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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガス中のＳＯｘを吸収する方法であって、前記ガスをポリエチレングリコール溶液に接
触させて、前記ポリエチレングリコール溶液が前記ガスからＳＯｘを吸収して前記ガスを
浄化するようにする工程を含み、ｘが２または３であり、前記ポリエチレングリコール溶
液がポリエチレングリコールおよび水の組成を有する水性溶液であり、前記ポリエチレン
グリコールが前記ポリエチレングリコール溶液の主成分である、方法。
【請求項２】
前記ポリエチレングリコール溶液の組成が、質量％で８０．００％以上のポリエチレン
グリコールおよび質量％で２０．００％未満の水であることを特徴とする、請求項１に記

10

載のガス中のＳＯｘを吸収する方法。
【請求項３】
前記ポリエチレングリコール溶液が、常圧吸収または加圧吸収を用い、温度−２０〜２
００℃でＳＯｘを吸収することを特徴とする、請求項１または請求項２に記載のガス中の
ＳＯｘを吸収する方法。
【請求項４】
前記ガスが９９．９％未満のＳＯｘの合計体積％を有することを特徴とする、請求項１
〜３のいずれか１項に記載のガス中のＳＯｘを吸収する方法。
【請求項５】
ガス中のＳＯｘを吸収したポリエチレングリコール溶液を、加熱法、真空法および放射
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法からなる群から選択された１種または複数種の方法で再生し、再生温度が０〜３００℃
であり、再生過程で再生されたポリエチレングリコール溶液から二酸化硫黄および／また
は三酸化硫黄を放出し、再生後のポリエチレングリコール溶液がリサイクル可能であり、
前記放射法が超音波法またはマイクロ波法であることを特徴とする、請求項１〜４のいず
れか１項に記載のガス中のＳＯｘを吸収する方法。
【請求項６】
前記方法により、ＳＯｘ含有廃ガスおよび／または工業用原料ガスからＳＯｘを除去す
ることを特徴とする、請求項１〜４のいずれか１項に記載のガス中のＳＯｘを吸収する方
法。
【請求項７】
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前記方法が、加熱法、真空法および放射法からなる群から選択された２種以上の再生手
段を１つの再生器中で共用して使用することを含むことを特徴とする、請求項５に記載の
ガス中のＳＯｘを吸収する方法。
【請求項８】
前記ポリエチレングリコール溶液が質量で２０％を超える水の含有量を有する場合、前
記方法は前記再生されたポリエチレングリコール溶液から水を除去する工程を更に含み、
除去方法は、加熱精留法および／または、ＣａＯ、無水ＣａＳＯ4、シリカゲルおよび吸
水樹脂からなる群から選択された１種以上の吸水剤を使用した吸水剤吸収法があり、水除
去後のポリエチレングリコール溶液をリサイクルする工程を含むことを特徴とする、請求
項５または請求項７に記載のガス中のＳＯｘを吸収する方法。
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【請求項９】
前記ポリエチレングリコール溶液は、重合度が２以上のポリエチレングリコールの１種
または複数種のポリエチレングリコールからなることを特徴とする、請求項１〜８のいず
れか１項に記載のガス中のＳＯｘを吸収する方法。
【請求項１０】
前記ＳＯｘ含有廃ガスが煙道ガスを含むことを特徴とする、請求項６に記載のガス中の
ＳＯｘを吸収する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、煙道ガス、ＳＯｘ含有廃ガスおよび／または工業用原料ガス中のＳＯｘを除
去する浄化方法、または煙道ガス、ＳＯｘ含有廃ガスおよび／または工業用原料ガス中の
ＳＯｘ（ｘ＝２および／または３）を除去する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
工業の迅速な発展によって、煙道ガス、硫黄含有工業用原料ガスおよびその他の廃ガス
の消耗や排出量が日々増えつつある。硫黄含有廃ガスの排出は、深刻な環境汚染、例えば
、酸性雨の形成、建築物の酸腐食、呼吸道疾患および皮膚病などを引き起こして、人間の
健康に直接害を及ぼしている。数年来、世界中の科学者は、煙道ガス、硫黄含有工業用原
料ガスおよびその他の廃ガスの脱硫技術に対して多くの研究を行って、たくさんの研究資
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料を蓄積している。環境意識の高まりに伴って、煙道ガス、硫黄含有工業用原料ガスおよ
びその他の廃ガスの脱硫問題が重視されつつある。しかしながら、今まで、煙道ガス、硫
黄含有工業用原料ガスおよびその他の廃ガスの脱硫技術は、まだ飛躍的な進歩を遂げてい
ない。煙道ガス、硫黄含有工業用原料ガスおよびその他の廃ガスの脱硫問題は、ずっとチ
ャレンジングな課題である。
【０００３】
従来の煙道ガス、硫黄含有工業用原料ガスおよびその他の廃ガスの脱硫技術は、主に湿
式脱硫と乾式脱硫の二種類がある。具体的な湿式脱硫は、水洗浄法、石灰石と石灰水法、
