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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数段の圧縮機と、夫々の圧縮機により圧縮したガスを冷却して凝縮したドレンを取り
出すアフタークーラとを有する複数段の不純物分離機を備えて酸素燃焼装置からのガスの
不純物を除去するよう構成された不純物除去機構の下流側に、
  冷却空間を有する冷却器本体と、前記冷却空間の内部下側に連通するガス入口と、前記
冷却空間の内部上側に連通するガス出口と、前記冷却空間の内部における前記ガス入口と
ガス出口の間に配置され、冷却流体入口からの冷却流体を前記冷却空間の内部に巡らせて
冷却流体出口から導出するようにした冷却管と、前記冷却空間の内部における前記ガス入
口とガス出口の間を上下に区画するように配置した充填材とを有する充填材内蔵冷却器を
備え、
  前記冷却空間の内部上側に備えたノズルと、前記冷却空間の内底部のドレン溜めに備え
たドレン出口からのドレンをポンプにより前記ノズルに供給して噴射するドレン循環装置
と、前記冷却流体入口と冷却流体出口との間の循環路に配置した冷凍機と、前記冷却器本
体のドレン溜めのドレンを、少なくとも最前段の前記不純物分離機のアフタークーラの上
流側にアルカリ調整剤として供給するアルカリ調整剤供給流路とを備えた
ことを特徴とする水分含有ガスの不純物除去システム。

