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(57)【要約】
アノードおよびカソードを含む電気化学セルのための方
法およびシステムを提供する。このアノードは、金属イ
オンと接触し、その金属イオンをより低い酸化状態から
より高い酸化状態へと変換する。より高い酸化状態の金
属イオンは、不飽和炭化水素および／または飽和炭化水
素と反応して、生成物を形成する。生成物ならびにより
低い酸化状態およびより高い酸化状態の金属イオンの分
離および／または精製を、本明細書において提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属イオンを含むアノード電解質と接触しており、前記金属イオンをより低い酸化状態
からより高い酸化状態へと酸化させるように構成されているアノードを含むアノード室を
含む電気化学的システムと；
　前記アノード室に動作可能に接続されており、かつ前記より高い酸化状態の前記金属イ
オンを含む前記アノード電解質と不飽和および／または飽和炭化水素とを接触させて、ハ
ロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物および前記より低
い酸化状態の前記金属イオンを形成するように構成されている反応器であって、２～４０
の間の長さ：直径比を有する反応器と
を含むシステム。
【請求項２】
　前記反応器が、０．５超のＳＴＹまたは８０％超の選択性で前記ハロゲン化またはスル
ホン化炭化水素を生成するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記反応器が、約２０～４０の間の長さ／直径比を有する、請求項１または２に記載の
システム。
【請求項４】
　前記反応器が、充填床反応器またはトリクル床反応器である、先行する請求項のいずれ
か一項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記反応器が、構造的充填材料、非構造的充填材料、またはこれらの組合せを含む充填
材料を有する、先行する請求項のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記構造的充填材料が、薄い波形金属板または金網を含む、請求項５に記載のシステム
。
【請求項７】
　前記構造的充填材料の直径が、前記反応器の直径である、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記非構造的充填材料が、ラシヒリング、ポールリング、レッシングリング、ｍｉｃｈ
ａｅｌ　ｂｉａｌｅｃｋｉリング、ベルルサドル、インタロックスサドル、スーパーイン
タロックスサドル、ｔｅｌｌｅｒｅｔｔｅ（登録商標）リング、またはこれらの組合せを
含む、請求項５に記載のシステム。
【請求項９】
　前記非構造的充填材料のサイズが、１インチの約１／４から約５インチの間である、請
求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記不飽和炭化水素が、エチレンであり、前記ハロゲン化炭化水素が、二塩化エチレン
であり、前記金属イオンが、塩化銅であり、またはこれらの組合せである、先行する請求
項のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記電気化学的システムが、カソード電解質と接触しているカソードを含むカソード室
をさらに含み、前記アノード室および前記カソード室が、ポリマーを含む補強材料を含む
アニオン交換膜によって分離されており、前記膜の厚さが、２０～１３０ｕｍの間である
、先行する請求項のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１２】
　アノードとアノード電解質とを接触させるステップであって、前記アノード電解質が、
金属イオンを含むステップと；前記アノードにおいて前記金属イオンをより低い酸化状態
からより高い酸化状態へと酸化させるステップと；水性媒体中で、前記より高い酸化状態
の前記金属イオンを含む前記アノード電解質と不飽和または飽和炭化水素とを反応させて
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、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物および前記よ
り低い酸化状態の前記金属イオンを形成するステップであって、約０．５超のＳＴＹで前
記ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を生成するのに都合がよい反応条件の１つまたは
複数の下で行われるステップと
を含む方法。
【請求項１３】
　反応条件の前記１つまたは複数が、１００～２００℃の間の温度、２００～３００ｐｓ
ｉｇの間の圧力、またはこれらの組合せを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　反応条件の前記１つまたは複数が、金属イオン濃度、前記アノード電解質中の前記より
低い酸化状態の金属イオンと前記より高い酸化状態の前記金属イオンの比、前記不飽和も
しくは飽和炭化水素の分圧、水蒸気の分圧、前記アノード電解質の流量、前記不飽和もし
くは飽和炭化水素の流量、前記アノード電解質の密度、前記アノード電解質の粘度、反応
時間、またはこれらの組合せを含む、請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記金属イオン濃度が、約１～８Ｍの間であり、前記比が、約１：８～１：５の間であ
り、前記アノード電解質の前記流量が、約１５０～３００ｋｇ／ｈの間であり、またはこ
れらの組合せである、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　反応条件の前記１つまたは複数が、約８０％超の選択性で前記ハロゲン化炭化水素を生
成するのに都合がよい、請求項１２から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記不飽和炭化水素が、エチレンであり、前記ハロゲン化炭化水素が、二塩化エチレン
であり、前記金属イオンが、塩化銅であり、またはこれらの組合せである、請求項１２か
ら１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　金属イオンを含むアノード電解質と接触しており、前記金属イオンをより低い酸化状態
からより高い酸化状態へと酸化させるように構成されているアノードを含むアノード室を
含む電気化学的システムと；
　前記アノード室に動作可能に接続されており、かつ水性媒体中の不飽和炭化水素または
飽和炭化水素と前記より高い酸化状態の前記金属イオンを含む前記アノード電解質とを反
応させて、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物およ
び前記より低い酸化状態の前記金属イオンを形成するように構成されている反応器と；
　前記水性媒体からハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む前記１種または複数の有
機化合物を分離および精製するように構成されているセパレーターと
を含むシステム。
【請求項１９】
　前記セパレーターが、反応分離反応器システム、圧縮冷却システム、液液分離システム
、気液分離システム、スクラビングシステム、精製サブプロセスシステム、吸着剤、また
はこれらの組合せを含む、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記反応器が、反応分離反応器である、請求項１８または１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記反応分離反応器が、反応蒸留反応器、反応抽出反応器、またはこれらの組合せであ
る、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記液液分離システムが、デカンター、抽出剤、またはこれらの組合せを含み、前記気
液分離システムが、フラッシュカラム、蒸留カラム、またはこれらの組合せを含み、前記
精製サブプロセスシステムが、デカンター、ソーベント、蒸留カラム、またはこれらの組
合せを含み、かつ／あるいはスクラバーが、アルカリを含むカラムを含む、請求項１９か
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ら２１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記セパレーターが、約９０％超の収率および／または約９０％超の純度で前記ハロゲ
ン化またはスルホン化炭化水素を生成するように構成されている、請求項１８から２２の
いずれか一項に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記セパレーターの後に得られる前記水性媒体が、前記金属イオンを含み、約１％未満
の有機化合物を含む、または有機化合物を含まない、請求項１８から２３のいずれか一項
に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記不飽和炭化水素が、エチレンであり、前記ハロゲン化炭化水素が、ＥＤＣであり、
前記金属イオンが、塩化銅であり、またはこれらの組合せである、請求項１８から２４の
いずれか一項に記載のシステム。
【請求項２６】
　アノードとアノード電解質とを接触させるステップであって、前記アノード電解質が、
金属イオンを含むステップと；前記アノードにおいて前記金属イオンをより低い酸化状態
からより高い酸化状態へと酸化させるステップと；水性媒体中で、前記より高い酸化状態
の前記金属イオンを含む前記アノード電解質と不飽和または飽和炭化水素とを反応させて
、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物および前記よ
り低い酸化状態の前記金属イオンを形成するステップと；前記水性媒体からハロゲン化ま
たはスルホン化炭化水素を含む前記１種または複数の有機化合物を分離および精製するス
テップと
を含む方法。
【請求項２７】
　前記分離および精製するステップが、反応分離プロセス、圧縮冷却プロセス、液液分離
プロセス、気液分離プロセス、スクラビングプロセス、精製サブプロセス、吸着、または
これらの組合せを含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記反応させるステップが、反応分離プロセスを含む、請求項２６または２７に記載の
方法。
【請求項２９】
　反応分離が、反応蒸留、反応抽出、またはこれらの組合せを含む、請求項２８に記載の
方法。
【請求項３０】
　前記液液分離プロセスが、デカンテーション、抽出、またはこれらの組合せを含み、前
記気液分離プロセスが、フラッシュ蒸留、蒸留、またはこれらの組合せを含み、前記精製
サブプロセスが、デカンテーション、吸着、蒸留、またはこれらの組合せを含み、かつ／
あるいはスクラバーが、アルカリによる処理を含む、請求項２７から２９のいずれかに記
載の方法。
【請求項３１】
　前記不飽和炭化水素が、エチレンであり、前記ハロゲン化炭化水素が、ＥＤＣであり、
前記金属イオンが、銅であり、またはこれらの組合せである、請求項２６から３０のいず
れかに記載の方法。
【請求項３２】
　前記分離および精製によって、約９０％超の収率および／または約９０％超の純度で前
記ハロゲン化炭化水素を生成する、請求項２６から３１のいずれかに記載の方法。
【請求項３３】
　前記分離および精製によって、前記金属イオンを含み、約１％未満の有機化合物を含む
、または有機化合物を含まない前記水性媒体が生成される、請求項２６から３２のいずれ
かに記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の引用
　本願は、米国仮特許出願第６１／８６０，７０５号（２０１３年７月３１日出願）；　
米国仮特許出願第６１／９２７，１６７号（２０１４年１月１４日出願）；および米国仮
特許出願第６１／９５２，６８５号（２０１４年３月１３日出願）に対する優先権を主張
する。これらの米国仮特許出願の全ては、本開示において、その全体が本明細書中に参考
として援用される。
【０００２】
　政府の支援
　本明細書中に記載される研究は、全体または部分的に、エネルギー省により与えられた
授与番号ＤＥ－ＦＥ０００２４７２のもとで政府により支援されて行われた。政府は、本
発明において特定の権利を有する。
【背景技術】
【０００３】
　背景
　多くの化学プロセスにおいて、苛性ソーダは、化学反応を達成し、例えば、酸を中和す
るか、または溶液のｐＨを緩衝するか、または溶液から不溶性水酸化物を沈殿させるのに
必要であり得る。苛性ソーダを生成し得る１つの方法は、電気化学的システムによる方法
である。クロロアルカリプロセスによるなど苛性ソーダの電気化学的生成において、多量
のエネルギー、塩、および水を使用し得る。
【０００４】
　ＰＶＣとして一般に公知であるポリ塩化ビニルは、ポリエチレンおよびポリプロピレン
に続いて３番目に最も広範に生成されているプラスチックであり得る。ＰＶＣは、耐久性
があり安価で容易に加工されるため、建設において広範に使用されている。ＰＶＣは、二
塩化エチレンから作製し得る塩化ビニルモノマーの重合によって作製し得る。二塩化エチ
レンは、クロロアルカリプロセスから作製される塩素ガスを使用したエチレンの直接の塩
素化によって作製し得る。
【０００５】
　塩化ナトリウムの水溶液またはブラインの電気分解による塩素および苛性ソーダの生成
は、高いエネルギー消費を要求する電気化学的プロセスの１つである。クロロアルカリ産
業によるこのプロセスを維持するための総エネルギー必要量は、例えば、米国において発
生する総電力の約２％および日本において約１％である。高いエネルギー消費は、化石燃
料の燃焼による高い二酸化炭素の排出と関連し得る。したがって、環境汚染および地球温
暖化を抑えるために、電力需要の低減に対処する必要がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　要旨
　一態様において、金属イオンを含むアノード電解質と接触しており、金属イオンをより
低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるように構成されているアノードを含む
アノード室を含む電気化学的システムと；アノード室に動作可能に接続されており、かつ
より高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質と不飽和および／または飽和炭化水
素とを接触させて、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化
合物およびより低い酸化状態の金属イオンを形成するように構成されている反応器であっ
て、２～４０の間の長さ：直径比を有する反応器とを含むシステムを提供する。
【０００７】
　上記で留意した態様のいくつかの実施形態において、反応器は、０．５超のＳＴＹまた
は８０％超の選択性でハロゲン化またはスルホン化炭化水素を生成するように構成されて
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いる。上記で留意した態様および実施形態のいくつかの実施形態において、反応器は、約
２０～４０の間の長さ／直径比を有する。上記で留意した態様および実施形態のいくつか
の実施形態において、反応器は、充填床反応器またはトリクル床反応器である。上記で留
意した態様および実施形態のいくつかの実施形態において、反応器は、構造的充填材料、
非構造的充填材料、またはこれらの組合せを含む充填材料を有する。上記で留意した態様
および実施形態のいくつかの実施形態において、構造的充填材料は、薄い波形金属板また
は金網を含む。上記で留意した態様および実施形態のいくつかの実施形態において、非構
造的充填材料は、ラシヒリング、ポールリング、レッシングリング、ｍｉｃｈａｅｌ　ｂ
ｉａｌｅｃｋｉリング、ベルルサドル、インタロックス（ｉｎｔａｌｏｘ）サドル、スー
パーインタロックス（ｓｕｐｅｒ　ｉｎｔａｌｏｘ）サドル、ｔｅｌｌｅｒｅｔｔｅ（登
録商標）リング、またはこれらの組合せを含む。上記で留意した態様および実施形態のい
くつかの実施形態において、構造的充填材料の直径は、反応器の直径である。上記で留意
した態様および実施形態のいくつかの実施形態において、非構造的充填材料のサイズは、
１インチの約１／４から約５インチの間である。上記で留意した態様および実施形態のい
くつかの実施形態において、不飽和炭化水素は、エチレンであり、ハロゲン化炭化水素は
、二塩化エチレンであり、金属イオンは、塩化銅であり、またはこれらの組合せである。
上記で留意した態様および実施形態のいくつかの実施形態において、電気化学的システム
は、カソード電解質と接触しているカソードを含むカソード室をさらに含み、アノード室
およびカソード室は、ポリマーを含む補強材料を含むアニオン交換膜で分離されており、
膜の厚さは２０～１３０ｕｍの間である。
【０００８】
　別の態様において、金属イオンを含むアノード電解質と接触しており、金属イオンをよ
り低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるように構成されているアノードを含
むアノード室を含む電気化学的システムと；アノード室に動作可能に接続されており、か
つ水性媒体中の不飽和炭化水素または飽和炭化水素とより高い酸化状態の金属イオンを含
むアノード電解質とを反応させて、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種また
は複数の有機化合物およびより低い酸化状態の金属イオンを形成するように構成されてい
る反応器と；水性媒体からハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の
有機化合物を分離および精製するように構成されているセパレーターとを含むシステムを
提供する。上記の態様のいくつかの実施形態において、セパレーターは、反応分離反応器
システム、圧縮冷却システム、液液分離システム、気液分離システム、スクラビングシス
テム、精製サブプロセスシステム、吸着剤、またはこれらの組合せを含む。上記の態様お
よび実施形態のいくつかの実施形態において、反応器は、反応分離反応器である。上記の
態様および実施形態のいくつかの実施形態において、反応分離反応器は、反応蒸留反応器
、反応抽出反応器、またはこれらの組合せである。上記の態様および実施形態のいくつか
の実施形態において、液液分離システムは、デカンター、抽出剤、またはこれらの組合せ
を含み、気液分離システムは、フラッシュカラム、蒸留カラム、またはこれらの組合せを
含み、精製サブプロセスシステムは、デカンター、ソーベント、蒸留カラム、またはこれ
らの組合せを含み、かつ／あるいはスクラバーは、アルカリを含むカラムを含む。
【０００９】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、セパレーターは、約９０％
超の収率および／または約９０％超の純度でハロゲン化またはスルホン化炭化水素を生成
するように構成されている。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、
セパレーター後に得られる水性媒体は、金属イオンおよび約１％未満の有機化合物を含み
、または有機化合物を含まない。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態におい
て、反応器は、トリクル床反応器である。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形
態において、反応器は、充填床反応器である。上記の態様および実施形態のいくつかの実
施形態において、反応器は、約２～３０の間；または４～２５の間、または６～１５の間
；または２：１～１０：１の間または約３：１または約４：１の反応器の長さ／直径比を
有する。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、反応器は、構造的ま
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たは非構造的充填材料を含む充填材料を有する。上記の態様および実施形態のいくつかの
実施形態において、構造的充填材料は、薄い波形金属板または金網を含む。上記の態様お
よび実施形態のいくつかの実施形態において、非構造的充填材料は、ラシヒリング、ポー
ルリング、レッシングリング、Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｂｉａｌｅｃｋｉリング、ベルルサドル
、インタロックスサドル、スーパーインタロックスサドル、ｔｅｌｌｅｒｅｔｔｅ（登録
商標）リング、またはこれらの組合せを含む。上記の態様および実施形態のいくつかの実
施形態において、充填材料のサイズは、１インチの約１／４から約５インチの間であり得
る。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、不飽和炭化水素は、エチ
レンであり、ハロゲン化炭化水素は、ＥＤＣである。上記の態様および実施形態のいくつ
かの実施形態において、金属イオンは、銅である。上記の態様および実施形態のいくつか
の実施形態において、電気化学的システムは、チタンを含む腐食耐性材料でできている。
上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、電気化学的システムは、バイ
ポーラ電解槽を含む。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、システ
ムは、１つまたは複数の熱交換ユニットをさらに含む。上記の態様および実施形態のいく
つかの実施形態において、１つまたは複数の熱交換ユニットは、アノード電解質、不飽和
または飽和炭化水素、より低い酸化状態およびより高い酸化状態の金属イオンを含む水性
媒体、蒸気、水、またはこれらの組合せの間で熱を交換するように構成されている。
【００１０】
　上記のシステムのいくつかの実施形態において、不飽和炭化水素（例えば、エチレン）
、飽和炭化水素（例えば、式ＩＩＩ）、ハロゲン化炭化水素、金属イオンなどは全て、本
明細書において詳細に記載してきた。上記のシステムのいくつかの実施形態において、金
属イオンは、銅であり、不飽和炭化水素は、エチレンであり、有機化合物は、ＥＤＣを含
み、またはこれらの組合せである。
【００１１】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、アノードおよびカソードは
、補強された材料および２０～１３０ｕｍの間または２０～７５ｕｍの間または５０～１
００ｕｍの間の厚さを含むアニオン交換膜によって分離されている。このような膜は、本
明細書において詳細に記載してきた。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態に
おいて、アニオン交換膜は、第３の電解質をアノード電解質から分離する。上記の態様お
よび実施形態のいくつかの実施形態において、アノードおよびカソードは、第３の電解質
をカソード電解質から分離するカチオン交換膜によってさらに分離されている。
【００１２】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、セパレーターは、より低い
酸化状態の金属イオンを含む水性媒体をアノード電解質に再循環させる、アノードに動作
可能に接続されている再循環システムをさらに含む。
【００１３】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、アノードは、限定されない
が、多孔質アノードなどの拡散増強アノードである。多孔質アノードは、本明細書に記載
のような平坦または波形であり得る。
【００１４】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、セパレーターは、活性炭、
アルミナ、活性シリカ、ポリマー、およびこれらの組合せから選択される吸着剤をさらに
含む。
【００１５】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、システムは、アノード電解
質中のリガンドをさらに含み、リガンドは、金属イオンと相互作用するように構成されて
いる。
【００１６】
　上記のシステムの態様および実施形態のいくつかの実施形態において、カソードは、酸
素ガスおよび水を反応させて、水酸化物イオンを形成するように構成されているガス拡散
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カソードである。上記のシステムの態様および実施形態のいくつかの実施形態において、
カソードは、水を還元することによって水素ガスおよび水酸化物イオンを形成するように
構成されている水素ガス生成カソードである。上記のシステムの態様および実施形態のい
くつかの実施形態において、カソードは、水素ガスへと酸、例えば、塩酸を還元するよう
に構成されている水素ガス生成カソードである。上記のシステムの態様および実施形態の
いくつかの実施形態において、カソードは、塩酸および酸素を反応させて、水を形成する
ように構成されているガス拡散カソードである。
【００１７】
　上記のシステムの態様および実施形態のいくつかの実施形態において、アノードは、ガ
スを形成しないように構成されている。
【００１８】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、システムは、カソード電解
質と二価カチオンとを接触させて、カーボネートおよび／またはバイカーボネート生成物
を形成するように構成されている沈殿装置をさらに含む。
【００１９】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、金属イオンは、銅である。
上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、不飽和炭化水素は、エチレン
である。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、１種または複数の有
機化合物は、二塩化エチレン、クロロエタノール、ジクロロアセトアルデヒド、トリクロ
ロアセトアルデヒド、およびこれらの組合せから選択される。
【００２０】
　一態様において、アノードとアノード電解質とを接触させるステップであって、アノー
ド電解質が、金属イオンを含むステップと；アノードにおいて金属イオンをより低い酸化
状態からより高い酸化状態へと酸化させるステップと；水性媒体中で、より高い酸化状態
の金属イオンを含むアノード電解質と不飽和または飽和炭化水素とを反応させて、ハロゲ
ン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物およびより低い酸化状
態の金属イオンを形成するステップであって、約０．５超のＳＴＹでハロゲン化またはス
ルホン化炭化水素を生成するのに都合がよい反応条件の１つまたは複数の下で行われるス
テップとを含む方法を提供する。上記の態様のいくつかの実施形態において、反応条件の
１つまたは複数は、１００～２００℃の間の温度、２００～３００ｐｓｉｇの間の圧力、
またはこれらの組合せを含む。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において
、反応条件の１つまたは複数は、金属イオン濃度、アノード電解質中のより低い酸化状態
の金属イオンとより高い酸化状態の金属イオンの比、不飽和または飽和炭化水素の分圧、
水蒸気の分圧、アノード電解質の流量、不飽和または飽和炭化水素の流量、アノード電解
質の密度、アノード電解質の粘度、反応時間、あるいはこれらの組合せを含む。上記の態
様および実施形態のいくつかの実施形態において、金属イオン濃度は、約１～８Ｍの間で
あり、比は、約１：８～１：５の間であり、アノード電解質の流量は、約１５０～３００
ｋｇ／ｈの間であり、またはこれらの組合せである。上記の態様および実施形態のいくつ
かの実施形態において、反応条件の１つまたは複数は、約８０％超の選択性でハロゲン化
炭化水素を生成するのに都合がよい。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態に
おいて、不飽和炭化水素は、エチレンであり、ハロゲン化炭化水素は、二塩化エチレンで
あり、金属イオンは、塩化銅であり、またはこれらの組合せである。
【００２１】
　別の態様において、アノードとアノード電解質とを接触させるステップであって、アノ
ード電解質が、金属イオンを含むステップと；アノードにおいて金属イオンをより低い酸
化状態からより高い酸化状態へと酸化させるステップと；水性媒体中で、より高い酸化状
態の金属イオンを含むアノード電解質と不飽和または飽和炭化水素とを反応させて、ハロ
ゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物およびより低い酸化
状態の金属イオンを形成するステップと；水性媒体からハロゲン化またはスルホン化炭化
水素を含む１種または複数の有機化合物を分離および精製するステップとを含む方法を提
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供する。上記の態様のいくつかの実施形態において、分離および精製するステップは、反
応分離プロセス、圧縮冷却プロセス、液液分離プロセス、気液分離プロセス、スクラビン
グプロセス、精製サブプロセス、吸着、およびこれらの組合せを含む。上記の態様および
実施形態のいくつかの実施形態において、反応ステップは、反応分離を含む。
【００２２】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、反応分離は、反応蒸留、反
応抽出、またはこれらの組合せを含む。
【００２３】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、液液分離プロセスは、デカ
