオラ
イトを挙げることができる。合成ゼオライトの中でも、５〜９Åの細孔径を有する合成ゼ
オライトが好ましく、細孔径が５Åの合成ゼオライトとしてＭＳ−５Ａが挙げられ、細孔
径が９Åの合成ゼオライトとしてＭＳ−１３Ｘが挙げられる。これらの中でも、細孔径が
９Åの合成ゼオライトであるＭＳ−１３Ｘを吸着剤として用いるのが、特に好ましい。本
実施形態で用いる吸着剤は、加熱、減圧、加熱および減圧のいずれかの処理によって、吸
着した不純物（水分および炭化水素）を脱離させて再生することができる。たとえば、加
熱処理によって吸着剤に吸着した不純物を脱離させる場合には、２００〜３５０℃の温度
下で加熱するようにすればよい。
【００３８】

30

本実施形態のアンモニア精製システム１００において、第１吸着塔２１および第２吸着
塔２２は、水分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する吸着剤により、気体状の粗
アンモニアに含まれる不純物を吸着除去するので、従来技術のように、水分に対する吸着
能を有する吸着剤と、炭化水素に対する吸着能を有する吸着剤との、複数の吸着剤を用い
る必要がない。そのため、気体状の粗アンモニアに不純物として含まれる水分および炭化
水素を、吸着剤の吸着能を最大限に利用して効率よく吸着除去することができる。さらに
、水分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する吸着剤により、気体状の粗アンモニ
アに含まれる不純物を吸着除去することによって、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２
に供給される粗アンモニアに含まれる水分と炭化水素との量比が変動する場合であっても
、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２から導出されるアンモニアの不純物量の分析結果

40

に基づいて、第１吸着塔２１および第２吸着塔２２の破過の管理を簡単に実施することが
できる。
【００３９】
また、吸着剤として用いる合成ゼオライトが５〜９Åの細孔径を有するもの、特に細孔
径が９ÅのＭＳ−１３Ｘであることによって、粗アンモニアに不純物として含まれる水分
および炭化水素（特に高次炭化水素）を、効率よく吸着除去することができる。
【００４０】
なお、第１吸着塔２１および第２吸着塔２２において、水分および炭化水素に対する吸
着能を単独で有する吸着剤と、その他の吸着剤とを組合わせて用いることができるが、水
分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する吸着剤のみを用いるのが好ましい。その

50

( 8 )

JP

2013‑47169

A

2013.3.7

他の吸着剤としては、水分に対する吸着能に優れる合成ゼオライトである、ＭＳ−３Ａ（
細孔径３Å）、ＭＳ−４Ａ（細孔径４Å）などを挙げることができる。
【００４１】
本実施形態のアンモニア精製システム１００において、第１吸着塔２１および第２吸着
塔２２は、温度が０〜６０℃に制御され、絶対圧力（以下、単に「圧力」と記載する場合
がある）が０．１〜１．０ＭＰａに制御される。第１吸着塔２１および第２吸着塔２２の
温度が０℃未満の場合には、不純物の吸着除去時に発生する吸着熱を除去する冷却が必要
となってエネルギ効率が低下するおそれがある。第１吸着塔２１および第２吸着塔２２の
温度が６０℃を超える場合には、吸着剤による不純物の吸着能が低下するおそれがある。
また、第１吸着塔２１および第２吸着塔２２の圧力が０．１ＭＰａ未満の場合には、吸着

10

剤による不純物の吸着能が低下するおそれがある。第１吸着塔２１および第２吸着塔２２
の圧力が１．０ＭＰａを超える場合には、一定圧力に維持するために多くのエネルギが必
要となり、エネルギ効率が低下するおそれがある。
【００４２】
また、第１吸着塔２１および第２吸着塔２２における線速度（リニアベロシティ）は、
単位時間あたりに粗アンモニアを第１吸着塔２１および第２吸着塔２２に供給する量をＮ
ＴＰでのガス体積に換算し、第１吸着塔２１および第２吸着塔２２の空塔断面積で除算し
て求めた値の範囲が、０．１〜５．０ｍ／秒であることが好ましい。線速度が０．１ｍ／
秒未満の場合には、不純物の吸着除去に長時間を要するので好ましくなく、線速度が５．
０ｍ／秒を超える場合には、不純物の吸着帯長さが長くなり、第１吸着塔２１および第２

20

吸着塔２２における不純物の吸着能が低下するおそれがある。
【００４３】
水分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する吸着剤（特に細孔径が９Åの合成ゼ
オライトであるＭＳ−１３Ｘ）が充填された第１吸着塔２１または第２吸着塔２２から導
出される気体状のアンモニアは、第１吸着塔２１および第２吸着塔２２と、第１コンデン
サ３１との間に接続される第２配管７２から分岐する第９配管７９を流過し、第９バルブ
８９を介して分析手段６１に導入される。この分析手段６１は、ガスクロマトグラフ分析
装置（ＧＣ−４０００、ジーエルサイエンス株式会社製）と、キャビティリングダウン分
光分析装置（ＭＴＯ−ＬＰ−Ｈ

２

Ｏ、Ｔｉｇｅｒ

Ｏｐｔｉｃｓ社製）とを含む。

【００４４】

30

第１吸着塔２１または第２吸着塔２２から導出される気体状のアンモニアについて、ガ
スクロマトグラフ分析装置（ＧＣ−４０００、ジーエルサイエンス株式会社製）で炭化水
素濃度、水素、窒素、酸素、および一酸化炭素濃度を分析し、キャビティリングダウン分
光分析装置（ＭＴＯ−ＬＰ−Ｈ