 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水分含有ガスに含まれる不純物を除去するようにした水分含有ガスの不純物
除去システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　燃焼装置や反応装置等から排出されるガスには、除去しなければならない不純物が含ま
れている。例えば、地球温暖化の原因の一つと言われている二酸化炭素（ＣＯ2）の排出
量を低減する技術の一つとして、酸素燃焼装置が検討されており、微粉炭を酸素燃焼する
石炭焚ボイラが注目されている。この石炭焚ボイラは、酸化剤として空気の代わりに酸素
を使用することで、二酸化炭素（ＣＯ2）を主体とする排ガスが生成され、この高二酸化
炭素濃度の排ガスを圧縮・冷却することにより液化二酸化炭素とし、この液化二酸化炭素
を船、車両等の搬送手段により目的地まで搬送して地中に貯蔵すること、或いは、液化二
酸化炭素の圧力を上げてパイプラインにより目的地まで搬送して地中に貯蔵することが検
討されている。
【０００３】
　このような酸素燃焼を行う石炭焚ボイラからの排ガス中には、二酸化炭素（ＣＯ2）以
外に、石炭原料由来の窒素酸化物（ＮＯｘ）、硫黄酸化物（ＳＯｘ）、水銀（Ｈｇ）、塩
化水素（ＨＣｌ）、煤塵等の不純物が含まれる。このような不純物は、環境汚染の問題或
いは腐食を発生させる等の問題から除去する必要があり、又、不純物の混入は、取り出さ
れる二酸化炭素（ＣＯ2）の純度を低下させることからも除去する必要がある。
【０００４】
　上記不純物のうち、硫黄酸化物（ＳＯｘ）は水と接触することにより水に溶解して硫酸
（Ｈ２ＳＯ４）となり、塩化水素（ＨＣｌ）は水に溶解して塩酸となるものであり、この
ような水溶性を示す硫黄酸化物及び塩化水素、及び煤塵は水スプレー等により水と接触さ
せることで分離できる。
【０００５】
　一方、前記不純物である窒素酸化物（ＮＯｘ）のうち、二酸化窒素（ＮＯ2）は水と接
触することにより水に溶解して硝酸（ＨＮＯ３）となることにより分離できる。しかし、
石炭焚ボイラからの排ガス中には酸素（Ｏ2）が少ないために、窒素（Ｎ2）は殆どが一酸
化窒素（ＮＯ）として存在しており、この一酸化窒素（ＮＯ）は水に不溶であるために水
スプレー等を行っても除去することができない。
【０００６】
　前記の硫酸、塩酸及び硝酸のうち、特に硫酸は排ガス処理装置の機器を腐食させること
が知られており、又、前記微量金属である水銀は熱交換器の低温のアルミニウム部材を損
傷させることが分かっている。従って、これらの不純物は早い段階において除去すること
が好ましい。又、前記不純物が排ガスに混入すると二酸化炭素の純度が低下するために、
圧縮・冷却して液化することが大変になり液化のための装置機器が大型化するという問題
がある。従って、酸素燃焼を行う石炭焚ボイラ等のように、二酸化炭素主体の排ガスを生
じさせてその二酸化炭素を処分するシステムにおいては、排ガス中の不純物を除去するこ
とが非常に重要となる。
【０００７】
　このため、酸素燃焼を行う石炭焚ボイラ等においては、特に腐食が問題となる硫黄酸化
物について、従来の空気焚ボイラ等で用いられているスプレー塔方式或いは充填塔方式等
からなる湿式と言われる脱硫装置を備えることで除去することが行われている。又、酸素
燃焼を行う石炭焚ボイラ等からの排ガス中には石炭原料由来の窒素及び窒素酸化物が発生
するため、前記脱硫装置の上流に、触媒方式等による脱硝装置を備えて窒素及び窒素酸化
物を除去することが行われている。
【０００８】
　上記湿式の脱硫装置を設置すると、硫黄酸化物及び塩化水素が除去されると共に、煤塵
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が除去され、更に、窒素酸化物も一部が除去されると共に、元々含有量が少ない水銀も僅
かに除去されることが知られている。又、上記排ガス処理を行っても排ガス中の水銀の濃
度が高い場合には、水銀除去塔を設置して水銀を吸着剤等により除去することが考えられ
ている。
【０００９】
　排ガスの処理システムの一例としては、富酸素ガスと循環排ガスとを混合した燃焼用ガ
スにより燃料を燃焼させるボイラからの排ガスを導くダクトに集塵器と湿式の脱硫装置を
有し、集塵機の下流側の排ガスの一部をボイラに導く排ガス再循環ダクトと、脱硫装置の
下流側の排ガスを圧縮して二酸化炭素を分離するＣＯ２分離手段とを備え、ＣＯ２分離手
段の排ガスを圧縮する過程で分離された水分を、脱硫装置内で循環して使用される吸収液
