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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガス中のＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を吸収する吸収液であって、
　１）二級直鎖モノアミンと、
　２）二級環状ポリアミンと、
　３）１－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン、Ｎ－イソプロピルアミノエチルピペラ
ジンの中から選ばれる環状アミンとを、水に溶解してなることを特徴とする３成分吸収液
。
【請求項２】
　請求項１において、
　１）の二級直鎖モノアミンの配合割合が、３０～５５重量％であり、
　２）の二級環状ポリアミンの配合割合が１～１５重量％であり、
　３）の環状アミンの配合割合が１～１５重量％であり、
　１）の二級直鎖モノアミン、２）の二級環状ポリアミン、及び３）の環状アミン、の合
計が、７０重量％以下であることを特徴とする３成分吸収液。
【請求項３】
　請求項１において、
　１）の二級直鎖モノアミンは、２－メチルアミノエタノール、２－エチルアミノエタノ
ール、２－ｎ－ブチルアミノエタノールの中から選ばれることを特徴とする３成分吸収液
。
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【請求項４】
　請求項１において、
　２）の二級環状ポリアミンは、ピペラジン及びピペラジン誘導体の中から選ばれること
を特徴とする３成分吸収液。
【請求項５】
　請求項４において、
　２）の二級環状ポリアミンのピペラジン誘導体は、１－メチルピペラジン、２－メチル
ピペラジンの中から選ばれることを特徴とする３成分吸収液。
【請求項６】
　ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を含有するガスと吸収液とを接触させてＣＯ2又はＨ2Ｓ又
はその双方を除去する吸収塔と、ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を吸収した溶液を再生する
再生塔を有し、再生塔でＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を除去して再生した溶液を吸収塔で
再利用する、ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方の除去装置であって、
　請求項１乃至５のいずれか一つの３成分吸収液を用いてなることを特徴とするＣＯ2又
はＨ2Ｓ又はその双方の除去装置。
【請求項７】
　ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を含有するガスと吸収液とを接触させてＣＯ2又はＨ2Ｓ又
はその双方を除去し、ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を吸収した溶液を再生し、再生塔でＣ
Ｏ2又はＨ2Ｓ又はその双方を除去して再生した溶液を吸収塔で再利用する、ＣＯ2又はＨ2

Ｓ又はその双方の除去方法であって、
　請求項１乃至５のいずれか一つの３成分吸収液を用いてＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を
除去することを特徴とするＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方の除去方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３成分吸収液、ＣＯ２又はＨ２Ｓ又はその双方の除去装置及び方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球の温暖化現象の原因の一つとして、ＣＯ2による温室効果が指摘され、地球
環境を守る上で国際的にもその対策が急務となってきた。ＣＯ2の発生源としては化石燃
料を燃焼させるあらゆる人間の活動分野に及び、その排出抑制への要求が一層強まる傾向
にある。これに伴い大量の化石燃料を使用する火力発電所などの動力発生設備を対象に、
ボイラの燃焼排ガスをアミン系ＣＯ2吸収液と接触させ、燃焼排ガス中のＣＯ2を除去・回
収する方法及び回収されたＣＯ2を大気へ放出することなく貯蔵する方法が精力的に研究
されている。また、前記のようなＣＯ2吸収液を用い、燃焼排ガスからＣＯ2を除去・回収
する工程としては、吸収塔において燃焼排ガスとＣＯ2吸収液とを接触させる工程、ＣＯ2

を吸収した吸収液を再生塔において加熱し、ＣＯ2を放出させると共に吸収液を再生して