アルカリ金属溶液法、アルカリ溶液法、アンモニア法、およびヒドロキシアミン法などが
あり、具体的な乾式脱硫は、酸化鉄、酸化亜鉛、酸化マンガン、酸化コバルト、酸化クロ
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ム、酸化モリブデン、および活性炭の方法などがある。中国では、主に水洗浄法、石灰石
と石灰水法が用いられているが、先進国では、石灰石と石灰水法、アルカリ金属溶液法、
アルカリ溶液法、アンモニア法、およびヒドロキシアミン法などがより多く用いられてい
る。なかでも、水洗浄法は、水の消費量が多く、かつ水をリサイクルすることができず、
硫黄含有廃水の排出が深刻な二次汚染を引き起こし、そして脱硫効果に劣っている。石灰
石と石灰水法は、水洗浄法より優れるが、硫酸カルシウム、亜硫酸カルシウム、および炭
酸カルシウムなどの固形廃棄物が多く発生し、石灰石と酸化カルシウムの消費量が多く、
設備が大型で、投資が多額で、そして、吸収プロセスにおいて既に固体沈殿物が発生し、
設備の詰まりを引き起こしやすく、更に、石灰石と水酸化カルシウムの水に対する溶解度
が小さいため、吸収の際に、水酸化カルシウムが主に、優先的に二酸化炭素と反応し、そ
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の次に硫黄酸化物と反応するので、石灰水法は、脱硫効果も満足のいくものではなく、廃
水排出量が多く、二次汚染が深刻である。アルカリ金属溶液法、アルカリ溶液法、アンモ
ニア法およびヒドロキシアミン法などは、主に二酸化硫黄含有量が比較的に高い煙道ガス
（例えば、製鋼、製銅などの精錬の排気ガスがあり、二酸化硫黄含有量が８％以上と高い
）の脱硫に用いられ、そして二酸化硫黄を回収するが、これらの方法は、必要とする技術
が高レベルで、エネルギー消費が高く、設備材質への要求が厳しく、一般の煙道ガスの脱
硫に適さない。しかも、現在用いられる煙道ガス、硫黄含有工業用原料ガスおよびその他
の廃ガスの脱硫方法は全て、設備への腐食がかなりひどいものである。
【０００４】
従来、各種のガスは大気に排出される前に、脱硫処理されることが少なく、たとえ処理
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されたとしても、その含有量が比較的に高い。従来のＨｉＰｕｒｅ法、Ｂｅｎｆｉｅｌｄ
法、Ｇ−Ｖ法、Ａ．Ｄ．Ａ法、水洗浄法、石灰石と石灰水法、アルカリ金属溶液法、アル
カリ溶液法、アンモニア法、ヒドロキシアミン法、タンニンエキス法、およびスルホラン
法などの脱硫法や、乾式脱硫である酸化鉄、酸化亜鉛、酸化マンガン、酸化コバルト、酸
化クロム、酸化モリブデン、および活性炭の方法などは、主に一次脱硫法として、工業原
料ガス中の硫化水素を除去するが、一般のガス中の硫化水素の除去に広く用いられていな
い。その原因は主に、これらの脱硫方法は、脱硫効率が高くなく、ランニングコストが高
く、設備の投資が多額で、腐食がひどく、効果が満足のいくものではなく、有機硫黄の除
去率に劣っているからである（非特許文献１〜３を参照）。低温メタノール法の脱硫技術
（非特許文献４を参照）は、硫化水素、硫化カルボニル、二硫化炭素および二酸化炭素を
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物理的に吸着する方法であって、現在、大規模な化学企業において原料ガスの脱炭素脱硫
に用いられることはよくあるが、メタノールは、低沸点で、揮発しやすく、飽和蒸気圧が
高いため、通常、高圧・低温下（−１０℃以下）で扱う必要があり、エネルギー消費が高
く、メタノールのロスがひどく、プロセスフローが複雑で、作業が煩雑で、総合ランニン
グコストが高い。常温メタノール法（非特許文献５を参照）は、メタノール６０％とジエ
タノールアミン４０％との混合溶液を用いて、ガス中の硫化水素、硫化カルボニル、二硫
化炭素および二酸化炭素を吸収した後、加熱・減圧して硫化水素、硫化カルボニル、二硫
化炭素および二酸化炭素を放出するものである。メタノールは、低沸点で、揮発しやすく
、飽和蒸気圧が高いため、放出したガスにメタノールが多く含まれるため、溶液の組成が
不安定になり、メタノールのロスがひどい。しかも、ジエタノールアミンは、光や空気に
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曝されると酸化分解しやすく、溶液の化学安定性に劣るため、溶液の再生手段は、加熱・
減圧により再生して、硫化水素、硫化カルボニル、二硫化炭素および二酸化炭素の混合ガ
スを放出させてから、放出した硫黄含有ガスをクラウス（Ｃｌａｕｓ）法で硫黄に転換さ
せるしかない。そのエネルギー消費が高く、メタノールとジエタノールアミンのロスがひ
どく、プロセスフローが複雑で、作業が煩雑で、総合ランニングコストが高い。以上の方
法は、主にガス中の硫化水素、硫化カルボニルおよび二硫化炭素などの有機硫黄の除去に
用いられるが、ガス中のＳＯ2および／またはＳＯ3の除去に用いられていない。
【０００５】
プロパントリオール（グリセリン）を含有するウロトロピンの水溶液で、煙道ガス中の