に供給するようにした排ガス処理システムがある（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１２－１４３６９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、特許文献１のような従来の排ガス処理システムにおいては、スプレー塔方式等
の湿式の脱硫装置を備えて排ガス中の不純物、特に硫黄酸化物（ＳＯｘ）を除去している
ために、不純物除去のための装置が非常に大型且つ複雑になり設備コストが増加するとい
う問題を有していた。
【００１２】
　このため、圧縮機に導かれる排ガス中の硫黄酸化物等の不純物を簡単な装置により低コ
ストで除去できる技術の出現が望まれている。
【００１３】
　本発明は、上記従来の課題に鑑みてなしたものであり、水分含有ガス中に含まれる不純
物を小型の装置により高効率で除去できるようにした水分含有ガスの不純物除去システム
を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明は、複数段の圧縮機と、夫々の圧縮機により圧縮したガスを冷却して凝縮したド
レンを取り出すアフタークーラとを有する複数段の不純物分離機を備えて酸素燃焼装置か
らのガスの不純物を除去するよう構成された不純物除去機構の下流側に、
  冷却空間を有する冷却器本体と、前記冷却空間の内部下側に連通するガス入口と、前記
冷却空間の内部上側に連通するガス出口と、前記冷却空間の内部における前記ガス入口と
ガス出口の間に配置され、冷却流体入口からの冷却流体を前記冷却空間の内部に巡らせて
冷却流体出口から導出するようにした冷却管と、前記冷却空間の内部における前記ガス入
口とガス出口の間を上下に区画するように配置した充填材とを有する充填材内蔵冷却器を
備え、
  前記冷却空間の内部上側に備えたノズルと、前記冷却空間の内底部のドレン溜めに備え
たドレン出口からのドレンをポンプにより前記ノズルに供給して噴射するドレン循環装置
と、前記冷却流体入口と冷却流体出口との間の循環路に配置した冷凍機と、前記冷却器本
体のドレン溜めのドレンを、少なくとも最前段の前記不純物分離機のアフタークーラの上
流側にアルカリ調整剤として供給するアルカリ調整剤供給流路とを備えた
ことを特徴とする水分含有ガスの不純物除去システム、に係るものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の水分含有ガスの不純物除去システムによれば、水分含有ガスに含まれる不純物
を小型の装置により高効率に除去できるという優れた効果を奏し得る。
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【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の水分含有ガスの不純物除去装置の参考例を示す概略構成図である。
【図２】（ａ）は図１の充填材内蔵冷却器の変形例を示す概略構成図、（ｂ）は（ａ）の
充填材内蔵冷却器の更に別の変形例を示す概略構成図である。
【図３】本発明の水分含有ガスの不純物除去装置の他の参考例を示す概略構成図である。
【図４】酸素燃焼装置からのガスの不純物を除去する不純物除去機構の下流側に充填材内
蔵冷却器を適用した本発明の実施例に係る水分含有ガスの不純物除去システムの概略構成
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施例を、添付図面を参照して説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の水分含有ガスの不純物除去装置の参考例を示す概略構成図であり、図
１中、５０は充填材内蔵冷却器である。充填材内蔵冷却器５０は、冷却空間５１を有する
冷却器本体５２と、前記冷却空間５１の内部下側に連通して水分含有ガス５３を導入する
ガス入口５４と、前記冷却空間５１の内部上側に連通するガス出口５５とを有する。又、
前記冷却空間５１の内部における前記ガス入口５４とガス出口５５との間に配置され、冷
却流体入口５６から導入される海水或いは他の冷却水等の冷却流体５７を前記冷却空間５
１の内部に巡らせて冷却流体出口５８から導出するようにした冷却管５９を有する。６０
は冷却流体入口５６と冷却流体出口５８とを仕切る仕切り板である。更に、前記冷却空間
５１の内部における前記ガス入口５４とガス出口５５の間には冷却空間５１を上下に区画
するように配置した充填材６１を有する。充填材６１は、例えば上下の孔開き板６１ａ，
６１ａの相互間に粒状物６１ｂ（ラッシヒリング）を充填した構成を有する。
【００２４】
　前記冷却空間５１の内底部にはドレン溜め６２が形成してあり、又、前記冷却空間５１
