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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エチレングリコール及び/またはポリエチレングリコールと、分子中に窒素原子を含ま
ない有機酸及び/または分子中に窒素原子を含まない有機酸塩を混合して、エチレングリ
コール類複合溶液を形成し、前記エチレングリコール類複合溶液をSOx（ただし、x=2及び
/又は3）含有ガスと接触させることで、ガス中のSOxを吸収させ、前記分子中に窒素原子
を含まない有機酸は、シュウ酸、タンニン酸及びポリ没食子酸からなる群より選択される
一種または多種であり、前記分子中に窒素原子を含まない有機酸塩は、これらの分子中に
窒素原子を含まない有機酸と、ナトリウムイオン、カリウムイオン、マグネシウムイオン
、カルシウムイオン及び/または遷移金属イオンとを組合せてなるカルボン酸塩類である
、ガス中のSOxを除去する方法。
【請求項２】
　前記エチレングリコール類複合溶液中で、エチレングリコール及び/またはポリエチレ
ングリコールと、分子中に窒素原子を含まない有機酸及び/または分子中に窒素原子を含
まない有機酸塩との合計質量含量が50%以上であり、水の質量含量が50%未満であり、且つ
、分子中に窒素原子を含まない有機酸及び/または分子中に窒素原子を含まない有機酸塩
の、エチレングリコール類複合溶液における質量含量が30%未満であることを特徴とする
、請求項１に記載のガス中のSOxを除去する方法。
【請求項３】
　前記エチレングリコール類複合溶液は、所定量の添加剤を含み、該添加剤が、有機アミ
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ン類、アミド類、スルホン類、スルホキシド類及び金属有機化合物系物質からなる群より
選択される一種または多種であり、前記添加剤の、前記エチレングリコール類複合溶液に
おける質量含量が10%未満であることを特徴とする、請求項１に記載のガス中のSOxを除去
する方法。
【請求項４】
　前記エチレングリコール類複合溶液が、常圧又は加圧の条件下でガス中のSOxを吸収し
、吸収温度が-20～80℃であることを特徴とする、請求項１に記載のガス中のSOxを除去す
る方法。
【請求項５】
　SOxを吸収したエチレングリコール類複合溶液を、加熱法、真空法、ストリッピング法
、超音波法、マイクロ波法および放射法中の1種又は複数種の方法で再生し、再生温度が0
～300℃であり、再生過程で二酸化硫黄および/又は三酸化硫黄を放出し、再生後のエチレ
ングリコール類複合溶液を循環利用することを特徴とする、請求項１に記載のガス中のSO
xを除去する方法。
【請求項６】
　前記ガスが、煙道ガス、SOx含有廃ガス及び/又は工業用原料ガスであることを特徴とす
る、請求項１に記載のガス中のSOxを除去する方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　技術分野
　本発明は、煙道ガス、硫黄含有廃ガス及び/又は工業用原料ガスの浄化方法に関し、具
体的に、煙道ガス、SOx含有廃ガス及び/又は工業用原料ガス中のSOx (x=2および/または3
)を除去する方法に関する。
【０００２】
　背景技術
　工業の迅速な発展によって、煙道ガス、硫黄含有工業用原料ガスおよびその他の廃ガス
の消耗や排出量が日々増え続けている。硫黄含有廃ガスの排出は、深刻な環境汚染、例え
ば、酸性雨の形成、建築物の酸腐食、呼吸道疾患および皮膚病などを引き起こし、人々の
健康に直接害を及ぼしている。数年来、世界中の科学者は、煙道ガス、硫黄含有工業用原
料ガスおよびその他の廃ガスの脱硫技術に対して多くの研究を行い、たくさんの研究資料
を蓄積してきた。環境意識の高まりにつれて、煙道ガス、硫黄含有工業用原料ガスおよび
その他の廃ガスの脱硫問題が重視されつつある。しかしながら、今まで、煙道ガス、硫黄
含有工業用原料ガスおよびその他の廃ガスの脱硫技術は、まだ飛躍的な進歩を遂げていな
い。煙道ガス、硫黄含有工業用原料ガスおよびその他の廃ガスの脱硫問題は、今でもチャ
レンジングな課題である。
【０００３】
　従来の煙道ガス、硫黄含有工業用原料ガスおよびその他の廃ガスの脱硫技術としては、
主に湿式脱硫と乾式脱硫の二種類がある。具体的に、湿式脱硫としては、水洗浄法、石灰
石と石灰水法、アルカリ金属溶液法、アルカリ溶液法、アンモニア法、およびアルコール
アミン法などがあり、乾式脱硫としては、酸化鉄法、酸化亜鉛法、酸化マンガン法、酸化
コバルト法、酸化クロム法、酸化モリブヂン法、および活性炭法などがある。中国では、
主に水洗浄法、石灰石と石灰水法が用いられているが、先進国では、石灰石と石灰水法、
アルカリ金属溶液法、アルカリ溶液法、アンモニア法、およびアルコールアミン法などが
より多く用いられている。なかで、水洗浄法は、水の消費量が多く、かつ水を循環利用で
きず、硫黄含有廃水の排出が深刻な二次汚染を引き起こし、且つ脱硫効果にも劣っている
。石灰石と石灰水法は、水洗浄法に比べ優れているが、硫酸カルシウム、亜硫酸カルシウ
ム、および炭酸カルシウムなどの固形廃棄物が多く発生し、石灰石と酸化カルシウムの消
費量が多く、設備が大型で、投資が多額であり、且つ、吸収プロセスにおいて既に固体沈
殿物が発生するので、設備の詰まりを引き起こしやすい。更に、石灰石と水酸化カルシウ
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ムの水に対する溶解度が非常に小さいため、吸収の際に、水酸化カルシウムが、主に、二
酸化炭素と優先的に反応し、その次に硫黄酸化物と反応するので、石灰水法は、脱硫効果
も満足のいくものではなく、廃水排出量が多く、二次汚染が深刻である。アルカリ金属溶