ＳＯ2を吸収することが提案されている（非特許文献６を参照）。しかし実際の実験にお
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いて、ウロトロピンは、煙道ガスと接触後、その中の酸素ガスにより酸化分解されやすく
、溶液の化学的性質が不安定になってしまうことが分かった。かつ、ウロトロピンは高価
で、容易に入手できない化学工業・医薬製品である。そのため、そのランニングコストが
非常に高く、脱硫性能が不安定なので、当該技術はまだ普及されていない。
【０００６】
Ｆｅ2+とＦｅ3+を含有する酢酸・アンモニア緩衝溶液（非特許文献７、特許文献１〜２
を参照）は、既に半水性ガスの脱硫に用いられ、高い脱硫効率と低い腐食性を有するが、
当該溶液はイオン効果と塩効果が発生し、溶液が不安定である。鉄−アルカリ溶液触媒法
によるガス脱炭素脱硫脱シアン方法における、鉄イオン含有アルカリ性物質の水溶液によ
る湿式脱硫方法は、さまざまな形態の硫黄を除去する力を持ち、かつ低硫黄分ガスに対す
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る脱硫効果が伝統的なガス湿式脱硫方法よりも優れる。しかしながら、鉄イオンは、アル
カリ性溶液での安定性が悪く、水酸化鉄または水酸化第一鉄の沈殿が大量に発生し、そし
て、当該鉄−アルカリ溶液が硫化物含有ガスと接触した場合、更に硫化鉄または硫化第一
鉄の沈殿が大量に発生して、溶液中の鉄イオン含有量が急減し、脱硫効果が激減するとと
もに、脱硫塔の詰まりなどの現象を引き起こしてしまい、高硫黄分ガスの脱硫に適さない
（特許文献３を参照）。この状況を改善するために、本発明者らは、微生物を含有する「
鉄−アルカリ性溶液」を用いて、常圧または加圧で脱硫することを試みて、良好な効果が
得られた（特許文献４を参照）。同時に、エチレングリコール、またはエチレングリコー
ルエステル、またはジエチレングリコールモノメチルエーテルの溶液を用いて硫化水素を
吸収し、さらに、硫化水素を吸収した有機溶液に二酸化硫黄ガスを吹き込んで、硫化水素
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と二酸化硫黄とを反応させ、硫黄を生成し、有機溶液を再生し、そしてリサイクルするこ
とも提案されている（特許文献５〜７を参照）。二酸化硫黄で硫化水素含有エチレングリ
コール溶液を再生する方法は簡単であるが、二酸化硫黄の供給源が不足し、容易に入手で
きず、運送過程には特殊な道具や特別な安全措置が必要となり、ランニングコストが高く
、安全措置が厳しい。エチレングリコール溶液、或いはエチレングリコールとアルカノー
ルアミン類との混合溶液、或いはエチレングリコールとアルカノールアミン類と炭酸ナト
リウムとの混合溶液、或いはエチレングリコールジメチルエーテルまたはジエチレングリ
コールジメチルエーテルの溶液、或いはジエチルアミンとジエチレングリコールとトリエ
チレングリコールとトリエチレングリコールメチルエーテルとの混合水溶液、或いはアミ
ンとアセトアルデヒドとの混合溶液、或いはジエチレングリコールモノメチルエーテルと
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ニトリロ三酢酸鉄（ＩＩＩ）との混合水溶液を用いて、天然ガスまたはその他のガス中の
硫化水素、有機硫黄および水を吸収する研究者もいる（特許文献８〜１６を参照）。しか
しながら、現在、以上に述べた技術は、工業用原料ガスの脱硫分野のみに大規模に用いら
れて、ガス中の硫化水素、硫化カルボニルおよび二硫化炭素を除去しているが、まだ煙道
ガスおよびその他の廃ガスの脱硫分野でＳＯｘ（二酸化硫黄および／または三酸化硫黄を
含む）の除去に用いられていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】中国特許出願公開第１０８７１１０号明細書（Wei Xionghui, Novel Proc
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ess for Desulfurization and Deoxidation of Semi‑water Gas）
【特許文献２】中国特許出願公開第１１３３８１７号明細書（Wei Xionghui, Pressurize
d Decarbonization and Desulfurization with Iron‑Alkali Solution）
【特許文献３】中国特許第９９１００５９６．１号明細書（Wei Xionghui, Zou Meihua,
Wei Fenghui, Gas Decarbonization, Desulfurization and Decyanation Technology by
Fe‑Alkali Solution Catalytic Method）
【特許文献４】中国特許第０２１３０６０５．２号明細書（Wei Xionghui, Biochemical
Iron‑Alkali Solution Catalytic Process for Desulfurization of Gas）