ンテーション、抽出、またはこれらの組合せを含み、気液分離プロセスは、フラッシュ蒸
留、蒸留、またはこれらの組合せを含み、精製サブプロセスは、デカンテーション、吸着
、蒸留、またはこれらの組合せを含み、かつ／あるいはスクラバーは、アルカリによる処
理を含む。
【００２４】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、分離および精製によって、
約９０％超の収率および／または約９０％超の純度でハロゲン化炭化水素が生成される。
上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、分離および精製によって、金
属イオンを含み、約１％未満の有機化合物を含む、または有機化合物を含まない水性媒体
が生成される。
【００２５】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、方法は、アノード電解質、
不飽和または飽和炭化水素、より低い酸化状態およびより高い酸化状態の金属イオンを含
む水性媒体、蒸気、水、またはこれらの組合せの間の熱交換の１つまたは複数をさらに含
む。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、不飽和炭化水素は、エチ
レンであり、ハロゲン化炭化水素は、ＥＤＣである。上記の態様および実施形態のいくつ
かの実施形態において、金属イオンは、銅である。上記の態様および実施形態のいくつか
の実施形態において、反応によって、約０．１または０．１超のＳＴＹおよび９５％超の
選択性でＥＤＣが生成される。
【００２６】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、方法は、カソードにおいて
アルカリ、水、または水素ガスを形成するステップをさらに含む。上記の態様および実施
形態のいくつかの実施形態において、方法は、カソードにおいてアルカリを形成するステ
ップをさらに含む。上記の態様のいくつかの実施形態において、方法は、カソードにおい
て水素ガスを形成するステップをさらに含む。上記の態様のいくつかの実施形態において
、方法は、カソードにおいて水を形成するステップをさらに含む。上記の態様のいくつか
の実施形態において、カソードは、酸素および水を水酸化物イオンに還元する酸素脱分極
カソードである。上記の態様のいくつかの実施形態において、カソードは、水を水素ガス
および水酸化物イオンに還元する水素ガス生成カソードである。上記の態様のいくつかの
実施形態において、カソードは、塩酸を水素ガスに還元する水素ガス生成カソードである
。上記の態様のいくつかの実施形態において、カソードは、塩酸および酸素ガスと反応し
、水を形成する酸素脱分極カソードである。
【００２７】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、再循環されてアノード電解
質に戻る水性媒体は、１００００ｐｐｍ未満、または１０００ｐｐｍ未満または８００ｐ
ｐｍ未満または５００ｐｐｍ未満または２５０ｐｐｍ未満または１００ｐｐｍ未満または
５０ｐｐｍ未満または１０ｐｐｍ未満または１ｐｐｍ未満の有機化合物（複数可）を含む
。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、水性媒体は、５～９５重量
％の間の水、または５～９０重量％の間の水、または５～９９重量％の間の水を含む。
【００２８】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、金属イオンは、限定されな
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いが、鉄、クロム、銅、スズ、銀、コバルト、ウラン、鉛、水銀、バナジウム、ビスマス
、チタン、ルテニウム、オスミウム、ユウロピウム、亜鉛、カドミウム、金、ニッケル、
パラジウム、白金、ロジウム、イリジウム、マンガン、テクネチウム、レニウム、モリブ
デン、タングステン、ニオブ、タンタル、ジルコニウム、ハフニウム、およびこれらの組
合せを含む。いくつかの実施形態において、金属イオンは、限定されないが、鉄、クロム
、銅、およびスズを含む。いくつかの実施形態において、金属イオンは、銅である。いく
つかの実施形態において、金属イオンのより低い酸化状態は、１＋、２＋、３＋、４＋、
または５＋である。いくつかの実施形態において、金属イオンのより高い酸化状態は、２
＋、３＋、４＋、５＋、または６＋である。いくつかの実施形態において、金属イオンは
、Ｃｕ＋からＣｕ２＋へと変換される銅であり、金属イオンは、Ｆｅ２＋からＦｅ３＋へ
と変換される鉄であり、金属イオンは、Ｓｎ２＋からＳｎ４＋へと変換されるスズであり
、金属イオンは、Ｃｒ２＋からＣｒ３＋へと変換されるクロムであり、金属イオンは、Ｐ
ｔ２＋からＰｔ４＋へと変換される白金であり、またはこれらの組合せである。
【００２９】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、アノードにおいてガスは使
用も形成もされない。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、上記方
法は、リガンドをアノード電解質に加えるステップであって、上記リガンドが、金属イオ
ンと相互作用するステップをさらに含む。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形
態において、上記方法は、より高い酸化状態の金属イオンおよびリガンドを含むアノード
電解質と不飽和炭化水素または飽和炭化水素とを反応させるステップであって、反応が、
水性媒体中であるステップをさらに含む。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形
態において、上記より高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質と不飽和炭化水素
または飽和炭化水素との反応は、より高い酸化状態の金属ハロゲン化物または金属硫酸塩
（これらは、それぞれハロ炭化水素またはスルホ炭化水素をもたらす）、およびより低い
酸化状態の金属ハロゲン化物または金属硫酸塩を使用したハロゲン化またはスルホン化で
ある。いくつかの実施形態において、より低い酸化状態の金属ハロゲン化物または金属硫
酸塩を再循環させて、アノード電解質に戻す。
【００３０】
　上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、上記より高い酸化状態の金
属イオンを含むアノード電解質は、より低い酸化状態の金属イオンをさらに含む。上記の
態様および実施形態のいくつかの実施形態において、不飽和炭化水素は、エチレン、プロ
ピレン、またはブチレンであり、ハロゲン化炭化水素は、それぞれ、二塩化エチレン、二
塩化プロピレンまたは１，４－ジクロロブタンである。いくつかの実施形態において、上
記方法は、二塩化エチレンから塩化ビニルモノマーを形成するステップ、および塩化ビニ
ルモノマーからポリ（塩化ビニル）を形成するステップをさらに含む。上記の態様および
実施形態のいくつかの実施形態において、飽和炭化水素は、メタン、エタン、またはプロ
パンである。上記の態様および実施形態のいくつかの実施形態において、１種または複数
の有機化合物は、二塩化エチレン、クロロエタノール、ジクロロアセトアルデヒド、トリ
クロロアセトアルデヒド、またはこれらの組合せを含む。上記の態様および実施形態のい
くつかの実施形態において、方法は、限定されないが、多孔質アノードなどの拡散増強ア
ノードとアノード電解質とを接触させるステップをさらに含む。限定されないが多孔質ア
ノードなどの拡散増強アノードを、本明細書に記載してきた。
【００３１】
　本発明の新規特徴を、添付の特許請求の範囲において詳細に示す。本発明の特徴および
利点のよりよい理解は、本発明の原理が用いられている例示的な実施形態を示す以下の詳
細な説明およびその添付図面を参照することによって得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１Ａ】図１Ａは、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である
。
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【００３３】
【図１Ｂ】図１Ｂは、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である
。
【００３４】
【図２】図２は、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である。
【００３５】
【図３Ａ】図３Ａは、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である
。
【００３６】
【図３Ｂ】図３Ｂは、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である
。
【００３７】
【図４Ａ】図４Ａは、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である
。
【００３８】
【図４Ｂ】図４Ｂは、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である
。
【００３９】
【図５】図５は、限定されないが、本明細書に記載のような多孔質アノードなどの拡散増
強アノードの数例を例示する。
【００４０】
【図６】図６は、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である。
【００４１】
【図７】図７は、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である。
【００４２】
【図８】図８は、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である。
【００４３】
【図９Ａ】図９Ａは、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である
。
【００４４】
【図９Ｂ】図９Ｂは、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である
。
【００４５】
【図９Ｃ】図９Ｃは、本明細書において提供するいくつかの実施形態を例示する図である
。
【００４６】
【図１０】図１０は、本明細書において実施例３に記載したような異なる吸着剤について
の例示的グラフである。
【００４７】
【図１１】図１１は、本明細書において実施例３に記載したような吸着および再生につい
ての例示的グラフである。
【００４８】
【図１２】図１２は、本明細書において実施例５に記載したようなアニオン交換膜（ＡＥ
Ｍ）についての例示的グラフである。
【００４９】
【図１３】図１３は、本明細書において実施例９に記載したような生成物のＳＴＹに対す
る反応器構造の効果についての例示的グラフである。
【００５０】
【図１４】図１４は、本明細書において実施例１１に記載したような分離の実施形態を例
示する。
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【００５１】
【図１５】図１５は、本明細書において実施例１１に記載したような分離の実施形態を例
示する。
【００５２】
【図１６】図１６は、本明細書において実施例１１に記載したような分離の実施形態を例
示する。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　詳細な説明
　本明細書において開示されているのは、アノード室におけるアノードによる金属イオン
の酸化に関するシステムおよび方法であり、上記金属イオンは、より低い酸化状態からよ
り高い酸化状態へと酸化される。
【００５４】
　当該分野の当業者が認識することができるように、本電気化学的システムおよび方法は
、代わりの同等の塩の溶液、例えば、塩化カリウム溶液または塩化ナトリウム溶液または
塩化マグネシウム溶液または硫酸ナトリウム溶液または塩化アンモニウム溶液を用いて、
カソード電解質中で同等のアルカリ性溶液、例えば、水酸化カリウムまたは水酸化ナトリ
ウムまたは水酸化マグネシウムを生成するように構成され得る。したがって、このような
同等物が本システムおよび方法に基づくか、または本システムおよび方法によって示唆さ
れている限りにおいて、これらの同等物は出願の範囲内である。
【００５５】
　本発明をより詳細に記載する前に、本発明は記載する特定の実施形態に限定されない（
これらは当然ながら変化し得るため）ことを理解すべきである。本発明の範囲は添付の特
許請求の範囲によってのみ限定されるので、本明細書において使用される用語法は、特定
の実施形態を記載する目的のみであり、限定することは意図されていないこともまた理解
すべきである。
【００５６】
　値の範囲が提供されている場合、その範囲の上限と下限との間のそれぞれのその間の値
（文脈によって明らかにそれ以外のことの指示がない限り、下限の単位の１０分の１まで
）、およびその述べられた範囲内の任意の他の述べられた値またはその間の値は、本発明
内に包含されることが理解される。これらのより小さな範囲の上限および下限は、独立に
そのより小さな範囲内に含まれてもよく、本発明内にまた包含される（述べられた範囲内
の任意の具体的に除外された限度に支配される）。述べられた範囲が限度の一方または両
方を含む場合、それらの含められた限度の一方または両方を除外した範囲もまた、本発明
に含める。
【００５７】
　本明細書において数値を用いて提示されるある特定の範囲は、「約」の数値と解釈し得
る。「約」は、約が前に置かれる正確な数、およびこの用語が前に置かれる数に近いかま
たはおおよそその数である数に対して文字通りの支持を提供する。ある数が具体的に記載
した数に近い数かまたはおおよそその数であるかどうかを決定することにおいて、近いま
たはおおよその一方的な（ｕｎｒｅｑｕｉｔｅｄ）数は、それが提示されている状況にお
いて、具体的に記載した数の実質的同等物を提供する数であり得る。
【００５８】
　他に定義しない限り、本明細書において使用される全ての技術および科学用語は、本発
明が属する技術の当業者が一般に理解するのと同じ意味を有する。本明細書に記載されて
いるものと同様または同等の任意の方法および材料はまた、本発明の実施または試験にお
いて使用することができるが、代表的な例示的方法および材料をここで記載する。
【００５９】
　本明細書において引用した全ての公開資料および特許は、それぞれの個々の公開資料ま
たは特許が参考として援用されていることが具体的にかつ個々に示されているかのように
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、参考として本明細書中に援用されており、方法および／または材料（これらの方法およ
び／または材料と関連して、公開資料が引用される）を開示および記載するために参考と
して本明細書中に援用されている。任意の公開資料の引用は、出願日より前のその開示に
ついてであり、先行発明に基づいて、本発明がこのような公開資料に先行する資格がない
ことの承認と解釈するべきではない。さらに、提供する公開日は実際の公開日とは異なり
得、個々に確認する必要があり得る。
【００６０】
　本明細書および添付の特許請求において使用する場合、単数形「ａ」、「ａｎ」、およ
び「ｔｈｅ」は、文脈によって明らかにそれ以外のことの指示がない限り、複数への言及
を含むことに留意されたい。特許請求の範囲は、あらゆる任意選択の要素を除外するよう
に作成され得ることもまた留意されたい。したがって、この記述は、クレーム要素の記載
に関連して「単独で」、「のみ」などの排他的な用語の使用、または「消極的な」限定の
使用に対する先行根拠として役立つことが意図される。
【００６１】
　当業者であればこの開示を読むと明らかなように、本明細書において記載および例示す
る個々の実施形態のそれぞれは、本発明の範囲または趣旨から逸脱することなしに、他の
いくつかの実施形態のいずれかの特徴から容易に分離してもよく、またはこれらと合わせ
てもよい、個別の成分および特徴を有する。任意の記載した方法は、記載した事象の順番
または論理的に可能な任意の他の順番で行うことができる。
　組成物、方法、およびシステム
【００６２】
　電気化学セルのアノード室におけるより低い酸化状態からより高い酸化状態への金属イ
オンの酸化；炭化水素からのハロ炭化水素またはスルホ炭化水素の発生のためのより高い
酸化状態の金属イオンの使用；金属イオン溶液からのハロ炭化水素またはスルホ炭化水素
の分離／精製；ならびに電気化学セルへ戻す金属イオン溶液のリサイクルに関する方法お
よびシステムを提供する。一態様において、本明細書に記載されている電気化学セルは、
効率的かつ低電圧のシステムを提供し、アノードによって生成されるより高い酸化状態の
金属化合物、例えば、金属ハロゲン化物、例えば、金属塩化物または金属硫酸塩を、限定
されないが、高い収率および選択性での炭化水素からのハロ炭化水素またはスルホ炭化水
素の発生などの目的のために使用することができる。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、アノード室においてアノードとアノード電解質中の金属
イオンとを接触させるステップと；アノードにおいて金属イオンをより低い酸化状態から
より高い酸化状態へと酸化させるステップと；カソード室においてカソードとカソード電
解質とを接触させるステップと；カソードにおいてアルカリ、水、および／または水素ガ
スを形成するステップと；より高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質と不飽和
および／または飽和炭化水素とを接触させて、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を形
成し、より低い酸化状態の金属イオンを含む金属イオン溶液を形成するステップと；金属
イオン溶液からハロゲン化またはスルホン化炭化水素を分離および／または精製するステ
ップとを含む方法を提供する。いくつかの実施形態において、より低い酸化状態の金属イ
オンを含み、かつより高い酸化状態の金属イオンを任意選択で含む分離した金属イオン溶
液を再循環させて、アノード電解質に戻す。
【００６４】
　いくつかの実施形態において、アノード電解質中の金属イオンと接触しているアノード
を含むアノード室（アノードは、金属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へ
と変換するように構成されている）と；カソード電解質と接触しているカソードを含むカ
ソード室（カソードは、カソード電解質中でアルカリ、水、および／または水素ガスを形
成するように構成されている）と；アノード室に動作可能に接続されており、かつより高
い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質と不飽和および／または飽和炭化水素とを
接触させて、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を形成し、より低い酸化状態の金属イ
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オンを含む金属イオン溶液を形成するように構成されている反応器と；ハロゲン化または
スルホン化炭化水素を金属イオン溶液から分離および／または精製するセパレーターとを
含むシステムを提供する。いくつかの実施形態において、システムは、より低い酸化状態
の金属イオンを含み、かつより高い酸化状態の金属イオンを任意選択で含む分離した金属
イオン溶液を再循環させてアノード電解質に戻す再循環システムをさらに含む。
【００６５】
　より高い酸化状態の金属イオンを有するアノード電解質を生成する電気化学的システム
が、炭化水素およびより高い酸化状態の金属イオンからハロ炭化水素またはスルホ炭化水
素を発生させるための反応器システムと統合され、この反応器システムがさらに、金属イ
オン溶液からハロ炭化水素またはスルホ炭化水素を分離するセパレーターシステムと統合
したものの例示的な例は、図１Ａにおいて例示する通りである。図１Ａの電気化学的シス
テム１００Ａは、第３の電解質であるＮａＣｌを含有する第３の室を生じさせるアニオン
交換膜およびカチオン交換膜によって分離されている、アノードおよびカソードを含む。
アノード室は、アノード、およびアノードと接触しているアノード電解質を含む。カソー
ド室は、カソード、およびカソードと接触しているカソード電解質を含む。金属イオンは
、アノード室においてより低い酸化状態ＭＬ＋からより高い酸化状態ＭＨ＋に酸化され、
ここでより高い酸化状態の金属は、次いで、反応器における反応、例えば、炭化水素、例
えば、不飽和または飽和炭化水素との反応のために使用されて、ハロ炭化水素またはスル
ホ炭化水素を生成する。その結果、より高い酸化状態の金属イオンは、より低い酸化状態
の金属イオンに還元される。金属イオン溶液を再循環させて電気化学的システムのアノー
ド電解質に戻す前に、金属イオン溶液は、セパレーターにおいてハロ炭化水素またはスル
ホ炭化水素（有機物）から分離される。アノード電解質から出てくる金属イオン溶液は、
アノード電解質中に入る金属イオン溶液より多量のより高い酸化状態の金属イオンを有す
ることを除いて、アノード電解質中に入る金属イオン溶液、およびアノード電解質から出
てくる金属イオン溶液は、より低い酸化状態およびより高い酸化状態の金属イオンのミッ
クスを含有し得ることを理解すべきである。
【００６６】
　このような反応によって形成される生成物は、本明細書に記載されている。図１Ａのシ
ステム１００Ａは、単なる例示目的であり、異なる酸化状態の金属イオン（例えば、クロ
ム、スズなど）；本明細書に記載されている他の電気化学的システム；塩化ナトリウム以
外の第３の電解質、例えば、硫酸ナトリウム；ならびに水および／または水素ガスを生成
する他のカソードは、このシステムに等しく適用可能であるバリエーションであることを
理解すべきである。反応器は、１つまたは複数の反応器の組合せでよく、セパレーターは
、１つまたは複数のセパレーターまたは分離ユニットの組合せでよいことをまた理解すべ
きである。反応器およびセパレーターは、本明細書に詳細に記載してきた。いくつかの実
施形態において、アノード室によって生成される金属化合物は、そのまま使用してもよく
、またはハロ炭化水素もしくはスルホ炭化水素の発生のために不飽和炭化水素または飽和
炭化水素と反応させる前に精製してもよい。例えば、いくつかの実施形態において、より
高い酸化状態の金属化合物／溶液を、エチレンガスで処理し、ハロ炭化水素生成物、例え
ば、二塩化エチレン（ＥＤＣ）を形成する。二塩化エチレンはまた、１，２－ジクロロエ
タン、ジクロロエタン、１，２－エチレンジクロリド、グリコールジクロリド、ｆｒｅｏ
ｎ１５０などとして公知であり得る。いくつかの実施形態において、本発明の電気化学的
システムは、本発明のシステムおよび方法によって形成されるＥＤＣが、ＶＣＭおよび／
またはＰＶＣの生成において使用されるように、塩化ビニルモノマー（ＶＣＭ）生産施設
またはポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）生産施設と統合されている。
【００６７】
　本明細書において提供するシステムおよび方法において、金属イオン溶液は、反応器に
おける反応の前および後に分離および／または精製し得る。同様に、反応器において作製
された生成物はまた、これらの商業的使用の前に有機物の分離および／または精製に供し
得る。本明細書において提供する方法およびシステムにおいて、分離および／または精製
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は、有機生成物の全収率を改善し、有機生成物の選択性を改善し、有機生成物の純度を改
善し、システムの効率を改善し、プロセス全体における溶液の使用の容易さを改善し、電
気化学的プロセスおよび反応プロセスにおける金属溶液の再使用を改善し、かつプロセス
の全体的な経済性を改善するための、金属イオン溶液からの有機化合物の分離および精製
；互いからの有機化合物の分離および精製；ならびにより高い酸化状態の金属イオンから
のより低い酸化状態の金属イオンの分離および精製の１つまたは複数を含み得る。
【００６８】
　下記で詳細に提供するのは、限定されないが、金属イオンと；リガンドと；電気化学セ
ル、アノード、カソード、および膜と；電気化学的システムと統合された反応器システム
と；金属イオン溶液からの有機化合物の分離および任意選択の精製、副生成物からの有機
化合物の分離および任意選択の精製、ならびにより高い酸化状態の金属化合物と混合した
より低い酸化状態の金属化合物の分離および任意選択の精製のためのセパレーターシステ
ムとを含めた方法およびシステムである。下記で提供したセクションの１つまたは複数を
、本明細書において提供する方法およびシステムにおいて合わせることができることを理
解すべきである。本明細書において提供する方法およびシステムにおいて、各セクション
内の様々な実施形態は、他のセクションに記載されている実施形態の１つまたは複数と合
わせることができることをまた理解すべきである。
　電気化学的組成、方法、およびシステム
　電気化学セル
【００６９】
　本発明のシステムおよび方法は、限定されないが、アノードにおいて形成される金属塩
、様々な他の化学物質を形成するために使用される金属塩、カソードにおいて形成される
アルカリ、様々な他の生成物を形成するために使用されるアルカリ、および／またはカソ
ードにおいて形成される水素ガスなどの様々な生成物を生成する電気化学セルを提供する
。このような生成物の全ては本明細書において定義してきており、このような化学物質は
低い電圧またはエネルギーおよび高い効率で作動する電気化学セルを使用して形成される
ため、環境に配慮した化学物質と称し得る。本明細書に記載されている低電圧またはより
エネルギー集約型でないプロセスは、同様の化学物質または生成物を作製する従来の方法
と比較して二酸化炭素のより少ない排出をもたらす。いくつかの実施形態において、化学
物質または生成物は、限定されないが、カーボネートおよびバイカーボネート生成物など
の、カソードにおいて発生したアルカリ中の燃焼排ガスからの二酸化炭素の捕獲によって
形成される。このようなカーボネートおよびバイカーボネート生成物は、汚染を低減させ
、より汚染されていない環境を提供するため、環境に配慮した化学物質である。
【００７０】
　本明細書において提供する電気化学セルは、より低い酸化状態の金属イオンが、アノー
ド室においてより高い酸化状態の金属イオンに変換される、任意の電気化学セルでよい。
このような電気化学セルにおいて、カソード反応は、カソード室においてアルカリを形成
するか、または形成しない任意の反応でよい。このようなカソードは、電子を消費し、か
つ限定されないが、水酸化物イオンおよび水素ガスを形成する水の反応、または水酸化物
イオンを形成する酸素ガスおよび水の反応、または水素ガスを形成する酸、例えば、塩酸
からのプロトンの還元、または水を形成する塩酸からのプロトンおよび酸素ガスの反応を
含む任意の反応を行う。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、電気化学セルは、セルのカソード室におけるアルカリの
生成を含み得る。カソード室において発生したアルカリは、商業目的でそのままで使用し
てもよく、または二価カチオンで処理して、二価カチオン含有カーボネート／バイカーボ
ネートを形成してもよい。いくつかの実施形態において、カソード室において発生したア
ルカリを使用して、二酸化炭素を捕捉または捕獲し得る。二酸化炭素は、様々な産業プラ
ントが排出する燃焼排ガス中に存在し得る。二酸化炭素は、カーボネートおよび／または
バイカーボネート生成物の形態で捕捉され得る。したがって、アノード電解質およびカソ
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ード電解質の両方は、商業目的で使用され得る生成物を発生させるために使用することが
でき、それによってより経済的、効率的で、エネルギー集約型でないプロセスを提供し得
る。
【００７２】
　本明細書に記載されている電気化学的システムおよび方法は、限定されないが、ガス拡
散アノードを必要としないこと；より高いセル効率；より低い電圧；白金非含有アノード
；二酸化炭素の捕捉；環境に配慮し環境にやさしい化学物質；ならびに／または様々な商
業的に実現可能な生成物の形成を含む、当該分野において公知の従来の電気化学的システ
ムを超えた１つまたは複数の利点を提供する。
【００７３】
　本明細書において提供する方法およびシステムにおいて使用される電気化学セルのいく
つかの実施形態を、図に例示し、本明細書に記載する。図は単なる例示目的であり、試薬
およびセットアップにおける変動は十分に本発明の範囲内であることを理解すべきである
。本明細書に記載されている全ての電気化学的方法およびシステムは、クロルアルカリシ
ステムにおいて見出されるように、アノードにおいてガス、例えば、塩素ガスを生成しな
い。不飽和または飽和炭化水素のハロゲン化またはスルホン化に関連する全てのシステム
および方法は、触媒作用反応器において酸素ガスを使用しない。
【００７４】
　図１Ｂに例示するように、電気化学的システム１００Ｂは、アノード電解質と接触して
いるアノードを有するアノード室を含み、アノード電解質は、アノードによってより高い
酸化状態の金属イオン（ＭＨ＋として表される）に変換されるより低い酸化状態の金属イ
オン（ＭＬ＋として表される）を含有する。金属イオンは、スルフェート、クロリド、ブ
ロミド、またはヨージドの形態であり得る。
【００７５】
　本明細書において使用する場合、ＭＬ＋においてＬ＋として表される「より低い酸化状
態」は、金属のより低い酸化状態を含む。例えば、金属イオンのより低い酸化状態は、１
＋、２＋、３＋、４＋、または５＋であり得る。本明細書において使用する場合、ＭＨ＋