２

Ｏ、Ｔｉｇｅｒ

Ｏｐｔｉｃｓ社製）で水分濃度を分析

したところ、以下の表１に示す結果が得られた。
【００４５】
表１は、宇部興産株式会社製の純度９９．９重量％の工業用グレードのアンモニアを粗
アンモニアとして用い、水分および炭化水素に対する吸着能を有する合成ゼオライトＭＳ
−１３Ｘを充填した円筒管状（長さ５０ｃｍ、内径２ｃｍ）の第１吸着塔２１または第２
吸着塔２２に、気体状の粗アンモニアを、温度２５℃、圧力０．４ＭＰａの条件下で通過
させたときの分析結果を示す。
【００４６】
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【表１】

10

【００４７】
また、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２の破過開始時点では炭化水素の中で最も分
子サイズの小さいメタンが検出され、次いでエタンが検出される。以上のことより、第１

20

吸着塔２１および第２吸着塔２２から導出される気体状のアンモニアに含まれる不純物は
、水素、窒素、酸素、一酸化炭素等の低沸点ガス、および、第１吸着塔２１および第２吸
着塔２２の稼動条件によってはメタン、エタン等の低次炭化水素などの、揮発性の高い不
純物であることがわかる。第１吸着塔２１または第２吸着塔２２から導出された気体状の
アンモニアは、第１コンデンサ３１に供給される。
【００４８】
本実施形態のアンモニア精製システム１００では、第１吸着塔２１および第２吸着塔２
２と、第１コンデンサ３１との間には第２配管７２が接続されており、第１吸着塔２１ま
たは第２吸着塔２２から導出された気体状のアンモニアは、第２配管７２を流過して第１
コンデンサ３１に供給される。第２配管７２には、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２

30

から第１コンデンサ３１に流れる気体状のアンモニアの圧力を計測する圧力計６が設けら
れている。また、第２配管７２には、第２配管７２における流路を開放または閉鎖する第
３バルブ８３および第４バルブ８４が設けられている。第２配管７２において、第３バル
ブ８３は、圧力計６よりもアンモニアの流過方向上流側（すなわち、第１吸着塔２１およ
び第２吸着塔２２側）に配置され、第４バルブ８４は、圧力計６よりもアンモニアの流過
方向下流側（すなわち、第１コンデンサ３１側）に配置される。気体状のアンモニアの第
１コンデンサ３１への供給時には、第３バルブ８３および第４バルブ８４が開放され、圧
力計６により圧力が計測されて、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２から第１コンデン
サ３１に向けて第２配管７２内を気体状のアンモニアが流れる。
【００４９】

40

ここで、本実施形態のアンモニア精製システム１００における分縮手段３としての第１
コンデンサ３１による気体状のアンモニアの分縮について説明する。第１コンデンサ３１
は、気体状のアンモニアを分縮して気相成分と液相成分とに分離することで、アンモニア
中に含有される揮発性の高い不純物を気相成分として分離除去する。
【００５０】
工業的に製造されるアンモニア（粗アンモニア）中に含有される不純物は、その種類を
大きく分類すると、一般的に、水素、窒素、酸素、アルゴン、一酸化炭素および二酸化炭
素などの溶存低沸点ガス、炭化水素類、水分などである。粗アンモニア中に含有される炭
化水素としては、最も多く含有されているのはメタンであるが、その他にエタン、プロパ
ン、エチレンおよびプロピレンなどがそれに次いで多く含有されている。炭素数でいうと
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炭素数１〜３の炭化水素が炭化水素類の主成分を構成することになる。
【００５１】
しかしながら、粗アンモニア中には、その含有量は少ないものの、炭素数４以上の炭化
水素、多くの場合は炭素数４〜６の炭化水素が、含有されている。また、工業的に製造さ
れたアンモニアガスを液化する時には、その圧縮のためにオイルポンプなどが使用されて
いる。このような場合には、オイルポンプなどから混入してくるポンプ油に由来する油分
などの、大きな分子量を有する炭化水素が、粗アンモニア中に含有される。
【００５２】
これらの不純物を構成する、炭素数が広範囲にわたる炭化水素類を除去できるアンモニ
アの精製システムとすることが、電子産業向けのアンモニアを製造するためには必須とな

10

ってくる。
【００５３】
本発明者らは、精留に代わる粗アンモニア中の不純物の除去方法として、分縮による方
法が優れていることを見出した。
【００５４】
例えば、精留により炭化水素を分離する場合、一般的に５〜２０段の精留塔を設け、還
流比１０〜２０で蒸留する必要がある。この蒸留（精留）において、アンモニア中に含ま
れる、主に炭素数１〜８の炭化水素類は、揮発性の高い成分として蒸留塔の塔頂部より除
去される。この精留操作により高純度のアンモニアを得る場合には、蒸留塔の塔頂部から
廃棄する揮発性の高い不純物を含んだアンモニアをどの程度の割合とすれば、目的とする
高純度のアンモニアが得られるかが問題となってくる。不純物の含有量が比較的低い粗ア
ンモニアを原料として用いた場合であっても、蒸留塔の塔頂部から廃棄する割合は、蒸留
塔に供給した粗アンモニアの約１０％と大きな割合とする必要がある。
【００５５】
表２にはアンモニア、および炭素数１〜８の飽和ｎ−炭化水素の沸点を示したが、炭素
数４〜８の炭化水素は、その炭化水素が純物質として存在する場合にはアンモニアより沸
点が高いにもかかわらず、精留操作では揮発性の高い化合物として蒸留塔の塔頂部より排
出されてくる。
【００５６】
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【表２】

