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まえがき＝国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC：
Intergovernmental Panel on Climate Change） は 2007
年に第 4 次評価報告書1）を公表している。それによると，
平均気温は1906年から2005年にかけて0.74℃上昇した
うえに，直近50年間（1956～2005年）の気温上昇は過
去100年間（1906～2005年）の約 2 倍に相当することか
ら，地球温暖化は加速傾向にあるとされている。またこ
れらは，CO2を含む温室効果ガス（Greenhouse Gas，以
下GHGという）が，人間の活動によって大気に放散さ
れたことで引き起こされた可能性が高いと結論付けられ
ている。さらに2014年に公表された第 5 次評価報告書 2）

によると，GHGの排出量が多くなるシナリオでは，2100
年には2006年比で2.6～4.8℃の気温上昇が起こり得るこ
とが示唆されている。気温上昇は，氷河融解による水位
上昇や熱波の増加など，生物存続上のリスクを増大させ
得る。そのため，気温上昇を 2℃未満に抑えることを目
標に，CO2排出を抑制する取組みが各国で進められてい
る。
　我が国は今世紀後半のできるだけ早い時期に「脱炭素
社会」の実現を目指しており，それに向けて，GHG排出

量を2030年に2013年度比で26%削減することをパリ協
定で宣言している。さらに， 2050年にはGHG排出量を
80%削減することを長期目標に掲げている 3）。
　当社は，こうした目標の達成に貢献すべく，CO2削減
の取り組みの一環として低エネルギー消費型CO2分離プ
ロセスの開発を進めている。

1．開発中のCO2分離プロセスの概要

1. 1　CO2 の分離方法
　CO2の分離方法は化学吸収，物理吸収，化学吸着，物
理吸着，膜分離，および昇華に大別される。いずれも温
度と圧力の違いによるCO2の特性変化を利用した方法で
ある。いずれの方法においてもCO2回収源となるガスを
昇圧する必要があるが，化学吸収は温度差によるCO2の
特性変化が大きいため，他の方法と比較して，より低圧
での運転が可能である。また，化学吸収はガス精製や化
成品製造において多くの稼働実績があり，大型化手法が
確立されている。大幅なCO2削減には，多量のCO2を排
出する発電所などからCO2を回収する必要があるが，こ
れらから排出されるCO2 は低圧かつ大容量であるため，
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上記理由から化学吸収が適していると考えられている。
当社で開発中のプロセスもアミンを用いた化学吸収プロ
セスである。
1. 2　アミン吸収の原理と普及における課題
　アミン（構造式の例：2NHR1R2）は水との混合液が
CO2の吸収に用いられる物質で，CO2と下記の反応を生
じる。
・カルバメート（N（COO－）R1R2）生成反応
　　2NHR1R2+CO2⇌N（COO－）R1R2＋NH2

+R1R2 …（1）
・バイカーボネート（HCO3

－）生成反応
　　NHR1R2＋CO2＋H2O⇌HCO3

－＋NH2
+R1R2 …（2）

　両反応とも可逆反応であり，温度が低いほど，また圧
力が高いほどCO2の吸収が促進される。温度変化による
アミンへのCO2吸収／放散挙動を図 1 に示す。簡単のた
め，液中のCO2は全量カルバメートで示した。
　発電所の排ガスといった大気圧近傍のガスを処理する
際には，省エネの観点から低圧のまま，温度調整（温度
スイング）のみでCO2を分離することが主流となってい
る。すなわち，低温の吸収器でCO2をアミン液に吸収さ
せた後，カルバメート含有液を高温の放散器でCO2を放
散させることによって排ガスからCO2を分離する（図 2）。
　このようにアミン吸収は，原理の解明に加えてプロセ
スの検討も先行開発が充実しており，技術的には成熟し
た分野である。しかし，発電所や製鉄所からのCO2回収