液法、アルカリ溶液法、アンモニア法およびアルコールアミン法などは、主に二酸化硫黄
含有量が比較的に高い煙道ガス( 例えば、製鋼、製銅などの精錬の排気ガスがあり、二酸
化硫黄含有量が8%以上と高い) の脱硫に用いられ、そして二酸化硫黄を回収するが、これ
らの方法は、必要とする技術的な要求とヱネルギー消費が高く、設備材質への要求が厳し
いので、一般の煙道ガスの脱硫に適さない。しかも、現在用いられている煙道ガス、硫黄
含有工業用原料ガスおよびその他の廃ガスの脱硫方法は、何れも設備への腐食がかなりひ
どいものである。
【０００４】
　従来、各種のガスは大気に排出される前に、脱硫処理されることが少ないうえ、たとえ
処理されたとしても、その含有量が比較的に高い。従来のHiPure法、Benfield法、G-V法
、A.D.A法、水洗浄法、石灰石と石灰水法、アルカリ金属溶液法、アルカリ溶液法、アン
モニア法、アルコールアミン法、タンニンエキス法、およびスルホラン法などの脱硫法や
、乾式脱硫である酸化鉄法、酸化亜鉛法、酸化マンガン法、酸化コバルト法、酸化クロム
法、酸化モリブデン法、および活性炭法などは、主に一次脱硫法として工業原料ガス中の
硫化水素を除去するが、一般のガス中の硫化水素の除去には広く用いられていない。その
主な原因というと、これらの脱硫方法は、脱硫効率が高くない上に、ランニングコストが
高く、設備の投資が多額で、腐食がひどく、効果が満足のいくものではなく、有機硫黄の
除去率に劣っているからである〔1～3〕。低温メタノール脱硫技術〔4〕は、硫化水素、
硫化カルボニル、二硫化炭素および二酸化炭素を物理的に吸着する方法であり、現在、大
手化学企業において原料ガスの脱炭素脱硫に用いられることはよくあるが、メタノールが
、低沸点で、揮発しやすく、飽和蒸気圧が高いため、通常、高圧・低温下(-10℃以下) で
扱う必要があり、エネルギー消費が高く、メタノールの消耗がひどく、プロセスフローが
複雑で作業が煩雑で、総合ランニングコストが高くなる。常温メタノール法〔5〕は、メ
タノール60%とジエタノールアミン40%を混合して得た溶液で、ガス中の硫化水素、硫化カ
ルボニル、二硫化炭素および二酸化炭素を吸収し、加熱・減圧して硫化水素、硫化カルボ
ニル、二硫化炭素および二酸化炭素を放出するが、メタノールは低沸点で揮発しやすく、
飽和蒸気圧が高いため、放出したガスにメタノールが多く含まれていて、溶液の組成が不
安定になり、メタノールの消耗がひどくなる。しかも、ジエタノールアミンは、光や空気
にたいして酸化分解しやすく、溶液の化学安定性に劣るため、溶液の再生方式としては、
加熱・減圧により再生して、硫化水素、硫化カルボニル、二硫化炭素および二酸化炭素の
混合ガスを放出させてから、さらに、放出した硫黄含有ガスをクラウス(Claus) 法で硫黄
に転換させることしかないが、そのエネルギー消費が高く、メタノールとジエタノールア
ミンのひどい消耗、複雑なプロセスフロー、煩雑な作業、そして膨大な総合ランニングコ
ストが問題になる。以上の方法は、主にガス中の硫化水素、硫化カルボニルおよび二硫化
炭素などの有機硫黄の除去に用いられるが、ガス中のSO2および/またはSO3の除去には用
いられていなかった。
【０００５】
　また、従来、プロパントリオール（グリセリン）の水溶液の二酸化硫黄に対する吸収平
衡曲線についてもテストされており[6]、その水溶液の二酸化硫黄に対する吸収能力が比
較的に低く、煙道ガス中の二酸化硫黄の吸収用の脱硫剤として直接に用いられないことが
見出されている。Cl-含有水溶液または水酸化ナトリウム含有水溶液にプロパントリオー
ル（グリセリン）を添加して、ガス中の二酸化硫黄含量分析用の安定剤とすることも提案
されているが[7-10]、煙道ガス中の二酸化硫黄除去用の脱硫剤としては使用されておらず
、さらに、当該プロパントリオール含有溶液は二酸化硫黄を吸収した後、二酸化硫黄を再
生して放出することができず、当該溶液を煙道ガス脱硫用の溶剤とすることができない。
また、プロパントリオール(グリセリン) を含有するウロトロピンの水溶液で、煙道ガス
中のS O2を吸収することが提案されている〔11〕。しかし実際の実験において、ウロトロ
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ピンは、煙道ガスと接触後、その中の酸素ガスにより酸化分解されやすく、溶液の化学的
な性質が不安定になってしまうことが分かった。かつ、ウロトロピンは高価で、易く入手
できない化学工業・医薬製品である。そのため、そのランニングコストが非常の高く、脱
硫性能が不安定のため、当該技術はまだ普及されていない。
【０００６】
　F e 2 +とFe 3 + を含有する酢酸・アンモニア緩衝溶液〔12-14〕は、既に半水性ガス
の脱硫に用いられ、高い脱硫効率と低い腐食性を有するが、当該溶液はイオン効果と塩効
果が発生し、溶液が不安定である。鉄‐アルカリ溶液触媒法によるガス脱炭素脱硫脱シア
ン方法は、鉄イオン含有アルカリ性物質の水溶液で、ガス中の硫黄を除去する方法である
が、さまざまな形態の硫黄を除去する力を持ち、かつ低硫黄分ガスに対する脱硫効果が伝
統的なガス湿式脱硫方法よりも優れている。しかしながら、鉄イオンは、アルカリ性溶液
での安定性が悪く、水酸化鉄または水酸化第一鉄の沈殿が大量に発生しうえ、当該鉄‐ア
ルカリ溶液が硫化物含有ガスと接触した場合、更に硫化鉄または硫化第一鉄の沈殿が大量
に発生して、溶液中の鉄イオン含有量が急減し、脱硫効果が激減するとともに、脱硫塔の
詰まりなどの現象を引き起こしてしまい、高硫黄分ガスの脱硫に適さない〔15〕。この状
況を改善するために、本発明者らは、微生物を含有する「鉄‐アルカリ性溶液」を用いて
、常圧または加圧下で脱硫することを試みたところ、良好な効果が得られた〔16〕 。同
時に、ヱチレングリコール、またはエチレングリコールエステル、またはジエチレングリ
