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要約 
 

本プロジェクトでは耐水蒸気型吸着剤による高圧ガスからの CO2 吸着分離技術開発を

目的とした。CO2 の分離回収に吸着剤を用いる圧力スウィング吸着分離（PSA）法ではゼ

オライト系吸着剤および活性炭が使用あるいは検討されており、それらの中でも CO2 吸着

能力に関しては 13X 型ゼオライトが優れているとされている。しかし、13X 型ゼオライト

CO2の吸着は Langmuir 型の吸着特性を示し、火力発電所排ガスの CO2濃度に対応する低

い CO2分圧（10~15 kPa）でも高い CO2の吸着量が得られる代わりに、脱着に際して、真

空ポンプによる減圧操作が必要であり、多大なエネルギーを必要としていた。また、従来

型のゼオライトは CO2よりも水を強吸着するため、CO2 吸着量が水蒸気共存下では著しく

減少することから、吸着分離操作の前処理として排ガス中の水蒸気を分離除去し、その後

段で CO2 を吸着分離する必要がある。この場合、CO2 分離回収のための全消費エネルギー

のうち約 30％は除湿に消費される。この除湿工程の省略／簡略化が達成されるならば、装

置のコンパクト化が可能である。一方、石炭ガス化生成ガスや採掘天然ガス等の高圧ガス

からの CO2 分離回収は、常圧排出ガスからの分離回収技術と比較して、ガス自体の圧力エ

ネルギーを CO2 分離回収に活用できることから分離回収コストを大幅に低減できる可能性

がある。そこで本研究では、我々が新規に見出した高圧条件に適した水蒸気の影響阻害の

ない新規吸着剤を高圧ガスからの CO2吸着分離法に適用して CO2を低エネルギー・低コス

トで分離回収しうる技術の開発を目的としている。これまでに水蒸気共存条件下でもほと

んど CO2 の吸着性能が低下しない新しい吸着剤を開発しており、現在本吸着剤を利用した

プロセスの実現可能性の評価を実施中である。従来型のローシリカゼオライト 13X では、

CO2分圧が 300kPa 程度で吸着量がほぼ飽和に達してしまうため、高圧ガス（1.6MPa）か

ら常圧（0.1MPa）への圧力スイングでは、CO2を効率的に回収することはできず、乾燥条

件下でも 1.5mol/kg 程度の回収量しか期待できない。そこで本研究では高圧ガスからの CO2

分離に適用可能な水蒸気の影響を受けない吸着剤の開発を目的として以下の検討を実施し

た。 
（１） 高圧ガスからの分離に適用可能な新規 CO2吸着剤の開発 

① 各種多孔質材料の合成と高圧ガス分離への適用可能性評価 

材料探索のため、従来報告されている吸着剤の知見やシミュレーション結果を基に、

いくつかの候補材料を合成し、市販品とあわせてそれらの CO2吸着量、蒸気吸着量を

測定し、高圧ガスからの CO2吸着分離材料として適用可能性を検討した。各種吸着剤の

探索、評価を実施し、水蒸気共存条件下での CO2吸着量(1.6MPa から 0.1MPa 減圧でのローデ

ィング差）＝3.6mol/kｇの材料を見出した。 

② 水蒸気共存条件下での CO2吸着性能評価 

 高圧ガス二成分吸着装置を用いた水蒸気共存条件下での CO2吸着量の評価を行う

とともに、ガス流通式吸着量評価装置により、合成した吸着剤の CO2吸着破過曲線デ
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ータを取得し、CO2の吸着分離性能を評価した。流通式ガス吸着量測定装置を用い、CO2/N2

および CO2/H2混合ガス（50:50, PCO2=800kPa、313K）を用いた破過曲線データを取得し、水

蒸気共存条件下でも混合ガスから CO2が高選択的に分離可能なことを示した。 

 

 

③ 吸着剤の水蒸気影響低減技術の開発 

各 種吸着剤を合成するにあたり、水の吸着サイトを形成する可能性がある材料に関し

てはできる限り吸着サイトの少ない合成条件の検討を行った。また、有機－無機ハイブ

リッド化や疎水基による表面修飾による水蒸気影響低減効果と CO2 吸着性能について

検討した。上記吸着剤の合成方法を検討・改良した結果水蒸気吸着量の低減が可能になった。

また吸着量では前者に及ばないが、表面修飾により、共存水蒸気の影響をまったく受けない CO2

材料を見出した。 

 

（２） 新規吸着剤を用いた分離プロセスのエネルギー・経済性評価 
初年度において既に目標値を超える吸着剤が得られたため、大学およびエンジニアリング会社

に委託し、一次評価を行った。次年度以降測定を予定しているパラメーターに関しては、従来型

の吸着剤のデータを元に一次評価を行ったため次年度以降精緻化が必要であるが、試算結果では

分離回収エネルギーは 0.5GJ/ton-CO2程度にまで低減できる可能性を見出した。 
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Summary 
 

The objective of this work is to develop an energy-saving CO2-PSA process using 
hydrophobic adsorbents. The usual means of CO2 separation, pressure swing adsorption 
(PSA) using polar hydrophilic adsorbent, is energy intensive: to regenerate the 
absorbent, the partial pressure of CO2 must be changed by the vacuum pump. In 
addition, a dehumidification process which consumes approximately 30% of total energy 
is necessary for the conventional PSA process using hydrophilic 13X zeolite, because 
water vapour is adsorbed more strongly than CO2 on 13X zeolite surface. 13X zeolite 
strongly adsorb both CO2 and H2O and had a Langmuir-type adsorption isotherm. The 
CO2 adsorption capacity of hydrophilic zeolite is completely lost with the coexistence of 
water; therefore, hydrophobic adsorbent should be used for CO2 separation in high 
moisture conditions, such as that for stack gas. 

In this project, newly prepared hydrophobic adsorbents have been proposed as CO2 
adsorbents for the separation of CO2 from high pressure gas. They can overcome such 
obstacles to adsorption processes. Hydrophobic adsorbents have an advantage over 
traditional adsorbents such as activated carbon and zeolites because they can adsorb 
CO2 in the presence of water vapour, which is usually present in flue gases from fossil 
fuel combustion. Furthermore, vacuum pump can be eliminated for the adsorption 
process from high pressure gas. 

It was confirmed that the adsorbent synthesized in our study had a hydrophobic 
property and adsorbed considerable amounts of CO2 under high CO2 pressure. It was 
also confirmed they adsorbed CO2 even in the presence of water vapor. 

 