再び吸収塔に循環して再使用するものが採用されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　前記ＣＯ2吸収液及び工程を用いて燃焼排ガスのようなＣＯ2含有ガスからＣＯ2を吸収
除去・回収する方法においては、これらの工程は燃焼設備に付加して設置されるため、そ
の操業費用もできるだけ低減させなければならない。特に前記工程の内、再生工程は多量
の熱エネルギーを消費するので、可能な限り省エネルギープロセスとする必要がある。
【０００４】
　そこで、従来では再生塔からセミリーン溶液の一部を外部へ抜き出し、リーン溶液と熱
交換器で熱交換させると共に、次いでスチーム凝縮水と熱交換器で熱交換させ、抜き出し
位置より下部側に戻して、再生塔に下部側に供給するセミリーン溶液の温度を上昇させ、
スチーム消費量の低減を図ることが提案されている（例えば、特許文献２（実施例８、図
１７）参照）。
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【０００５】
　一方、ＣＯ2吸収液もその性能の向上を図るために、吸収性能の向上に寄与する吸収液
の提案がある（特許文献４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－５１５３７号公報
【特許文献２】特許第４６９０６５９号公報
【特許文献３】特開２００８－１３４００号公報
【特許文献４】特開２００８－３０７５１９号公報
【特許文献５】特許第４６３４３８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、ＣＯ2吸収液はその吸収性能のみならず、吸収液を再生させる際の放出能力
も重要であるが、従来では、吸収性能の向上を追及したものが多く、再生性能が良好な吸
収液の検討は少ないのが現状である。
【０００８】
　そこで、排ガスからのＣＯ2回収にあたり、前記の如く蒸気が必要となるため、運転コ
スト低減の目的から、少ない蒸気量で所望のＣＯ2回収量を達成できる省エネルギー性を
発現させるため、吸収能力のみならず再生能力も兼ね備えた吸収液の出現が切望されてい
る（特許文献５）。
【０００９】
　本発明は、前記問題に鑑み、吸収能力のみならず再生能力も兼ね備えた３成分吸収液、
ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方の除去装置及び方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するための本発明の第１の発明は、ガス中のＣＯ2又はＨ2Ｓ又はそ
の双方を吸収する吸収液であって、１）二級直鎖モノアミンと、２）二級環状ポリアミン
と、３）１－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン、Ｎ－イソプロピルアミノエチルピペ
ラジンの中から選ばれる環状アミンとを、水に溶解してなることを特徴とする３成分吸収
液にある。
【００１１】
　第２の発明は、第１の発明において、１）の二級直鎖モノアミンの配合割合が、３０～
５５重量％であり、２）の二級環状ポリアミンの配合割合が１～１５重量％であり、
　３）の環状アミンの配合割合が１～１５重量％であり、１）の二級直鎖モノアミン、２
）の二級環状ポリアミン、及び３）の環状アミン、の合計が、７０重量％以下であること
を特徴とする３成分吸収液にある。
【００１４】
　第３の発明は、第１の発明において、１）の二級直鎖モノアミンは、２－メチルアミノ
エタノール、２－エチルアミノエタノール、２－ｎ－ブチルアミノエタノールの中から選
ばれることを特徴とする３成分吸収液にある。
【００１５】
　第４の発明は、第１の発明において、２）の二級環状ポリアミンは、ピペラジン及びピ
ペラジン誘導体の中から選ばれることを特徴とする３成分吸収液にある。
【００１６】
　第５の発明は、第４の発明において、２）の二級環状ポリアミンのピペラジン誘導体は
、１－メチルピペラジン、２－メチルピペラジンの中から選ばれることを特徴とする３成
分吸収液にある。
【００１７】
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　第６の発明は、ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を含有するガスと吸収液とを接触させてＣ
Ｏ2又はＨ2Ｓ又はその双方を除去する吸収塔と、ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を吸収した
溶液を再生する再生塔を有し、再生塔でＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を除去して再生した