コールモノメチルエーテルの溶液を用いて硫化水素を吸収し、さらに、硫化水素を吸収し
た有機溶液に二酸化硫黄ガスを吹き込み、硫化水素と二酸化硫黄を反応させ、硫黄を生成
させ、有機溶液を再生し循環利用することも提案されている〔17～19〕。二酸化硫黄で硫
化水素含有エチレングリコール溶液を再生する方法は簡単であるが、二酸化硫黄の供給源
が不足で、容易に入手できず、運送過程には特殊な道具や特別な安全措置が必要となり、
ランニングコストが高く安全措置に厳しい。エチレングリコール溶液、或いはエチレング
リコールとアルカノールアミン類との混合溶液、或いはエチレングリコールとアルカノー
ルアミン類と炭酸ナトリウムとの混合溶液、或いはエチレングリコールジメチルエーテル
またはジエタノールジメチルエーテルの溶液、或いはジエチルアミンとジエチレングリコ
ールとトリエチレングリコールとトリエチレングリコールメチルエーテルとの混合水溶液
、或いはアミンとアセトアルデヒドとの混合溶液、或いはジエチレングリコールモノメチ
ルエーテルとニトリロ三酢酸鉄(III) との混合水溶液を用いて、天然ガスまたはその他の
ガス中の硫化水素、有機硫黄および水を吸収することも研究されている〔20～28〕 。し
かしながら、現在、以上に述べた技術は、工業用原料ガスの脱硫分野のみに大規模に用い
られて、ガス中の硫化水素、硫化カルボニルおよび二硫化炭素を除去しているが、まだ煙
道ガスおよびその他の廃ガスの脱硫分野でSOx (二酸化硫黄および/または三酸化硫黄を含
む) の除去には用いられていない。
【０００７】
　本発明者のこの前の特許技術である「ポリエチレングリコールでガス中のSOxを除去す
る方法（中国特許番号ZL200910009058.1）」及び「エチレングリコールで煙道ガス中のSO
xを除去する方法（中国特許番号ZL200710110446.X」は、実際の工業化生産試験中の脱硫
効果が比較的に良いが、加熱再生する際に、エチレングリコールの沸点がただ197℃であ
るので、エチレングリコールの一部が損失すると同時に、エチレングリコールとポリエチ
レングリコール溶液には溶液変質の現象が少量に発生し、ランニングコストが高くなり、
脱硫効率に影響を及ぼすことがある。もっと深く理論的に追究したところ、エチレングリ
コール又はポリエチレングリコールと作用するときに、二酸化硫黄又は三酸化硫黄は主に
その分子中のヒドロキシに作用するとともに、ポリエチレングリコール中のエーテル結合
と弱結合の作用を発生することを見出した。作用機構は以下の通りである。
【０００８】
　単にエチレングリコール及びジエチレングリコールを例とする場合に、その化学反応式
以下のとおりである。
【０００９】
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【００１０】
　以上のような主反応の発生に加え、さらに以下の弱結合の作用も起こす。
【００１１】

【化２】

【００１２】
　加熱再生するときに、さらに以下の副反応も発生する。
【００１３】
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【化３】

【００１４】
　現在の研究結果から見ると、これらの副反応は非可逆反応と考えられる。つまり、これ
らの副反応を逆転する方法はまだ見つけられておらず、生成したスルフィン酸エステルお
よびスルホン酸エステル系物質は引き続き再生して二酸化硫黄や三酸化硫黄を放出するこ
とができず、溶液中のスルフィン酸エステルおよびスルホン酸エステルが増え続けると、
溶液の硫黄吸収能力が低下され、溶液が変質し、システムに深刻な損害を与え、さらに運
転し続くこともできなくなってしまうこともある。
【００１５】
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　発明内容
　本発明者のこの前の特許「ポリエチレングリコールでガス中のSOxを除去する方法（中
国特許番号ZL200910009058.1）」及び「エチレングリコールで煙道ガス中のSOxを除去す
る方法（中国特許番号ZL200710110446.X」における上記不足を解決し、溶液の沸点を向上
させ、溶剤の損失を減少させると共に溶液の脱硫能力を向上させ、スルフィン酸エステル
およびスルホン酸エステル系物質の生成を避ける又は大幅に減少させるために、本発明は
、エチレングリコール及び/またはポリエチレングリコールと、分子中に窒素原子を含ま
ない有機酸及び/または分子中に窒素原子を含まない有機酸塩とからなるエチレングリコ
ール類複合溶液を採用してガス中のSOXを吸収している。その中、前記分子中に窒素原子
を含まない有機酸及び/または有機酸塩は、分子中に窒素原子を含まない有機モノカルボ
ン酸、有機モノカルボン酸塩、有機ポリカルボン酸と有機ポリカルボン酸塩を含む。エチ
レングリコール及び/またはポリエチレングリコールと、分子中に窒素原子を含まない有
機酸及び/または有機酸塩とからなるエチレングリコール類複合溶液において、エチレン
グリコール及び/またはポリエチレングリコールは、分子中に窒素原子を含まない有機酸
及び/または有機酸塩と安定した水素結合会合物を形成すると共に、安定したエステル系
物質を形成して、エチレングリコール類複合溶液の安定性を顕著に増加でき、エチレング
リコール類複合溶液の耐アルカリ破壊能力、耐酸破壊能力を顕著に向上させるだけではな
く、さらに、エチレングリコール類複合溶液の沸点を顕著に向上できる。
【００１６】
　以下、エチレングリコールおよびジエチレングリコールと、クエン酸及びその塩を例と



(8) JP 6188952 B2 2017.8.30

10

20

30

して本発明のエチレングリコール類複合溶液のエステル化メカニズムを説明するが、本発
明のエチレングリコール類複合溶液は、エチレングリコール及び/またはジエチレングリ