を目的に実装された例はごく少数にとどまっている。そ
の主たる原因の一つは，CO2の分離には多量のエネルギ
ーが必要であり，ランニングコストが高い4）ことにある。
たとえば，アミン液の性能／コスト評価にあたってベン
チマークとして使用されるモノエタノールアミン（以下，
MEAという）の場合，供給ガスの圧力と組成に応じて
変動するものの，CO2 分離にかかるエネルギーは3.5～
4.5 GJ/トン－CO2

5）である。日本国内での天然ガス価格
がおよそ10 $/MMBTU6）であることから，分離コスト
は￥4,170/トン－CO2 となる（表 1）。したがって，本
コストで国内の発電所の総CO2排出量 4 億9,200万トン/
年 7）を分離した場合，総エネルギーコストは表 2 に示
した値となる。
　このように，我が国が今世紀後半の実現を目指してい
るGHG排出量26%削減，80%削減をアミン吸収で実現
しようとすると，エネルギーコストだけでも大きな経済
的負担となる。このため，エネルギー消費量を抑えたプ
ロセスの開発が各国で進められている。我が国は，分離
に必要なエネルギー消費量の目標値を1.5 GJ/トン－
CO2未満に定めており，各機関が省エネプロセスの開発
を進めている 8）。当社で開発中のプロセスも分離に必要
な消費エネルギーの低減を図ったプロセスである。
1. 3　アミン吸収における消費エネルギー低減方法
　アミン吸収の投入エネルギーは一般に，供給ガスの昇
圧にかかる電力を除くとCO2放散器のリボイラー供給熱

（図 2 中のDesorber下部のHeatに相当）が95%以上を
占める。町田ら 9）によると，低圧ガスにMEAを適用し
た際の運転条件およびリボイラー供給熱の消費内訳はそ

図 1   温度変化に対するアミンのCO2吸収/放散挙動
Fig.1  CO2 absorption/desorption behavior of amine on temperature 

change

図 2   温度スイングによるアミン吸収式CO2分離プロセス
Fig.2   CO2 separation process using amine by temperature swing

表 1   MEAを用いたCO2分離のエネルギーコスト
Table 1  Energy cost of CO2 separation using MEA

表 2   国内の発電所にMEAを適用した場合の分離エネルギーコスト
Table 2  Energy cost of CO2 separation when applying MEA  to 

domestic power plants

表 3   MEA使用時の一般的な運転条件
Table 3  Typical operating conditions when using MEA

表 4   MEA使用時のリボイラー供給熱量の内訳
Table 4  Breakdown of heat inut on reboiler when using MEA
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れぞれ表 3，表 4 となる。
　このように，供給熱はCO2放散時の反応熱と蒸発潜熱
によって80%以上が消費される。このため，省エネ実
現にはこれらの低減が鍵となる。
1. 4　開発中のプロセスのエネルギー原単位
　開発中のプロセスでは，アミン液の改良と機器構成の
改良とによって反応熱と蒸発潜熱を低減させる。低減の
本節では，その原理と目標原単位について述べる。
1. 4. 1　蒸発潜熱の低減
　一般的なアミン液のCO2放散温度と水の沸点を比較す
ると,水の沸点の方が低い。それゆえ,水の沸点がCO2放
散温度よりも高くなる微加圧下でCO2 を放散させるが,
微圧下においても一定量の水は蒸発する。また，一般的
なアミン液は重量の半分以上を水が占めるため，水の蒸
発にともなう多量の熱が必要となる。これが蒸発潜熱を
大きくする主要因である。
　そこで蒸発潜熱低減のため，名古屋大学と当社は高沸
点のエーテルを主溶媒とした吸収液を開発した。本吸収
液は，CO2吸収時のみアミン相とエーテル相の 2 相に分
離するというユニークな特性を有する。本相分離液の組
成と各成分の沸点を表 5 に，相分離挙動を図 3 に示す。
　CO2の放散反応は1.2節に示した式（1）および式（2）
の逆反応であり，以下の式で表される。
・カルバメート分解反応
　　N（COO－）R1R2＋NH2