溶液を吸収塔で再利用する、ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方の除去装置であって、第１乃至
第５のいずれか一つの３成分吸収液を用いてなることを特徴とするＣＯ2又はＨ2Ｓ又はそ
の双方の除去装置にある。
【００１８】
　第７の発明は、ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を含有するガスと吸収液とを接触させてＣ
Ｏ2又はＨ2Ｓ又はその双方を除去し、ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を吸収した溶液を再生
し、再生塔でＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を除去して再生した溶液を吸収塔で再利用する
、ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方の除去方法であって、第１乃至第５のいずれか一つの３成
分吸収液を用いてＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を除去することを特徴とするＣＯ2又はＨ2

Ｓ又はその双方の除去方法にある。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、二級直鎖モノアミンと反応促進剤としての二級環状ポリアミンと、ア
ミノ基が二級或いは三級で構成される環状アミン群或いは立体障害性の高いアミン群から
選ばれる一種からなるアミンとを混合して吸収液とすることによって、吸収液の再生時に
おけるＣＯ2又はＨ2Ｓの放散性が良好なものとなり、ＣＯ2又はＨ2Ｓの回収設備における
吸収液再生時に用いる水蒸気量を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、実施例１に係るＣＯ2回収装置の構成を示す概略図である。
【図２】図２は、ＣＯ2回収熱原単位の実測値と計算値との相関関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、この発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施例により本発
明が限定されるものではなく、また、実施例が複数ある場合には、各実施例を組み合わせ
て構成するものも含むものである。また、下記実施例における構成要素には、当業者が容
易に想定できるもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。
【実施例】
【００２２】
　本発明による実施例に係る３成分吸収液は、ガス中のＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を吸
収する吸収液であって、１）二級直鎖モノアミンと、２）二級環状ポリアミンと、３）ア
ミノ基が二級或いは三級で構成される環状アミン群又は立体障害性の高い直鎖状アミン群
から選ばれる少なくとも一種のアミンとを、水に混合・溶解してなるものである。
【００２３】
　本発明では、１）の第１のアミンである二級直鎖モノアミンと、２）の第２のアミンで
ある反応促進剤としての二級環状ポリアミンと、３）の第３のアミンであるアミノ基が二
級或いは三級で構成される環状アミン群或いは立体障害性の高い直鎖状アミン群から選ば
れる一種からなるアミンとを、混合して吸収液とすることによって、複合的に絡み合い、
これらの相乗効果により、ＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方の吸収性が良好であると共に、吸
収液の再生時における吸収したＣＯ2又はＨ2Ｓの放散性が良好なものとなり、ＣＯ2回収
設備における吸収液再生時に用いる水蒸気量を低減することができる。
【００２４】
　ここで、１）の第１のアミンの二級直鎖モノアミンとしては、吸収液の主成分を構成す
る例えば２－メチルアミノエタノール（ＭＡＥ）、２－エチルアミノエタノール（ＥＡＥ
）、２－ｎ－ブチルアミノエタノール（ＢＥＡ）の中から選ばれる少なくとも一つを用い
るものである。
【００２５】
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　また、２）の第２のアミンの二級環状ポリアミンは、反応促進剤で機能する例えばピペ
ラジン（Ｐ）及びピペラジン誘導体の群から選ばれる少なくとも一つのアミンである。
【００２６】
（請求項７の内容）
　ここで、２）の第２のアミンのピペラジン誘導体の例としては、例えば１－メチルピペ