コールとクエン酸及びその塩類のみからなるものではなく、エチレングリコール及び/ま
たはポリエチレングリコールと、分子中に窒素原子を含まない有機酸及び/または有機酸
塩とからなるものである。
【００１７】
【化４】

【００１８】
　以下の分子式において、Mは、ナトリウムイオン、カリウムイオン、マグネシウムイオ
ン、カルシウムイオン及び/または遷移金属イオン等の金属イオンである。
【００１９】
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【化５】

【００２０】
　本発明のエチレングリコール類複合溶液脱硫法において、まず、エチレングリコール類
複合溶液を用いてガス中のSOx (x=2および/または3)を吸収し、そして、SOxを吸収したエ
チレングリコール類複合溶液を、加熱法、真空法、ストリッピング法、超音波法、マイク
ロ波法および放射法中の１種または複数種の方法で再生して、再生後のエチレングリコー
ル類複合溶液を循環利用する。
【００２１】
　本発明のエチレングリコール類複合溶液脱硫法では、脱硫前の硫黄含有ガス中のSOx合
計含有量を特に要求しないが、より優れた脱硫効果を達成するために、硫黄含有ガスにお
けるSOx合計含有量が99. 9 % (体積比)未満であることが好ましい。
【００２２】
　本発明のエチレングリコール類複合溶液脱硫法において、プロセス条件が厳しく制限さ
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れないが、常圧吸収または加圧吸収を用いることが好ましく、吸収温度が－20～80℃であ
ることが好ましい。そして、SOxを吸収した複合溶液を、加熱法、真空法、ストリッピン
グ法、超音波法、マイクロ波法および放射法中の１種または複数種の方法で再生させるが
、再生温度が0～300 ℃であることが好ましい。
【００２３】
　前記エチレングリコール類複合溶液は、エチレングリコール及び/またはポリエチレン
グリコールと、分子中に窒素原子を含まない有機酸及び/または分子中に窒素原子を含ま
ない有機酸塩とからなるエチレングリコール類複合溶液であり、その中、エチレングリコ
ール及び/またはポリエチレングリコールと、分子中に窒素原子を含まない有機酸及び/ま
たは分子中に窒素原子を含まない有機酸塩との合計質量含量が50%以上であり、水の質量
含量が50%未満である。
【００２４】
　本発明のエチレングリコール類複合溶液脱硫法において、SOxを吸収したエチレングリ
コール類複合溶液を、加熱法、真空法、ストリッピング法、超音波、マイクロ波および放
射法なかの１種または複数種の方法で再生する際に、二酸化硫黄および/または三酸化硫
黄を副生する。
【００２５】
　本発明の基本原理は以下のとおりである。
【００２６】
　以下、エチレングリコール、クエン酸及び/またはクエン酸塩、ジエチレングリコール
とクエン酸及び/またはクエン酸塩を例として、前記エチレングリコール類複合溶液によ
る煙道ガス中のSOX除去原理をさらに述べるが、本発明のエチレングリコール類複合溶液
はエチレングリコールとクエン酸及び/またはクエン酸塩、ジエチレングリコールとクエ
ン酸及び/またはクエン酸塩からなる溶液に限定されるわけではなく、本発明の特許請求
の範囲を制限するものと解してはならない。
【００２７】
　煙道ガス、またはその他のSOx含有ガスを、エチレングリコール類複合溶液に接触させ
ると、下記の吸収反応が起こる。
【００２８】
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【００２９】
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【００３２】
　二酸化硫黄、三酸化硫黄を吸収したエチレングリコール類複合溶液がリッチ液（rich l
iquor）となり、脱硫塔底部から流出し、再生器に入って、加熱法、真空法、ストリッピ
ング法、超音波法、マイクロ波法および放射法なかの1種または複数種の方法で再生され
、高純度の二酸化硫黄および/または三酸化硫黄を放出する。リッチ液は再生器にて以下
の再生反応を起こす。
【００３３】
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【００３４】
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【００３７】
　再生後のエチレングリコール類複合溶液( 以下、単に「脱硫液」と略す) を循環利用す
る。
【００３８】
　上記基本原理を実現するために、本発明者らは2つのプロセスを設計した。第1のプロセ
スが、脱硫吸収プロセスであり、第2のプロセスが、脱硫液再生プロセスであるが、脱硫
液再生プロセスに用いられる再生方式として、加熱法、真空法、ストリッピング法、超音
波法、マイクロ波法および放射法がある。
【００３９】
　第1のプロセス: 脱硫吸収プロセスは、常圧吸収プロセスであってもよく、加圧吸収プ
ロセスであってもよい。その脱硫吸収フローは、図1に示すようなものである。脱硫吸収
プロセスは、脱硫塔の中で行っている。通常、SOx含有ガスは脱硫塔底部から脱硫塔に入
り、再生された脱硫液(通常、「貧液」と呼ばれる) は脱硫塔頂部から脱硫塔に流れ込み
、脱硫塔の中で、SOx含有ガスと脱硫液とが向流接触し、ガス中のSOxが脱硫液に吸収され
た後、SOxが除去されたガスは脱硫塔頂部から出る。ガス中のSOx を吸収した脱硫液は「
リッチ液」となり、脱硫塔底部から出て、再生プロセスに入る。吸収プロセスでは、ガス
と脱硫液とがともに脱硫塔頂部から入り、脱硫塔の中で並流吸収の形で吸収プロセスを完
成することも可能である。
【００４０】
　第2のプロセス: 脱硫液再生プロセスであり、用いられる再生方法として、加熱法、真
