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研究背景 

各種大気汚染物質の水溶解度  

Gas Solubility 

[mL･mL(water)-1] 

NO 0.0505 

NO2 0.895 

CO2 0.936 

SO2 39.8 

NH3 750 

Partial pressure is 101.3 kPa (at 20 oC) 

NH3 
H2S 

Cl2 

SOX 

NOX 
CO2 

燃焼排ガス,  

化学工場などの排ガス 

処理が困難 

NOX: NO, NO2, N2O3などの総称 

酸性雨や光化学スモッグの原因？ 

他の汚染ガスと比較してNOXの水 

に対する溶解度が極端に低く、廃ガ
ス処理が困難 
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厳しくなるNOｘの排出規制 

陸上：大気汚染防止法 

ボイラー（ガス・石油・石炭 200-300ppm以下）、燃焼炉（250-

700ppm以下）、ディーゼル機関（1200ppm以下） 

自動車から排出される窒素酸化物および粒子状物質
の特定地域における総量の削減に関する特別措置法
（首都圏、関西、中京） 

 

海上：海洋汚染防止条約（MRPOL条約） 

第一次規制：H17～ 出力130kW以上のディーセルエンジン 

第二次規制：H23～（第一次規制値の20%削減） 

第三次規制：H28～ （第一次規制値の80%削減） 
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低NOx排出内燃機関の開発 

燃焼温度の低下、燃料／ガス比を調節し
て排出NOx量の低減 

（大型設備 設備／運転コスト 高） 
 

既存の内燃機関については、排出ガスの
脱硝設備を導入が必須 
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従来技術：排煙脱硝法 

1) 選択無触媒還元法 (SNCR)   

2) 選択接触還元法 (SCR) 

 乾式プロセス 

還元用窒素（アンモニア等）が必要 

還元反応に適した温度が非常に高い 

触媒が高コスト 

 湿式プロセス 

1) アルカリ性水溶液を用いたNOX吸収 

廃液が大量発生 

問題点： 

問題点： 

2) 水を用いたNOX吸収 

ガス吸収後の廃液を硝酸として回収し、リサイクル 

できれば高効率プロセスを構築可能 

環境調和型ゼロエミッションプロセス 
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本研究のコア技術 

ガラス繊維フィルターを用いた吸収塔 

ガラス繊維フィルター 

内径: 250 mm 

外径: 450 mm 

空隙率: 0.89 

フィルターユニット表面積: 

                  36,600 m2･m-3 

高さ: 250 mm 

ステンレス板 

NOXガス 

HNO3 aq. 

処理ガス 

HNO3 aq. 

NOXガス 

水 

ガラス繊維径: 12 mm 

NOX供給濃度 ＞ 10000ppm NOX除去率 88.3% 

水だけでもNOX除去が可能であることを実証 

NOX濃度 < 2000ppm  NOX除去率 60%以下 
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実験装置 

Gas inlet 
sampling line 

 

Gas 
mixing 
tower 

Ozonizer 

Diaphragm 
pump 

NO/NOX 
analyzer 

Flow 
controller 

NO or CO2 
gas cylinder 

Air 
compressor 

Water or ozone 
saturated water inlet 

Flowmeter 

Nozzle 

Treated 
gas 

Gas outlet 
sampling  
line 

Glass fiber filter 

Fiber diameter: 12 mm 
Porosity: 0.89 

I.D.  : 250 mm  

O.D. : 450 mm 

Height: 250 mm 

Stainless plate 

Water outlet and  
sampling point 

1000 mm 

400 mm 

706 mm 
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研究開発成果 

飽和オゾン水を用いたNOX吸収 
実験条件 

全ガス流量: 4.0 m3･h-1, 

液流量: 0.2 dm-3･min-1, 

[NOX] = 40-1200 ppm, 

[O3]/[NOX] = 1.0,   at 20 oC 

オゾン水濃度: 45 mg･dm-3 

水を吸収液とした場合、低濃度 

  NOXの除去率は10 %前後 

気相にオゾンを添加し、飽和 

オゾン水を吸収液として用い 

ると低濃度NOXを完全除去！ 

[NOX]inlet≦120 ppm 
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飽和オゾン水を吸収液としても 

  NOX除去率は最大40 %程度 
O3供給量が1.5倍で
600ppmまで完全除去 

O3ガス＋O3飽和水 

O3ガス 

O3飽和水 

O3無し 
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新技術の特徴、従来技術・競合技術
との比較 

従来NOｘ処理技術にはない、常温・常
圧下、薬剤を用いることなく、完全脱硝
することに成功した。 

既存のボイラーや内燃機関の廃ガス処
理装置としての優れた汎用性 

動力源として電気のみで動作し、メンテ
ナンスフリー 
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想定される用途 

排煙脱硝設備を持たないまたは環
境対策で新設する場合の廃ガス処
理装置に有効 

脱硝以外に、硫黄酸化物（SOx）お
よび粒子状物質（PM）も同時除去す
る効果 

また、オゾンの酸化力に着目すると、
ガスの除菌や脱臭といった用途に展
開することも可能 
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実用化に向けた課題 

現在、完全脱硝が達成されたものの、
大量のガスを処理する場合には装置の
大型化、オゾン消費量の増大によるコス
ト高が問題。解決すべく、NOｘ吸着設備
を付帯させた検討を行っている 

NOxを水に吸収させて生成する硝酸に
ついては、Pt電極を用いた分解や濃硝
酸までの濃縮を検討。 

実用化に向けて、装置全体を小型化す
る技術を確立する必要もある。 
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本技術に関する知的財産権 

発明の名称 ：NOxを含有する被処理ガスの脱硝 

         方法 

出願番号  :特願2011-137278 

出願人  :多田電気株式会社1、 

     株式会社公害防止機器研究所2 

発明者  :藤田富雄1、長尾仁1、山内四郎1 

        安田昌弘(大阪府立大学) 

        浅野秀昭2 
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想定される技術移転 

本技術は、 

（１）金属溶解プロセスや硝酸製造プロセスから排出される 

   ２０万ppm以上の高濃度硝酸の除去が可能。 

（２）NOx総排出量の92％を占めるボイラーや内燃機関の 

   排ガスに含まれる２００ppm程度の低濃度のNOxの 

   除去が可能。 

（３）装置がコンパクトでメンテナンスがほとんど要らないこと 

   から、人が常駐できないトンネル或いは動力の制限が 

   ある船舶など応用範囲が広い。 

（４）オゾン水処理を利用した別の用途として滅菌や空気清 

   浄としての用途も可能。 
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お問い合わせ先 

地域連携研究機構 リエゾンオフィス 

統括コーディネーター 井上 隆 

TEL: 072-254-9128    FAX: 072-254-7475 

E-mail: inoue@iao.osakafu-u.ac.jp 

工学研究科 物質化学系専攻化学工学分野 

准教授  安田昌弘 

TEL: 072-254-9299    FAX: 072-254-9911 

E-mail: yasuda@chemeng.osakafu-u.ac.jp 

関連HP：http://www.eng.osakafu-u.ac.jp/ 

              Japanese/02senko/chemi_group/group02.htm 

 

公立大学法人 大阪府立大学  