ラジン（ＭＰＺ）、２－メチルピペラジン（ＭＰ）を挙げることができる。
【００２７】
　また、３）のアミノ基が二級或いは三級で構成される環状アミンとしては、ピペラジン
誘導体であり、環外の置換基の炭素数が１のアミン群から選ばれるアミンとするのが好ま
しい。
【００２８】
（請求項１の内容）
　また、３）のアミノ基が二級或いは三級で構成される環状アミンとしては、ピペラジン
誘導体であり、環外の置換基の炭素数が２以上且つ立体障害性が高いアミン群から選ばれ
るアミンとするのが好ましい。
【００２９】
（請求項３の内容）
　また、３）の立体障害性の高い直鎖状アミンとしては、窒素原子に隣接する炭素原子に
アルキル基、ヒドロキシ基、アミノ基のいずれかの官能基が複数結合した一級或いは二級
のヒンダードアミン類と三級アミン類のどちらかから選ばれるアミンとすることが好まし
い。
【００３０】
　ここで、ヒンダードアミンとしては２－アミノ－２メチル－１－プロパノール（ＡＭＰ
）、２－イソプロピルアミノエタノール（ＩＰＡＥ）、ｔｅｒｔ―ブチルエタノールアミ
ン（ｔＢＥＡ）等を挙げることができ、立体障害性を高くするために窒素原子に隣接する
炭素原子に官能基が複数結合した構造とすることが肝要である。
　また、三級アミンとしてはＮ－メチルジエタノールアミン（ＭＤＥＡ）等を挙げること
ができる。
【００３１】
　また、３）のアミノ基が二級或いは三級で構成される環状アミンのピペラジン誘導体で
環外の置換基の炭素数が１のアミンとしては、１－メチルピペラジン（ＭＰＺ）、２－メ
チルピペラジン（ＭＰ）の中から、２）の二級環状ポリアミンのピペラジン誘導体とは異
なるアミンを選ぶことが好ましい。
【００３２】
（請求項１の内容）
　また、３）のアミノ基が二級或いは三級で構成される環状アミンのピペラジン誘導体で
環外の置換基の炭素数が２以上且つ立体障害性が高いアミンとしては、１－（２－ヒドロ
キシエチル）ピペラジン（ＯＨＰＩＺ）、Ｎ－イソプロピルアミノエチルピペラジン(Ｉ
ＡＺ）の中から選ばれるアミンとすることが好ましい。
【００３３】
　本実施例では、１）二級直鎖モノアミン（例えば２－ｎ－ブチルアミノエタノール：Ｂ
ＥＡ)と、２）二級環状ポリアミン（例えばピペラジン：Ｐ）と、３）アミノ基が二級で
構成される環状アミン（１－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン：ＯＨＰＩＺ)を混合
溶解して３成分のアミン吸収液とすることで、これらの相乗効果により、ＣＯ2吸収特性
が良好であると共に、ＣＯ2放散効果が良好なものとなり、従来技術で用いているモノエ
タノールアミン吸収液での値に比較して、ＣＯ2回収時の熱原単位を低減することができ
、ＣＯ2回収設備における運転コスト（ＣＯ2吸収液の再生に係る蒸気コスト)の削減が可
能となる。
【００３４】
　また、第１乃至第３の各アミンの配合割合は、１）の二級直鎖モノアミンの配合割合が
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、３０～５５重量％であり、２）の二級環状ポリアミンの配合割合が１～１５重量％であ
り、３）のアミノ基が二級或いは三級で構成される環状アミン群又は立体障害性の高い直
鎖状アミン群から選ばれる少なくとも一種のアミンの配合割合が１～１５重量％であり、
且つ、「１）の二級直鎖モノアミン」、「２）の二級環状ポリアミン」、及び「３）のア
ミノ基が二級或いは三級で構成される環状アミン群又は立体障害性の高い直鎖状アミン群
から選ばれる少なくとも一種のアミン」の合計が、７０重量％以下であることが好ましい
。
　この１）のアミン、２）のアミン及び３）のアミンの合計をこの範囲とすることで、Ｃ
Ｏ2の吸収能力と放出能力との両者の能力を兼ね備えた吸収液とすることができる。
【００３５】
　本来ＣＯ2の吸収液としては、その目的のＣＯ2吸収性能の向上を図ることを主眼として
いるが、本発明では、その吸収性能のみならず、ＣＯ2を吸収した後の吸収液再生塔での
一度捕獲したＣＯ2を放出する作用・効果が顕著な組み合わせとなる吸収液の検討を図り
、前述した第１アミン乃至第３アミンの吸収液とすることで、両者の特性を兼ね備えた吸
収液を見出すに至った。
【００３６】
　この両者の特性で再生時のＣＯ2放散特性が良好となる要因として、次の３点の観点か
らの吸収液とすることとした。
　ここで、３）の第３のアミン成分として、アミノ基が二級或いは三級で構成される環状
アミンを検討する。
【００３７】
　ＣＯ2吸収速度及びＣＯ2吸収容量の点で優れるピペラジン及びピペラジン誘導体は、い
わゆる複合アミン吸収液（第１のアミンである二級直鎖モノアミンと、第２のアミンであ
