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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃焼装置から排出される排ガスから熱を回収するためにエアヒータと電気集塵装置との
間に設けられた冷却器と、該排ガス中の酸化硫黄を除去する湿式排煙脱硫装置と、燃焼排
ガス中の二酸化炭素（CO2）をアミン化合物を主成分とするCO2吸収液により吸収する吸収
塔と、CO2を吸収した吸収液からCO2を脱離し、吸収液を再生する再生塔と、該再生塔に蒸
気を供給するリボイラ装置とを有するCO2化学吸収設備を備えた排煙処理システムであっ
て、前記再生塔は、塔下部から抜き出される吸収液を、過熱圧縮してフラッシュ蒸発させ
るフラッシュタンクと、該フラッシュタンクで発生した蒸気を圧縮して再生塔に供給する
圧縮機を有する配管系とを備えた蒸気再圧縮設備と、該フラッシュタンク出口のCO2吸収
液を、前記再生塔へのCO2吸収液との熱交換器を経た後、CO2吸収塔へ循環させる配管系と
を有し、前記CO2化学吸収装置の再生塔入口にCO2吸収液を加熱する加熱器を設け、前記排
ガスの冷却器における回収熱を、熱媒を介して前記加熱器に伝達するようにしたことを特
徴とする排ガス処理システム。
【請求項２】
　燃焼装置から排出される排ガスから熱を回収するためにエアヒータと電気集塵装置との
間に設けられた冷却器と、該排ガス中の酸化硫黄を除去する湿式排煙脱硫装置と、燃焼排
ガス中の二酸化炭素（CO2）をアミン化合物を主成分とするCO2吸収液により吸収する吸収
塔と、CO2を吸収した吸収液からCO2を脱離し、吸収液を再生する再生塔と、該再生塔に蒸
気を供給するリボイラ装置とを有するCO2化学吸収設備を備えた排煙処理システムであっ
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て、前記再生塔は、塔下部から抜き出される吸収液を、過熱圧縮してフラッシュ蒸発させ
るフラッシュタンクと、該フラッシュタンクで発生した蒸気を圧縮して再生塔に供給する
圧縮機を有する配管系とを備えた蒸気再圧縮設備と、該フラッシュタンク出口のCO2吸収
液を、前記再生塔へのCO2吸収液との熱交換器を経た後、CO2吸収塔へ循環させる配管系と
を有し、前記CO2化学吸収装置の再生塔出口にCO2吸収液を加熱する加熱器を設け、前記排
ガスの冷却器における回収熱を、熱媒を介して前記加熱器に伝達するようにしたことを特
徴とする排ガス処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化石燃料等の燃焼排ガス中の二酸化炭素（CO2）を吸収分離する排ガス処理
システムに係り、特に排ガス冷却器およびCO2吸収液の加熱器を設置した場合に、回収熱
をCO2吸収液の加熱に有効利用でき、システム蒸気使用量を低減することが可能なシステ
ムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、火力発電設備やボイラ設備では、多量の石炭及び重油等を燃料として用いており
、大気汚染および地球温暖化の見地から、二酸化炭素(CO2)の大気への大量排出が問題に
なっており、CO2排出抑制について世界的に検討されている。CO2の分離回収技術のひとつ
として、CO2吸収剤としてアミン化合物を用いた化学吸収法が広く知られている。
【０００３】
　従来のCO2化学吸収システムを含む発電プラントの一例を図3に示す。この発電プラント
は、主にボイラ1、脱硝装置2、エアヒータ3、ガス冷却器4、電気集塵装置5、湿式脱硫装
置6、プレスクラバー10、CO2吸収塔20、再生塔40、リボイラ60等から構成される。ボイラ
１から排出される、石炭等の化石燃料の燃焼排ガスは脱硝装置2で窒素酸化物を除去した
後、エアヒータ3で熱交換され、例えば130～220℃に冷却される。エアヒータ3を通過した
排ガスはガス冷却器4で、例えば85～100℃程度に冷却され、排ガス中の硫黄酸化物（SO3
）はばいじんへ吸収される。電気集塵機5で排ガス中のばいじんはSO3と共に除去され、さ
らに誘引ファンで昇圧した後、湿式脱硫装置５で硫黄酸化物(SO2)を除去される。湿式脱
硫装置5出口ガス中には数十ppm程度のSO2が残存するのが通例であるが、該残存SO2により
CO2吸収塔20内のCO2吸収液の劣化を防止するため、CO2化学吸収設備の前処理設備として
プレスクラバー10が設置され、残存SO2を極力低減(例えば10ppm以下)するのが一般的であ
る。
【０００４】
　CO2吸収塔20は、主に充填層21と吸収液スプレ部22、水洗部24、水洗スプレ部25、デミ
スタ26、水洗水溜め部27、冷却器28、水洗ポンプ29で構成される。排ガス中に含まれるCO