【特許文献５】ＲＵ２０７０４２３Ｃ１（Galeeva R. G., Kamalov Kh. S., Aminov M. K
h., Gafiatullin R. R., Mitina A. P., Bakhshijan D. Ts., Safin G. R., Levanov V.
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V., Installation for Complete purification of Petroleum and Natural Gases）
【特許文献６】ＰＣＴ／ＦＲ８３／００１７４（Biedermann, Jean‑Michel, Process for
Eliminating Hydrogen Sulphide Contained in Gas Mixture）
【特許文献７】ＦＲ２５３２１９０−Ａ１（Biedermann, Jean‑Michel, etc., Process f
or Eliminating Hydrogen Sulphide Contained in Gas Mixture）
【特許文献８】特開昭６２−９５１１８号公報（村岡寛允）
【特許文献９】ＤＥ２３３３７０８Ａ１（Method of Dehydration Using Glycol, a Germ
an patent with the publication number）
【特許文献１０】ＳＵ１６１１４１１Ａ１（A patent of the former Soviet Union with
the publication number）
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【特許文献１１】特開平６−２２８５７３号公報（小室武勇）
【特許文献１２】ＳＵ６５５４１０Ａ（A patent of the former Soviet Union with the
publication number）
【特許文献１３】ＷＯ０３０１１４３２Ａ１（ＰＣＴ／ＥＰ０２／０７９１５）（Wyscho
fsky Michael, Hoberg Dirk, Method for the Separation of Gaseous Components from
Technical Gases by Means of Ethylene Glycol Dimethyl Ethers at Low Temperatures
）
【特許文献１４】ＳＵ９２７２８２Ｂ（A patent of the former Soviet Union with the
publication number）
【特許文献１５】ＷＯ９００７４６７Ａ１（ＰＣＴ／ＵＳ８９／０５７４２）（Dillon E
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dward Thomas, Composition and Method for Sweetening Hydrocarbons）
【特許文献１６】米国特許第４３６８１７８号明細書（Zaida Diaz, Process for the Re
moval of H2S and CO2 from Gaseous Streams）
【非特許文献】
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【非特許文献１】Benson, H.E., Parrish, R.W., HiPure Process Removes CO2/H2S, Hyd
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【非特許文献２】Jenett, E., Giammarco‑Vetrocoke Process, The Oil and Gas Journal
, April 30, 1962, p.72‑79.
【非特許文献３】F. C. Riesenfeld, A. L. Kohl, translated by Shen Yusheng, Gas Pu
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rification, Beijing, China Building Industry Press, 1982.
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明の目的は、ポリエチレングリコールを溶液として（以下、単に「ポリエチレング
リコール溶液」と略す）ガス中のＳＯｘ（ｘ＝２および／または３）を吸収する方法（以
下、単に「ポリエチレングリコール脱硫法」と略す）を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明のポリエチレングリコール溶液は、主成分がポリエチレングリコールであり、ポ
リエチレングリコールの重合度が２以上であり、複数種の異なる重合度のポリエチレング
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リコールの混合液体であってもよい。ポリエチレングリコールの分子式は以下のとおりで
ある。
【００１１】
HO‑C2H4‑O‑C2H4‑OH