る二級環状ポリアミン）に対して、更なるＣＯ2回収熱原単位低減の観点から、Ａ）反応
熱の低減、Ｂ）吸収容量の増大及びＣ）吸収速度の増大の観点を考慮して添加するように
した。
【００３８】
　Ａ）反応熱の低減の観点からの検討
　ピペラジン誘導体として、環内窒素原子に結合する水素原子をアルキル基等で置換する
ことによって立体障害性を持たせることで反応熱の高いアミンカルボネートの生成を抑制
し、吸収液からのＣＯ2の放散に必要な熱量を低減させることとした。
　この特性に寄与するアミンとしては、例えば１－メチルピペラジン（ＭＰＺ）、１－（
２－ヒドロキシエチル）ピペラジン（ＯＨＰＩＺ）を例示することができるが、本発明は
これらに限定されるものではない。
【００３９】
　Ｂ）吸収容量の増大の観点からの検討
　ピペラジン誘導体として、窒素含有基を更に導入することによって、ＣＯ2との反応量
を増大させることで、ＣＯ2回収に必要な吸収液流量を減少させ、吸収液からのＣＯ2の放
散に必要な熱量を低減させることとした。
　この特性に寄与するアミンとしては、例えばＮ－イソプロピルアミノエチルピペラジン
（ＩＡＺ）を例示することができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００４０】
　Ｃ）吸収速度の増大の観点からの検討
　アミン吸収液での吸収速度を更に向上させることによって、ＣＯ2との反応量を増大さ
せることで、ＣＯ2回収に必要な吸収液流量を減少させ、吸収液からのＣＯ2の放散に必要
な熱量を低減させることとした。
　この特性に寄与するアミンとしては、例えばピペラジン（Ｐ）、２－メチルピペラジン
（ＭＰ）、１－メチルピペラジン（ＭＰＺ）を例示することができるが、本発明はこれら
に限定されるものではない。
【００４１】
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　ここで、吸収液からＣＯ2を放散させるために必要な熱エネルギーとしては、ＣＯ2の放
散量に依存するアミンとＣＯ2の反応熱と、ＣＯ2の放散と同時に吸収液から発生する水蒸
気量に応じた水の蒸発潜熱がある。吸収液とＣＯ2の反応量を増大させた場合、所定のＣ
Ｏ2回収量を得る為に必要な吸収液流量が減じ、水の蒸発潜熱の低減につながることとな
る。
【００４２】
　次に３）の第３のアミン成分として、立体障害性の高いアミンを検討する。
　立体障害性の高いアミンとしては、例えばヒンダードアミンや三級アミンを挙げること
ができる。
　この立体障害性の高いアミンとＣＯ2の反応については、反応１）のアミン：ＣＯ2　＝
２：１の比で起こるカルバメートの生成反応と、反応２）のアミン：ＣＯ2　＝１：１の
比で起こる重炭酸イオン生成反応がある。
　ここで、反応１）の反応では、反応速度が速いものの反応熱が大きいという問題がある
。
【００４３】
　よって、立体障害性の高いアミンでは、ＣＯ2との反応部位であるアミンの窒素原子が
立体障害性を有するため、カルバメート生成が抑制されることとなる。そして、立体障害
性アミンでは、反応熱の大きいカルバメート生成が主であるアミンに比較して、少ない熱
エネルギーでＣＯ2の放散を行うことができることとなる。
【００４４】
　この特性に寄与するアミンとしては、例えば２－アミノ－２メチル－１－プロパノール
（ＡＭＰ）、２－イソプロピルエタノール（ＩＰＥＡ）、ｔｅｒｔ－ブチルエタノールア
ミン（ｔＢＥＡ）、Ｎ－メチルジエタノールアミン（ＭＤＥＡ）を例示することができる
が、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００４５】
　本発明において、ＣＯ2等を含有する排ガスとの接触時の吸収液の温度は、通常３０～
７０℃の範囲である。また本発明で用いる吸収液には、必要に応じて腐食防止剤、劣化防
止剤などが加えられる。
【００４６】
　本発明により処理されるガスとしては、例えば石炭ガス化ガス、合成ガス、コークス炉
ガス、石油ガス、天然ガス等を挙げることができるが、これらに限定されるものではなく
、ＣＯ2やＨ2Ｓ等の酸性ガスを含むガスであれば、いずれのガスでもよい。
【００４７】
　本発明のガス中のＣＯ2又はＨ2Ｓ又はその双方を除去する方法で採用できるプロセスは
、特に限定されないが、ＣＯ2を除去する除去装置の一例について図１を参照しつつ説明
する。
【００４８】
　図１は、実施例１に係るＣＯ2回収装置の構成を示す概略図である。図１に示すように
、実施例１に係るＣＯ2回収装置１２は、ボイラやガスタービン等の産業燃焼設備１３か
ら排出されたＣＯ2とＯ2とを含有する排ガス１４を冷却水１５によって冷却する排ガス冷
却装置１６と、冷却されたＣＯ2を含有する排ガス１４とＣＯ2を吸収するＣＯ2吸収液（