2は、充填層21において、CO2吸収塔20上部のCO2吸収液噴霧部から供給されるCO2吸収液と
の気液接触により、CO2吸収液中へ吸収される。水洗部24では、吸収反応時の発熱により
温度が上昇した脱CO2ガス23の冷却及びガスに同伴するミストを除去する。また、冷却器2
8によって冷却された水洗水は、水洗ポンプ29によって循環使用される。水洗部24上部に
はデミスタ26が設置され、ガス中に同伴されたミストを除去した後、処理ガス37(脱CO2ガ
ス)として排出される。吸収塔20の塔頂には、ガス再加熱器8が設けられ、ガス冷却器4で
回収した顕熱を熱媒を介して回収し、脱CO2ガスの再加熱に利用している。
【０００５】
　CO2を吸収した吸収液は、吸収塔20下部の液溜めから吸収塔抜出しポンプ33により抜き
出され、熱交換器34によって昇温後（たとえば95～105℃）、再生塔40に送液される。再
生塔40内では、スプレ部42から噴霧された、CO2をリッチに含む吸収液が充填層41に供給
される。一方、再生塔40底部には、リボイラ60から蒸気供給配管65を介して蒸気が供給さ
れる。充填層41において、 CO2をリッチに含む吸収液が、底部より上昇してくる蒸気と気
液接触することにより、CO2吸収液中から気相中へ脱気される。脱気したCO2ガス中には、
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一部吸収液ミストが同伴されるが、水洗部43で該ミストが除去される。水洗部43上部には
デミスタ45が設置され、水洗部43等からガス中に同伴されたミストを除去した後、CO2ガ
ス46として再生塔40上部より排出される。その後、CO2ガスは冷却器47によって約40℃に
冷却され、CO2分離器48でガスと凝縮水に分離され、CO2ガスは、CO2液化設備（図示省略
）へ導入され、凝縮した水はドレンポンプ50によって水洗スプレ部に供給される。
【０００６】
　一方、CO2を脱気したCO2吸収液は、再生塔液溜め部51に溜められた後、リボイラ液供給
配管52を通ってリボイラ60に送液される。リボイラ60内部には伝熱管等が設置されており
、CO2吸収液が蒸気供給配管を介して供給される蒸気62で間接加熱されることにより、リ
ボイラ60内部では蒸気が発生し、該蒸気が蒸気供給配管65を通って、再生塔40に供給され
る。リボイラ60にて使用した蒸気62は伝熱管中でドレンとなり回収される。このとき、該
CO2化学吸収システムが必要とする蒸気62はタービンシステムから抽気するが、これによ
り該CO2化学吸収システムを設置しない場合と比べ発電効率が10%以上低減する。
【０００７】
　この蒸気62を減らすための一例として、フラッシュタンク91、圧縮機92等から構成され
る蒸気再圧縮設備が設けられている。再生塔40底部の液溜め部に溜められたCO2吸収液は
、フラッシュタンク91に供給され、再生塔40が0.1MPa(g)程度の加圧条件であることを利
用し、圧力調整弁67により減圧し、フラッシュタンク91で減圧蒸発させることによって飽
和蒸気を発生させる。圧縮機92は、フラッシュタンク91で減圧蒸発した蒸気の再圧縮なら
びに再生塔40への蒸気搬送の役目を賄う。フラッシュタンク91の液相側は、フラッシュタ
ンク出口配管96を介してポンプ93により昇圧され、熱交換器34及び冷却器31によって減温
された後、CO2吸収塔20に供給される。
【０００８】
　フラッシュタンク91、圧縮機92等から構成される蒸気再圧縮設備は、熱エネルギーの有
効利用の観点では、一部の電気エネルギー(ここでは圧縮機92が対象となる)で蒸気を発生
させ、熱力学的に再利用する設備であり、再生塔40への蒸気を再利用をすることで、リボ
イラ60に供給する蒸気62の低減が図ることが可能と考えられていた。
【０００９】
　一方、フラッシュタンク91の圧力は圧力計68および圧力調整弁67による制御で常圧（0M
Pa(g)）近くにすることが、熱を最大限に生かすことにつながるが、その際、フラッシュ
タンク91中のCO2吸収液の温度が低下するという問題を生じた（例えば100～105℃程度）
。この温度低下により、通常の熱交換器34の大きさでは、再生塔40入口のCO2吸収液の温
度を所定温度（例えば95～105℃）に保てなくなるため、再生塔40への供給熱量が低下し
、結果的にリボイラ60への蒸気62の流量が減らせなくなる。仮に当該温度を所定温度に保
てたとしても、熱交換器34の伝熱面積を膨大なものにする必要があり、経済的には大きな
負担となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記従来技術では、フラッシュタンク91にて液相部のCO2吸収液の温度が低下すること