重合度２、

HO‑C2H4‑O‑C2H4‑O‑C2H4‑OH

重合度３、

HO‑C2H4‑O‑C2H4‑O‑C2H4‑O‑C2H4‑OH

重合度４、

HO‑C2H4‑O‑C2H4‑O‑C2H4‑O‑C2H4‑O‑C2H4‑OH

重合度５、

・・・・これによって類推する。
【００１２】
本発明のポリエチレングリコール脱硫法において、まず、ポリエチレングリコール溶液
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を用いてガス中のＳＯｘ（ｘ＝２および／または３）を吸収し、つぎに、ＳＯｘを吸収し
たポリエチレングリコール溶液を、加熱法、真空法、超音波法、マイクロ波法および放射
法の１種または複数種の方法で再生して、再生後のポリエチレングリコール溶液をリサイ
クルする。再生後のポリエチレングリコール溶液中の水の含有量が多くて脱硫効果に影響
を及ぼす場合、ポリエチレングリコール溶液中の水を除去する必要がある。水の除去方法
は、加熱精留法、吸水剤吸収法があり、これらの方法を併用してもよい。水除去後のポリ
エチレングリコール溶液をリサイクルする。
【００１３】
本発明のポリエチレングリコール脱硫法では、脱硫前の硫黄含有ガス中のＳＯｘ合計含
有量に特別な要求はないが、より優れた脱硫効果を達成するために、硫黄含有ガスにおけ
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るＳＯｘ合計含有量が９９．９％（体積比）未満であることが好ましい。
【００１４】
本発明のポリエチレングリコール脱硫法において、プロセス条件が厳しく制限されない
が、常圧吸収または加圧吸収を用いることが好ましく、吸収温度が−２０〜２００℃であ
ることが好ましい。そして、ＳＯｘを吸収したポリエチレングリコール溶液を、加熱法、
真空法、超音波法、マイクロ波法および放射法の１種または複数種の方法で再生する際に
、再生温度が０〜３００℃であることが好ましい。
【００１５】
前記ポリエチレングリコール溶液は、主にポリエチレングリコールを含む液状流体であ
り、質量％で８０．００％以上のポリエチレングリコールと、質量％で２０．００％未満
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の水である。
【００１６】
本発明のポリエチレングリコール脱硫法において、ＳＯｘを吸収したポリエチレングリ
コール溶液を、加熱法、真空法、超音波、マイクロ波および放射法の１種または複数種の
方法で再生する際に、二酸化硫黄および／または三酸化硫黄を副生する。
【００１７】
本発明の基本原理は以下のとおりである。
【００１８】
煙道ガス、またはその他のＳＯｘ含有ガスを、ポリエチレングリコール溶液に接触させ
ると、下記のような吸収反応が起こる。
【００１９】
以下、重合度２のポリエチレングリコールを例として、本発明の原理をより詳しく述べ
るが、本発明のポリエチレングリコール溶液が重合度２のポリエチレングリコール溶液に
限定されるわけではなく、その上、本発明の特許請求の範囲を制限するものと解してはな
らない。
【００２０】
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【数１】

【００２１】
二酸化硫黄、三酸化硫黄を吸収したポリエチレングリコール溶液が富液となり、脱硫塔
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底部から流出し、再生器に入って、加熱法、真空法、超音波法、マイクロ波法および放射
法の１種または複数種の方法で再生され、高純度の二酸化硫黄および／または三酸化硫黄
を放出する。富液は再生器にて以下のような再生反応が起こる。
【００２２】
【数２】