以下、「吸収液」ともいう。）１７とを接触させて排ガス１４からＣＯ2を除去するＣＯ2

回収部１８Ａを有するＣＯ2吸収塔１８と、ＣＯ2を吸収したＣＯ2吸収液（以下、「リッ
チ溶液」ともいう。）１９からＣＯ2を放出させてＣＯ2吸収液を再生する吸収液再生塔２
０とを有する。そして、このＣＯ2回収装置１２では、吸収液再生塔２０でＣＯ2を除去し
た再生ＣＯ2吸収液（以下、「リーン溶液」ともいう。）１７はＣＯ2吸収塔１８でＣＯ2

吸収液として再利用する。
【００４９】
　なお、図１中、符号１３ａは煙道、１３ｂは煙突、３４はスチーム凝縮水である。前記
ＣＯ2回収装置は、既設の排ガス源からＣＯ2を回収するために後付で設けられる場合と、
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新設排ガス源に同時付設される場合とがある。煙突１３ｂには開閉可能な扉を設置し、Ｃ
Ｏ2回収装置１２の運転時は閉止する。また排ガス源は稼動しているが、ＣＯ2回収装置１
２の運転を停止した際は開放するように設定する。
【００５０】
　このＣＯ2回収装置１２を用いたＣＯ2回収方法では、まず、ＣＯ2を含んだボイラやガ
スタービン等の産業燃焼設備１３からの排ガス１４は、排ガス送風機２２により昇圧され
た後、排ガス冷却装置１６に送られ、ここで冷却水１５により冷却され、ＣＯ2吸収塔１
８に送られる。
【００５１】
　前記ＣＯ2吸収塔１８において、排ガス１４は本実施例に係るアミン吸収液であるＣＯ2

吸収液１７と向流接触し、排ガス１４中のＣＯ2は、化学反応によりＣＯ2吸収液１７に吸
収される。
　ＣＯ2回収部１８ＡでＣＯ2が除去された後のＣＯ2除去排ガスは、ＣＯ2吸収塔１８内の
水洗部１８Ｂでノズルから供給されるＣＯ2吸収液を含む循環する洗浄水２１と気液接触
して、ＣＯ2除去排ガスに同伴するＣＯ2吸収液１７が回収され、その後ＣＯ2が除去され
た排ガス２３は系外に放出される。
　また、ＣＯ2を吸収したＣＯ2吸収液１９であるリッチ溶液は、リッチ溶液ポンプ２４に
より昇圧され、リッチ・リーン溶液熱交換器２５において、吸収液再生塔２０で再生され
たＣＯ2吸収液１７であるリーン溶液により加熱され、吸収液再生塔２０に供給される。
【００５２】
　吸収液再生塔２０の上部から内部に放出されたリッチ溶液１９は、底部から供給される
水蒸気により吸熱反応を生じて、大部分のＣＯ2を放出する。吸収液再生塔２０内で一部
または大部分のＣＯ2を放出したＣＯ2吸収液はセミリーン溶液と呼称される。このセミリ
ーン溶液は、吸収液再生塔２０の底部に至る頃には、ほぼ全てのＣＯ2が除去されたＣＯ2

吸収液（リーン溶液）１７となる。このリーン溶液１７はその一部が再生過熱器２６で水
蒸気２７により過熱され、再生塔２０内部に水蒸気を供給している。
【００５３】
　一方、吸収液再生塔２０の頭頂部からは、塔内においてリッチ溶液１９およびセミリー
ン溶液から放出された水蒸気を伴ったＣＯ2同伴ガス２８が導出され、コンデンサ２９に
より水蒸気が凝縮され、分離ドラム３０にて水が分離され、ＣＯ2ガス４０が系外に放出
されて、別途圧縮器４１により圧縮され、回収される。この圧縮・回収されたＣＯ2ガス
４２は、分離ドラム４３を経由した後、石油増進回収法（ＥＯＲ：Enhanced　Oil　Recov
ery）を用いて油田中に圧入するか、帯水層へ貯留し、温暖化対策を図っている。
　水蒸気を伴ったＣＯ2同伴ガス２８から分離ドラム３０にて分離・還流された還流水３
１は還流水循環ポンプ３５にて吸収液再生塔２０の上部と循環洗浄水２１側に各々供給さ
れる。
　再生されたＣＯ2吸収液（リーン溶液）１７は、リッチ・リーン溶液熱交換器２５にて
、リッチ溶液１９により冷却され、つづいてリーン溶液ポンプ３２にて昇圧され、さらに
リーン溶液クーラ３３にて冷却された後、ＣＯ2吸収塔１８内に供給される。なお、この
実施の形態では、あくまでその概要を説明するものであり、付属する機器を一部省略して
説明している。
【００５４】
　以下、本発明の効果を示す好適な試験例について説明するが、本発明はこれに限定され
るものではない。
【００５５】
［比較試験］
　図示しない吸収装置を用いて、ＣＯ2の吸収を行った。本試験例の吸収液組成は、表１
乃至３に示した。
【００５６】
＜比較例１～３＞
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　ここで、比較例１は従来より用いられているモノエタノールアミン（ＭＥＡ）単独のも
のである。
　比較例２は、２－ｎ－ブチルアミノエタノール（ＢＥＡ）と、ピペラジン（Ｐ）とを、
表２の配合（ＢＥＡ（４５ｗｔ％）、Ｐ（５ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液とし
た。