の内部上側にはノズル６３が設けてあり、前記ドレン溜め６２のドレン出口６４に接続し
た取出管６５から取り出されるドレンＤをポンプ６６と循環流路６７を介して前記ノズル
６３に供給することにより該ノズル６３から噴射するようにしたドレン循環装置６８を設
けている。
【００２５】
　図１の参考例では、冷却管５９の上部に充填材６１が配置され、該充填材６１の上部に
ノズル６３が配置された場合を示している。前記循環流路６７には、該循環流路６７内を
流動するドレンＤにアルカリ剤６９を添加するアルカリ剤添加装置７０を備えている。ア
ルカリ剤６９には、水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）、アンモニア（－ＮＨ３）、水酸化マ
グネシウム（Ｍｇ（ＯＨ）２）、或いは大量の水（Ｈ２Ｏ）（一般の水は弱アルカリであ
る）等を用いることができる。
【００２６】
　前記冷却器本体５２には、前記ドレン溜め６２のドレンＤのレベルを検出するレベル計
７１と、該レベル計７１により検出したレベル検出値が設定値に保持されるように取出管
６５に備えた調節弁７２を調節するレベル制御器７３を備えている。
【００２７】
　更に、前記冷却器本体５２には、前記ドレン溜め６２のドレンＤのｐＨを検出するｐＨ
検出器７４と、該ｐＨ検出器７４が検出したｐＨ検出値が設定値に保持されるように前記
アルカリ剤添加装置７０における供給弁７５を制御してアルカリ剤６９の供給量を調節す
るアルカリ剤制御器７６を備えている。
【００２８】
　図２は、図１の参考例の変形例を示したもので、図２（ａ）は充填材６１の上部に冷却
管５９が配置され、該冷却管５９の上部にノズル６３が配置された場合を示し、図２（ｂ
）は充填材６１の内部に冷却管５９が配置された場合を示している。
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【００２９】
　図１、図２に示す参考例の作動を以下に説明する。
【００３０】
　前記水分含有ガスの不純物除去装置を構成する充填材内蔵冷却器５０の冷却管５９には
海水或いは冷却水等の冷却流体５７が供給されて冷却空間５１を冷却しており、又、冷却
空間５１の内底部のドレン溜め６２のドレンＤはドレン循環装置６８により冷却空間５１
の上部に設けたノズル６３から噴射されている。
【００３１】
　このとき、レベル制御器７３はレベル計７１で検出する前記ドレン溜め６２のドレンＤ
のレベルが一定に保持されるように制御しているので、前記ドレン溜め６２のドレンＤを
ドレン循環装置６８により確実に循環させて噴射することができる。
【００３２】
　そして、種々の燃焼装置或いは反応装置等から取り出されて不純物を含有し且つ水分を
含有する水分含有ガス５３は、水分含有ガスの不純物除去装置を構成する充填材内蔵冷却
器５０の冷却器本体５２のガス入口５４から冷却空間５１の内部に導入される。冷却空間
５１の内部に導入された水分含有ガス５３は、冷却管５９との熱交換により冷却されるこ
とにより含有する水分が凝縮しドレンとなってドレン溜め６２に落下する。水分が除去さ
れたガスは、充填材６１を通る際にガス中の不純物が除去される。このとき、充填材６１
にはドレン循環装置６８のノズル６３によりドレンＤが噴射されており、更に、ドレンＤ
にはアルカリ剤添加装置７０からのアルカリ剤６９が添加されているため、充填材６１を
通るガスはドレンＤと接触することによって不純物が効果的に除去される。
【００３３】
　又、前記ドレン溜め６２のドレンＤのｐＨを検出するｐＨ検出器７４と、該ｐＨ検出器
７４が検出したｐＨ検出値が設定値に保持されるように前記アルカリ剤添加装置７０にお
ける供給弁７５を制御してアルカリ剤６９の供給量を調節するアルカリ剤制御器７６を備
えているので、ノズル６３から噴射されるドレンＤのｐＨが高く維持されるように調節す
ることで、ドレンＤに対する不純物の溶け込みを高めて、不純物の除去効果を更に高める
ことができる。上記したように不純物が除去された清浄なガスは、ガス出口５５から取り
だされる。
【００３４】
　図３は本発明の水分含有ガスの不純物除去装置の他の参考例を示すもので、この参考例
では、前記ガス入口５４に、水分含有ガス５３を圧縮する圧縮機７７を備えた場合を示し
ている。又、前記冷却流体入口５６と冷却流体出口５８との間に冷凍機７８を備えた場合
を示している。
【００３５】
　図３に示すように、水分含有ガス５３を圧縮機７７によって圧縮した後に冷却器本体５
２の冷却空間５１に導入すると、圧縮された水分含有ガス５３からは前記参考例に比して
多くのドレンＤが分離されると共に、ガス中に含まれる不純物が低温のドレンＤとの接触