空法、ストリッピング法、超音波法、マイクロ波法および放射法がある。
【００４１】
　加熱再生フローの概略図は、図2に示すようなものである。その再生方式では、SOxを吸
収した脱硫「リッチ液」を加熱再生器に入れ、加熱下で再生して、SO2および/またはSO3
を放出する。加熱再生された後の脱硫液は、通常、脱硫「半貧液」または「貧液」と呼ば
れる。当該「半貧液」または「貧液」は、脱硫吸収プロセスに直接供されて再利用しても
よく、続いてその他の再生方式に供されて更に再生された後、脱硫吸収プロセスに供され
て再利用してもよい。
【００４２】
　真空再生フローの概略図は、図3に示すようなものである。その再生方式では、SOx を
吸収した脱硫「リッチ液」を真空再生器に入れ、真空排気して再生する。その時、SO2お
よび/またはSO3を放出する。真空再生された後の脱硫液は、通常、脱硫「半貧液」または
「貧液」と呼ばれる。当該「半貧液」または「貧液」は、脱硫吸収プロセスに直接供され
て再利用してもよく、続いてその他の再生方式に供されて更に再生された後、脱硫吸収プ
ロセスに供されて再利用してもよい。
【００４３】
　ストリッピング法再生フローの概略図は、図4に示すようなものである。その再生方式
では、SOxを吸収した脱硫「リッチ液」をストリッピング再生器に入れ、ストリッピング
再生器の底部から不活性ガス（例えば、窒素ガス、二酸化炭素、アルゴンガス、水蒸気な
ど）が供給される。その時、不活性ガスは、SO2および/またはSO3を脱硫「リッチ液」か
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ら追い出し、脱硫液が再生される。ストリッピング再生された後の脱硫液は、通常、脱硫
「半貧液」または「貧液」と呼ばれる。当該「半貧液」または「貧液」は、脱硫吸収プロ
セスに直接供されて再利用してもよく、続いてその他の再生方式に供されて更に再生され
た後、脱硫吸収プロセスに供されて再利用してもよい。
【００４４】
　超音波法および/またはマイクロ波法または放射法による再生フローの概略図は、図5に
示すようなものである。その再生方式では、SOxを吸収した脱硫「リッチ液」を超音波お
よび/またはマイクロ波または放射再生器に入れ、超音波および/またはマイクロ波または
放射線の照射下で、SO2および/またはSO3を放出する。超音波および/またはマイクロ波ま
たは放射再生された後の脱硫液は、通常、脱硫「半貧液」または「貧液」と呼ばれる。当
該「半貧液」または「貧液」は、脱硫吸収プロセスに直接供されて再利用してもよく、続
いてその他の再生方式に供されて更に再生された後、脱硫吸収プロセスに供されて再利用
してもよい。
【００４５】
　以上に述べた加熱法、真空法、ストリッピング法、超音波法、マイクロ波法および放射
法などの再生方式は2種または2種以上の方式が1つの再生器に複合された方式であっても
よい。
【００４６】
　本発明の前記エチレングリコール類複合溶液は、エチレングリコール及び/またはポリ
エチレングリコールと、分子中に窒素原子を含まない有機酸及び/または分子中に窒素原
子を含まない有機酸塩からなる溶液であり、その中、エチレングリコール及び/またはポ
リエチレングリコールと、分子中に窒素原子を含まない有機酸及び/または分子中に窒素
原子を含まない有機酸塩との合計質量含量が50%以上であり、水の質量含量が50%未満であ
る。
【００４７】
　本発明の前記エチレングリコール類複合溶液中の分子中に窒素原子を含まない有機酸及
び/または有機酸塩とは、分子中に窒素原子を含まない有機モノカルボン酸、有機モノカ
ルボン酸塩、有機ポリカルボン酸及び有機ポリカルボン酸塩を指す。その中、分子中に窒
素原子を含まない有機モノカルボン酸とは、分子中に、アミン基を含有せずにカルボキシ
ル基を1個だけ含む有機化合物、例えば、ぎ酸、酢酸、酪酸等であり、分子中に窒素原子
を含まない有機モノカルボン酸塩とは、分子中に、アミン基を含有せずにカルボキシル基
を1個だけ含み、且つ当該カルボキシル基がナトリウムイオン及び/またはカリウムイオン
及び/またはマグネシウムイオン及び/またはカルシウムイオン及び/または遷移金属イオ
ン等とイオン結合してなるカルボン酸塩類、例えばぎ酸塩、酢酸塩、酪酸塩等である。エ
チレングリコール類複合溶液の調製に際して、これらの分子中に窒素原子を含まない有機
モノカルボン酸塩は、分子中に窒素原子を含まない有機モノカルボン酸と金属の水酸化物
及び/または金属の炭酸塩とを溶液中へ直接添加して反応させることによって獲得するこ
とができる。分子中に窒素原子を含まない有機ポリカルボン酸とは、同一の分子中にアミ
ン基を含有せずに2個または2個以上のカルボキシル基を含む有機酸類物質、例えばシュウ
酸、マロン酸、コハク酸、タンニン酸、ポリ没食子酸およびクエン酸などを指し、前記の
分子中に窒素原子を含まない有機ポリカルボン酸塩とは、同一の分子中にアミン基を含有
せずに2個または2個以上のカルボキシル基を含み、且つ、その中の少なくとも1個のカル
ボキシル基がナトリウムイオン及び/またはカリウムイオン及び/またはマグネシウムイオ
ン及び/またはカルシウムイオン及び/または遷移金属イオン等の金属イオンとイオン結合
してなるカルボン酸塩類、例えば、シュウ酸ナトリウム塩、マロン酸カリウム塩、コハク
酸カリウム塩、タンニン酸カリウム塩、ポリ没食子酸カリウム塩及びクエン酸カリウム塩
等を指す。エチレングリコール類複合溶液の調製に際して、これらの分子中に窒素原子を
含まない有機ポリカルボン酸塩は、分子中に窒素原子を含まない有機ポリカルボン酸と金
属の水酸化物及び/または金属の炭酸塩とを溶液中へ直接添加して反応させることによっ
て獲得することができる。本発明の前記エチレングリコール類複合溶液では、前記分子中