10

20

【００５７】
この理由は定かではないが、本発明者らはこの理由として次のように推測している。す
なわち、炭素数１〜８の炭化水素の沸点は、例えば炭素数３のプロパンの沸点を例にとる
と、プロパンを容器に入れて温度を変化させていったときに、その容器中の圧力が１気圧
（０．１０１３ＭＰａ）となるときの温度である。このときのプロパンの状態は、隣り合
うプロパン分子同士が、ファンデルワールス力などにより互いに引っ張りあっている状態
であり、その引っ張り合う力が強いと沸点が高く現れることになる。しかしながら、今問
題にしているような、アンモニア中に存在するプロパンの濃度が非常に低い状況において

30

は、プロパン分子の隣には引っ張り合うことができるプロパン分子や、あるいは他の炭化
水素分子が存在せず、ちょうど液体アンモニアの海の中にプロパン分子がただ一つ漂って
いる状態となっている。
【００５８】
一般的に、炭化水素分子同士やアンモニア分子同士のように、似た性質を持つ者同士の
間には大きな分子間力が生まれる。しかしながら、プロパン分子とアンモニア分子のよう
に性質の大きく異なる分子同士の間に生まれるこの分子間力は小さなものである。この様
に、アンモニア中に炭化水素不純物が極微量に存在する状況下においては、従来の蒸留の
概念はもはや無意味となる。液体アンモニアでは、アンモニア分子同士は互いに引っ張り
合いの力を及ぼし合っているが、一方、純物質としてはアンモニアより沸点の高い炭素数

40

４〜８の炭化水素であろうとも、それらはアンモニア分子との相互作用が小さい。このた
めに、液体アンモニア中では、アンモニアよりも沸点の高い炭素数４〜８の炭化水素は、
アンモニアよりも沸点の低い化合物として振舞ったとしてもなんら不思議ではない。事実
、精留の結果からは、炭素数１〜８の炭化水素が、アンモニアよりも低い沸点を持った揮
発性の高い化合物として振舞っていることが分かる。
【００５９】
アンモニア中に微量に含まれる炭素数１〜８の炭化水素が、液化アンモニアの気相と液
相でどのような濃度分布を示しているかを、温度を種々変化させてそれらの炭化水素のア
ンモニア中での濃度が気液平衡状態になったところで測定した結果が表３である。なお、
分配比は、それぞれの飽和ｎ−炭化水素濃度の液体アンモニア中の初期濃度を５０００ｐ
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ｐｍに調整し、その後、所定の温度で２昼夜放置後に測定した。
【００６０】
【表３】

10
【００６１】
なお、この表３中で示した、気液分配係数は、分縮により不純物がどの程度分離できる
かの指標となるものであり、次のように定義される。
分配係数（Ｋｄ）＝Ａ
［式中、Ａ

１

１

／Ａ

…（１）

２

は気液平衡後の気体アンモニア中の不純物濃度を示し、Ａ

２

は気液平衡後

の液体アンモニア中の不純物濃度を示す。］
【００６２】
ただし、上記式（１）中における不純物濃度Ａ

１

，Ａ

２

は、ｍｏｌ−ｐｐｍをその単位

とし、定義は、下記式（２）とする。
不純物濃度（Ａ

１

，Ａ

２

20

）＝

不純物（ｍｏｌ）／（アンモニア（ｍｏｌ）＋不純物（ｍｏｌ））×１０

６

…（２）
【００６３】
この定義に従えば、気液分配係数が大きい不純物ほど、分縮により凝縮されなかった未
凝縮の気体アンモニア中に多く含まれてくることになる。炭素数の小さな炭化水素ほど、
液相中よりも気相中に存在する割合が高くなり、炭素数８までの炭化水素であれば気相中
により高い濃度で存在することになる。さらに、温度が低いほど、より高い濃度でアンモ
ニア気相中に炭化水素が存在することになる。
【００６４】

30

さらに、この表３に示した平衡に達するまでの時間は、アンモニア中に含まれる炭化水
素濃度が低くなるにしたがって長くなり、ここに示したｐｐｍオーダーの濃度においては
、その平衡に達するまでに数日間を要することがわかった。このことは、精留によりアン
モニア中の不純物を除去する操作において、精留塔の各蒸留段において起こる短い気液接
触時間では、不純物である炭化水素の物質移動が十分に行われていないことを示している
。この結果からは、アンモニアの高純度化に精留を用いる方法は、工業的には効果が低い
ものと考えられる。なお、表３は飽和直鎖状炭化水素についてのデータであるが、炭素数
４以上においては相当する種々の異性体や、炭素数２以上の炭化水素においては分子内に
不飽和結合を含む場合にも、表３に示した傾向がある。
【００６５】

40

以上で示してきたように、本発明者らは、粗アンモニア中における希薄不純物である炭
素数１〜８の炭化水素の挙動が、従来考えられていた状態と大きく異なることを確認した
。さらに一歩進めて、この炭素数１〜８の炭化水素のアンモニア中での性質の違いをアン
モニアの精製に利用できないかと考えた。そこで、メタン、エタンおよびプロパンをそれ
ぞれ約５０００ｐｐｍ、約５００ｐｐｍおよび約５００ｐｐｍで含む気体状の粗アンモニ
アの９５％を、アンモニアガス温度を−２０℃に保ち、第１コンデンサ３１における器壁
温度を−３０℃として凝縮により液化してみたところ、得られた液体アンモニア中にはそ
れらの炭化水素は検出されず、不純物の大部分は凝縮されなかった気体アンモニア中に残
存することが分かった。表３の分配比に従うと、分縮操作により−２０℃で凝縮してくる
液体アンモニア中には、メタン、エタンおよびプロパンがそれぞれ５４ｐｐｍ、２４ｐｐ
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ｍおよび５６ｐｐｍで存在する計算となるが、意外にも、第１コンデンサ３１における分
縮では、その値ははるかに小さなものとなり、粗アンモニアを短時間のうちに非常に高純
度にまで精製できることが分かった。
【００６６】
粗アンモニア中に含有される不純物を精留により分離除去する場合、還流を掛けながら
の蒸留であるので、蒸留塔で液体アンモニアを加熱蒸発させて気体アンモニアとし、一方
、蒸留塔の塔頂部のコンデンサで精留塔からの気体アンモニアを凝縮させて液体アンモニ
アとする操作を繰り返すことになる。そのため、精留操作においては大きなエネルギーを
その操作に投入することになる。
【００６７】