により効果的に除去されるようになる。このとき、加圧されたガス中の不純物は酸化が促
進されるため、ドレンＤに対する不純物の溶け込みがより高まるため効果的な除去が行わ
れるようになる。
【００３６】
　又、前記冷凍機７８を備えると、冷凍機７８による低温の冷却流体５７（冷却媒体）が
冷却管５９に供給されて水分含有ガス５３が更に冷却されるので、前記水分含有ガス５３
から更に多くのドレンＤが分離されるようになり、又、ガス中の不純物は温度が低いこと
によってドレンＤに対する溶け込みが更に高まることにより効果的に除去される。
【００３７】
　図４は酸素燃焼装置からのガスの不純物を除去する不純物除去機構１００の下流側に本
発明に係る充填材内蔵冷却器を適用した水分含有ガスの不純物除去システムの実施例を示
す概略構成図である。
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【００３８】
　図４中１は、微粉炭を酸素燃焼する石炭焚ボイラ１ａ等からなる酸素燃焼装置であり、
該酸素燃焼装置１からは二酸化炭素（ＣＯ２）を主体とする排ガス２（水分含有ガス５３
）が排出される。このような酸素燃焼装置１からの排ガス２を二酸化炭素液化装置３に供
給して液化するために、二酸化炭素液化装置３の前段に、二酸化炭素液化装置３での液化
に必要な圧力、或いはその圧力に近い所定の圧力である目的圧力まで排ガス２を圧縮して
排ガス２中の不純物を除去する不純物除去機構１００を設けている。
【００３９】
　不純物除去機構１００は、前記酸素燃焼装置１からの排ガス２を段階的に目的圧力まで
圧縮する複数段の圧縮機４ａ，４ｂ，４ｃと、各圧縮機４ａ，４ｂ，４ｃで圧縮した排ガ
ス２を夫々の後段で冷却し、冷却によって凝縮した水分をドレンとして取り出すようにし
たアフタークーラ５ａ，５ｂ，５ｃ（冷却器）とを有する複数段（図示例では３段）の不
純物分離機６ａ，６ｂ，６ｃを有している。一般に、多段の圧縮機間に備えられるクーラ
はインタークーラと称されるが、本発明では説明を簡略化するため全てのクーラをアフタ
ークーラ５ａ，５ｂ，５ｃとして説明する。
【００４０】
　二酸化炭素を液化するために前記不純物分離機６ａ，６ｂ，６ｃを色々な温度・圧力条
件で運転した場合について検討した結果、図４の実施例では二酸化炭素液化装置３に供給
する前に、排ガス２を２．５ＭＰａまで昇圧することが好ましいことが得られたため、２
．５ＭＰａを目的圧力とした。尚、目的圧力は任意に設定することができる。
【００４１】
　１台の圧縮機４では排ガス２を目的圧力である２．５ＭＰａまで一気に昇圧することは
効率的でないため、本実施例では、３台の圧縮機４ａ，４ｂ，４ｃを設置して０．７５Ｍ
Ｐａ、１．５ＭＰａ、２．５ＭＰａのように三段階に圧縮する不純物分離機６ａ，６ｂ，
６ｃを構成している。尚、前記圧縮機４ａ，４ｂ，４ｃの設置台数（不純物分離機６ａ，
６ｂ，６ｃの設置数）は４台以上でもよく任意の台数を設置することができる。
【００４２】
　前記不純物除去機構１００によれば、排ガス２中の不純物を効果的に除去することがで
きるが、不純物除去機構１００を経た二酸化炭素中における水銀（Ｈｇ）の濃度が、設定
した目標値よりも高い場合には、不純物除去機構１００の下流に水銀除去塔７を設置して
吸着剤等により水銀を除去することができる。
【００４３】
　又、前記二酸化炭素液化装置３の上流側（水銀除去塔７の下流側）には、二酸化炭素液
化装置３に供給する二酸化炭素に含まれる水分を除去するための乾燥機８を設けている。
【００４４】
　前記不純物除去機構１００の最前段の不純物分離機６ａにおいては、排ガス２中の殆ど
の水分がドレンＤ１として取り出されるようになり、中段の不純物分離機６ｂにおいては
ドレンＤ１に比較して少量のドレンＤ２が取り出され、最後段の不純物分離機６ｃではド
レンＤ２に比較して更に少量のドレンＤ３が取り出される。尚、前記各アフタークーラ５
ａ，５ｂ，５ｃで分離される不純物を含むドレンＤ１，Ｄ２，Ｄ３は通常、排水処理装置
に供給されて処理される。
【００４５】
　前記アフタークーラ５ａ，５ｂ，５ｃは、一般に海水を用いて排ガス２の冷却を行って
おり、これにより、図４の実施例における最後段のアフタークーラ５ｃから取り出される
排ガス２の温度は、通常３５℃前後となっている。
【００４６】
　一方、本発明者は、前記不純物除去機構１００の下流に設けられる乾燥機８による排ガ
スの乾燥を効率的に行うためには、乾燥機８に導く排ガスの温度を７℃前後まで冷却する
ことが好ましいという知見を得た。乾燥機８に導く排ガスの温度を低下すると、乾燥機８
での水の飽和温度が下がることにより乾燥機８による除湿効果が高まり、よって、乾燥機