20

【００２３】
試験研究によって、ポリエチレングリコール溶液に水が含まれる場合、ポリエチレング
リコール溶液の硫黄吸収能力が顕著に低下することを見出した。したがって、ポリエチレ
ングリコール溶液中の水をできるだけ除去し、その水の含有量を少なくすればするほど良
いが、実際に、脱硫プロセスにおいて、ポリエチレングリコール溶液中の水を完全に除去
することが不可能でるので、水除去のコストを合理的に低減するとともに、ポリエチレン
グリコール溶液が硫黄成分を効果的に吸収することを確保するため、ポリエチレングリコ
ール溶液中の水の質量％を２０％以下に低減させればよい。
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【００２４】
再生後のポリエチレングリコール溶液（以下、単に「脱硫液」と略す）をリサイクルす
る。
【００２５】
上記基本原理を実現するために、本発明者らは２つのプロセスを設計した。第１のプロ
セスが、脱硫吸収プロセスであり、第２のプロセスが、脱硫液再生プロセスであり、脱硫
液再生プロセスに用いられる再生手段は、加熱法、真空法、超音波法、マイクロ波法およ
び放射法がある。
【００２６】
第１のプロセス：脱硫吸収プロセスは、常圧吸収プロセスであってもよく、加圧吸収プ
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ロセスであってもよく、その脱硫吸収フローは、図１に示すようなものである。脱硫吸収
プロセスは、脱硫塔の中で起こる。通常、ＳＯｘ含有ガスは脱硫塔底部から脱硫塔に入り
、再生された脱硫液（通常、「貧液」と呼ばれる）は脱硫塔頂部から脱硫塔に入り、脱硫
塔の中で、ＳＯｘ含有ガスと脱硫液とが向流接触し、ガス中のＳＯｘ物質が脱硫液に吸収
された後、ＳＯｘが除去されたガスは脱硫塔頂部から出る。ガス中のＳＯｘを吸収した脱
硫液は「富液」となり、「富液」は脱硫塔底部から出た後、再生プロセスに入る。吸収プ
ロセスでは、ガスと脱硫液とがともに脱硫塔頂部から入り、脱硫塔の中で並流吸収の形で
吸収プロセスを完成することも可能である。
【００２７】
第２のプロセス：脱硫液再生プロセスであり、用いられる再生手段は、加熱法、真空法
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、超音波法、マイクロ波法および放射法がある。
【００２８】
加熱再生フローの概略図は、図２に示すようなものである。その再生手段は、ＳＯｘを
吸収した脱硫「富液」を加熱再生器に入れ、加熱下で再生して、ＳＯ2および／またはＳ
Ｏ3を放出する。加熱再生された後の脱硫液は、通常、脱硫「半貧液」または「貧液」と
呼ばれる。当該「半貧液」または「貧液」は、脱硫吸収プロセスに直接供されて再利用し
てもよく、続いてその他の再生手段に供されて更に再生された後、脱硫吸収プロセスに供
されて再利用してもよい。
【００２９】
真空再生フローの概略図は、図３に示すようなものである。その再生手段は、ＳＯｘを
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吸収した脱硫「富液」を真空再生器に入れ、真空排気して再生する。この時、ＳＯ2およ
び／またはＳＯ3を放出する。真空再生された後の脱硫液は、通常、脱硫「半貧液」また
は「貧液」と呼ばれる。当該「半貧液」または「貧液」は、脱硫吸収プロセスに直接供さ
れて再利用してもよく、続いてその他の再生手段に供されて更に再生された後、脱硫吸収
プロセスに供されて再利用してもよい。
【００３０】
超音波法および／またはマイクロ波法または放射法による再生フローの概略図は、図４
に示すようなものである。その再生手段は、ＳＯｘを吸収した脱硫「富液」を超音波およ
び／またはマイクロ波または放射再生器にいれ、超音波および／またはマイクロ波または
放射波の照射下で、ＳＯ2および／またはＳＯ3を放出する。超音波および／またはマイク
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ロ波または放射再生された後の脱硫液は、通常、脱硫「半貧液」または「貧液」と呼ばれ
る。当該「半貧液」または「貧液」は、脱硫吸収プロセスに直接供されて再利用してもよ
く、続いてその他の再生手段に供されて更に再生された後、脱硫吸収プロセスに供されて
再利用してもよい。
【００３１】
以上に述べた加熱法、真空法、超音波法、マイクロ波法および放射法などの再生手段は
、２種または２種以上の手段が１つの再生器に複合されたものであってもよい。
【００３２】
再生後のポリエチレングリコール溶液中の水の含有量が多くて脱硫効果に影響を及ぼす
場合、ポリエチレングリコール溶液中の水を除去する必要があり、除去方法は、加熱精留
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法、吸水剤吸収法があり、これらの方法を併用してもよく、水除去後のポリエチレングリ
コール溶液をリサイクルする。
【発明の効果】
【００３３】
本発明は、伝統的な湿式脱硫技術（例えば、カルシウム法脱硫技術、アンモニア法脱硫
技術など）と比べて、以下のような利点がある。（１）伝統的な湿式脱硫技術は、硫黄分
が比較的に低いガスの脱硫のみに適用するが、本発明にかかるポリエチレングリコール脱
硫法は、低硫黄分ガスの脱硫にも高硫黄分ガスの脱硫にも使用できる。（２）伝統的な湿
式脱硫技術は、脱硫・再生の全過程で不溶性カルシウム塩またはアンモニウム塩の沈殿が
生じ、設備やパイプの詰まりを引き起こすおそれがあるが、本発明にかかるポリエチレン
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グリコール脱硫法は、不溶性カルシウム塩またはアンモニウム塩の沈殿がほとんど生じな
い。（３）伝統的な湿式脱硫技術は、煙道ガスの脱硫に用いられると、副生物が、硫酸カ
ルシウムと亜硫酸カルシウム、または硫酸アンモニウムと亜硫酸アンモニウムであるが、
本発明にかかるポリエチレングリコール脱硫法は、副生物が高純度の液状の二酸化硫黄お
よび／または三酸化硫黄であり、これらの副生物は重要な化学工業原料で、幅広い市場と
重要な応用価値を持つ。ポリエチレングリコール脱硫法は、浄化度が高く、ガス中の全硫
黄分を５ｍｇ／ｍ3以下に安定して低減させることができるとともに、ランニングコスト
が低く、ショートプロセスで、投資が小額で、作業が簡単である。
【００３４】
本発明にかかるポリエチレングリコール脱硫法は、幅広い工業用途があり、煙道ガス、
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焼却ガス、コークス炉ガス、染料工場の合成廃ガス、化学繊維工場の汚染排出ガス、クラ
ウステールガス（Ｃｌａｕｓｅ