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に窒素原子を含まない有機酸及び分子中に窒素原子を含まない有機酸塩中任意の一種、ま
たは任意の2種または任意の2種以上の物質を含んでもよく、且つ、前記分子中に窒素原子
を含まない有機酸及び/または分子中に窒素原子を含まない有機酸塩の、エチレングリコ
ール類複合溶液における質量含量が30%未満である。
【００４８】
　エチレングリコール類複合溶液の硫黄吸収能力を向上させるために、本発明に記載のエ
チレングリコール類複合溶液中へ一定の割合の添加剤を添加してもよい。添加剤としては
、有機アミン類、アミド類、スルホン類、スルホキシド類及び金属有機化合物類が挙げら
れる。有機アミン類としては、アルキルアミン類(例えば、モノメチルアミン、ジメチル
アミン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モ
ノプロピルアミン、ジプロピルアミン、トリプロピルアミン、n－プロピルアミン、イソ
プロピルアミン、モノブチルアミン、ジブチルアミン、トリブチルアミン、ｎ-ブチルア
ミン、2-ブチルアミン、イソブチルアミン、t-ブチルアミン、エチレンジアミン、プロピ
レンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、トリエチレンジアミン、ジエチレントリアミン
、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、ポリエチレンポリアミンなどの
各種の脂肪アミン類)、及び芳香族アミン類（例えば、アニリン、N-メチルアニリン、N-
エチルアニリン、N-プロピルアニリン、N-ブチルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、N, 
N-ジエチルアニリン、N, N-ジプロピルアニリン、N, N-ジブチルアニリン、フェニレンジ
アミン、α-ナフチルアミン、ハロゲン化アニリン、ニトロアニリン、スルホン酸基アニ
リン等）が挙げられる。アミド類としては、ホルムアミド、アセトアミド、DMF、MDEA、
ホルムアニリド、アセトアニリド、プロピオンアニリド、ブチルアニリド、ベンジルジメ
チルアミン、ベンジルジエチルアミン、ベンジルジメチルプロピルアミン、ベンジルジブ
チルアミンがあげられ、スルホン類としては、ジメチルスルホン、ジエチルスルホン、ジ
プロピルスルホン、ジブチルスルホン、ビスヒドロキシエチルスルホンが挙げられ、スル
ホキシド類としては、ジメチルスルホキシド（DMSO）、ジエチルスルホキシド、ジプロピ
ルスルホキシド、ジブチルスルホキシドなどが挙げられる。金属有機化合物類としては、
遷移金属有機化合物類が挙げられる。エチレングリコール類複合溶液中の添加剤としては
、上記挙げられた化合物中の何れか1種化合物からなることができ、その中の何れか2種の
化合物からなることもでき、その中の何れか2種以上の化合物からなることもできる。添
加剤のエチレングリコール類複合溶液における質量含量は10％未満である。
【００４９】
　本発明は、伝統的な湿式脱硫技術( 例えば、カルシウム法脱硫技術、アンモニア法脱硫
技術など) と比べて、以下のような利点がある。[1]伝統的な湿式脱硫技術は、硫黄分が
比較的に低いガスの脱硫のみに適用するが、本発明にかかるエチレングリコール類複合溶
液脱硫法は、低硫黄分ガスの脱硫にも高硫黄分ガスの脱硫にも使用できる。[2] 伝統的な
湿式脱硫技術は、脱硫・再生の全過程で不溶性カルシウム塩またはアンモニウム塩の沈殿
が生じ、設備やパイプの詰まりを引き起こすおそれがあるが、本発明にかかるエチレング
リコール類複合溶液脱硫法は、不溶性カルシウム塩またはアンモニウム塩の沈殿がほとん
ど生じない。[3]伝統的な湿式脱硫技術は、煙道ガスの脱硫に用いられると、副生物が、
硫酸カルシウムと亜硫酸カルシウム、または硫酸アンモニウムと亜硫酸アンモニウムであ
るが、本発明にかかるエチレングリコール類複合溶液脱硫法は、副生物が高純度の二酸化
硫黄および/または三酸化硫黄であり、これらの副生物は重要な化学工業原料で、幅広い
市場と重要な応用価値を持つ。[4]我々のこの前の特許「ポリエチレングリコールでガス
中のSOxを除去する方法（中国特許番号ZL200910009058.1）」及び「エチレングリコール
で煙道ガス中のSOxを除去する方法（中国特許番号ZL200710110446.X」は、ランニング過
程に部分的にスルフィン酸エステルとスルホン酸エステル系物質を生成することで、溶液
の硫黄吸収能力が低下し、溶液が変質し、システムに深刻に損害し、さらにシステムが連
続に運転できないこともある。一方、本発明にかかるエチレングリコール類複合溶液脱硫
法溶液は、ランニング過程にスルフィン酸エステルとスルホン酸エステル系物質をほとん
ど生成せず、溶液が変質することがなく、安定性が比較的強いで、ランニングが安定であ
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り、エチレングリコール類複合溶液脱硫法は、浄化度が高く、ガス中の全硫黄分を50mg/m
３以下に安定して低減させることができると共に、溶液の沸点が高く、損失が少ない。そ
して、脱硫のガス／液体比が大きく、エネルギー消費が少なく、ランニングコストが低く
、ショートプロセスになり、投資が小額で、作業が簡単である。
【００５０】
　本発明にかかるエチレングリコール類複合溶液脱硫法は、幅広い工業用途があり、煙道
ガス、焼却ガス、コークス炉ガス、染料工場の合成廃ガス、化学繊維工場の汚染排出ガス
、およびSOxを含有する他の工業用原料ガスまたは廃ガスの脱硫に用いることができる。
なお、上記硫黄含有ガスおける全硫黄分が全て99. 9 % (体積比)未満である。
【００５１】
　図面の説明
〔図1〕図1は、脱硫吸収プロセスの概略図である。