(7) JP 6107444 B2 2017.4.5

10

20

30

40

50

８を小型化できる。
【００４７】
　このため、図４の実施例では、前記不純物除去機構１００の下流側に、図１に示す構成
を備えた充填材内蔵冷却器５０を設置すると共に、前記冷却流体入口５６と冷却流体出口
５８との間に冷凍機７８を配置して、冷却空間５１を７℃前後に冷却するようにした。
【００４８】
　この充填材内蔵冷却器５０では、前記不純物除去機構１００からの温度３５℃の排ガス
を７℃まで冷却するため、充填材内蔵冷却器５０においてもドレンＤが取り出される。
【００４９】
　ここで、本発明者は、前記充填材内蔵冷却器５０から取り出されるドレンＤのｐＨを測
定する試験を実施した。その結果、ドレンＤのｐＨは継続して１１以上を保持しておりｐ
Ｈが１１から下がることはなく、常に高いｐＨを示すことが判明した。これは、前記不純
物除去機構１００での２．５ＭＰａという高圧によって、水中のナトリウム、カルシウム
が排ガス中の二酸化炭素（ＣＯ2）に溶け込むことより重炭酸ナトリウム（ＣＨＮａＯ３

）及び重炭酸カルシウム（Ｃａ（ＨＣＯ３）２）等の生成が促進し、且つ、高圧の作用に
よってｐＨ１１以上が保持されたものと考えられる。
【００５０】
　従って、図４の実施例では、充填材内蔵冷却器５０から取り出されるｐＨ１１以上のド
レンＤは、アルカリ調整剤１０として、前記不純物除去機構１００におけるアフタークー
ラ５ａの上流側に供給することで、前記不純物除去機構１００による不純物除去性能を大
幅に高められるという知見を得て、次のように構成した。尚、充填材内蔵冷却器５０から
取り出されるドレンＤはｐＨ１１以上を有しているので、図４におけるアルカリ剤添加装
置７０を省略することもできる。
【００５１】
　前記充填材内蔵冷却器５０で発生したドレンＤを受けるドレン受１１を設け、該ドレン
受１１のドレンＤ（アルカリ調整剤１０）を、ポンプ１２を介し最前段の不純物分離機６
ａにおけるアフタークーラ５ａの上流側に供給するようにしたアルカリ調整剤供給流路１
３を設ける。アルカリ調整剤供給流路１３によって供給されるアルカリ調整剤１０は、最
前段の不純物分離機６ａにおけるアフタークーラ５ａの上流側に設けたノズル１０'に供
給され、該ノズル１０'により排ガス２に混合される。ノズル１０'の設置位置は、圧縮機
４ａとアフタークーラ５ａの間の任意の位置とすることができる。
【００５２】
　更に、前記充填材内蔵冷却器５０の上流側には前記排ガス２を冷却する補助冷却器９を
設けている。前記補助冷却器９では排ガス２を冷却することによりｐＨ１１以上のドレン
Ｄ４が発生するので、このドレンＤ４はドレン受１４で受け、ポンプ１５により前記補助
冷却器９の下流側で前記アルカリ調整剤１０に合流させる。前記充填材内蔵冷却器５０か
らのドレンＤは７℃前後の低い温度を有しているため、ドレンＤは冷媒として前記アルカ
リ調整剤供給流路１３により前記補助冷却器９に導いて排ガス２を冷却する。前記補助冷
却器９ではドレンＤの冷熱によって、３５℃前後の排ガス２が例えば１２℃前後に効果的
に冷却されるようになる。従って、前記補助冷却器９を設置することにより、充填材内蔵
冷却器５０の負荷を低減する或いは充填材内蔵冷却器５０を小型化することができる。
【００５３】
　又、最前段の不純物分離機６ａにおけるアフタークーラ５ａには、該アフタークーラ５
ａから取り出されるドレンＤ１を一定量貯留するようにしたドレンタンク１６を設けてい
る。前記ドレンタンク１６にはレベル調節計１７が設けてあり、該レベル調節計１７は、
検出レベルが常に一定値を保持するようにドレンタンク１６のドレン出口（下流側）に設
けた取出弁１８の開度を調節する。前記ドレンタンク１６には、該ドレンタンク１６のド
レンＤ１の一部をポンプ１９により取り出して前記アルカリ調整剤供給流路１３に供給す
るようにしたドレン供給流路２０を設けている。
【００５４】
