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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
 アミン系化学吸収液（アミン水溶液）を用いた二酸化炭素（CO2）分離回収技術は、地球温暖化対策の一つである CO2

分離回収・貯留技術（CCS）の重要な開発要素である。本研究は吸着剤に対する水の吸着熱に着目し、化学吸収法に

おける吸収液再生のための吸着熱利用蒸気供給技術、および発電システムにおける廃熱利用・熱統合技術の研究を

行った。 

① アミン水溶液への吸着剤（ゼオライト）浸漬に伴う発熱現象に関して、反応熱量計（SETARAM 社 DRC）を用いて 40℃

での吸着熱（発熱）を測定した。その結果、アミン水溶液（モノエタノールアミン、ジエタノールアミン）と水で発熱量が同

等であることが確認された。つまり、水溶液中ではアミン分子は吸着されず、水のみが吸着し、その吸着熱によって水

溶液温度が上昇（条件によって蒸気が発生）することが示唆された。 

② CO2 回収型発電システムにおけるエネルギーフローを精査し、吸着剤の再生に利用可能な廃熱が燃焼排ガスの

持つ顕熱のみであるとの結論を得た。但し、その活用には排ガス処理系統全体の検討が必要である。 

③ 化学吸収法を用いた CO2 回収型発電システムを対象に物質収支・熱収支解析を実施し、吸着熱利用蒸気供給技

術および廃熱利用・熱統合技術の可能性を評価した。その結果、蒸気発生に利用した吸着剤の再生を 70～80℃で減

圧再生するプロセスを構築し、発電システムの発電ロスを小さくすることが可能であることを確認した。 

 以上まとめると、本研究では、アミン水溶液と吸着剤を直接接触させることによって蒸気を発生させる吸着熱利用蒸

気利用技術と、発電システム内に存在する排ガス顕熱を用いた吸着剤再生を組み合わせることで、アミン水溶液を用

いた CO2回収型発電システムにおける発電ロスを小さく出来ることを確認した。 
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欧文概要 ＥＺ 
 

  Absorption of carbon dioxide (CO2) in aqueous amine solution is an elemental technology of CO2 capture 

and storage (CCS), which is a promising countermeasure against global warming. In this study, a novel 

idea of using water adsorption heat on solid adsorbent to regenerate aqueous amine solution was 

investigated. Also, energy balance of thermal power plant with post-combustion CO2 capture was 

evaluated. Results from them are as follows: 

(1) Adsorption heat of aqueous amine solution (Monoethanolamine, Diethanolamine) to solid adsorbent 

(zeolite) was similar to adsorption heat of water. Only H2O molecule must be adsorbed on zeolite. The 

results suggested that steam, which was used for regeneration of chemical absorption process, could 

be produced by adsorption heat of aqueous amine solution to solid adsorbent. 

(2) Energy analysis of thermal power plant showed that a flue gas was the only option of waste heat 

recovery for regeneration of solid adsorbent after adsorption of aqueous amine solution. 

(3) Heat integration between thermal power plant and CO2 capture process was investigated. As a result, 

efficiency penalty of thermal power plant with CO2 capture process was decreased by a waste heat 

utilization that is to use low temperature waste heat of flue gas for regeneration of solid adsorbent. 

  
 

 