ｔａｉｌ

ｇａｓ）、およびＳＯｘを含有する他の工業

用原料ガスまたは廃ガスの脱硫に用いることができる。なお、上記硫黄含有ガスおける全
硫黄分が全て９９．９％（体積比）未満である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】脱硫吸収プロセスの概略図である。
【図２】脱硫液の加熱再生手段の概略図である。
【図３】脱硫液の真空再生手段の概略図である。
【図４】脱硫液の超音波および／またはマイクロ波および／または放射再生手段の概略図
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である。
【図５】異なる組成のポリエチレングリコールと水の溶液の、２９８．１５Ｋ、１２２．
６１ＫＰａの条件下、二酸化硫黄と窒素の混合ガスとの吸収気液平衡図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
以下、具体的な実施形態を併せて、本発明のポリエチレングリコール脱硫法を説明する
。本実施形態は、本発明をよりよく説明するためのものであり、本発明の特許請求の範囲
を制限するものと解してはならない。
【００３７】
第１のプロセスが脱硫吸収プロセスであり、その実施形態は図１に示すようなものであ
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る。図１において、１が脱硫塔、２がＳＯｘ含有ガス、３が浄化ガス、４が脱硫貧液、５
が脱硫富液である。
【００３８】
図１を参照されるように、ＳＯｘ含有ガス２は、脱硫塔１の底部から入り、脱硫貧液４
と向流接触する。ＳＯｘ含有ガス２中のＳＯｘが貧液４に吸収され、ＳＯｘ含有ガス２は
、浄化ガス３となり、脱硫塔１の頂部から出る。ＳＯｘを吸収した脱硫貧液４は、脱硫塔
１の底部で脱硫富液５となる。脱硫富液５は、脱硫塔１の底部から流出し、脱硫液再生プ
ロセスに供され、加熱法、真空法、超音波法、マイクロ波法および放射法の１種または複
数種の方法で再生される。
【００３９】
図１の態様に従って、本発明者らは、ガスクロマトグラフィー法で気相中の二酸化硫黄
含有量を測定し、ヨウ素滴定法で液相中の二酸化硫黄含有量を測定する方法を用いて、２
９８．１５Ｋ、１２２．６１ｋＰａの条件で研究を行い、ポリエチレングリコール（「Ｐ
ＥＧ」と略記する。当該実験に用いられるポリエチレングリコールは、重合度が８〜１０
の混合液体であり、平均分子量が３８０〜４２０である。）と水の混合溶液が、二酸化硫
黄と窒素ガスの混合ガスと接触し吸収平衡になった時点の吸収平衡データは、以下のとお
りである。
【００４０】
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【表１】
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【００４１】
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【００４２】
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【００４３】
表１中のデータをプロットし、図５に示す。
【００４４】
以上の実験結果から、ポリエチレングリコール溶液中の水の質量含有量が２０％を超え
た場合、ポリエチレングリコール溶液の二酸化硫黄吸収能力が顕著に低下することが分か
った。そのため、ポリエチレングリコール溶液中の水の質量含有量をできるだけ２０％以
下に低減させることは、脱硫効果に有利である。
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【００４５】
第２のプロセスが脱硫液再生プロセスであり、脱硫液再生プロセスに用いられる再生手
段は、加熱法、真空法、超音波法、マイクロ波法および放射法がある。
【００４６】
加熱再生手段の実施形態は、図２に示すようなものである。図２において、４が脱硫貧
液、５が脱硫富液、７が二酸化硫黄および／または三酸化硫黄、８が硫黄含有泡沫および
／またはゴミ、９が加熱再生器である。
【００４７】
図２に参照されるように、脱硫富液５は、加熱再生器９に供され、加熱されて、ガス状
二酸化硫黄および／または三酸化硫黄７を放出する。ガス状の二酸化硫黄および／または