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　前記アルカリ調整剤供給流路１３には供給弁２１が設けてあり、又、前記ドレン供給流
路２０には混合弁２２が設けてあり、更に、前記ドレンタンク１６にはドレンＤ１のｐＨ
を計測するｐＨ検出器２３が設けてある。そして、前記ｐＨ検出器２３により検出したｐ
Ｈ検出値２４が制御器２５に入力されており、制御器２５は、前記ｐＨ検出値２４が予め
設定された設定値、例えばｐＨ５に保持されるように、前記供給弁２１及び混合弁２２を
調節してノズル１０'に供給するアルカリ調整剤１０のｐＨ濃度を制御するようにしてい
る。
【００５５】
　又、前記充填材内蔵冷却器５０のガス出口５５には、排ガス２中の不純物（例えば、硫
黄酸化物、窒素酸化物）を検出する不純物検出器２６が設置してあり、該不純物検出器２
６による不純物検出値２７が前記制御器２５に入力されている。そして、制御器２５は、
前記不純物検出器２６による窒素酸化物の不純物検出値２７が予め設定した設定値を超え
たときは緊急時として、アルカリ調整剤１０の供給量を増加するように前記供給弁２１及
び混合弁２２を調節する制御を行うようになっている。又、前記水銀除去塔７にはバイパ
スダクト４３が設けてあり、更に、前記水銀除去塔７に排ガス２を通す流れと通さない流
れとに切り替える切替弁４４，４５が設けてあり、不純物検出値２７による水銀の検出値
が所定値より大きくなった場合には、前記制御器２５からの指令により、切替弁４４，４
５を切り替えて前記水銀除去塔７に排ガス２を通すようになっている。尚、図４の不純物
除去機構１００によって十分な不純物除去効果が達成できる場合には、排ガス２を前記充
填材内蔵冷却器５０に通すことなく、バイパスライン７９を介して充填材内蔵冷却器５０
の下流側へバイパスさせることができる。８０、８１、８２は排ガス２を充填材内蔵冷却
器５０に通す場合と通さない場合とに切り替える切替弁である。
【００５６】
　次に図４の実施例の作動を説明する。
【００５７】
　図４に示す水分含有ガスの不純物除去システムでは、酸素燃焼装置１で酸素燃焼した二
酸化炭素主体の排ガス２（水分含有ガス５３）は、例えば０．１ＭＰａ（１気圧）の圧力
で不純物除去機構１００における最前段の不純物分離機６ａの圧縮機４ａに導かれ、該圧
縮機４ａによって０．７ＭＰａに加圧される。圧縮機４ａで０．７ＭＰａに加圧された排
ガス２は、隣接するアフタークーラ５ａに供給されて冷却され、この冷却により、アフタ
ークーラ５ａからは多量のドレンＤ１が取り出される。このとき、最前段のアフタークー
ラ５ａからは、排ガス２中の水溶性の不純物である硫黄酸化物、塩化水素及び煤塵の殆ど
が効果的に除去される。即ち、水溶性の不純物である硫黄酸化物及び塩化水素は、最前段
のアフタークーラ５ａから大量に取り出されるドレンＤ１と共に高い除去率で除去される
。
【００５８】
　前記アフタークーラ５ａで冷却された排ガス２は、後段（次段）の不純物分離機６ｂに
おける圧縮機４ｂに導かれて１．５ＭＰａに加圧され、１．５ＭＰａに加圧された排ガス
２は隣接するアフタークーラ５ｂにより冷却され、アフタークーラ５ｂからは前記アフタ
ークーラ５ａに比して少ない量のドレンＤ２が取り出される。そして、圧縮機４ｂで圧力
が高められたことにより、次段のアフタークーラ５ｂからも少量のドレンＤ２と共に硫黄
酸化物及び塩化水素の一部が除去される。
【００５９】
　前記アフタークーラ５ｂで冷却された排ガス２は、最後段の不純物分離機６ｃにおける
圧縮機４ｃに導かれて２．５ＭＰａに加圧され、圧縮機４ｃで２．５ＭＰａに加圧された
排ガス２は隣接するアフタークーラ５ｃにより冷却され、アフタークーラ５ｃからは前記
アフタークーラ５ｂと比較して更に少ない量のドレンＤ３が取り出される。
【００６０】
　一方、最後段の不純物分離機６ｃの圧縮機４ｃでは排ガス２が２．５ＭＰａに加圧され
るため、排ガス２中に存在する一酸化窒素（ＮＯ）は加圧による酸化が促進されて水溶性