においてＨ＋として表される「より高い酸化状態」は、金属のより高い酸化状態を含む。
例えば、金属イオンのより高い酸化状態は、２＋、３＋、４＋、５＋、または６＋であり
得る。
【００７６】
　アノードにおいて発生した電子（複数可）を使用して、カソードにおける反応を推進す
る。カソード反応は、当該分野において公知の任意の反応でよい。アノード室およびカソ
ード室は、アノード電解質が、塩化ナトリウム、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、硫
酸ナトリウムである場合、いくつかの実施形態において、カソード電解質への、限定され
ないがナトリウムイオンなどのイオンの通過、あるいはアノード電解質が、塩化アンモニ
ウムなどまたは金属ハロゲン化物を含有する同等の溶液である場合、アンモニウムイオン
の通過を可能とし得るイオン交換膜（ＩＥＭ）によって分離し得る。カソードにおいて起
こり得るいくつかの反応には、限定されないが、水酸化物イオンおよび水素ガスを形成す
る水の反応；水酸化物イオンを形成する酸素ガスおよび水の反応；水素ガスを形成するＨ
Ｃｌの還元；または水を形成するＨＣｌおよび酸素ガスの反応が含まれる。
【００７７】
　いくつかの実施形態において、電気化学的システムは、カソード電解質中で水酸化物イ
オンを形成するカソード電解質と接触しているカソードを有するカソード室を含む。いく
つかの実施形態において、カソード電解質が、例えば、塩化ナトリウム、臭化ナトリウム
、ヨウ化ナトリウム、または硫酸ナトリウムまたは同等の溶液である場合、イオン交換膜
は、アノード電解質への、限定されないが、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオ
ン、または硫酸イオンなどのアニオンの通過を可能とする。ナトリウムイオンはカソード
電解質中の水酸化物イオンと化合し、水酸化ナトリウムを形成する。アニオンは金属イオ
ンと化合し、金属ハロゲン化物または金属硫酸塩を形成する。他のカソード、例えば、Ｈ