10

これに対して、第１コンデンサ３１における分縮により粗アンモニア中に含有される不
純物を分離除去する場合には、気体アンモニアを１回凝縮させるだけであるので、それに
必要なエネルギーが少なくて済む。このように、精留によるアンモニアの精製方法と比較
して、第１コンデンサ３１における分縮による精製方法は、短時間に高純度のアンモニア
が得られるばかりではなく、エネルギー的にも大きなメリットがあることがわかる。
【００６８】
さらに、本発明者らは、粗アンモニアに含有される不純物が炭素数１〜８の炭化水素で
ある場合、第１コンデンサ３１により、気体状の粗アンモニアの９０〜９９．５％程度ま
での液化を伴う分縮操作を行うと、液相成分として得られる液体アンモニア中に含まれて
くる不純物の濃度は、最初の気体状の粗アンモニア中に含有される不純物濃度と比べて大

20

きく低下しているという事実を見出した。
【００６９】
第１コンデンサ３１における分縮により粗アンモニア中に含有される不純物を分離除去
する精製方法では、分縮により液相成分として得られる液体アンモニアは、前述のように
、気液分配比から予想される値を超えて、不純物炭化水素の濃度がはるかに低くなってい
る。その理由は定かではないが、分縮では平衡関係が崩れて動的な不純物分離が起こり、
不純物炭化水素のほとんどが、凝縮されなかった気相成分に残存するものと推察している
。この推察の正しさは、第１コンデンサ３１における分縮により液相成分として得られた
液体アンモニアを、第１コンデンサ３１から速やかに取り出さずに、液体アンモニアの状
態で第１コンデンサ３１の内部に滞留させておくと、時間の経過とともに液体アンモニア

30

中の不純物炭化水素濃度が次第に上昇してくることからも裏付けられる。
【００７０】
この推察と結果は、第１コンデンサ３１における分縮により液相成分として得られた液
体アンモニアは、速やかに第１コンデンサ３１から導出し、第１コンデンサ３１の内部に
は未凝縮の気相成分のみが存在するように、第１コンデンサ３１の運転を行うのが、高純
度アンモニアを得るために必要であることを示している。
【００７１】
なお、アンモニアの精製効率を高めるためには、あくまでも目安であるが、気液分配係
数が大きいほど好ましいと考えられる。前述したように、この気液分配係数は温度により
影響を受け、分縮温度が低いほど大きな気液分配係数を得ることができる。このことは、

40

第１コンデンサ３１における分縮操作の設定温度が高い場合、例えばアンモニアの分縮の
起こる温度を５０℃とした場合には、第１コンデンサ３１に供給するアンモニアの圧力を
１．８１ＭＰａ以上とするとアンモニアの分縮は可能となるが、分縮操作の設定温度が低
い場合と比較し、その炭化水素不純物の分離効率が低下する可能性があることを意味して
いる。
【００７２】
第１コンデンサ３１は、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２により不純物が吸着除去
された気体状のアンモニアを凝縮して気相成分と液相成分とに分離することで、水素、窒
素、酸素、アルゴン、一酸化炭素、二酸化炭素、および炭素数１〜８の炭化水素を気相成
分として分離除去し、液相成分として精製された液体アンモニアを得る。具体的には、第
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１コンデンサ３１は、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２から導出された気体状のアン
モニアに対して、冷却処理によって、アンモニアを、その一部が気相成分となるように凝
縮して、気相成分と液相成分とに分離する。第１コンデンサ３１としては、多管式コンデ
ンサ、プレート式熱交換器などが挙げられる。
【００７３】
本実施形態では、第１コンデンサ３１は、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２から導
出された気体状のアンモニアの７０〜９９体積％を凝縮して気相成分と液相成分とに分離
する。この場合には、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２から導出された気体状のアン
モニアの一部である１〜３０体積％が気相成分となるように凝縮して、気相成分と液相成
分とに分離することになる。これによって、吸着除去後の気体状のアンモニアに含まれる

10

揮発性の高い不純物を気相成分として分離除去し、液相成分として精製された液体アンモ
ニアを収率よく得ることができる。
【００７４】
また、第１コンデンサ３１における凝縮条件としては、第１吸着塔２１または第２吸着
塔２２から導出された気体状のアンモニアの一部が液体となるような条件であれば限定さ
れるものではなく、温度、圧力および時間を適宜設定すればよい。本実施形態では、第１
コンデンサ３１は、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２から導出された気体状のアンモ
ニアを、−７７〜５０℃の温度下で凝縮して気相成分と液相成分とに分離するように構成
されるのが好ましい。これによって、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２から導出され
た気体状のアンモニアを効率よく凝縮して精製された液体アンモニアを得ることができる