　比較例３は、２－ｎ－ブチルアミノエタノール（ＢＥＡ）と、ピペラジン（Ｐ）とを、
表２の配合（ＢＥＡ（４５ｗｔ％）、Ｐ（１０ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液と
した。
　比較例４は、２－メチルアミノエタノール（ＭＡＥ）と、ピペラジン（Ｐ）とを、表３
の配合（ＭＡＥ（４０ｗｔ％）、Ｐ（５ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液とした。
　比較例５は、２－メチルアミノエタノール（ＭＡＥ）と、ピペラジン（Ｐ）とを、表３
の配合（ＭＡＥ（５０ｗｔ％）、Ｐ（５ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液とした。
【００５７】
＜試験例１～７＞
　これに対し、試験例１は２－ｎ－ブチルアミノエタノール（ＢＥＡ）と、ピペラジン（
Ｐ）と、１－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン（ＯＨＰＩＺ）とを、表１の配合（Ｂ
ＥＡ（３５ｗｔ％）、Ｐ（１０ｗｔ％）、ＯＨＰＩＺ（１０ｗｔ％）で水に溶解混合させ
て吸収液とした。
　試験例２は２－ｎ－ブチルアミノエタノール（ＢＥＡ）と、ピペラジン（Ｐ）と、１－
（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン（ＯＨＰＩＺ）とを、表１の配合（ＢＥＡ（４０ｗ
ｔ％）、Ｐ（５ｗｔ％）、ＯＨＰＩＺ（１０ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液とし
た。
　試験例３は２－ｎ－ブチルアミノエタノール（ＢＥＡ）と、ピペラジン（Ｐ）と、２－
アミノ－２メチル－１－プロパノール（ＡＭＰ）とを、表１の配合（ＢＥＡ（４０ｗｔ％
）、Ｐ（９ｗｔ％）、ＡＭＰ（６ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液とした。
　試験例４は２－ｎ－ブチルアミノエタノール（ＢＥＡ）と、ピペラジン（Ｐ）と、Ｎ－
イソプロピルアミノエチルピペラジン（ＩＡＺ）とを、表１の配合（ＢＥＡ（４５ｗｔ％
）、Ｐ（５ｗｔ％）、ＩＡＺ（５ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液とした。
　試験例５は２－ｎ－ブチルアミノエタノール（ＢＥＡ）と、２－メチルピペラジン（Ｍ
Ｐ）と、Ｎ－イソプロピルアミノエチルピペラジン（ＩＡＺ）とを、表１の配合（ＢＥＡ
（４０ｗｔ％）、ＭＰ（１０ｗｔ％）、ＩＡＺ（５ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収
液とした。
　試験例６は２－ｎ－ブチルアミノエタノール（ＢＥＡ）と、ピペラジン（Ｐ）と、Ｎ－
メチルジエタノールアミン（ＭＤＥＡ）とを、表１の配合（ＢＥＡ（４５ｗｔ％）、Ｐ（
５ｗｔ％）、ＭＤＥＡ（５ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液とした。
　試験例７は２－ｎ－ブチルアミノエタノール（ＢＥＡ）と、ピペラジン（Ｐ）と、２－
メチルピペラジン（ＭＰ）とを、表１の配合（ＢＥＡ（４５ｗｔ％）、Ｐ（５ｗｔ％）、
ＭＰ（５ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液とした。
【００５８】
＜試験例８＞
　試験例８は、２－ｎ－ブチルアミノエタノール（ＢＥＡ）と、ピペラジン（Ｐ）と、Ｎ
－イソプロピルアミノエチルピペラジン（ＩＡＺ）とを、表２の配合（ＢＥＡ（４５ｗｔ
％）、Ｐ（５ｗｔ％）、ＩＡＺ（５ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液とした。
【００５９】
＜試験例９＞
　試験例９は、２－メチルアミノエタノール(ＭＡＥ)と、ピペラジン（Ｐ）と、２－アミ
ノ－２メチル－１－プロパノール（ＡＭＰ）とを、表３の配合（ＭＡＥ（４０ｗｔ％）、
Ｐ（５ｗｔ％）、ＡＭＰ（１０ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液とした。
【００６０】
＜試験例１０＞
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　試験例１０は、２－メチルアミノエタノール（ＭＡＥ）と、ピペラジン（Ｐ）と、２－
イソプロピルエタノール（ＩＰＥＡ）とを、表３の配合（ＭＡＥ（４０ｗｔ％）、Ｐ（５
ｗｔ％）、ＩＰＥＡ（１０ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液とした。
