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要 約 

 

本事業では、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、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分離技術の開発を通じて、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以下の 3 テーマに関して行う。 

「高圧再生可能な吸収液の開発」 

平成 21 年度では、昨年度に製作した高圧 CO2 吸収放散繰返し試験装置を用いることで、

開発液の性能比較、耐性評価を行った。その結果、平成 20 年度までに見出されていた低反

応熱アミンに加え、高吸収速度、高放散速度を示すアミンを見出した。新吸収液は反応熱

が低く、気液平衡試験の結果から高圧下での CO2 回収が可能であるという特徴を有するた

め、圧縮を含めた分離回収エネルギーの大幅な削減が可能であることが示された。また、

IGCC 実ガスでの耐性評価では新吸収液は吸収性能に変化がなく、また、液の劣化も確認さ

れなかった。 

「イオン液体を用いた物理吸収法による二酸化炭素分離回収技術の開発」 

昨年度より、多角的に高圧用吸収液を開発するために独立行政法人産業技術総合研究所

東北センターと協力して、イオン液体による新物理吸収法の開発にも着手した。平成 21 年

度では、昨年度見出した吸収性能の高いイオン液体の実用性評価として、H2、CH4、H2S な

どの混合ガスによる CO2吸収選択性を試験し、CO2 の選択的分離技術の開発を行った。 

「省エネルギー型圧力スイング吸着法による新規 CO2分離回収技術の開発」 

昨年度までに目標性能を上回る有望な CO2 吸着剤を見出し、経済性の一次評価を行

なった結果、分離回収エネルギーとコストを極めて小さくできる可能性があることが見出

されている。したがって今年度は、新規材料の探索を継続するとともに、材料のスケール

アップ合成とペレット成型を実施し、小型２塔式連続吸着試験装置による有望性評価を行

ない、CO2を連続的に回収できることを確認した。 

 

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、CO2分離回収エネルギーを大幅に低減できる技術開発において指針を得ることができた。 
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Summary 

 

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 (φ ≈ 40%). Novel CO2 separation processes for removal of pressurized CO2, 

following three themes have been developed.    

“Development for high efficiency CO2 capture with amine solution from high pressure gas 

   For selecting the high efficiency CO2 capture amine solution, we measured CO2 solubilities and 

CO2 absorption rates and reaction heats for the 16 types tertiary amine solutions which include 

alkanolamine, ether-modified amine, diamine, imidazole and cyclic amine.  It was found that newly 

developed amine shows high CO2 solubility and high CO2 recovery ratio at high pressure condition and can 

reduce the separation energy .  Newly developed amine also showed high endurance for IGCC gas.   

“Development for CO2 separation process with ionic liquid as a new physical absorbent” 

Ionic liquids have been also developed in collaboration with AIST-Tohoku, Japan.  Last year, 

high CO2 solubility ionic liquids were selected.  The selectivity in absorption of gaseous molecules 

into ionic liquids from gas mixtures containing H2, CH4 or H2S was measured and the high 

efficiency CO2 separation process was developed.  

“Development of an energy-saving CO2-PSA process using hydrophobic adsorbents ” 

In this project, newly prepared hydrophobic adsorbents have been proposed as CO2 adsorbents for the 

separation of CO2 from high pressure gas.  From the CO2 separation experiment using CO2-N2 and CO2-H2 

mixed gas flow, it was confirmed that the new adsorbent was effective for the CO2 separation from the gas flow 

in the presence of water vapor.  Evaluation of the process cost is now in progress using two tower type 

continuous adsorption-separation experimental apparatus. 

 

These findings would be helpful to develop novel CO2 separation processes to remove 

pressurized CO2 with smaller heat requirements and lower cost.  

 