20

とともに、その液体アンモニアの純度を高めることができる。第１コンデンサ３１におけ
る気体状のアンモニアに対する凝縮時の温度が、−７７℃未満である場合には、冷却する
のに多くのエネルギを要するので好ましくなく、５０℃を超える場合には、アンモニアの
一部が凝縮されて得られる液体アンモニアに含まれてくる不純物濃度が高くなってくるの
で好ましくない。
【００７５】
また、第１コンデンサ３１は、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２から導出された気
体状のアンモニアを、０．００７〜２．０ＭＰａの圧力下で凝縮して気相成分と液相成分
とに分離するように構成されるのが好ましい。第１コンデンサ３１における気体状のアン
モニアに対する凝縮時の圧力が、０．００７ＭＰａ未満である場合には、アンモニアを凝

30

縮させる温度が低くなるので、冷却するのに多くのエネルギが必要となって好ましくなく
、２．０ＭＰａを超える場合には、アンモニアを凝縮させる温度が高くなるので、アンモ
ニアの一部が凝縮されて得られる液体アンモニアに含まれてくる不純物濃度が高くなって
好ましくない。
【００７６】
本実施形態のアンモニア精製システム１００において、第１コンデンサ３１は、第１吸
着塔２１または第２吸着塔２２による吸着除去後の気体状のアンモニアの一部を凝縮して
気相成分と液相成分とに分離するので、揮発性の高い不純物を気相成分として分離除去し
、液相成分として精製された液体アンモニアを得ることができる。そのため、従来技術の
ように蒸留手段を設けなくても、簡単化されたシステムでアンモニアを精製することがで

40

きる。
【００７７】
第１コンデンサ３１には、第３配管７３と、第５バルブ８５が設けられた第４配管７４
とが接続されている。なお、第３配管７３は、第１コンデンサ３１と回収タンク４との間
に接続される。
【００７８】
第１コンデンサ３１において、気相成分としてアンモニアから分離除去された揮発性の
高い不純物は、第５バルブ８５が開放された状態で、第４配管７４を通ってシステム外部
に排出される。また、第１コンデンサ３１において、液相成分として得られた液体アンモ
ニアは、第３配管７３を通って回収タンク４に供給される。
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【００７９】
回収タンク４は、第１コンデンサ３１で液相成分として得られた、凝縮後の液体アンモ
ニアを貯留する。この回収タンク４は、凝縮後のアンモニアを液体アンモニアとして貯留
できるように、温度および圧力が一定条件で制御されるのが好ましい。
【００８０】
回収タンク４の上部には、液体アンモニアを貯留した状態で気相が形成され、この気相
部分に対応して、第６バルブ８６が設けられた第５配管７５が接続されている。この第５
配管７５は、第２コンデンサ３２にも接続されている。すなわち、第５配管７５は、回収
タンク４と第２コンデンサ３２との間に接続される。第１コンデンサ３１から導出されて
、回収タンク４に貯留された液体アンモニアには、極微量の揮発性の高い不純物が含まれ

10

ている場合がある。回収タンク４において液体アンモニアを所定時間（５〜１０時間）静
置することによって、液体アンモニア中に含まれる極微量の揮発性の高い不純物を、回収
タンク４の上部の気相に濃縮させることができ、液体アンモニアの純度をさらに高めるこ
とができる。
【００８１】
回収タンク４の上部の気相に濃縮された揮発性の高い不純物を含む気体状のアンモニア
は、第６バルブ８６が開放された状態で、第５配管７５を通って第２コンデンサ３２に供
給される。
【００８２】
第２コンデンサ３２は、回収タンク４の上部の気相から導出された気体状のアンモニア

20

を分縮して気相成分と液相成分とに分離することで、揮発性の高い不純物を気相成分とし
て分離除去し、液相成分として精製された液体アンモニアを得る。具体的には、第２コン
デンサ３２は、回収タンク４の上部の気相から導出された気体状のアンモニアに対して、
冷却処理によって、アンモニアを、その一部が気相成分となるように凝縮して、気相成分
と液相成分とに分離する。
【００８３】
本実施形態では、第２コンデンサ３２は、回収タンク４の上部の気相から導出された気
体状のアンモニアの７０〜９９体積％を凝縮して気相成分と液相成分とに分離する。この
場合には、回収タンク４の上部の気相から導出された気体状のアンモニアの一部である１
〜３０体積％が気相成分となるように凝縮して、気相成分と液相成分とに分離することに
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なる。第２コンデンサ３２における温度、圧力および時間などの凝縮条件は、第１コンデ
ンサ３１と同様にすればよい。
【００８４】
第２コンデンサ３２には、第６配管７６と、第７バルブ８７が設けられた第７配管７７
とが接続されている。なお、第６配管７６は、第２コンデンサ３２と回収タンク４との間
に接続される。
【００８５】
第２コンデンサ３２において、気相成分としてアンモニアから分離除去された揮発性の
高い不純物は、第７バルブ８７が開放された状態で、第７配管７７を通ってシステム外部
に排出される。また、第２コンデンサ３２において、液相成分として得られた液体アンモ

40

ニアは、第６配管７６を通って回収タンク４に供給される。
【００８６】
回収タンク４の下部には、液体アンモニアを貯留した状態で液相が形成され、この液相
部分に対応して、第８バルブ８８が設けられた第８配管７８が接続されている。この第８
配管７８は、製品タンク７にも接続されている。すなわち、第８配管７８は、回収タンク
４と製品タンク７との間に接続される。回収タンク４に貯留された液体アンモニアは、第
８バルブ８８が開放された状態で、第８配管７８を通って製品タンク７に供給される。
【００８７】
製品タンク７は、回収タンク４から供給された液体アンモニアを製品アンモニアとして
貯留する。この製品タンク７は、アンモニアを液体状の液体アンモニアとして貯留できる
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ように、温度および圧力が一定条件で制御される。
【００８８】
以上のように構成されたアンモニア精製システム１００では、第１吸着塔２１または第
２吸着塔２２から導出された気体状のアンモニアに含まれる揮発性の高い不純物を、第１
コンデンサ３１で気相成分として分離除去し、さらに、回収タンク４の気相から導出され
た気体状のアンモニアに含まれる揮発性の高い不純物を、第２コンデンサ３２で気相成分
として分離除去する。このように、本実施形態のアンモニア精製システム１００では、還
流を伴う蒸留を行うことなく、揮発性の高い不純物を除去することができるので、エネル
ギの消費を抑制してアンモニアを効率的に精製することができる。
【００８９】