(17) JP 2016-534098 A 2016.11.4

10

20

30

40

50

Ｃｌを還元して水素ガスを形成するカソード、またはＨＣｌおよび酸素ガスの両方を反応
させて水を形成するカソードは、上記システムに等しく適用可能であることを理解すべき
である。このようなカソードを本明細書に記載してきた。
【００７８】
　いくつかの実施形態において、本発明の電気化学的システムは、１つまたは複数のイオ
ン交換膜を含む。いくつかの実施形態において、イオン交換膜は、カチオン交換膜（ＣＥ
Ｍ）、アニオン交換膜（ＡＥＭ）；またはこれらの組合せである。
【００７９】
　図２に例示するように（また図１Ａに例示するように）、電気化学的システム２００は
、カソード電解質と接触しているカソードと、アノード電解質と接触しているアノードと
を含む。カソードは、カソード電解質中で水酸化物イオンを形成し、アノードは、金属イ
オンをより低い酸化状態（ＭＬ＋）からより高い酸化状態（ＭＨ＋）へと変換する。アノ
ードおよびカソードは、アニオン交換膜（ＡＥＭ）およびカチオン交換膜（ＣＥＭ）によ
って分離される。第３の電解質（例えば、塩化ナトリウム、臭化ナトリウム、ヨウ化ナト
リウム、硫酸ナトリウム、塩化アンモニウム、もしくはこれらの組合せまたは同等の溶液
）が、ＡＥＭとＣＥＭとの間に配置されている。第３の電解質からのナトリウムイオンは
、ＣＥＭを通過し、カソード室において水酸化ナトリウムを形成し、第３の電解質からの
ハロゲン化物アニオン、例えば、塩化物イオン、臭化物イオンまたはヨウ化物イオン、ま
たは硫酸アニオンは、ＡＥＭを通過し、アノード室において金属ハロゲン化物または金属
硫酸塩のための溶液を形成する。次いで、アノード電解質中で形成される金属ハロゲン化
物または金属硫酸塩は、不飽和または飽和炭化水素との反応用の反応器に送達され、それ
ぞれ、ハロ炭化水素またはスルホ炭化水素を発生する。第３の電解質は、イオンの移動後
に、中央室から枯渇したイオンの溶液として取り出すことができる。例えば、いくつかの
実施形態において、第３の電解質が塩化ナトリウム溶液であるとき、カソード電解質への
ナトリウムイオンの移動、およびアノード電解質への塩化物イオンの移動の後、枯渇した
塩化ナトリウム溶液を、中央室から取り出し得る。枯渇した塩溶液は、商業目的で使用し
てもよく、あるいは電解質としてアノードおよび／もしくはカソード室に移動させるか、
または第３の電解質としての再使用のために濃縮され得る。いくつかの実施形態において
、枯渇した塩溶液は、脱塩水を調製するのに有用であり得る。図２において例示するよう
な水酸化物形成カソードは、単なる例示目的であり、他のカソード、例えば、ＨＣｌを還
元して水素ガスを形成するカソード、またはＨＣｌおよび酸素ガスの両方を反応させて水
を形成するカソードは、上記システムに等しく適用可能であり、本明細書においてさらに
記載してきたことを理解すべきである。
【００８０】
　いくつかの実施形態において、本明細書に記載されているイオン交換膜は、図３Ａに例
示するようなアニオン交換膜である。このような実施形態において、カソード電解質（ま
たは第３の室における第３の電解質）は、ハロゲン化ナトリウム、硫酸ナトリウムまたは
同等の溶液でよく、ＡＥＭは、アノード電解質へのアニオンの通過を可能とするが、アノ
ード電解質からカソード電解質への（または第３の室における第３の電解質への）金属イ
オンの通過を防止するようなものである。いくつかの実施形態において、本明細書に記載
されているイオン交換膜は、図３Ｂに例示するようなカチオン交換膜である。このような
実施形態において、アノード電解質（または第３の室における第３の電解質）は、ハロゲ
ン化ナトリウム、硫酸ナトリウム、または金属ハロゲン化物溶液もしくは同等の溶液を含
有する同等の溶液でよく、ＣＥＭは、カソード電解質へのナトリウムカチオンの通過を可
能にするが、アノード電解質からカソード電解質への金属イオンの通過を防止するような
ものである。いくつかの実施形態において、ＡＥＭおよびＣＥＭの両方は、電気化学的シ
ステムにおいて一緒に連結し得る。いくつかの実施形態において、２つのイオン交換膜の
代わりに１つのイオン交換膜を使用することは、複数のＩＥＭによって与えられる抵抗を
低減し得、電気化学反応を行うためのより低い電圧を促進し得る。適切なアニオン交換膜
のいくつかの例を、本明細書においてさらに提供する。
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【００８１】
　本明細書において提供する方法およびシステムにおける電気化学セルは、膜電解槽であ
る。電気化学セルは、単一のセルでもよく、または直列もしくは並列で接続しているセル
のスタックでよい。電気化学セルは、直列または並列で接続している５または６または５
０または１００またはそれ超の電解槽のスタックでよい。図１Ａ、１Ｂまたは図２に例示
するように、各セルはアノード、カソード、およびイオン交換膜を含む。
【００８２】
　いくつかの実施形態において、本明細書において提供する電解槽は、モノポーラ電解槽
である。モノポーラ電解槽において、電極は、図４Ａに例示するように並列で接続してい
てもよく、ここで全てのアノードおよび全てのカソードは、並列で接続している。このよ
うなモノポーラ電解槽において、動作は、高アンペア数および低電圧で行われる。いくつ
かの実施形態において、本明細書において提供する電解槽は、バイポーラ電解槽である。
バイポーラ電解槽において、電極は、図４Ｂに例示するように直列で接続してもよく、こ
こで全てのアノードおよび全てのカソードは直列で接続されている。このようなバイポー
ラ電解槽において、動作は、低アンペア数および高電圧で行われる。いくつかの実施形態
において、電解槽は、モノポーラおよびバイポーラ電解槽の組合せであり、ハイブリッド
電解槽と称し得る（図には示さず）。図４Ａおよび４Ｂは、単なる例示目的の３つのセル
のスタックを示しており、スタックは、２つまたはそれ超の電解槽の組合せであってもよ
いことを理解すべきである。
【００８３】
　上記のようなバイポーラ電解槽のいくつかの実施形態において、セルは直列にスタック
され、電解槽全体を構成し、２つの方法で電気的に接続されている。バイポーラ電解槽に
おいて、バイポーラプレートと称される単一のプレートは、カソードおよびアノードの両
方のためのベースプレートとしての役割を果たし得る。電解質溶液は、セルスタックの内
部の共通のマニフォールドおよびコレクターによって水力学的に接続し得る。スタックは
、外部から圧縮して、全てのフレームおよびプレートを互いに対してシールしてもよく、
これは典型的にはフィルタープレス設計と称される。いくつかの実施形態において、バイ
ポーラ電解槽はまた、単一要素設計として典型的には公知である、個々にシールされ、背
面接触によって電気的に接続している一連のセルとして設計し得る。単一要素設計はまた
、並列で接続してもよく、この場合、これはモノポーラ電解槽である。
【００８４】
　いくつかの実施形態において、セルサイズは、活性領域の寸法によって示し得る。いく
つかの実施形態において、本明細書において使用される電解槽の活性領域は、０．５～１
．５メートルの高さおよび０．４～３メートルの幅の範囲であり得る。個々のコンパート
メントの厚さは、０．５ｍｍ～５０ｍｍの範囲であり得る。
【００８５】
　本明細書において提供する方法およびシステムにおいて使用される電解槽は、腐食耐性
材料からできている。腐食試験のために、様々な材料を、金属溶液、例えば、銅中で変動
する温度にて試験した（実施例４に記載されているように）。材料には、限定されないが
、ポリフッ化ビニリデン、ｖｉｔｏｎ、ポリエーテルエーテルケトン、フッ化エチレンプ
ロピレン、繊維強化プラスチック、ｈａｌａｒ、ｕｌｔｅｍ（ＰＥＩ）、ペルフルオロア
ルコキシ、ｔｅｆｚｅｌ、ｔｙｖａｒ、ｄｅｒａｋａｎｅ４４１－４００樹脂でコーティ
ングされた繊維強化プラスチック、黒鉛、ａｋｏｔ、タンタル、ｈａｓｔｅｌｌｏｙ　Ｃ
２０００、チタンＧｒ．７、チタンＧｒ．２、またはこれらの組合せが含まれる。いくつ
かの実施形態において、これらの材料は、電気化学セルならびに／または限定されないが
、タンク材料、パイピング、熱交換器、ポンプ、反応器、セルハウジング、セルフレーム
、電極、計器類、バルブ、およびプラント材料の全ての他の残部を含めたその成分を作製
するために使用することができる。いくつかの実施形態において、電気化学セルおよびそ
の成分を作製するために使用される材料には、限定されないが、チタンＧｒ．２が含まれ
る。
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　金属
【００８６】
　「金属イオン」または「金属」は、本明細書において使用する場合、より低い酸化状態
からより高い酸化状態へと変換され得る任意の金属イオンを含む。金属イオンの例には、
限定されないが、鉄、クロム、銅、スズ、銀、コバルト、ウラン、鉛、水銀、バナジウム
、ビスマス、チタン、ルテニウム、オスミウム、ユウロピウム、亜鉛、カドミウム、金、
ニッケル、パラジウム、白金、ロジウム、イリジウム、マンガン、テクネチウム、レニウ
ム、モリブデン、タングステン、ニオブ、タンタル、ジルコニウム、ハフニウム、および
これらの組合せが含まれる。いくつかの実施形態において、金属イオンには、限定されな
いが、鉄、銅、スズ、クロム、またはこれらの組合せが含まれる。いくつかの実施形態に
おいて、金属イオンは、銅である。いくつかの実施形態において、金属イオンは、スズで
ある。いくつかの実施形態において、金属イオンは、鉄である。いくつかの実施形態にお
いて、金属イオンは、クロムである。いくつかの実施形態において、金属イオンは、白金
である。「酸化状態」は、本明細書において使用する場合、物質中の原子の酸化の程度を
含む。例えば、いくつかの実施形態において、酸化状態は、イオン上の正味電荷である。
アノードにおける金属イオンの反応のいくつかの例は、下記の表Ｉに示す通りである（Ｓ
ＨＥは、標準水素電極である）。アノード電位の理論値をまた示す。電解質の条件、ｐＨ
、濃度などによってこれらの電圧からのいくらかの変動が起こってもよく、このような変
動は十分に本発明の範囲内であることを理解すべきである。
【表１Ａ】