【００６１】
＜試験例１１＞
　試験例１１は、２－メチルアミノエタノール（ＭＡＥ）と、ピペラジン（Ｐ）と、ｔｅ
ｒｔ―ブチルエタノールアミン（ｔＢＥＡ）とを、表３の配合（ＭＡＥ（４０ｗｔ％）、
Ｐ（５ｗｔ％）、ｔＢＥＡ（１０ｗｔ％））で水に溶解混合させて吸収液とした。
【００６２】
　単位ＣＯ2回収量当りに必要な熱エネルギーであるＣＯ2回収熱原単位の評価は、ＣＯ2

回収及び再生を連続的に行える試験装置を用いて行った。試験のガス温度は４６℃とし、
ＣＯ2含有ガスを５．８Ｎｍ３（ｄｒｙ）／ｈで流した。なお、ガス組成はＣＯ2:１０％
（ｄｒｙ）とした。
【００６３】
　その結果を表１～３に示す。
【００６４】
【表１】

【００６５】

【表２】

【００６６】
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【表３】

【００６７】
　表１に示すように、本発明に係る試験例１～７は、比較例１の吸収液よりも、ＣＯ2回
収熱原単位（ｋｃａｌ／ｋｇ-ＣＯ2）を２０％以上削減することができた。
【００６８】
　表２に示すように、本発明に係る試験例８は、比較例２、３の吸収液よりも、ＣＯ2回
収熱原単位（ｋｃａｌ／ｋｇ-ＣＯ2）を５％程度削減することができた。
【００６９】
　ここで、比較例２の吸収液は、試験例８の吸収液の配合に対して、第３のアミンである
３）アミノ基が二級或いは三級で構成される環状アミンを添加しないものである。
　これに対し、試験例８の吸収液は、比較例２の吸収液よりもＣＯ2回収熱原単位（ｋｃ
ａｌ／ｋｇ-ＣＯ2）が削減されており、第３のアミンである３）アミノ基が二級或いは三
級で構成される環状アミンを添加することによりＣＯ2回収熱原単位（ｋｃａｌ／ｋｇ-Ｃ
Ｏ2）の削減効果が発現することを示している。
【００７０】
　また、比較例３の吸収液は、試験例８の吸収液の配合に対して、第３のアミンである３
）アミノ基が二級或いは三級で構成される環状アミンを添加しないが、吸収液の総アミン
濃度を５５ｗｔ％と試験例８の吸収液と等しくしたものである。
　これに対し、試験例８の吸収液は、比較例３の吸収液よりもＣＯ2回収熱原単位（ｋｃ
ａｌ／ｋｇ-ＣＯ2）が削減されており、単に２）二級環状ポリアミンを高濃度に添加した
場合に比較して、適切に第３のアミンである３）アミノ基が二級或いは三級で構成される
環状アミンを選定して添加することによってＣＯ2回収熱原単位（ｋｃａｌ／ｋｇ-ＣＯ2

）の削減効果が発現することを示している。
【００７１】
　表３に示すように、本発明に係る試験例９、１０、１１は、比較例４、５の吸収液より
も、ＣＯ2回収熱原単位（ｋｃａｌ／ｋｇ-ＣＯ2）を約５％程度削減することができた。
【００７２】
　ここで、比較例４の吸収液は、試験例９の吸収液の配合に対して、第３のアミンである
３）立体障害性の高いアミンを添加しないものである。
　これに対し、試験例９、１０、１１の吸収液は、比較例４の吸収液よりもＣＯ2回収熱
原単位（ｋｃａｌ／ｋｇ-ＣＯ2）が削減されており、第３のアミンである３）立体障害性
の高いアミンを添加することによりＣＯ2回収熱原単位（ｋｃａｌ／ｋｇ-ＣＯ2）の削減
効果が発現することを示している。
【００７３】
　また、比較例５の吸収液は、試験例９、１０、１１の吸収液の配合に対して、第３のア
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ミンである３）立体障害性の高いアミンを添加しないが、吸収液の総アミン濃度を５５ｗ
ｔ％と試験例８の吸収液と等しくしたものである。
　これに対して、試験例９の吸収液は、比較例５の吸収液よりもＣＯ2回収熱原単位（ｋ
ｃａｌ／ｋｇ-ＣＯ2）が削減されており、単に１）二級直鎖モノアミンを高濃度に添加し
た場合に比較して、適切に第３のアミンである３）立体障害性の高いアミンを選定して添
加することによってＣＯ2回収熱原単位（ｋｃａｌ／ｋｇ-ＣＯ2）の削減効果が発現する
ことを示している。
【００７４】
　図２は、ＣＯ2回収熱原単位の実測値と計算値との相関関係を示す図である。
　ここで、試験例４～１１及び比較例２～５は計算値であるが、図２に示すように、実測
値と計測値とは良好な相関関係があるので、計算値に差異があることで、本発明の効果を
推定できることができる。
【符号の説明】
【００７５】
　１２　ＣＯ2回収装置
　１３　産業燃焼設備
　１４　排ガス
　１６　排ガス冷却装置
　１７　ＣＯ2吸収液（リーン溶液）
　１８　ＣＯ2吸収塔
　１９　ＣＯ2を吸収したＣＯ2吸収液（リッチ溶液）
　２０　吸収液再生塔
　２１　洗浄水

【図１】 【図２】
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