10

また、本実施形態のアンモニア精製システム１００は、第１コンデンサ３１および第２
コンデンサ３２により分縮して気相成分と液相成分とに分離することで、液相成分として
得た液体アンモニアであって、回収タンク４に貯留される液体アンモニアを気化し、その
気化されたアンモニアを再分縮処理する再分縮工程を実行するように構成してもよい。
【００９０】
具体的には、回収タンク４の気相部分と第２配管７２とを接続する循環配管を設け、こ
の循環配管に、回収タンク４内において気化されたアンモニアを流過させ、さらに循環配
管から第２配管７２に流過させて、第１コンデンサ３１および第２コンデンサ３２に供給
するようにすればよい。なお、回収タンク４内において気化されたアンモニアの再分縮処
理は、複数回にわたって繰り返し実行されるようにしてもよい。

20

【００９１】
このように構成されたアンモニア精製システム１００では、回収タンク４内において気
化されたアンモニアを、第１コンデンサ３１および第２コンデンサ３２により分縮して気
相成分と液相成分とに分離することで、揮発性の高い不純物を気相成分として分離除去し
、液相成分として液体アンモニアを得る。これによって、より精製された液体アンモニア
を得ることができる。
【００９２】
図２は、本発明の第２実施形態に係るアンモニア精製システム２００の構成を示す図で
ある。本実施形態のアンモニア精製システム２００は、前述のアンモニア精製システム１
００に類似し、対応する部分については同一の参照符号を付して説明を省略する。アンモ

30

ニア精製システム２００では、分縮手段２０７の構成が、前述のアンモニア精製システム
１００の分縮手段３と異なる。前述の分縮手段３が第１コンデンサ３１および第２コンデ
ンサ３２から構成されているのに対して、分縮手段２０７は、第１コンデンサ３１のみか
ら構成されている。
【００９３】
また、アンモニア精製システム２００は、原料貯留容器１から第１吸着塔２１または第
２吸着塔２２に粗アンモニアを導出する際に、液体アンモニアとして導出するように構成
されている。本実施形態では、原料貯留容器１と流量調整器５との間に気化器２０３が設
けられており、原料貯留容器１から気化器２０３に粗アンモニアを導出する際には、原料
貯留容器１の液相から液体状の粗アンモニアとして導出する。

40

【００９４】
原料貯留容器１と気化器２０３との間には第１０配管２０１が接続されており、原料貯
留容器１から導出された液体状の粗アンモニアは、第１０配管２０１を通って気化器２０
３に供給される。
【００９５】
第１０配管２０１には、第１０配管２０１における流路を開放または閉鎖する第１０バ
ルブ２０２が設けられている。液体状の粗アンモニアの気化器２０３への供給時には、第
１０バルブ２０２が開放されて、原料貯留容器１から気化器２０３に向けて第１０配管２
０１内を液体状の粗アンモニアが流れる。
【００９６】
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気化器２０３は、原料貯留容器１から導出された液体状の粗アンモニアの一部を気化す
る、すなわち、液体状の粗アンモニアを加熱して所定の気化率で気化して気相成分と液相
成分とに分離し、気体状のアンモニアを導出する。気化器２０３は、液体状の粗アンモニ
アの一部を気化するので、粗アンモニア中に含有される揮発性の低い不純物（例えば、水
分、炭素数９以上の炭化水素等）が液相に残り、揮発性の低い不純物が低減された気体状
のアンモニアを導出することができる。
【００９７】
本実施形態では、気化器２０３は、原料貯留容器１から導出された液体状のアンモニア
を、９０〜９５体積％の気化率で気化して気相成分と液相成分とに分離する。この場合に
は、原料貯留容器１から導出された液体状のアンモニアの９０〜９５体積％が気相成分と

10

なり、５〜１０体積％が液相成分となる。
【００９８】
気化器２０３には、第１１バルブ２０５が設けられた第１１配管２０４と、第１２配管
２０６とが接続されている。なお、第１２配管２０６は、気化器２０３と流量調整器５と
の間に接続される。
【００９９】
気化器２０３において、液相成分としてアンモニアから分離除去された揮発性の低い不
純物は、第１１バルブ２０５が開放された状態で、第１１配管２０４を通ってシステム外
部に排出される。また、気化器２０３において、気相成分として得られた気体状のアンモ
ニアは、第１２配管２０６を流過し、流量調整器５を介して第１吸着塔２１または第２吸

20

着塔２２に供給される。
【０１００】
このようにして第１吸着塔２１または第２吸着塔２２に供給された気体状のアンモニア
に含まれる不純物は、第１吸着塔２１または第２吸着塔２２に充填される、水分および炭
化水素に対する吸着能を単独で有する吸着剤によって吸着除去される。第１吸着塔２１ま
たは第２吸着塔２２から導出された、吸着除去後の気体状のアンモニアは、第１コンデン
サ３１に供給される。そして、第１コンデンサ３１は、吸着除去後の気体状のアンモニア
の一部を凝縮して気相成分と液相成分とに分離し、揮発性の高い不純物を気相成分として
分離除去する。ここで、アンモニア精製システム２００における第１コンデンサ３１の分
縮条件は、前述したアンモニア精製システム１００における第１コンデンサ３１と同様で