(9) JP 6107444 B2 2017.4.5

10

20

30

40

50

の二酸化窒素（ＮＯ2）に変わる。従って、前記アフタークーラ５ｃから取り出されるド
レンＤ３と共に二酸化窒素（ＮＯ2）の一部が除去される。
【００６１】
　更に、排ガス２は、前記不純物除去機構１００の下流側に備えた充填材内蔵冷却器５０
に導入されて７℃前後に冷却されることによりドレンＤが生成し、且つ、このドレンＤは
ドレン循環装置６８によりノズル６３から噴射されるので、排ガス２が充填材６１を流動
する間に、排ガス２中の二酸化窒素（ＮＯ2）はドレンＤとの接触により効果的に除去さ
れる。従って、排ガス中の窒素酸化物は、充填材内蔵冷却器５０によって高い除去率で除
去されるようになる。
【００６２】
　上記において、前記充填材内蔵冷却器５０で発生してドレン受１１に貯留されたドレン
Ｄは、アルカリ調整剤１０としてポンプ１２によりアルカリ調整剤供給流路１３を介し前
記補助冷却器９に供給されて排ガス２の冷却を行った後、最前段の不純物分離機６ａにお
けるアフタークーラ５ａの上流側のノズル１０'から排ガス２に供給される。このように
排ガス２のアフタークーラ５ａの上流側にアルカリ調整剤１０が供給されることにより、
前記不純物除去機構１００による特に排ガス２中の硫黄酸化物、塩化水素等の除去が効果
的に行われるようになる。
【００６３】
　又、最前段のアフタークーラ５ａから取り出されるドレンＤ１を貯留するドレンタンク
１６のドレンＤ１は、ドレン供給流路２０により前記アルカリ調整剤供給流路１３に供給
してアルカリ調整剤１０に混合される。前記アルカリ調整剤１０に、前記ドレンＤ１が供
給されることで、所定のｐＨに希釈されたアルカリ調整剤１０がノズル１０'に供給され
る。
【００６４】
　前記排ガス中の大量の硫黄酸化物がドレンＤ１に溶け込むと、ドレンＤ１のｐＨは著し
く低下することになり（例えばｐＨが１となる）、ドレンＤ１が飽和状態となることによ
りドレンＤ１に対する硫黄酸化物の溶け込みが著しく低下することになって硫黄酸化物の
除去効果が低下する。しかし、制御器２５は、最前段のアフタークーラ５ａから取り出さ
れるドレンＤ１のｐＨ検出値２４が、設定値である例えばｐＨ５に保持されるように、前
記アルカリ調整剤供給流路１３に設けた供給弁２１及び前記ドレン供給流路２０に設けた
混合弁２２を調節するので、アフタークーラ５ａの雰囲気が高いｐＨに維持され、よって
、ドレンＤ１により高い除去率で不純物が除去される。
【００６５】
　前記充填材内蔵冷却器５０と補助冷却器９から取り出されてアルカリ調整剤１０として
アフタークーラ５ａの上流側に供給するｐＨ１１以上のドレンＤ４，Ｄは、ドレンＤ１の
ｐＨを設定値であるｐＨ５に保持するのに十分な量を確保することができ、余剰のドレン
Ｄ４，Ｄは、前記ドレン受１１，１４から排出され排水処理装置に供給されて処理される
。
【００６６】
　又、最後段の不純物分離機６ｃにおけるアフタークーラ５ｃの下流側に備えた不純物検
出器２６からの硫黄酸化物の不純物検出値２７が制御器２５に入力されており、該制御器
２５は、硫黄酸化物の不純物検出値２７が予め設定した設定値を超えたときにアルカリ調
整剤供給流路１３によるアルカリ調整剤１０の供給を増加するように制御するので、前記
充填材内蔵冷却器５０出口の不純物が増加する問題を防止することができる。
【００６７】
　又、レベル制御器７３はレベル計７１で検出する前記ドレン溜め６２のドレンＤのレベ
ルが一定に保持されるように制御しているので、前記ドレン溜め６２のドレンＤをドレン
循環装置６８により確実に循環させて噴射することができる。
【００６８】
　又、前記ドレン溜め６２のドレンＤのｐＨを設定値に保持するようにしたアルカリ剤制
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御器７６を有するので、ドレンＤのｐＨを一定に保持して、充填材内蔵冷却器５０による
不純物除去効果を一定に保持することができる。
【００６９】
　上記したように、不純物除去機構１００の下流側に充填材内蔵冷却器５０を備えた本発
明の水分含有ガスの不純物除去システムによれば、不純物除去機構１００による不純物の
除去効果に加えて、充填材内蔵冷却器５０による不純物の除去効果が発揮されるので、確
実な不純物除去を達成することができる。更に、充填材内蔵冷却器５０によって生じたド
レンＤをアルカリ調整剤１０として不純物除去機構１００に導くことにより、新たなアル
カリ材を供給することなしに、不純物除去機構１００による不純物の除去効果を高めるこ
とができる。
【００７０】
　尚、本発明の水分含有ガスの不純物除去システムは、上述の実施例にのみ限定されるも
のではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論で
ある。
【符号の説明】
【００７１】
　１  酸素燃焼装置
　２  排ガス（水分含有ガス）
　４ａ，４ｂ，４ｃ  圧縮機
　５ａ，５ｂ，５ｃ  アフタークーラ
　６ａ，６ｂ，６ｃ  不純物分離機
　１３  アルカリ調整剤供給流路
　５０  充填材内蔵冷却器
　５１  冷却空間
　５２  冷却器本体
　５３  水分含有ガス
　５４  ガス入口
　５５  ガス出口
　５６  冷却流体入口
　５７  冷却流体
　５８  冷却流体出口
　５９  冷却管
　６１  充填材
　６１ａ，６１ａ  孔開き板
　６１ｂ  粒状物
　６２  ドレン溜め
　６３  ノズル
　６４  ドレン出口
　６５  取出管
　６６  ポンプ
　６８  ドレン循環装置
　６９  アルカリ剤
　７０  アルカリ剤添加装置
　７１  レベル計
　７２  調節弁
　７３  レベル制御器
　７４  ｐＨ検出器
　７６  アルカリ剤制御器
　７７  圧縮機
　７８  冷凍機
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　１００  不純物除去機構
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