〔図2〕図2は、脱硫液の加熱再生方式の概略図である。
〔図3〕図3は、脱硫液の真空再生方式の概略図である。
〔図4〕図4は、脱硫液のストリッピング再生方式の概略図である。
〔図5〕図5は、脱硫液の超音波および/またはマイクロ波および/または放射再生方式の概
略図である。
〔図6〕図6は、小型の脱硫吸収装置の構造概略図である。
〔図7〕図7は、小型の加熱ストリッピング（stripping）再生装置の構造概略図である。
【００５２】
　具体的な実施形態
　以下、具体的な実施形態を併せて、本発明のエチレングリコール類複合溶液脱硫法を説
明する。本実施形態は、本発明をよりよく説明するためのものであり、本発明の特許請求
の範囲を制限するものと解してはならない。
【００５３】
　第1のプロセスが脱硫吸収プロセスであり、その実施形態は図1に示すようなものである
。図1において、SOx含有ガス（2）は、脱硫塔（1）の底部から入り、脱硫貧液（4）と向
流接触する。SOx含有ガス（2）中のSOxが貧液（4）に吸収され、SOx含有ガス（2）は、浄
化ガス（3）となり、脱硫塔（1）の頂部から出る。SOxを吸収した脱硫貧液（4）は、脱硫
塔（1）の底部で脱硫リッチ液(5)となる。脱硫リッチ液(5)は、脱硫塔（1）の底部から流
出し、脱硫液再生プロセスに供され、加熱法、真空法、ストリッピング法、超音波法、マ
イクロ波法および放射法なかのl種または複数種の方法で再生される。
【００５４】
　第2のプロセスが脱硫液再生プロセスであるが、脱硫液再生プロセスに用いられる再生
方式として、加熱法、真空法、ストリッピング法、超音波法、マイクロ波法および放射法
がある。
【００５５】
　加熱再生方式の実施形態は、図2に示すようなものである。脱硫リッチ液（5）は、加熱
再生器（6）に供され、加熱されて、ガス状二酸化硫黄および/または三酸化硫黄(7)を放
出する。ガス状の二酸化硫黄および/または三酸化硫黄(7)を、いくつかの加工方法によっ
て、高純度の液状の二酸化硫黄および/または三酸化硫黄の副産物に転換することができ
る。更に、硫黄含有泡沫および/またはダスト(8)が発生または蓄積し、脱硫液の主体との
分離を実現する。分離した硫黄含有泡沫および/またはダスト(8)を、更に硫黄副生物に加
工することができる。更に、灰分も僅かに排出される。脱硫リッチ液（5）は、加熱再生
器(6)によって再生された後、脱硫貧液（4）となる。脱硫貧液（4）は、脱硫吸収プロセ
スに直接供し循環利用してもよく、真空再生および/またはストリッピング法再生および/
または超音波および/またはマイクロ波および/または放射再生方式に供し更に再生しても
よい。
【００５６】
　真空再生方式の実施形態は、図3に示すようなものである。図3において、脱硫リッチ液
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(5)は、真空再生器（9）に供され、真空機（10）の作用で真空化され、ガス状の二酸化硫
黄および/または三酸化硫黄（7）放出する。ガス状の二酸化硫黄および/または三酸化硫
黄（7）を、いくつかの加工方法によって、高純度の液状の二酸化硫黄および/または三酸
化硫黄の副産物に転換することができる。更に、硫黄含有泡沫および/またはダスト（8）
が発生または蓄積し、脱硫液の主体との分離を実現する。分離した硫黄含有泡沫および/
またはダスト（8）を、更に硫黄副生物に加工することができる。更に、灰分も僅かに排
出される。脱硫リッチ液(5)は、真空再生器（9）によって再生された後、脱硫貧液(4)と
なる。脱硫貧液（4）は、脱硫吸収プロセスに直接供し循環利用してもよく、加熱再生お
よび/またはストリッピング法再生および/または超音波および/またはマイクロ波および/
または放射再生方式に供し更に再生してもよい。
【００５７】
　ストリッピング法再生方式の実施形態は、図4に示すようなものである。図4において、
脱硫リッチ液(5)は、ストリッピング再生器（11）に供され、ストリッピング再生器（11
）の底部から供給された不活性ガス（12）（例えば、窒素ガス、二酸化炭素、アルゴンガ
ス、水蒸気など）と向流接触され、脱硫リッチ液(5)中の二酸化硫黄および/または三酸化
硫黄が不活性ガスに供されて、高濃度の二酸化硫黄および/または三酸化硫黄の混合ガス
（13）に形成し、ストリッピング再生器（11）の頂部から流出する。流出した不活性ガス
中の二酸化硫黄および/または三酸化硫黄を、いくつかの加工方法によって、高純度の液
状の二酸化硫黄および/または三酸化硫黄の副産物に転換することができる。脱硫リッチ
液(5)は、ストリッピング再生器（11）によって再生された後、脱硫貧液(4)となる。脱硫
貧液（4）は、脱硫吸収プロセスに直接供し循環利用してもよく、加熱再生および/または
真空再生および/または超音波および/またはマイクロ波および/または放射再生方式に供
し更に再生してもよい。
【００５８】
　超音波および/またはマイクロ波および/または放射再生方式の実施形態は、図5に示す
ようなものである。図5において、脱硫リッチ液（5）は、超音波および/またはマイクロ
波および/または放射再生器（14）に供され、超音波および/またはマイクロ波および/ま
たは放射線の照射下で、ガス状の二酸化硫黄および/または三酸化硫黄(7)を放出する。ガ
ス状の二酸化硫黄および/または三酸化硫黄(7)を、いくつかの加工方法によって、高純度
の液状の二酸化硫黄および/または三酸化硫黄の副産物に転換することができる。更に、
硫黄含有泡沫および/またはダスト（8）が発生または蓄積し、脱硫液の主体との分離を実
現する。分離した硫黄含有泡沫および/またはダスト（8）を、更に硫黄副生物に加工する
ことができる。更に、灰分も僅かに排出される。脱硫リッチ液（5）は、超音波および/ま
たはマイクロ波および/または放射再生器（14）により再生された後、脱硫貧液（4）とな