30

ある。本実施形態のアンモニア精製システム２００は、上記のようにして、精製された液
体アンモニアを得ることができる。
【実施例】
【０１０１】
以下に、本発明を実施例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明は、かかる実施例
のみに限定されるものではない。
【０１０２】
＜粗アンモニア＞
宇部興産株式会社製の純度９９．９重量％の工業用グレードのアンモニアを粗アンモニ
アＡとして用いた。また、粗アンモニアＡとは純度の異なる粗アンモニアＢを準備した。
粗アンモニアＡおよび粗アンモニアＢに含まれる不純物の濃度を、表４に示す。
【０１０３】
なお、不純物濃度は、炭化水素濃度、水素、窒素、酸素、および一酸化炭素濃度につい
ては、ガスクロマトグラフ分析装置（ＧＣ−４０００、ジーエルサイエンス株式会社製）
で分析し、水分濃度については、キャビティリングダウン分光分析装置（ＭＴＯ−ＬＰ−
Ｈ

２

Ｏ、Ｔｉｇｅｒ

【０１０４】

Ｏｐｔｉｃｓ社製）で分析した。
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【表４】

10

【０１０５】
（実施例１）
吸着剤として、水分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する合成ゼオライトＭＳ

20

−１３Ｘ（Ｆ−９、東ソー社製）を充填した円筒管状の吸着塔（長さ５０ｃｍ、内径２ｃ
ｍ）に、気体状の粗アンモニアＡを、温度２５℃、圧力０．４ＭＰａの条件下で通過させ
た。
【０１０６】
吸着塔から導出された気体状のアンモニアを、温度−１０℃、圧力０．４ＭＰａの条件
下で、ＳＵＳ製多管式コンデンサ（第１コンデンサ）に供給し、供給されたアンモニアの
９５体積％を凝縮して気相成分と液相成分とに分離した。多管式コンデンサ（第１コンデ
ンサ）に供給されたアンモニアの５体積％に相当する気相成分（揮発性の高い不純物が濃
縮されている）を、多管式コンデンサ（第１コンデンサ）の上部から排出して除去した。
【０１０７】

30

次に、多管式コンデンサ（第１コンデンサ）において液相成分として得られた液体アン
モニアを、回収タンクに供給した。そして、回収タンクにおいて貯留される液体アンモニ
アを５時間以上静置し、回収タンク内の気相成分（液体アンモニアの２体積％）を、多管
式コンデンサ（第２コンデンサ）に供給し、供給されたアンモニアの９５体積％を凝縮し
て気相成分と液相成分とに分離した。多管式コンデンサ（第２コンデンサ）に供給された
アンモニアの５体積％に相当する気相成分（揮発性の高い不純物が濃縮されている）を、
多管式コンデンサ（第２コンデンサ）の上部から排出して除去した。
【０１０８】
（実施例２）
吸着剤として、水分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する合成ゼオライトＭＳ
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−５Ａを充填した円筒管状の吸着塔（長さ５０ｃｍ、内径２ｃｍ）に、気体状の粗アンモ
ニアＡを、温度４０℃、圧力０．６ＭＰａの条件下で通過させた。
【０１０９】
吸着塔から導出された気体状のアンモニアを、温度−５℃、圧力０．４ＭＰａの条件下
で、ＳＵＳ製多管式コンデンサ（第１コンデンサ）に供給し、供給された気体状のアンモ
ニアの９０体積％を凝縮して気相成分と液相成分とに分離した。多管式コンデンサ（第１
コンデンサ）に供給されたアンモニアの１０体積％に相当する気相成分（揮発性の高い不
純物が濃縮されている）を、多管式コンデンサ（第１コンデンサ）の上部から排出して除
去した。
【０１１０】
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次に、多管式コンデンサ（第１コンデンサ）において液相成分として得られた液体アン
モニアを、回収タンクに供給した。そして、回収タンクにおいて貯留される液体アンモニ
アを５時間以上静置し、回収タンク内の気相成分（液体アンモニアの２体積％）を、多管
式コンデンサ（第２コンデンサ）に供給し、供給されたアンモニアの９０体積％を凝縮し
て気相成分と液相成分とに分離した。多管式コンデンサ（第２コンデンサ）に供給された
アンモニアの１０体積％に相当する気相成分（揮発性の高い不純物が濃縮されている）を
、多管式コンデンサ（第２コンデンサ）の上部から排出して除去した。
【０１１１】
（実施例３）
吸着剤として、水分および炭化水素に対する吸着能を単独で有する合成ゼオライトＭＳ