【００８７】
　金属イオンは、金属の化合物または金属の合金またはこれらの組合せとして存在し得る
。いくつかの実施形態において、金属に結合しているアニオンは、電解質のアニオンと同
じである。例えば、電解質として使用される塩化ナトリウムまたは塩化カリウムに対して
、限定されないが、塩化鉄、塩化銅、塩化スズ、塩化クロムなどの金属塩化物を、金属化
合物として使用する。例えば、電解質として使用される硫酸ナトリウムまたは硫酸カリウ
ムに対して、限定されないが、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸スズ、硫酸クロムなどの金属硫酸塩
を、金属化合物として使用する。例えば、電解質として使用される臭化ナトリウムまたは
臭化カリウムに対して、限定されないが、臭化鉄、臭化銅、臭化スズなどの金属臭化物を
、金属化合物として使用する。
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【００８８】
　いくつかの実施形態において、電解質のアニオンは、金属のアニオンと部分的にまたは
完全に異なってもよい。例えば、いくつかの実施形態において、電解質のアニオンは、硫
酸イオンでよく、一方、金属のアニオンは、塩化物イオンでよい。このような実施形態に
おいて、電気化学セルにおいてより低い濃度の塩化物イオンを有することが望ましくあり
得る。例えば、いくつかの実施形態において、電解質の塩化物および金属の塩化物に起因
するアノード電解質中のより高い濃度の塩化物イオンは、アノード電解質中の望ましくな
いイオン種をもたらし得る。これは、塩化物以外のイオンを含有する電解質を利用するこ
とによって回避し得る。いくつかの実施形態において、アノード電解質は、金属アニオン
と同様のイオン、および金属イオンとは異なるアニオンの組合せでよい。例えば、金属ア
ニオンが塩化物であるとき、アノード電解質は、硫酸イオンおよび塩化物イオンのミック
スでよい。このような実施形態において、金属塩を溶解するために電解質中に十分な濃度
の塩化物イオンを有するが、望ましくないイオン種をもたらすほど濃度が高くないことが
望ましくあり得る。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、電解質および／または金属化合物は、所望の最終生成物
に基づいて選択される。例えば、金属化合物と炭化水素との間の反応から臭素化炭化水素
が所望である場合、金属臭化物が金属化合物として使用され、臭化ナトリウムまたは臭化
カリウムが電解質として使用される。
【００９０】
　いくつかの実施形態において、本明細書に記載されている電気化学的システムにおいて
使用される金属イオンは、アノード電解質中の金属の溶解度、および／またはより低い酸
化状態からより高い酸化状態への金属酸化のために望ましいセル電圧に基づいて選択され
得る。例えば、Ｃｒ２＋をＣｒ３＋へと酸化させるのに必要とされる電圧は、Ｓｎ２＋か
らＳｎ４＋に必要とされる電圧より低くてもよいが、不飽和または飽和炭化水素とＣｒ３

＋との反応によって形成されるハロ炭化水素の量は、スズ分子毎に得られる２個の塩素原
子に起因して、Ｓｎ４＋を用いて形成されるハロ炭化水素より低くてもよい。したがって
、いくつかの実施形態において、より低いセル電圧が望ましくあり得る場合、限定されな
いがＣｒ２＋などの、より低いセル電圧をもたらす金属イオン酸化を使用し得る。例えば
、カソード電解質によって生成されるアルカリによって二酸化炭素が捕獲される反応につ
いて、より低い電圧が望ましくあり得る。いくつかの実施形態において、より高い量の生
成物、例えば、ハロ炭化水素が望ましくあり得る場合、相対的により高い電圧にも関わら
ずより多い量の生成物をもたらす金属イオン（限定されないがＳｎ２＋など）を使用し得
る。例えば、セルの電圧は、クロムシステムと比較して、スズシステムについてより高く
てもよいが、Ｓｎ４＋を伴って形成されるハロ炭化水素の濃度は、システムのより高い電
圧を相殺し得る。本明細書に記載されているシステムおよび方法によって形成される生成
物、例えば、ハロ炭化水素、スルホ炭化水素、カーボネート、ビカーボネートなどは、同
じ生成物を作製する従前より公知の方法に必要とされるエネルギー入力と比較して、より
エネルギー集約型でないプロセスによって作製されるので、まだ環境に配慮した化学物質
であることが理解される。
【００９１】
　いくつかの実施形態において、より低い酸化状態の金属イオンおよびより高い酸化状態
の金属イオンは、両方ともアノード電解質中に存在する。いくつかの実施形態において、
アノード電解質中により低い酸化状態およびより高い酸化状態の両方の金属イオンを有す
ることが望ましくあり得る。アノード電解質中のより低い酸化状態およびより高い酸化状
態の金属イオンの適切な比を、本明細書において記載してきた。より高い酸化状態の金属
イオンと混合したより低い酸化状態の金属イオンは、電気化学的システムにおけるより低
い電圧、ならびに炭化水素との対応する触媒反応における高収率および高選択性を支援し
得る。
【００９２】
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　いくつかの実施形態において、アノード電解質中の金属イオンは、混合金属イオンであ
る。例えば、より低い酸化状態の銅イオンおよびより高い酸化状態の銅イオンを含有する
アノード電解質はまた、限定されないが鉄などの別の金属イオンを含有し得る。いくつか
の実施形態において、アノード電解質中に第２の金属イオンが存在することは、触媒反応
と組み合わせて、電気化学反応の総エネルギーを低下させることにおいて有益であり得る
。
【００９３】
　本発明のシステムおよび方法において使用し得る金属化合物のいくつかの例には、限定
されないが、硫酸銅（ＩＩ）、硝酸銅（ＩＩ）、塩化銅（Ｉ）、臭化銅（Ｉ）、ヨウ化銅
（Ｉ）、硫酸鉄（ＩＩＩ）、硝酸鉄（ＩＩＩ）、塩化鉄（ＩＩ）、臭化鉄（ＩＩ）、ヨウ
化鉄（ＩＩ）、硫酸スズ（ＩＩ）、硝酸スズ（ＩＩ）、塩化スズ（ＩＩ）、臭化スズ（Ｉ
Ｉ）、ヨウ化スズ（ＩＩ）、硫酸クロム（ＩＩＩ）、硝酸クロム（ＩＩＩ）、塩化クロム
（ＩＩ）、臭化クロム（ＩＩ）、ヨウ化クロム（ＩＩ）、塩化亜鉛（ＩＩ）、臭化亜鉛（
ＩＩ）などが含まれる。
【００９４】
　リガンド
　いくつかの実施形態において、添加物、例えば、リガンドを金属イオンと併せて使用し
、アノード室の内側の金属イオン酸化の効率を改善し、かつ／あるいはアノード室の内側
／外側の金属イオンの触媒反応（限定されないが不飽和炭化水素とのおよび／または飽和
炭化水素との反応など）を改善する。いくつかの実施形態において、リガンドを、アノー
ド電解質に金属と一緒に加える。いくつかの実施形態において、リガンドは、金属イオン
に結合している。いくつかの実施形態において、リガンドは、共有結合、イオン結合およ
び／または配位結合によって金属イオンに結合している。いくつかの実施形態において、
リガンドは、ファンデルワールス引力によって金属イオンに結合している。
【００９５】
　いくつかの実施形態において、リガンドは、下記の１つまたは複数をもたらす。不飽和
炭化水素または飽和炭化水素に対する金属イオンの反応性の増強、不飽和または飽和炭化
水素のハロゲン化に対する金属イオンの選択性の増強、金属イオンから不飽和炭化水素ま
たは飽和炭化水素へのハロゲンの移動の増強、電気化学セルの酸化還元電位の低減、水性
媒体中の金属イオンの溶解度の増強、電気化学セルにおけるカソード電解質への金属イオ
ンの膜横断の低減、電気化学セルおよび／または反応器の腐食の低減、炭化水素との反応
の後の有機溶液からの金属イオンの分離の増強、ハロゲン化炭化水素溶液（例えば、吸着
剤）からの金属イオンの分離の増強、ならびにこれらの組合せ。
【００９６】
　いくつかの実施形態において、金属イオンへのリガンドの結合によって、セルにおける
イオン交換膜を通る金属イオンの泳動を防止するのに十分により大きく金属イオンのサイ
ズを増加させる。いくつかの実施形態において、電気化学セルにおけるアニオン交換膜は
、アノード電解質からカソード電解質へのリガンドに結合している金属イオンの泳動が防
止されるようなものである。このような膜は、本明細書の下記に記載されている。いくつ
かの実施形態において、リガンドに結合している金属イオンの、アノード電解質からカソ
ード電解質への泳動が防止されるように、電気化学セルにおけるアニオン交換膜を、サイ
ズ排除膜と併せて使用し得る。いくつかの実施形態において、金属イオンへのリガンドの
結合は、水性媒体中の金属イオンの溶解度を増加させる。いくつかの実施形態において、
金属イオンへのリガンドの結合は、電気化学セルおよび反応器における金属の腐食を低減
する。いくつかの実施形態において、金属イオンへのリガンドの結合は、反応後にハロゲ
ン化炭化水素からの金属イオンの分離を促進するのに十分により大きく金属イオンのサイ
ズを増加させる。いくつかの実施形態において、リガンドの存在および／または金属イオ
ンへのリガンドの結合は、溶液中の金属イオンの様々なハロゲン化種の形成を防止し、所
望の種のみの形成を有利にし得る。例えば、銅イオン溶液中のリガンドの存在は、銅イオ
ンの様々なハロゲン化種、例えば、限定されないが、［ＣｕＣｌ３］２－またはＣｕＣｌ
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２
０などの形成を制限し得るが、Ｃｕ２＋／Ｃｕ＋イオンの形成を有利にし得る。いくつ