＋R1R2⇌2NHR1R2＋CO2

　　………………………………………………………（3）
・バイカーボネート分解反応
　　HCO3

－＋NH2
＋R1R2⇌NHR1R2＋CO2＋H2O …（4）

式（3），式（4）いずれも右辺に単離アミン（NHR1R2）
が含まれる。相分離液は，相分離後の状態において，ア
ミン相よりもエーテル相に対してより強い親和性を持つ
アミンとエーテルを選定している。反応で生じた単離ア
ミンは，アミン相から除去されてエーテル相に抽出され
る。このため，アミン相内ではCO2放散反応が右に進み
やすくなり，容易にCO2を放散できる。これにより，相
分離液は90℃でCO2 を放散可能であり，大幅な蒸発潜
熱の低減を実現した。
1. 4. 2　反応熱の低減
　アミンによるCO2吸収時の発熱（吸収熱）は，アミン
とCO2が結合する際に放出されるエネルギーである。い
っぽう，CO2放散時の吸熱（放散熱）はアミンとCO2と
が分離する際に吸収されるエネルギーである。したがっ
て，発熱量と吸熱量の絶対値は理論上同じ値となる。こ
のため，CO2吸収時に発する熱をCO2放散時の熱として
再利用できれば大幅な省エネとなる。そこで，ヒートポ
ンプの導入によって低温の吸収熱を回収し，高温の放散
熱として利用することにした10）。これにより，反応熱と
して投入するエネルギーはヒートポンプの動作電力のみ
となり，大幅に反応熱を低減可能となる。
1. 4. 3　目標とするエネルギー原単位
　当社で開発中のプロセスの原単位目標も我が国の開発
目標と同じ1.5 GJ/トン－CO2 としている。本プロセス
は，相分離液を用いたアミン吸収にヒートポンプを導入
したプロセスであり， 前項に示した蒸発潜熱と反応熱と
の低減によって低原単位を実現させる。開発中のプロセ
スの概略フローを図 4 に示す。本フローを対象に，シ
ミュレーションソフトを用いてCO2の放散に必要となる
投入エネルギーを計算した。計算条件を表 6 に，計算
結果を図 5 に示す。ここでの計算では吸収器および放
散器での反応熱は熱ロスなしで全量授受されるものとし
て計算した。なお公正な評価のため，ヒートポンプの動
作電力は発電効率40%を想定し，電力量を0.4で割り戻
して一次エネルギー基準に換算した。

表 5   相分離液の組成
Table 5  Composition of phase separation type absorbent

図 3   相分離液の相分離挙動
Fig.3   Phase separation behavior of phase separation type absorbent

図 4   開発中のプロセスの概略フロー
Fig.4   Schematic flow diagram of process under development
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　本計算条件ではCO2放散時のエネルギーは1.32 GJ/ト
ン－CO2となる。この値に，圧力損失を補うためのガス
昇圧動力やアミン循環ポンプの動力，冷却水製造電力が
加算された値が最終的な投入エネルギーとなる。したが
って，これらを0.18 GJ/トン－CO2に抑えられれば目標
の1.5 GJ/トン－CO2 を実現可能である。なお，本稿に
示した結果は，開発中のモデルを用いた暫定的な値であ
る。このため，今後変動する可能性が高く，性能を保証
するものではない。

2．開発課題

　通常のアミン吸収と異なり，開発中のプロセスは相分
離液とヒートポンプを使用する。このため，アミン吸収
における共通の課題に加えて， 開発中のプロセス独自の
課題も解決する必要がある。本章ではそれらの課題につ
いて概説する。
2. 1　アミン吸収共通の課題
　アミンは，長期間使用すると酸化劣化（Oxidative 
degradation）や熱劣化（Thermal degradation）によっ
て変質し，吸収性能が徐々に低下することが報告されて
いる11）。また，酸化劣化，熱劣化とも温度が高いほど反
応速度が向上することが報告されている 12）， 13）。変質し
たアミンは再生が難しいため，吸収性能を維持するには
定期的に吸収液を入れ替える必要があるが，アミンの入
れ替えはランニングコストに大きな影響を与えるため，
実際のプロセスの運転条件における吸収液の耐久性をラ
ボ検証によってあらかじめ確認しておく必要がある。
2. 2　開発中の相分離吸収液を使用したプロセス独自の

