
要 約

高圧ガスからの CO2吸収分離技術の開発

本事業では、平成 19 年度から平成 21 年度の 3 ヵ年で、大容量実用化の可能性が高い化

学吸収法による大規模発生源から排出される高圧ガスから二酸化炭素を分離・回収・貯留

（carbon dioxide capture and storage, CCS）するプロセスにおいて、圧縮工程を含む分離回収

エネルギーおよびコストを大幅に低減する技術を開発する。具体的には、石炭ガス化複合

発電システム内の水性ガスシフト反応生成高圧ガス（ガス全圧 4 MPa、CO2 濃度 40%を想

定）を主な対象とし、高圧条件において効率よく CO2 の分離回収を行う新規高圧用化学吸

収液の開発を通じて、高圧ガス自体が有する圧力エネルギーを有効に活用する圧力エネル

ギー最適利用システムの開発を行う。

本事業の初年度である平成 19年度は、高圧条件で CO2を効率よく分離回収する高圧用ア

ミン獲得を目指して、アミンの化学構造と CO2吸収量の関係を精査することで、CO2分圧 1

～4 MPa、吸収温度 40˚Cおよび放散温度 70˚Cの条件で CO2を吸収放散可能な高圧用化学吸

収液スクリーニング法を開発した。その結果、同法を用いて多数のアミン群の中から 5 種

の高圧用化学吸収液候補を迅速に選定することに成功した。

これらの新規アミンを主成分とする水溶液（w = 30%）の 40˚Cおよび 70˚C間 CO2溶解度

差（ローディング差）は CO2分圧 1 MPa において 35～51 g/L-solution であり、MDEA（3

g/L-solution）および TEA（19 g/L-solution）に比べて非常に大きい値であった。また、CO2

分圧 4 MPaにおいても 1 MPa同様に新吸収液の CO2ローディング差は 23～50 g/L-solution

であり、MDEA（  0 g/L-solution）および TEA（1 g/L-solution）に比べて非常に大きい値を

示した。

このように、MDEA や TEA のように従来から検討されているアミンは、吸収温度 40˚C

および放散温度 70˚Cの条件では高圧 CO2分離回収プロセスにそのまま適用することは困難

であるが、新規アミンは 70˚Cという低温放散条件でも十分なローディング差をもつことか

ら、低熱量プロセス構築への適用が期待される。

これらの研究結果により、高圧ガスを対象とした CO2 分離・回収・貯留プロセスにおい

て、圧縮工程を含む CO2 分離回収エネルギーおよびコストを大幅に低減できる可能性につ

いて確認することができた。
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Summary 

“Development of a novel chemical absorption process suitable for capture and release of pressurized 

carbon dioxide for advanced power plants” 

There has recently been increased an interest in developing potential methods of carbon dioxide 

(CO2) capture and storage (CCS) from fossil fuel power plants to control greenhouse gas emissions. 

As one of the promising technologies for reducing CO2 emissions, a better choice would be the 

IGCC system (the integrated coal gasification cycle combined with the water–gas shift reaction, CO 

+ H2O  H2 + CO2), which generates a pressurized gas stream (ca. 4 MPa) containing a volume 

fraction of CO2 (  40%). In general, it is considered that the chemical absorption process is 

applicable to bulk removal of CO2 at lower CO2 partial pressures (< 1 MPa). Thus, a novel chemical 

absorption process must be developed to cover a broad range of CO2 partial pressures (~ 4 MPa).  

In the context, in order to extend the usability of the amine-based chemical absorption process 

to remove CO2 in a wide range of partial pressures (0.1–4 MPa), this project has started from 2007 

fiscal year. In the beginning year of the project, we have revealed relationships between structural 

aspects of amines as chemical absorbents and differences in CO2 solubilities in amine-containing 

chemical solutions at temperatures for CO2 capture (40˚C) and release (70˚C) cycles. We also have 

proposed that a novel chemical absorbent screening method is effective to develop an advanced 

chemical solvent system with features meeting a smaller heat requirement and a greater working 

capacity even at  4 MPa of CO2 partial pressures. 

Throughout this year, we have obtained five amine-based absorbents potential to capture and 

release CO2 in the range of partial pressures from 1 to 4 MPa. The obtained absorbents showed 

greater differences in CO2 solubility per unit volume of the amine-containing solutions (w = 30%) as 

to be 35–51 and 23–50 g/L-solution at 1 and 4 MPa relative to MDEA (3 and  0) and TEA (19 and 

1 g/L-amine solution), respectively. These findings would be useful to develop a novel chemical 

absorption process with smaller heat requirements and greater working capacity and open the 

pavement toward significant reductions in energy and cost for the removal of pressurized CO2.
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