かの実施形態において、金属イオン溶液中のリガンドの存在および／または結合は、上記
の利点の１つまたは複数を提供することによってセルの全体的な電圧を低減する。
【００９７】
　「リガンド」は、本明細書において使用する場合、金属イオンの特性を増強することが
できる任意のリガンドを含む。いくつかの実施形態において、リガンドには、限定されな
いが、置換または非置換脂肪族ホスフィン、置換または非置換芳香族ホスフィン、置換ま
たは非置換アミノホスフィン、置換または非置換クラウンエーテル、置換または非置換脂
肪族窒素、置換または非置換環状窒素、置換または非置換脂肪族硫黄、置換または非置換
環状硫黄、置換または非置換複素環、および置換または非置換複素環式芳香族化合物が含
まれる。
【００９８】
　リガンドは、参照により本明細書中にその全体が組み込まれている２０１３年３月１３
日に出願された米国特許出願第１３／７９９，１３１号に詳細に記載されている。
【００９９】
　いくつかの実施形態において、電気化学セルにおけるリガンドの濃度は、より低い酸化
状態および／またはより高い酸化状態の金属イオンの濃度に依存する。いくつかの実施形
態において、リガンドの濃度は、０．２５Ｍ～５Ｍの間；または０．２５Ｍ～４Ｍの間；
または０．２５Ｍ～３Ｍの間；または０．５Ｍ～５Ｍの間；または０．５Ｍ～４Ｍの間；
または０．５Ｍ～３Ｍの間；または０．５Ｍ～２．５Ｍの間；または０．５Ｍ～２Ｍの間
；または０．５Ｍ～１．５Ｍの間；または０．５Ｍ～１Ｍの間；または１Ｍ～２Ｍの間；
または１．５Ｍ～２．５Ｍの間；または１．５Ｍ～２Ｍの間である。
【０１００】
　いくつかの実施形態において、リガンドの濃度とＣｕ（Ｉ）イオンの濃度の比は、１：
１～４：１の間；または１：１～３：１の間；または１：１～２：１の間であるか、ある
いは１：１、または２：１、または３：１、または４：１である。
【０１０１】
　いくつかの実施形態において、触媒反応、すなわち、より高い酸化状態の金属イオンと
不飽和または飽和炭化水素との反応において使用される溶液、および電気化学反応におい
て使用される溶液は、４．５Ｍ～７Ｍの間のより高い酸化状態の金属イオン、例えば、Ｃ
ｕ（ＩＩ）の濃度、０．２５Ｍ～１．５Ｍの間のより低い酸化状態の金属イオン、例えば
、Ｃｕ（Ｉ）の濃度、および０．２５Ｍ～６Ｍの間のリガンドの濃度を含有する。いくつ
かの実施形態において、溶液中の塩化ナトリウムの濃度は、リガンドおよび／または金属
イオンの溶解度；触媒反応の収率および選択性；ならびに／あるいは電気化学セルの効率
に影響を与え得る。したがって、いくつかの実施形態において、溶液中の塩化ナトリウム
の濃度は、１Ｍ～３Ｍである。いくつかの実施形態において、触媒反応、すなわち、より
高い酸化状態の金属イオンと不飽和または飽和炭化水素との反応において使用される溶液
、および電気化学反応において使用される溶液は、４．５Ｍ～７Ｍの間のより高い酸化状
態の金属イオン、例えば、Ｃｕ（ＩＩ）の濃度、０．２５Ｍ～１．５Ｍの間のより低い酸
化状態の金属イオン、例えば、Ｃｕ（Ｉ）の濃度、０．２５Ｍ～６Ｍの間のリガンドの濃
度、および１Ｍ～３Ｍの間の塩化ナトリウムの濃度を含有する。
　アノード
【０１０２】
　いくつかの実施形態において、アノードは、腐食安定性のある導電性のベース支持体を
含有し得る。例えば、限定されないが、非晶質炭素、例えば、カーボンブラック、米国特
許第４，９０８，１９８号に記載されており、ＳＦＣＴＭ炭素という商標名で市販されて
いる特異的にフッ素化された炭素のようなフッ素化炭素。導電性のベース材料の他の例に
は、限定されないが、準化学量論的酸化チタン、例えば、式ＴｉＯｘ（ｘは、約１．６７
～約１．９の範囲である）を有するマグネリ相準化学量論的酸化チタンが含まれる。亜酸
化チタンのいくつかの例には、限定されないが、酸化チタンＴｉ４Ｏ７が含まれる。導電
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性のベース材料にはまた、限定されないが、金属チタン酸塩、例えば、ＭｘＴｉｙＯｚ、
例えば、ＭｘＴｉ４Ｏ７などが含まれる。いくつかの実施形態において、炭素系材料は機
械的支持体を提供するか、またはブレンド材料として導電性を増強するが、腐食を防止す
るための触媒支持体として使用することはできないかもしれない。
【０１０３】
　いくつかの実施形態において、アノードは、電気触媒でコーティングされていない。い
くつかの実施形態において、ガス拡散電極または本明細書に記載されている一般的な電極
（アノードおよび／またはカソードを含めた）は、電気化学的解離、例えば、カソードで
の酸素の還元またはアノードでの金属イオンの酸化を助けるための電気触媒を含有する。
電気触媒の例には、限定されないが、白金族金属の高度に分散した金属または合金、例え
ば、白金、パラジウム、ルテニウム、ロジウム、イリジウム、またはこれらの組合せ、例
えば、白金－ロジウム、白金－ルテニウム、ＰｔＩｒ混合金属酸化物でコーティングされ
たチタンメッシュ、または亜鉛めっき白金でコーティングされたチタン；限定されないが
、ＩｒＯ２などの電気触媒金属酸化物；金、タンタル、炭素、黒鉛、有機金属大環状化合
物、および酸素の電気化学的還元または金属の酸化のための当該分野で周知の他の電気触
媒が含まれる。
【０１０４】
　いくつかの実施形態において、本明細書で説明する電極は、多孔質の均一な複合構造物
ならびに各層がはっきりと区別できる物理的および組成的な構成、例えば空隙率およびフ
ラッディングを防止するための導電性のベースならびに三相界面の喪失および結果として
の電極性能を有することができる不均一な層状タイプの複合構造物に関する。
【０１０５】
　いくつかの実施形態において、本明細書で提供する電極は、浸透および電極の汚れを減
少させるのを助けることができる、電極のアノード溶液またはカソード溶液側のまたはそ
れに隣接した多孔質ポリマー層を有するアノードおよびカソードを含むことができる。安
定なポリマー性の樹脂またはフィルムは、アノード液と隣接した複合電極層中に含まれて
もよく、これは、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリスルホン等の非イオン性ポリマー
、あるいは、ポリスチレンスルホン酸、スチレンとビニルベンゼンのスルホン化コポリマ
ー、カルボキシル化ポリマー誘導体、部分または完全フッ素化炭化水素鎖を有するスルホ
ン化またはカルボキシル化ポリマーおよびポリビニルピリジンなどのアミノ化ポリマーか
ら形成されるもののようなイオン型荷電ポリマーから形成される樹脂を含む。安定なミク
ロ多孔質ポリマーフィルムは、電解質浸透を阻止するためにドライ側にも含まれ得る。い
くつかの実施形態において、ガス拡散カソードは金および／または銀などの貴金属、貴金
属合金、ならびにニッケルなどの高い表面積コーティングでコーティングされている当該
分野で公知のカソードを含む。
【０１０６】
　いくつかの実施形態において、本明細書において提供する方法およびシステムは、アノ
ードの内側および周りの電解質の拡散の増加を可能とするアノードを含む。アノードの形
状および／または幾可学的形状は、アノード室におけるアノードの周りのアノード電解質
の流れまたは速度に対して効果を有し得、これは物質移動を改善させ得、セルの電圧を低
減させ得ることを出願人らは見出した。いくつかの実施形態において、本明細書において
提供する方法およびシステムは、「拡散増強」アノードであるアノードを含む。「拡散増
強」アノードは、本明細書において使用する場合、アノード内および／または周りの電解
質の拡散を増強させ、それによってアノードにおける反応を増強させるアノードを含む。
いくつかの実施形態において、拡散増強アノードは、多孔質アノードである。「多孔質ア
ノード」は、本明細書において使用する場合、その中に細孔を有するアノードを含む。限
定されないが、本明細書において提供する方法およびシステムにおいて使用される多孔質
アノードなどの拡散増強アノードは、電気化学的システムにおける非拡散または非多孔質
アノードより優れた、限定されないが、より高い表面積；活性部位の増加；電圧の減少；
アノード電解質による抵抗の減少もしくは除去；電流密度の増加；アノード電解質におけ
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る乱流の増加；および／または改善された物質移動を含めたいくつかの利点を有し得る。
【０１０７】
　限定されないが多孔質アノードなどの拡散増強アノードは、平坦、非平坦、またはこれ
らの組合せであり得る。例えば、いくつかの実施形態において、限定されないが多孔質ア
ノードなどの拡散増強アノードは、限定されないが、拡張平坦化形態、多孔板、網状構造
などを含めた平坦状である。いくつかの実施形態において、限定されないが多孔質アノー
ドなどの拡散増強アノードは、拡張メッシュを含み、または平坦拡張メッシュアノードで
ある。
【０１０８】
　いくつかの実施形態において、限定されないが多孔質アノードなどの拡散増強アノード
は、非平坦であり、または波形幾可学的形状を有する。いくつかの実施形態において、ア
ノードの波形幾可学的形状は、アノード電解質に対して乱流のさらなる利点を提供し、ア
ノードにおける物質移動を改善させ得る。「波形」または「波形幾可学的形状」または「
波形アノード」は、本明細書において使用する場合、平坦ではない、すなわち非平坦であ
るアノードを含む。アノードの波形幾可学的形状は、限定されないが、非平坦化、拡張非
平坦化、階段状、アンジュレーション、波様、３－Ｄ、クリンプ、溝、プリーツ、ひだ、
リッジ、ルーシュ、ラッフル、しわ、織ったメッシュ、せん孔タブスタイルなどを含む。
【０１０９】
　限定されないが多孔質アノードなどの拡散増強アノードの平坦および波形幾可学的形状
の数例を、図５に例示する。これらの例は、単なる例示目的であり、これらの幾可学的形
状からの任意の他の変動は十分に本発明の範囲内である。図５における図Ａは、平坦拡張
アノードの一例であり、図５における図Ｂは、波形アノードの一例である。
【０１１０】
　上記の方法および実施形態のいくつかの実施形態において、限定されないが多孔質アノ
ードなどの拡散増強アノードの使用は、非拡散または非多孔質アノードと比較して、１０
～５００ｍＶの間、または５０～２５０ｍＶの間、または１００～２００ｍＶの間、また
は２００～４００ｍＶの間、または２５～４５０ｍＶの間、または２５０～３５０ｍＶの
間、または１００～５００ｍＶの間の電圧削減をもたらす。
【０１１１】
　上記の方法および実施形態のいくつかの実施形態において、波形アノードの使用は、平
坦多孔質アノードと比較して、１０～５００ｍＶの間、または５０～２５０ｍＶの間、ま
たは１００～２００ｍＶの間、または２００～４００ｍＶの間、または２５～４５０ｍＶ
の間、または２５０～３５０ｍＶの間、または１００～５００ｍＶの間の電圧削減をもた
らす。
【０１１２】
　限定されないが多孔質アノードなどの拡散増強アノードは、限定されないが、インチ当
たりのメッシュのラインの数であるメッシュ数；孔径；ワイヤーの厚さまたはワイヤー直
径；開口面積百分率；波状の振幅；波状の反復周期などを含めた様々なパラメーターによ
って特徴付けられ得る。限定されないが多孔質アノードなどの拡散増強アノードのこれら
の特徴は、限定されないが、アノード反応のための表面積の増加；液抵抗の低減；アノー
ドとカソードの間に印加される電圧の低減；アノードに亘る電解質の乱流の増強；および
／またはアノードにおける改善された物質移動などの多孔質アノードの特性に影響し得る
。
【０１１３】
　上記の方法および実施形態のいくつかの実施形態において、限定されないが多孔質アノ
ードなどの拡散増強アノードは、２×１ｍｍ～２０×１０ｍｍの間；または２×１ｍｍ～
１０×５ｍｍの間；または２×１ｍｍ～５×５ｍｍの間；または１×１ｍｍ～２０×１０
ｍｍの間；または１×１ｍｍ～１０×５ｍｍの間；または１×１ｍｍ～５×５ｍｍの間；
または５×１ｍｍ～１０×５ｍｍの間；または５×１ｍｍ～２０×１０ｍｍの間；１０×
５ｍｍ～２０×１０ｍｍの間などの範囲の細孔開口サイズを有し得る（図５に例示するよ
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うに）。多孔質アノードの孔径はまた、細孔の幾可学的形状によって決まり得ることを理
解すべきである。例えば、細孔の幾可学的形状は、菱形の形状または正方形の形状であり
得る。菱形の形状の幾可学的形状について、孔径は、例えば、３×１０ｍｍでもよく、３
ｍｍは菱形の幅方向であり、１０ｍｍは菱形の長さ方向であり、またはその逆である。正
方形の形状の幾可学的形状について、孔径は、例えば、各辺が３ｍｍである。織ったメッ
シュは、正方形の形状の細孔を有するメッシュであり得、拡張メッシュは、菱形形状の細
孔を有するメッシュであり得る。
【０１１４】
　上記の方法および実施形態のいくつかの実施形態において、限定されないが多孔質アノ
ードなどの拡散増強アノードは、０．５ｍｍ～５ｍｍの間；または０．５ｍｍ～４ｍｍの
間；または０．５ｍｍ～３ｍｍの間；または０．５ｍｍ～２ｍｍの間；または０．５ｍｍ
～１ｍｍの間；または１ｍｍ～５ｍｍの間；または１ｍｍ～４ｍｍの間；または１ｍｍ～
３ｍｍの間；または１ｍｍ～２ｍｍの間；または２ｍｍ～５ｍｍの間；または２ｍｍ～４
ｍｍの間；または２ｍｍ～３ｍｍの間；または０．５ｍｍ～２．５ｍｍの間；または０．
５ｍｍ～１．５ｍｍの間；または１ｍｍ～１．５ｍｍの間；または１ｍｍ～２．５ｍｍの
間；または２．５ｍｍ～３ｍｍの間の範囲；または０．５ｍｍ；または１ｍｍ；または２
ｍｍ；または３ｍｍの細孔ワイヤー厚さまたはメッシュ厚さを有し得る（図５に例示する
ように）。
【０１１５】
　上記の方法および実施形態のいくつかの実施形態において、限定されないが多孔質アノ
ードなどの拡散増強アノードが波形アノードであるとき、波形アノードは、１ｍｍ～８ｍ
ｍの間；または１ｍｍ～７ｍｍの間；または１ｍｍ～６ｍｍの間；または１ｍｍ～５ｍｍ
の間；または１ｍｍ～４ｍｍの間；または１ｍｍ～４．５ｍｍの間；または１ｍｍ～３ｍ
ｍの間；または１ｍｍ～２ｍｍの間；または２ｍｍ～８ｍｍの間；または２ｍｍ～６ｍｍ
の間；または２ｍｍ～４ｍｍの間；または２ｍｍ～３ｍｍの間；または３ｍｍ～８ｍｍの
間；または３ｍｍ～７ｍｍの間；または３ｍｍ～５ｍｍの間；または３ｍｍ～４ｍｍの間
；または４ｍｍ～８ｍｍの間；または４ｍｍ～５ｍｍの間；または５ｍｍ～７ｍｍの間；
または５ｍｍ～８ｍｍの間の範囲の波状振幅を有し得る（図５に例示するように）。
【０１１６】
　上記の方法および実施形態のいくつかの実施形態において、限定されないが多孔質アノ
ードなどの拡散増強アノードが波形アノードであるとき、波形アノードは、２ｍｍ～３５
ｍｍの間；または２ｍｍ～３２ｍｍの間；または２ｍｍ～３０ｍｍの間；または２ｍｍ～
２５ｍｍの間；または２ｍｍ～２０ｍｍの間；または２ｍｍ～１６ｍｍの間；または２ｍ
ｍ～１０ｍｍの間；または５ｍｍ～３５ｍｍの間；または５ｍｍ～３０ｍｍの間；または
５ｍｍ～２５ｍｍの間；または５ｍｍ～２０ｍｍの間；または５ｍｍ～１６ｍｍの間；ま
たは５ｍｍ～１０ｍｍの間；または１５ｍｍ～３５ｍｍの間；または１５ｍｍ～３０ｍｍ
の間；または１５ｍｍ～２５ｍｍの間；または１５ｍｍ～２０ｍｍの間；または２０ｍｍ
～３５ｍｍの間；または２５ｍｍ～３０ｍｍの間；または２５ｍｍ～３５ｍｍの間；また
は２５ｍｍ～３０ｍｍの間の範囲の波状周期を有し得る（図には例示せず）。
【０１１７】
　いくつかの実施形態において、限定されないが多孔質アノードなどの拡散増強アノード
は、電気触媒でコーティングされたかまたはされていない導電性ベース金属、例えば、チ
タンでできている。導電性のベース材料のいくつかの例には、限定されないが、準化学量
論的酸化チタン、例えば、式ＴｉＯｘ（ｘは、約１．６７～約１．９の範囲である）を有
するマグネリ相準化学量論的酸化チタンが含まれる。亜酸化チタンのいくつかの例には、
限定されないが、酸化チタンＴｉ４Ｏ７が含まれる。導電性のベース材料にはまた、限定
されないが、金属チタン酸塩、例えば、ＭｘＴｉｙＯｚ、例えば、ＭｘＴｉ４Ｏ７などが
含まれる。電気触媒の例は本明細書に記載されてきており、限定されないが、白金族金属
の高度に分散した金属または合金、例えば、白金、パラジウム、ルテニウム、ロジウム、
イリジウム、またはこれらの組合せ、例えば、白金－ロジウム、白金－ルテニウム、Ｐｔ
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Ｉｒ混合金属酸化物でコーティングされたチタンメッシュ、または亜鉛めっき白金でコー
ティングされたチタン；限定されないが、ＩｒＯ２などの電気触媒金属酸化物；金、タン
タル、炭素、黒鉛、有機金属大環状化合物、および当該分野で周知の他の電気触媒が含ま
れる。限定されないが多孔質アノードなどの拡散増強アノードは市販でよく、または適切
な金属を用いて製作し得る。電極は、当該分野で周知のプロセスを使用して電気触媒でコ
ーティングし得る。例えば、金属は、コーティングのために触媒溶液に浸漬してもよく、
加熱、サンドブラストなどのプロセスに供してもよい。アノードを製作し、触媒でコーテ
ィングするこのような方法は、当該分野で周知である。
【０１１８】
　本明細書に記載されている方法およびシステムのいくつかの実施形態において、乱流促
進剤をアノードコンパートメントにおいて使用して、アノードにおける物質移動を改善さ
せる。例えば、電流密度が電気化学セルにおいて増加すると、アノードにおける物質移動
によって制御される反応速度が達成される。アノード液の層流は、抵抗および拡散の問題
をもたらし得る。アノードにおける物質移動を改善させ、それによってセルの電圧を低減
させるために、乱流促進剤を、アノードコンパートメントにおいて使用し得る。「乱流促
進剤」は、本明細書において使用する場合、乱流をもたらす、電気化学セルのアノードコ
ンパートメントにおける成分を含む。いくつかの実施形態において、乱流促進剤は、アノ
ードの背面において、すなわちアノードと電気化学セルの壁との間に提供してもよく、か
つ／またはいくつかの実施形態において、乱流促進剤は、アノードとアニオン交換膜との
間に提供してもよい。単に例として、図１Ａ、１Ｂ、２、４Ａまたは４Ｂにおいて示す電
気化学的システムは、アノードとイオン交換膜、例えば、アニオン交換膜との間に乱流促
進剤を有してもよく、かつ／またはアノードとセルの外壁との間に乱流促進剤を有しても
よい。
【０１１９】
　乱流促進剤の一例は、アノードコンパートメントにおけるガスの泡立ちである。ガスは
、アノード液の構成物と反応しない任意の不活性ガスでよい。例えば、ガスは、限定され
ないが、空気、窒素、アルゴンなどを含む。アノードにおけるガスの泡立ちは、アノード
電解質をかき混ぜ、アノードにおける物質移動を改善させることができる。改善された物
質移動は、低減された電圧のセルをもたらし得る。乱流促進剤の他の例には、限定されな
いが、アノードの隣に炭素布を組み込むこと、アノードの隣に炭素／黒鉛フェルトを組み
込むこと、アノードの隣の発泡プラスチック、アノードの隣の漁網、上記の組合せなどが
含まれる。
　カソード
【０１２０】
　本明細書において提供するカソードのいずれかは、上記のアノードのいずれかと組み合
わせて使用することができる。いくつかの実施形態において、本発明の電気化学的システ
ムにおいて使用されるカソードは、水素ガス生成カソードである。
【０１２１】
　下記は、カソードおよびアノードにおいて起こる反応である。
Ｈ２Ｏ＋ｅ－→１／２Ｈ２＋ＯＨ－（カソード）
ＭＬ＋→ＭＨ＋＋ｘｅ－（アノード、ｘ＝１～３）
例えば、Ｆｅ２＋→Ｆｅ３＋＋ｅ－（アノード）
Ｃｒ２＋→Ｃｒ３＋＋ｅ－（アノード）
Ｓｎ２＋→Ｓｎ４＋＋２ｅ－（アノード）
Ｃｕ＋→Ｃｕ２＋＋ｅ－（アノード）
【０１２２】
　カソードにおいて形成される水素ガスは、外へ出してもよく、または商業目的で捕獲お
よび保管してもよい。アノードにおいて形成されるＭＨ＋は、ハロゲン化物イオンまたは
硫酸イオン、例えば、塩化物イオンと化合し、限定されないが、ＦｅＣｌ３、ＣｒＣｌ３