により、再生塔40入口へ供給するCO2吸収液の温度が低下するため、再生塔40への入熱が
低下、結果としてリボイラ60に供給する蒸気62の量を減らせないという問題点があった。
【００１１】
　本発明の課題は、上述の蒸気再圧縮システム導入による再生塔40入口に供給するCO2吸
収液の温度低下を避けることにより、タービンシステムから抽気する蒸気による発電効率
低下を防止することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の課題は、再生塔液供給配管35にアミン加熱器38を設置し、ガス冷却器4にて排
ガス中から回収した顕熱を熱媒を介し、再生塔40の入口または出口のCO2吸収液配管に設
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置するアミン加熱機38により、CO2吸収液を加熱することにより達成される。すなわち、
本願で特許請求される発明は以下のとおりである。
（１）燃焼装置から排出される排ガスの冷却器と、該排ガス中の酸化硫黄を除去する湿式
排煙脱硫装置と、燃焼排ガス中の二酸化炭素（CO2）をアミン化合物を主成分とするCO2吸
収液により吸収する吸収塔と、CO2を吸収した吸収液からCO2を脱離し、吸収液を再生する
再生塔と、該再生塔に蒸気を供給するリボイラ装置とを有するCO2化学吸収設備を備えた
排煙処理システムであって、前記再生塔は、塔下部から抜き出される吸収液を、過熱圧縮
してフラッシュ蒸発させるフラッシュタンクと、該フラッシュタンクで発生した蒸気を圧
縮して再生塔に供給する圧縮機を有する配管系とを備えた蒸気再圧縮設備と、該フラッシ
ュタンク出口のCO2吸収液を、前記再生塔へのCO2吸収液との熱交換器を経た後、CO2吸収
塔へ循環させる配管系とを有し、前記CO2化学吸収装置の再生塔入口または出口にCO2吸収
液を加熱する加熱器を設け、前記排ガスの冷却器における回収熱を、熱媒を介して前記加
熱器に伝達するようにしたことを特徴とする排ガス処理システム。
（２）前記排ガスの冷却器の熱媒の一部分を前記加熱器へ供給し、残りをCO2吸収塔の脱C
O2ガスの再加熱器に供給するようにした（１）記載のシステム。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明では、ガス冷却器4にて排ガス中から回収した顕熱を熱媒を介し、再生塔40の入
口または出口のCO2吸収液の配管に設置する加熱機38によりCO2吸収液を加熱し、再生塔40
への供給熱量を増加させることにより、タービンシステムからの抽気である蒸気62の量を
抑制することが可能になり、発電効率低減の抑制が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例を示すCO2化学吸収システムの説明図。
【図２】本発明の他の実施例を示すCO2化学吸収システムの説明図。
【図３】本発明の他の実施例を示すCO2化学吸収システムの説明図。
【図４】従来のCO2化学吸収システムの説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、本発明の実施例を示すCO2化学吸収システムの説明図である。図４の従来のシ
ステムとの相違点は、再生塔へのCO2吸収液供給配管35に加熱器38を設置したことである
。加熱器38の熱源としては、ガス冷却器4から熱交換器の熱媒を介して排ガスの顕熱を回
収して用いる。排ガス温度が高い場合(例えば170～220℃)のとき、熱媒は吸収塔20から熱
交換器34へ送られ、排出されたCO2を多量に吸収したCO2吸収液を加熱することが可能な温
度（例えば130℃以上）に保つことが可能となり、CO2吸収液は所定温度（例えば95～105
℃）に加熱される。これにより蒸気再圧縮システムによる熱再利用を効率よく行えること
になり、タービンシステムからの抽気である蒸気62の量を抑制することができ、発電効率
低減の抑制が可能となる。
【００１６】
　図２は、本発明の他の実施例を示すCO2化学吸収システムの説明図である。図１のシス
テムと異なる点は、加熱器38を、CO2吸収液供給配管35に設置する代わりに、フラッシュ
タンク91の出口配管96に設けた点である。この場合においても、図１の場合と同様に、タ
ービンシステムからの抽気である蒸気62の量を抑制することができ、発電効率低減の抑制
が可能となる。
【００１７】
　図３は、本発明の、さらに他の実施例を示すCO2化学吸収システムの説明図である。図
１の実施例と異なる点は、ガス冷却器4の熱媒の行き先を、CO2吸収液の加熱器38に加えて
、CO2吸収塔20のガス再加熱器8としたことである。
【符号の説明】
【００１８】