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三酸化硫黄７を、いくつかの加工方法によって、高純度の液状の二酸化硫黄および／また
は三酸化硫黄の副産物に転換することができる。更に、硫黄含有泡沫および／またはゴミ
８が発生または蓄積し、脱硫液の主体との分離を実現する。分離した硫黄含有泡沫および
／またはゴミ８を、更に硫黄副生物に加工することができる。更に、灰分も僅かに排出さ
れる。脱硫富液５は、加熱再生器９によって再生された後、脱硫貧液４となる。脱硫貧液
４は、脱硫吸収プロセスに直接供しリサイクルしてもよく、真空再生および／または超音
波および／またはマイクロ波および／または放射再生手段に供し更に再生してもよい。
【００４８】
真空再生手段の実施形態は、図３に示すようなものである。図３において、４が脱硫貧
液、５が脱硫富液、７が二酸化硫黄および／または三酸化硫黄、８が硫黄含有泡沫および
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／またはゴミ、１０が真空再生器、１１が真空機である。
【００４９】
図３に参照されるように、脱硫富液５は、真空再生器１０に供され、真空機１１の作用
で真空化され、ガス状の二酸化硫黄および／または三酸化硫黄７を放出する。ガス状の二
酸化硫黄および／または三酸化硫黄７を、いくつかの加工方法によって、高純度の液状の
二酸化硫黄および／または三酸化硫黄の副産物に転換することができる。更に、硫黄含有
泡沫および／またはゴミ８が発生または蓄積し、脱硫液の主体との分離を実現する。分離
した硫黄含有泡沫および／またはゴミ８を、更に硫黄副生物に加工することができる。更
に、灰くずも僅かに排出される。脱硫富液５は、真空再生器１０によって再生された後、
脱硫貧液４となる。脱硫貧液４は、脱硫吸収プロセスに直接供しリサイクルしてもよく、
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加熱再生および／または超音波および／またはマイクロ波および／または放射再生手段に
供し更に再生してもよい。
【００５０】
超音波および／またはマイクロ波および／または放射再生手段の実施形態は、図４に示
すようなものである。図４において、４が脱硫貧液、５が脱硫富液、６が超音波および／
またはマイクロ波および／または放射再生器、７が二酸化硫黄および／または三酸化硫黄
、９が硫黄含有泡沫および／またはゴミである。
【００５１】
図４に参照されるように、脱硫富液５は、超音波および／またはマイクロ波および／ま
たは放射再生器６に供され、超音波および／またはマイクロ波および／または放射の照射
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下で、ガス状の二酸化硫黄および／または三酸化硫黄７を放出する。ガス状の二酸化硫黄
および／または三酸化硫黄を、いくつかの加工方法によって、高純度の液状の二酸化硫黄
および／または三酸化硫黄の副産物に転換することができる。更に、硫黄含有泡沫および
／またはゴミ８が発生または蓄積し、脱硫液の主体との分離を実現する。分離した硫黄含
有泡沫および／またはゴミ８を、更に硫黄副生物に加工することができる。更に、灰くず
も僅かに排出される。脱硫富液５は、超音波および／またはマイクロ波および／または放
射再生器６に再生された後、脱硫貧液４となる。脱硫貧液４は、脱硫吸収プロセスに直接
供しリサイクルしてもよく、加熱再生および／または真空再生手段に供し更に再生しても
よい。
【００５２】
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再生後のポリエチレングリコール溶液中の水の含有量が多くて脱硫効果に影響を及ぼす
場合、ポリエチレングリコール溶液中の水を除去する必要があり、除去方法は、加熱精留
法、吸水剤吸収法があり、これらの方法を併用してもよく、水除去後のポリエチレングリ
コール溶液をリサイクルする。常用の吸水剤は、ＣａＯ、無水ＣａＳＯ4、シリカゲル、
および吸水性樹脂がある。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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