課題
2. 2. 1　吸収液の安全性
　相分離液はアミン30 wt%，エーテル60 wt%で構成

され，可燃物が90%を占める。そのため，酸素との接
触による発火が懸念される。火力発電所の排ガスには通
常，燃焼やタービン駆動に用いた酸素を由来とする残留
酸素が含まれる。したがって安全を確保するためには，
分離装置への供給ガスの酸素濃度あるいは運転温度に制
約を設けることにより，燃焼範囲外での運転を行わなけ
ればならない。このため，ラボ検証によって燃焼範囲を
あらかじめ確認しておく必要がある。
2. 2. 2　エーテル過酸化物の生成
　エーテルは，酸素と接触することによって過酸化物を
生成することが一般に知られている。この過酸化物は爆
発性を有しており，実際に爆発事例も報告されている。
過酸化物の生成速度はエーテルの種類によって大きく異
なり，なかには60℃で1,000 ppm/hを超える速度で過酸
化物を生成するエーテルも存在する14）。そのため，ラボ
検証を通じて過酸化物蓄積挙動をあらかじめ確認してお
く必要がある。
2. 2. 3　運転温度の最適化
　CO2の吸収温度と放散温度の温度差が小さいほどヒー
トポンプの動力は少なくなる。いっぽう，これらの温度
差が小さくなると液循環量の増加によって，ポンプの動
力と液の加熱に必要な熱量は多くなる。これは温度差が
小さいほど吸収液のCO2 分離性能が低下するためであ
る。それゆえ，上記の兼ね合いを考慮し，プロセス全体
の温度の最適化を行う必要がある。

3．各課題に対する検証試験の結果と考察

　2 章で述べたそれぞれの課題に対して各種の検証試験
を行った。本章ではその結果と考察について概説する。
3. 1　耐久性評価試験
　耐久性評価にあたって，加熱と冷却を周期的に繰り返
し，CO2の吸収／放散の長期的な実施が可能な装置を製
作した。図 6 に評価試験装置概要を示す。本装置では，
吸収／放散槽の外側に設けたペルチェ素子によって吸収
液の温度を制御し，CO2の吸収／放散を行う。また，CO2

放散時のCO2流量を装置出口のマスフローメータ（MFM）
で測定し，吸収液のCO2分離性能の経時変化を評価した。
さらに，劣化（耐久性）評価を行うため，試験終了後の
吸収液を回収し，分析した。試験条件と分析方法をそれ
ぞれ表 7，表 8 に，また試験結果を表 9 および図 7 に
示す。なお，供給ガスは装置の適用対象である火力発電

表 6   投入エネルギーの計算条件
Table 6  Conditions for input energy calculation

図 5   CO2放散に要する投入エネルギーの計算結果
Fig.5   Calculation results of input energy for CO2 desorption

図 6   吸収液の耐久性評価試験装置
Fig.6   Apparatus for durability evaluation of CO2 absorbent
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所のボイラ排ガスを模擬した組成とした。
　試験の結果，CO2 分離性能は500時間で15%程度低下
することが確認された。性能が低下した原因はアミンの
劣化のほかに，液量の減少や，SO2によるアミンの被毒，
水分量の変動が考えられる。最も寄与度が大きいのは液
量の減少であり，500時間で9.8%の液損失が確認された。
つぎに寄与度が大きいのはSO2によるアミンの被毒であ
る。1 モルのSO2 は 1～2 モルのEAEを被毒する可能性
がある。等モルで被毒したと仮定すると，仕込んだ
EAEの2.2%が被毒した計算となる。すなわち，液量の