10

−１３Ｘを充填した円筒管状の吸着塔（長さ５０ｃｍ、内径２ｃｍ）に、気体状の粗アン
モニアＢを、温度２５℃、圧力０．４ＭＰａの条件下で通過させた。
【０１１２】
吸着塔から導出された気体状のアンモニアを、温度−１０℃、圧力０．４ＭＰａの条件
下で、ＳＵＳ製多管式コンデンサ（第１コンデンサ）に供給し、供給されたアンモニアの
９５体積％を凝縮して気相成分と液相成分とに分離した。多管式コンデンサ（第１コンデ
ンサ）に供給されたアンモニアの５体積％に相当する気相成分（揮発性の高い不純物が濃
縮されている）を、多管式コンデンサ（第１コンデンサ）の上部から排出して除去した。
【０１１３】
次に、多管式コンデンサ（第１コンデンサ）において液相成分として得られた液体アン
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モニアを、回収タンクに供給した。さらに、回収タンク内において貯留される液体アンモ
ニアを再分縮処理した。具体的には、回収タンクにおいて貯留される液体アンモニアを５
時間以上静置し、回収タンク内の気相成分（液体アンモニアの２体積％）を、多管式コン
デンサ（第２コンデンサ）に供給し、供給されたアンモニアの９５体積％を凝縮して気相
成分と液相成分とに分離した。多管式コンデンサ（第２コンデンサ）に供給されたアンモ
ニアの５体積％に相当する気相成分（揮発性の高い不純物が濃縮されている）を、多管式
コンデンサ（第２コンデンサ）の上部から排出して除去した。
【０１１４】
（比較例１）
水分に対する吸着能を有する合成ゼオライトＭＳ−３Ａ（Ａ−３、東ソー社製）と、炭
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化水素に対する吸着能を有する活性炭（クラレＧＧ、クラレケミカル株式会社製）とを、
同容積充填した円筒管状の吸着塔（長さ５０ｃｍ、内径２ｃｍ）に、気体状の粗アンモニ
アＡを、温度２５℃、圧力０．４ＭＰａの条件下で通過させた。
【０１１５】
吸着塔から導出された気体状のアンモニアを、圧力０．４ＭＰａの条件下で、ＳＵＳ製
ジャケット式蒸留塔に供給した。蒸留塔は、温度−１０℃の冷媒により温度制御し、還流
比を２０とした。蒸留塔の塔頂から、供給されたアンモニアに対して７体積％のアンモニ
アを排出させ、蒸留塔の塔底から、供給されたアンモニアに対して９３体積％の液体アン
モニアを導出させた。そして、蒸留塔の塔底から導出させた液体アンモニアを、回収タン
クに貯留した。
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【０１１６】
（比較例２）
吸着剤として、炭化水素に対する吸着能を有する活性炭（クラレＧＧ、クラレケミカル
株式会社製）を充填した円筒管状の吸着塔（長さ５０ｃｍ、内径２ｃｍ）に、気体状の粗
アンモニアＡを、温度２５℃、圧力０．４ＭＰａの条件下で通過させた。
【０１１７】
吸着塔から導出された気体状のアンモニアを、温度−１０℃、圧力０．４ＭＰａの条件
下で、ＳＵＳ製多管式コンデンサに供給し、供給されたアンモニアの９５体積％を凝縮し
て気相成分と液相成分とに分離した。多管式コンデンサに供給されたアンモニアの５体積
％に相当する気相成分を、多管式コンデンサの上部から排出して除去した。
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【０１１８】
次に、多管式コンデンサにおいて液相成分として得られた液体アンモニアを、回収タン
クに供給した。そして、回収タンクにおいて貯留される液体アンモニアを５時間以上静置
し、回収タンク内の気相成分（液体アンモニアの２体積％）を、回収タンクの上部から排
出して除去した。
【０１１９】
＜アンモニア中に含まれる不純物濃度の分析結果＞
実施例１〜３および比較例１，２において、回収タンクに貯留される液体アンモニアに
ついて、不純物濃度を分析した。分析結果を表５に示す。
【０１２０】
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【表５】
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【０１２１】
表５の結果から明らかなように、実施例１，２のアンモニアの精製方法で得られた液体
アンモニアは、蒸留塔による蒸留除去工程を含む比較例１のアンモニアの精製方法で得ら
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れた液体アンモニアと同等の純度である。
【０１２２】
また、比較例２のアンモニアの精製方法で得られた液体アンモニアには、水分が多く含
まれる。これは、吸着塔に充填する吸着剤として、水分に対する吸着能を有さず、炭化水
素に対する吸着能のみを有する活性炭を用いたからであり、吸着塔で吸着除去されなかっ
た水分が、凝縮時に液相成分として分離された液体アンモニア中に濃縮されたためである
。
【０１２３】
以上の結果より、実施例１，２のアンモニアの精製方法は、蒸留塔による蒸留除去工程
を含まないにもかかわらず、高純度の液体アンモニアを得ることができるので、還流を伴
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う蒸留を行うことなくエネルギの消費を抑制して、アンモニアを効率的に精製することが
できる、ということがわかる。
【０１２４】
また、実施例３では、純度の低い（不純物の濃度が高い）粗アンモニアＢを用いたにも
かかわらず、最終的には（再分縮処理後：凝縮２回目）、実施例１，２および比較例１と
同等以上の高純度の液体アンモニアを得ることができる。この結果より、実施例３のアン
モニアの精製方法は、回収タンク内において気化されたアンモニアの再分縮処理を行うの
で、より精製された液体アンモニアを得ることができる、ということがわかる。
【符号の説明】
【０１２５】
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１

原料貯留容器

２

吸着手段

３，２０７
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分縮手段

４

回収タンク

５

流量調整器

６

圧力計

７

製品タンク

２１

第１吸着塔

２２

第２吸着塔

３１

第１コンデンサ

３２

第２コンデンサ

６１

分析手段

７１

第１配管

７２

第２配管

７３

第３配管

７４

第４配管

７５

第５配管

７６

第６配管

７７

第７配管

７８

第８配管

７９

第９配管

８１

第１バルブ

８２

第２バルブ

８３

第３バルブ

８４

第４バルブ

８５

第５バルブ

８６

第６バルブ

８７

第７バルブ

８８

第８バルブ

８９

第９バルブ

１００，２００
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20

30
アンモニア精製システム

２０１

第１０配管

２０２

第１０バルブ

２０３

気化器

２０４

第１１配管

２０５

第１１バルブ

２０６

第１２配管
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【図１】

【図２】
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