る。脱硫貧液（4）は、脱硫吸収プロセスに直接供し循環利用してもよく、加熱再生およ
び/または真空再生方式および/またはストリッピング再生方式に供し更に再生してもよい
。
【００５９】
　以上の具体的な実施形態の思考によって、我々は図6に示された小型の吸収装置及び図7
に示された小型の加熱ストリッピング再生装置をそれぞれ設計・装着した。
【００６０】
　図6に示された小型の吸収装置において、15が吸収ボトル（再生時に再生ボトルとなる
）で、16がエチレングリコール類複合溶液で、17が二酸化硫黄を含有しているガスで、18
が排出ガスである。
【００６１】
　図7に示された小型の加熱ストリッピング再生装置において、15が再生ボトル（吸収時
に吸収ボトルとなる）、16が二酸化硫黄を吸収したエチレングリコール類複合溶液で、19
がストリッピング用ガスで（本試験で用いられたのはN2である）、20が二酸化硫黄を含有
しているストリッピングガスであり、21がオイルバス用のシリコーンオイルで、22が加熱
恒温ボットである。
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【００６２】
　試験時に、図6に示されたように、まず、約100mlの新鮮なエチレングリコール類複合溶
液16を吸収ボトル15に装入し、室温下で、エチレングリコール類複合溶液16を含んでいる
吸収ボトル15に一定量（L、リットル）の二酸化硫黄含有ガス17を吹き込み、該ガスがエ
チレングリコール類複合溶液16を通過し、該ガス中の二酸化硫黄がエチレングリコール類
複合溶液16により吸収されており、二酸化硫黄を吸収された後のガスが排出ガス18となっ
て、室外へ排出されると共に、ヨウ素滴定法でエチレングリコール類複合溶液16中の二酸
化硫黄の含量（C*SO2、g/L）を測定する。それから、この二酸化硫黄を含有しているエチ
レングリコール類複合溶液の吸収ボルトをオイルバスの加熱恒温ボットに放置する。この
場合、吸収ボルト15が再生ボルト15とされ、エチレングリコール類複合溶液16中の二酸化
硫黄の含量を測定し、再生すべき、二酸化硫黄を吸収したエチレングリコール類複合溶液
とすることができる。図7に示されたように、加熱恒温ボット22の恒定必要な温度を調節
する。オイルバス用シリコーンオイルを加熱し、システム温度が必要とする温度（t、℃
）で恒定になると、ストリッピング用ガス19（本試験で用いられたのはN2である）を再生
ボトル15中へ吹き込み、ストリッピング用ガス19（本試験で用いられたのはN2である）と
、二酸化硫黄を含有しているエチレングリコール類複合溶液16とを十分に接触させる。こ
の時、エチレングリコール類複合溶液16中の二酸化硫黄が、ストリッピング用ガス19（本
試験で用いられたのはN2である）中に入り、二酸化硫黄を含有している物質のストリッピ
ング用ガス19（本試験で用いられたのはN2である）が二酸化硫黄を含有しているストリッ
ピング用ガス20となり、室外へ排出される。一定時間（T、min）の加熱ストリッピング再
生して、再生ボルト15を取り出し、水で常温までに冷却し、ヨウ素滴定法で再生されたエ
チレングリコール類複合溶液16中の二酸化硫黄の含量（CSO2、g/L）を測定する。再生さ
れたエチレングリコール類複合溶液16を用いて、以上のステップにて吸収及び再生を複数
回繰り返して、エチレングリコール類複合溶液の変化情況を観察する。
【００６３】
　以上の実験方法によって、我々は、84%EG（エチレングリコール）+6%クエン酸一カリウ
ム+10%クエン酸系、93%EG（エチレングリコール）+7%クエン酸一カリウム系、60% PEG（
ポリエチレングリコール400）+3.3%クエン酸+4%クエン酸一カリウム+32.7%H2O系、60% PE
G+3%クエン酸+5%クエン酸一カリウム+32%H2O系、60% PEG+8%クエン酸+5%クエン酸一カリ
ウム+27%H2O系、76%EG（エチレングリコール）+22%酢酸+2%酢酸カリウム系、60%EG+30%水
+7.8%シュウ酸一カリウム+2.2%シュウ酸系を用いて、ガス中のSO2の吸収と解離情況に対
して、試験を繰り返し行った。実験データは、表一乃至表七に示す。
【００６４】
【表１】
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【表２】

【００６６】
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【表３】

【００６７】
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【表４】

【００６８】
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【００７０】
【表７】

【００７１】
　前記表一乃至表七の実験データから分かるように、これらのエチレングリコール類複合
溶液は、SO2に対する吸収と再生効果がいずれも比較的良い。これは、これらの溶液系が
比較的良い煙道ガス脱硫溶剤であることを示している。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】図1は、脱硫吸収プロセスの概略図である。
【図２】図2は、脱硫液の加熱再生方式の概略図である。
【図３】図3は、脱硫液の真空再生方式の概略図である。
【図４】図4は、脱硫液のストリッピング再生方式の概略図である。
【図５】図5は、脱硫液の超音波および/またはマイクロ波および/または放射再生方式の
概略図である。
【図６】図6は、小型の脱硫吸収装置の構造概略図である。
【図７】図7は、小型の加熱ストリッピング（stripping）再生装置の構造概略図である。
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