減少とSO2 による被毒とによって，単純計算で性能が
12%低下することとなる。
　したがって，性能が15%低下した原因の大部分はア
ミンの劣化以外の原因で説明でき，アミンの劣化はそれ
ほど進行していない可能性が高い。しかしながら，液分
析において各成分の濃度和が100%を超えているなど，
液分析の精度にも課題がある。また，500時間の試験で
は性能低下幅が小さく，この試験だけではアミンの劣化
が進行しているかどうか断定できなかった。このため，
より長時間での試験と分析精度の検証・向上を行い，よ
り詳細に液の耐久性を確認する予定である。
3. 2　安全性評価試験
3. 2. 1　燃焼範囲の測定
　EAEおよびDEGDEEの引火点を表10に示す。両物
質とも引火点が71℃と低い。このため，温度の制約よ
りも酸素濃度の制約によって燃焼範囲を回避する方が望
ましい。そこで，プロセス内の最高温度である90℃に
5℃の温度余裕をもたせた95℃における限界酸素濃度を
測定した（表11）。なお限界酸素濃度は，爆発を生じる
酸素の下限界濃度，すなわちこれ以下では爆発は生じな
い濃度を表す。限界酸素濃度はEAEおよびDEGDEEの
いずれもが 8%を超えており，一般的な石炭火力発電所
における排ガス中の残留酸素濃度（通常 6%未満）より
も十分に高い。したがって，石炭火力発電所に適用する
場合は内部の発火は回避可能であると考えられる。ただ
し， LNG火力発電所の排ガス中の残留酸素濃度は通常
10%を超えており，酸素濃度の制約では対応できない。
このため，温度に対しても制約をかける，蒸気圧の低い
アミン，エーテルを使用するなどの対策が必要と考え
る。
3. 2. 2　エーテル過酸化物の蓄積評価
　エーテル過酸化物は熱によって容易に分解する。その
ため，吸収液を加熱した際の熱分解挙動を測定すること
によって蓄積量を定性的に把握することができる。そこ
で，密封セル型示差走査熱量測定装置（Sealed Cell-
Differential Scanning Calorimetry：SC-DSC） を 用 い，
未使用液と表 7 に示した500時間使用した試験液との熱
分解挙動を比較した。表12，図 8 にそれぞれ試験条件
および試験結果を示す。未使用液と使用済液は発熱量お
よびピーク位置のいずれもおおむね一致していることが

図 7   耐久性評価試験の結果
Fig.7   Results of durability evaluation test

表 9   耐久性評価試験の結果
Table 9  Results of durability evaluation test

表 8   相分離液の分析方法
Table 8  Analysis method of phase separation type absorbent

表10  EAE, DEGDEEの引火点
Table10  Flash point of EAE and DEGDEE

表11  EAE, DEGDEEの限界酸素濃度
Table11  Limiting O2 concentration of EAE and DEGDEE

表 7   耐久性評価試験の試験条件
Table 7   Conditions for durability evaluation test
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分かる。したがって使用済液には，運転温度範囲で爆発
を生じる化合物は蓄積していないと考えられる。ただ
し，使用済液の運転時間は500時間と短いため，耐久性
評価と同様，より長時間での安全性評価を行う必要があ
ると考える。
3. 3　プロセス全体の運転温度の最適化
　プロセス全体の運転温度によってヒートポンプの性能
は大きく変化することから，運転温度に適合する冷媒選
定が重要である。現在，冷媒の選定中であり，最適化を
実施するには至っていない。このため，今後は冷媒選定
と併せてシミュレーターによる全体の最適化を実施予定
である。

むすび＝開発中のプロセスを実現するためには，吸収液
の耐久性や安全性の評価，運転条件の最適化を行い，技
術的検証をさらに進める必要があると考える。これまで
に行ったラボ検証では，いずれに関しても大きな課題は
確認されていないため，今後より厳しい条件での追加試
験を行い検証の確度を高めていく。また，ラボにて，技
術の成立性が確認されれば，より詳細な技術検証に向
け，実証試験を行うことを計画中である。
　本開発を進めるに当たって，東海国立大学機構　名古
屋大学 則永 行庸教授， 町田 洋助教，山口 毅助教より，
実験/解析データおよび多大な助言を賜りました。厚く
感謝を申し上げます。
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図 8   SC-DSC測定結果
Fig.8   Test results of SC-DSC
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