、ＳｎＣｌ４、またはＣｕＣｌ２などのより高い酸化状態の金属塩化物を形成する。カソ
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ードにおいて形成される水酸化物イオンは、ナトリウムイオンと化合し、水酸化ナトリウ
ムを形成する。本出願における塩化物イオンは、単なる例示目的であり、限定されないが
、硫酸イオン、臭化物イオンまたはヨウ化物イオンなどの他の同等のイオンはまた十分に
本発明の範囲内であり、アノード電解質中で対応する金属ハロゲン化物または金属硫酸塩
をもたらすことを理解すべきである。
【０１２３】
　いくつかの実施形態において、本発明の電気化学的システムにおいて使用されるカソー
ドは、アルカリを形成しない水素ガス生成カソードである。下記は、カソードおよびアノ
ードにおいて起こる反応である。
２Ｈ＋＋２ｅ－→Ｈ２（カソード）
ＭＬ＋→ＭＨ＋＋ｘｅ－（アノード、ｘ＝１～３）
例えば、Ｆｅ２＋→Ｆｅ３＋＋ｅ－（アノード）
Ｃｒ２＋→Ｃｒ３＋＋ｅ－（アノード）
Ｓｎ２＋→Ｓｎ４＋＋２ｅ－（アノード）
Ｃｕ＋→Ｃｕ２＋＋ｅ－（アノード）
【０１２４】
　水素ガスは、外へ出してもよく、または商業目的で捕獲および保管してもよい。アノー
ドにおいて形成されるＭＨ＋は、ハロゲン化物イオンまたは硫酸イオン、例えば、塩化物
イオンと化合し、限定されないが、ＦｅＣｌ３、ＣｒＣｌ３、ＳｎＣｌ４、またはＣｕＣ
ｌ２などのより高い酸化状態の金属塩化物を形成する。
【０１２５】
　いくつかの実施形態において、本発明の電気化学的システムにおけるカソードは、ガス
拡散カソードであり得る。いくつかの実施形態において、本発明の電気化学的システムに
おけるカソードは、カソードにおいてアルカリを形成するガス拡散カソードであり得る。
本明細書において使用する場合、「ガス拡散カソード」または「ガス拡散電極」または他
のその同等物は、ガスを反応させて、イオン種を形成することができる任意の電極を含む
。いくつかの実施形態において、ガス拡散カソードは、本明細書において使用する場合、
酸素脱分極化カソード（ＯＤＣ）である。このようなガス拡散カソードは、ガス拡散電極
、酸素消費カソード、酸素還元カソード、酸素吸入カソード、酸素脱分極化カソードなど
と称し得る。
【０１２６】
　下記は、アノードおよびカソードにおいて起こり得る反応である。
Ｈ２Ｏ＋１／２Ｏ２＋２ｅ－→２ＯＨ－（カソード）
ＭＬ＋→ＭＨ＋＋ｘｅ－（アノード、ｘ＝１～３）
例えば、２Ｆｅ２＋→２Ｆｅ３＋＋２ｅ－（アノード）
２Ｃｒ２＋→２Ｃｒ３＋＋２ｅ－（アノード）
Ｓｎ２＋→Ｓｎ４＋＋２ｅ－（アノード）
２Ｃｕ＋→２Ｃｕ２＋＋２ｅ－（アノード）
【０１２７】
　アノードにおいて形成されるＭＨ＋はハロゲン化物イオンまたは硫酸イオン、例えば、
塩化物イオンと化合し、限定されないが、ＦｅＣｌ３、ＣｒＣｌ３、ＳｎＣｌ４、または
ＣｕＣｌ２などの金属塩化物ＭＣｌｎを形成する。カソードにおいて形成される水酸化物
イオンはナトリウムイオンと反応して、水酸化ナトリウムを形成する。カソードにおける
酸素は、大気または任意の市販の酸素の源でよい。
【０１２８】
　本明細書に記載のようなガス拡散カソードまたはＯＤＣを含有する方法およびシステム
は、水素ガス生成カソードを含む方法およびシステムと比較して、電圧削減をもたらし得
る。電圧削減は、電気の発生のためにより少ない電気消費およびより少ない二酸化炭素の
排出をもたらし得る。これは、本発明の効率的でエネルギーを削減する方法およびシステ
ムによって形成される、環境により配慮した化学物質、例えば、水酸化ナトリウム、ハロ



(28) JP 2016-534098 A 2016.11.4

10

20

30

40

50

ゲン化炭化水素および／または酸の発生をもたらし得る。
【０１２９】
　ガス拡散カソードまたはＯＤＣを含む方法およびシステムは、水素ガス生成カソードを
含む方法およびシステムと比較して、電圧削減をもたらす一方、両方のシステム、すなわ
ち、本発明のＯＤＣを含有するシステムおよび水素ガス生成カソードを含有するシステム
は、当該分野において従前より公知のクロルアルカリシステムと比較して、有意な電圧削
減を示す。電圧削減は、電気の発生のためにより少ない電気消費およびより少ない二酸化
炭素の排出をもたらし得る。これは、本発明の効率的でエネルギーを削減する方法および
システムによって形成される、環境により配慮した化学物質、例えば、水酸化ナトリウム
および／またはハロゲン化炭化水素の発生をもたらし得る。例えば、電圧削減は、ハロゲ
ン化炭化水素、例えば、エチレンと高電圧を消費するクロルアルカリプロセスによって発
生する塩素ガスとを反応させることによって典型的には形成されるＥＤＣの生成において
有益である。いくつかの実施形態において、本発明の電気化学的システム（水素ガス生成
カソードまたはＯＤＣを有する２つまたは３つのコンパートメントのセル）は、クロルア
ルカリプロセスと比較して、０．５Ｖ超、または１Ｖ超、または１．５Ｖ超、または０．
５～３Ｖの間の理論的電圧削減を有する。いくつかの実施形態において、この電圧削減は
、７～１５の間、または７～１４の間、または６～１２の間、または７～１２の間、また
は７～１０の間のカソード電解質ｐＨによって達成される。
【０１３０】
　例えば、クロルアルカリプロセスにおける理論的Ｅアノードは、下記のような反応を受
けて、約１．３６Ｖである。
２Ｃｌ－→Ｃｌ２＋２ｅ－

【０１３１】
　クロルアルカリプロセスにおける理論的Ｅカソードは、下記のような反応を受けて、（
ｐＨ＞１４で）約－０．８３Ｖである。
２Ｈ２Ｏ＋２ｅ－＝Ｈ２＋２ＯＨ－

【０１３２】
　次いで、クロルアルカリプロセスについての理論的Ｅ全体は、２．１９Ｖである。本発
明のシステムにおける水素ガス生成カソードについての理論的Ｅ全体は、０．９８９～１
．５３Ｖの間であり、次いで、本発明のシステムにおけるＯＤＣについてのＥ全体は、ア
ノード電解質中の銅イオンの濃度に応じて－０．２４１～０．３Ｖの間である。したがっ
て、本発明の電気化学的システムは、クロルアルカリシステムと比較して、３Ｖ超または
２Ｖ超または０．５～２．５Ｖの間または０．５～２．０Ｖの間または０．５～１．５Ｖ
の間または０．５～１．０Ｖの間または１～１．５Ｖの間または１～２Ｖの間または１～
２．５Ｖの間または１．５～２．５Ｖの間の、カソード室における理論的電圧削減または
セルにおける理論的電圧削減をもたらす。
【０１３３】
　いくつかの実施形態において、本発明の電気化学的システムにおけるカソードは、ＨＣ
ｌおよび酸素ガスを反応させて、水を形成するガス拡散カソードであり得る。
【０１３４】
　下記は、アノードおよびカソードにおいて起こり得る反応である。
２Ｈ＋＋１／２Ｏ２＋２ｅ－→Ｈ２Ｏ（カソード）
ＭＬ＋→ＭＨ＋＋ｘｅ－（アノード、ｘ＝１～３）
例えば、２Ｆｅ２＋→２Ｆｅ３＋＋２ｅ－（アノード）
２Ｃｒ２＋→２Ｃｒ３＋＋２ｅ－（アノード）
Ｓｎ２＋→Ｓｎ４＋＋２ｅ－（アノード）
２Ｃｕ＋→２Ｃｕ２＋＋２ｅ－（アノード）
【０１３５】
　アノードにおいて形成されるＭＨ＋は塩化物イオンと化合し、限定されないが、ＦｅＣ
ｌ３、ＣｒＣｌ３、ＳｎＣｌ４、またはＣｕＣｌ２などの金属塩化物ＭＣｌｎを形成する
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。カソードにおける酸素は、大気または任意の市販の酸素の源でよい。
カソード室中のアルカリ
【０１３６】
　アルカリを含有するカソード電解質は、カソード室から抜き出すことができる。いくつ
かの実施形態において、本明細書において提供する方法およびシステムにおいて生成され
るアルカリは、そのままで商業的に使用されるか、または当該分野で公知の商業的プロセ
スにおいて使用される。この方法およびシステムにおいて形成されるアルカリの純度は、
最終使用要件に応じて変化し得る。例えば、膜を備えた電気化学セルを使用する本明細書
で提供する方法およびシステムは、実質的に不純物を含まない場合がある膜品質アルカリ
を形成することができる。いくつかの実施形態において、膜の使用を回避することによっ
て、またはカソード電解質に炭素を加えることによって、より純度の低いアルカリをまた
形成し得る。いくつかの実施形態において、アルカリは、限定されないが、拡散透析を含
めた当該分野で公知の技術を使用して、カソード電解質から分離し得る。いくつかの実施
形態において、カソード電解質中で形成されるアルカリは、２重量／重量％超または５重
量／重量％超または５～５０重量／重量％の間である。
【０１３７】
　いくつかの実施形態において、システムは、カソード室からアルカリを集め、これを、
適切なプロセス（限定されないが、様々な商業的プロセスにおいて使用するために、カソ
ード室において生成されるアルカリを集め、処理し、かつ／または移動させることができ
るタンク、コレクター、パイプなどを含めた、アルカリを集め、処理する任意の手段であ
り得る）へと連結するように構成されたコレクターを含む。
【０１３８】
　いくつかの実施形態において、カソード電解質中で形成されるアルカリは、限定されな
いが、二酸化炭素とアルカリとを接触させることによるカーボネートおよび／またはバイ
カーボネートなどの生成物の作製において使用される。二酸化炭素のこのような接触、二
酸化炭素の源、ならびにカーボネートおよび／またはバイカーボネート生成物の形成は、
参照により本明細書中にその全体が組み込まれている２０１３年３月１３日に出願された
米国特許出願第１３／７９９，１３１号に完全に記載されている。
イオン交換膜
【０１３９】
　いくつかの実施形態において、カソード電解質およびアノード電解質は、イオン交換膜
で部分的にまたは完全に分離されている。いくつかの実施形態において、イオン交換膜は
アニオン交換膜またはカチオン交換膜である。いくつかの実施形態において、本明細書で
開示するような電気化学セルにおけるカチオン交換膜は慣用的なものであり、例えば、日
本（東京）の旭化成；または米国のＭｅｍｂｒａｎｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（Ｇ
ｌｅｎ　Ｒｏｃｋ、ＮＪ）もしくはＤｕＰｏｎｔから入手可能である。ＣＥＭの例には、
限定されないが、Ｎ２０３０ＷＸ（Ｄｕｐｏｎｔ）、Ｆ８０２０／Ｆ８０８０（Ｆｌｅｍ
ｉｏｎ）、およびＦ６８０１（Ａｃｉｐｌｅｘ）が含まれる。本発明の方法およびシステ
ムにおいて望ましいＣＥＭは、最小の抵抗損失、９０％超の選択性、および濃厚なカセイ
中での高い安定性を有する。本発明の方法およびシステムにおいて、ＡＥＭを濃厚な金属
塩アノード液および飽和ブラインストリームに曝露する。ＡＥＭが、アノード液への塩イ
オン、例えば、塩化物イオンの通過は許容するが、アノード液からの金属イオン種を拒絶
することが望ましい（図３Ａ）。いくつかの実施形態において、金属塩は、限定されない
が、ＭＣｌ＋、ＭＣｌ２