(5) JP 5725992 B2 2015.5.27

10

20

30

40

50

　　1　　ボイラ
　　2　　脱硝装置
　　3　　エアヒーター
　　4　　ガス冷却器
　　5　　乾式電気集塵装置
　　6　　湿式脱硫装置
　　7　　脱硫出口排ガス
　　8　　ガス再加熱器
　　10　　プレスクラバー
　　11　　吸収剤
　　12　　液溜め
　　14　　循環ポンプ
　　15　　冷却器
　　16　　スプレ部
　　17　　冷却水
　　18　　プレスクラバー出口ガス
　　20　　吸収塔
　　21　　充填層
　　22　　吸収液スプレ部
　　23　　脱CO2ガス
　　24　　水洗部
　　25　　水洗スプレ部
　　26　　デミスタ
　　27　　吸収塔水洗水溜め部
　　28　　冷却器
　　29　　水洗ポンプ
　　30　　冷却水
　　31　　冷却器
　　32　　ボイラ水
　　33　　吸収塔抜出しポンプ
　　34　　熱交換器
　　35　　再生塔液供給配管
　　36　　水洗水抜出し配管
　　37　　処理ガス
　　38　　アミン加熱器
　　40　　再生塔
　　41　　充填層
　　42　　スプレ部
　　43　　水洗部
　　44　　水洗スプレ部
　　45　　デミスタ
　　46　　CO2ガス
　　47　　冷却器
　　48　　CO2分離器
　　49　　ドレン配管
　　50　　ドレンポンプ
　　51　　再生塔液溜め部
　　52　　リボイラ液供給配管
　　60　　リボイラ
　　61　　蒸気供給配管
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　　62　　蒸気
　　63　　リボイラ液溜め部
　　64　　リボイラ液抜出し配管
　　65　　蒸気供給配管
　　66　　再生塔液抜出し配管
　　67　　圧力調整弁
　　68　　圧力計
　　91　　フラッシュタンク
　　92　　圧縮機
　　93　　ポンプ
　　96　　CO2吸収液供給配管
　　97　　蒸気配管

【図１】 【図２】
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