－、ＭＣｌ２
０、Ｍ２＋などを含む様々なイオン種（カチオン性

、アニオン性、および／または中性）を形成することができるが、そうした錯体がＡＥＭ
を通過せず、または膜を汚さないことが望ましい。
【０１４０】
　いくつかの実施形態において、本明細書において提供する方法およびシステムにおいて
使用されるＡＥＭはまた、ＡＥＭが有機物と相互作用せず、かつ／またはＡＥＭが金属イ
オンと反応せず吸収もしないように、有機化合物（例えば、リサイクルされた金属溶液中
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のリガンドまたは炭化水素）に対して実質的に耐性である。いくつかの実施形態において
、これは、単に例として、有機物または金属イオンとの反応に利用可能であるフリーラジ
カルもアニオンも含有しないポリマーを使用することによって達成することができる。単
に例として、完全に四級化されたアミン含有ポリマーを、ＡＥＭとして使用し得る。
【０１４１】
　いくつかの実施形態において、本明細書において提供する方法およびシステムにおいて
使用される膜は、補強のための材料で補強されたアイオノマー膜であり、ある特定の厚さ
のものである。例えば、いくつかの実施形態において、膜の厚さは、２０～１３０ｕｍの
間；または２０～１１０ｕｍの間；または２０～１１０ｕｍの間；または２０～８０ｕｍ
の間；または２０～７５ｕｍの間；または２０～６０ｕｍの間；または２０～５０ｕｍの
間；または２０～４０ｕｍの間；または２０～３５ｕｍの間である。いくつかの実施形態
において、膜は、限定されないが、ポリマー、例えば、ポリエチレン（ＰＥＴ）、ポリプ
ロピレン（ＰＰ）、およびポリエーテルエーテルケトン（ＰＫ）、ならびにガラス繊維（
ＧＦ）などの材料で補強し得る。ＡＥＭの補強のために使用し得る他のポリマーは、十分
に本発明の範囲内であることが理解される。いくつかの実施形態において、本明細書にお
いて提供する方法およびシステムにおいて使用される膜は、限定されないが、７０℃超、
例えば、７０～２００℃の間；または７０～１７５℃の間；または７０～１５０℃の間；
または７０～１００℃の間の温度などの高温を耐えることができる。ＦｕｍａＴｅｃｈに
よってＦｕｍａｓｅｐシリーズで販売されている膜のいくつかは、本明細書において提供
する方法およびシステムにおいて使用し得る。例には、限定されないが、ＦＡＳ－ＰＫ－
１３０、ＦＡＳ－ＰＫ－７５、ＦＡＳ－ＰＫ－５０、ＦＡＳ－ＰＰ－２０、ＦＡＳ－ＰＰ
－１３０、ＦＡＳ－ＰＰ－７５、ＦＡＳ－ＰＰ－５０、ＦＡＳ－ＰＰ－２０、ＦＡＳ－Ｐ
ＥＴ－１３０、ＦＡＳ－ＰＥＴ－７５、ＦＡＳ－ＰＥＴ－５０、ＦＡＳ－ＰＥＴ－２０、
ＦＡＳ－ＧＦ－７５、ＦＡＳ－ＧＦ－５０、ＦＡＳ－ＧＦ－２０、ＦＡＡ－ＰＫ－１３０
、ＦＡＡ－ＰＫ－７５、ＦＡＡ－ＰＫ－５０、ＦＡＡ－ＰＰ－２０、ＦＡＳ－ＰＰ－１３
０、ＦＡＡ－ＰＰ－７５、ＦＡＡ－ＰＰ－５０、ＦＡＡ－ＰＰ－２０、ＦＡＡ－ＰＥＴ－
１３０、ＦＡＡ－ＰＥＴ－７５、ＦＡＡ－ＰＥＴ－５０、ＦＡＡ－ＰＥＴ－２０、ＦＡＡ
－ＧＦ－７５、ＦＡＡ－ＧＦ－５０、ＦＡＡ－ＧＦ－２０が含まれる。いくつかの実施形
態において、本発明の方法およびシステムにおいて使用される膜は、２０～７５ｕｍの間
の厚さを有し、例えば、ＦＡＡ－ＰＰ－７５である。上記の膜の命名は、ＦＡＡまたはＦ
ＡＳ－補強材料－厚さを含む。本明細書において実施例５において提供するのは、本発明
の方法およびシステムのために試験してきた膜のいくつかである。
【０１４２】
　したがって、本明細書において提供するのは、アノード室においてアノードとアノード
電解質中の金属イオンとを接触させるステップと；アノードにおいて金属イオンをより低
い酸化状態からより高い酸化状態へと変換するステップと；カソード室においてカソード
とカソード電解質とを接触させるステップと；カソードにおいてアルカリ、水、または水
素ガスを形成するステップと；補強された材料および２０～１３０ｕｍの間の厚さを含む
アニオン交換膜を使用するステップとを含む方法である。いくつかの実施形態において、
上記の方法は、より高い酸化状態の金属イオンと飽和または不飽和炭化水素とを反応させ
て、ハロまたはスルホ炭化水素を形成するステップをさらに含む。いくつかの実施形態に
おいて、上記の方法は、本明細書に記載されている反応器構造を使用するステップをさら
に含む。分離および／または精製の後、本明細書に記載のように、金属イオン溶液は、再
循環されてアノード電解質に戻り得る。このような実施形態において、上記のようなＡＥ
Ｍは、金属溶液中の残留する有機物による膜の汚れを防止する。また本明細書において提
供するのは、アノード室においてアノードとアノード電解質中の金属イオンとを接触させ
るステップと；アノードにおいて金属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へ
と変換するステップと；カソード室においてカソードとカソード電解質とを接触させるス
テップと；カソードにおいてアルカリを形成するステップと；アニオン交換膜によってア
ノード電解質をブラインコンパートメント（または本明細書の上に記載する第３の電解質
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）から分離するステップと；カチオン交換膜によってカソード電解質をブラインコンパー
トメントから分離するステップと；補強された材料および２０～１３０ｕｍの間の厚さを
含むアニオン交換膜を使用することによって、アノード電解質からブラインコンパートメ
ントへの金属イオンの泳動を防止するステップとを含む方法である。
【０１４３】
　上記の方法のいくつかの実施形態において、補強された材料は、限定されないが、ポリ
マー、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、およびポリエーテルエーテルケトン、な
らびにガラス繊維から選択される。上記の方法および実施形態のいくつかの実施形態にお
いて、ＡＥＭの厚さは、２０～７５ｕｍの間または５０～１００ｕｍの間である。上記の
方法および実施形態のいくつかの実施形態において、アニオン交換膜は、１～３Ωｃｍ２

の間のオーム抵抗を有する。上記の方法および実施形態のいくつかの実施形態において、
アニオン交換膜は、第３の電解質またはブラインコンパートメントまたはカソード電解質
中へと通過するアノード電解質からの全ての金属イオンのうちの８０％超、または９０％
超、または９９％超、または約９９．９％を拒絶する。上記の方法および実施形態のいく
つかの実施形態において、アニオン交換膜は、７０℃超の温度にて動作する。
【０１４４】
　アノード室においてアノード電解質中の金属イオンと接触しており、アノード室におい
て金属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと変換するように構成されてい
るアノードと；カソード室においてカソード電解質と接触しており、カソード室において
アルカリ、水、または水素ガスを形成するように構成されているカソードと；補強された
材料および２０～１３０ｕｍの間または２０～７５ｕｍの間または５０～１００ｕｍの間
の厚さを含むアニオン交換膜とを含むシステムをまた提供する。アノード室においてアノ
ード電解質中の金属イオンと接触しており、アノード室において金属イオンをより低い酸
化状態からより高い酸化状態へと変換するように構成されているアノードと；カソード室
においてカソード電解質と接触しており、カソード室においてアルカリを形成するように
構成されているカソードと；アノード電解質をブラインコンパートメント（または第３の
室）から分離するアニオン交換膜と；カソード電解質をブラインコンパートメントから分
離するカチオン交換膜であって、補強された材料および２０～１３０ｕｍの間または２０
～７５ｕｍの間または５０～１００ｕｍの間の厚さを含むアニオン交換膜とを含むシステ
ムをさらに提供する。
【０１４５】
　上記のシステムのいくつかの実施形態において、補強された材料は、限定されないが、
ポリマー、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、およびポリエーテルエーテルケトン
、ならびにガラス繊維から選択される。上記のシステムおよび実施形態のいくつかの実施
形態において、ＡＥＭの厚さは、５０～１００ｕｍの間である。上記のシステムおよび実
施形態のいくつかの実施形態において、アニオン交換膜は、ＡＥＭが１～３Ωｃｍ２の間
のオーム抵抗を有するように構成されている。上記のシステムおよび実施形態のいくつか
の実施形態において、アニオン交換膜は、ＡＥＭがアノード電解質からの全ての金属イオ
ンのうちの８０％超、または９０％超、または９９％超、または約９９．９％が第３の電
解質またはブラインコンパートメントまたはカソード電解質中に通過することを拒絶する
ように構成されている。上記のシステムおよび実施形態のいくつかの実施形態において、
アニオン交換膜は、７０℃超の温度にて動作する。
【０１４６】
　カチオン交換膜の例には、これに限定されないが、アニオン基、例えばスルホン酸基お
よび／またはカルボン酸基を含むペルフルオロ化ポリマーからなるカチオン膜が含まれる
。しかし、いくつかの実施形態において、電解質間での特定のカチオン種またはアニオン
種の泳動を制限するかまたは許容する必要性に応じて、より制限的であり、したがって１
つの種のカチオンの泳動は許容するが別の種のカチオンの泳動を制限するカチオン交換膜
を使用することができること、例えば、アノード電解質からカソード電解質中へのナトリ
ウムイオンの泳動は許容するが、アノード電解質からカソード電解質中への他のイオンの
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泳動を制限するカチオン交換膜が使用され得ること（図３Ｂ）を理解されよう。同様に、
いくつかの実施形態において、電解質間での特定のアニオン種の泳動を制限するかまたは
許容する必要性に応じて、より制限的であり、したがってアニオンの１つの種の泳動は許
容するが別の種のアニオンの泳動を制限するアニオン交換膜を使用することができ、例え
ば、カソード電解質からアノード電解質中への塩化物イオンの泳動は許容するが、カソー
ド電解質からアノード電解質中への水酸化物イオンの泳動を制限するアニオン交換膜が使
用され得る。そうした制限的なカチオン交換膜は市販されており、当業者はそれを選択す
ることができる。
【０１４７】
　いくつかの実施形態において、膜は、必要に応じて酸性および／または塩基性の電解溶
液中で機能できるように選択し得る。膜の他の望ましい特徴は、高いイオン選択性、低い
イオン抵抗性、大きい破裂強度、および室温から１５０℃もしくはそれより高い温度範囲
の酸性電解溶液中での高い安定性を含み、または同様の温度範囲のアルカリ性溶液を使用
し得る。いくつかの実施形態において、イオン交換膜は、アノード液からカソード液への
金属イオンの輸送を防止することが望ましい。いくつかの実施形態において、０℃～１５
０℃；０℃～９０℃；または０℃～８０℃；または０℃～７０℃；または０℃～６０℃；
または０℃～５０℃；または０℃～４０℃、または０℃～３０℃、または０℃～２０℃、
または０℃～１０℃、またはより高い範囲で安定な膜を使用することができる。いくつか
の実施形態において、０℃～９０℃；または０℃～８０℃；または０℃～７０℃；または
０℃～６０℃；または０℃～５０℃；または０℃～４０℃の範囲で安定な膜を使用するこ
とができる。他の実施形態については、１つのタイプのカチオンの泳動は許容するが別の
泳動は許容しないか、または１つのタイプのアニオンの泳動は許容するが別の泳動は許容
しないイオン特異的なイオン交換膜を利用して電解質における１つもしくは複数の所望生
成物を達成するのが有用であり得る。いくつかの実施形態において、膜は、０℃～９０℃
；または０℃～８０℃；または０℃～７０℃；または０℃～６０℃；または０℃～５０℃
；または０℃～４０℃；または０℃～３０℃；または０℃～２０℃；または０℃～１０℃
の範囲ならびにより高いおよび／もしくはより低い範囲の温度で、システムにおいて望ま
しい長さの時間、例えば数日間、数週間もしくは数カ月間または数年間安定であり機能的
であってよい。いくつかの実施形態において、例えば、膜は、１００℃、９０℃、８０℃
、７０℃、６０℃、５０℃、４０℃、３０℃、２０℃、１０℃、５℃の電解質温度および
より高いまたはより低い電解質温度で、少なくとも１日間、少なくとも５日間、１０日間
、１５日間、２０日間、１００日間、１０００日間、５～１０年間またはそれより長く安
定であり機能的であってよい。
【０１４８】
　膜のオーム抵抗は、アノードとカソードの間の電圧低下に影響を及ぼすことができる。
例えば、膜のオーム抵抗が増大するにつれて、アノードとカソードの間の電圧は増大し得
、逆もまた然りである。使用できる膜には、限定されないが、比較的低いオーム抵抗およ
び比較的高いイオン移動度を有する膜；温度とともに増大する、したがってオーム抵抗を
低下させる比較的高い水和特性を有する膜が含まれる。当該分野で公知のより低いオーム
抵抗を有する膜を選択することによって、特定の温度でのアノードとカソードの間の電圧
低下を減少させることができる。
【０１４９】
　膜を通して散乱されるものは、酸性基を含むイオンチャンネルであってよい。これらの
イオンチャンネルはマトリックスの内部表面から外部表面へ延びていてよく、酸性基は、
水和水として可逆反応で水を容易に結合させることができる。水和水としてのこの水の結
合は、一次反応速度論に従うことができ、その結果反応速度は温度に比例する。したがっ
て、膜は比較的低いオームおよびイオン抵抗性を提供し、同時にシステムにおいて、動作
温度範囲について、改善された強度と抵抗性を提供するように選択することができる。
電解質
【０１５０】
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　本明細書に記載されている方法およびシステムのいくつかの実施形態において、金属イ
オンを含有するアノード電解質は、より低い酸化状態の金属イオンおよびより高い酸化状
態の金属イオンの混合物を含有し得る。いくつかの実施形態において、アノード電解質中
により低い酸化状態の金属イオンおよびより高い酸化状態の金属イオンのミックスを有す
ることは望ましくあり得る。いくつかの実施形態において、不飽和または飽和炭化水素と
接触するアノード電解質は、より低い酸化状態の金属イオンおよびより高い酸化状態の金
属イオンを含有する。いくつかの実施形態において、より低い酸化状態の金属イオンおよ
びより高い酸化状態の金属イオンは、ハロまたはスルホ炭化水素を形成する金属イオンと
不飽和または飽和炭化水素との反応が起こるような比で存在する。いくつかの実施形態に
おいて、より高い酸化状態の金属イオンとより低い酸化状態の金属イオンの比は、２０：
１～１：２０の間、または１４：１～１：２の間；または１４：１～８：１の間；または
１４：１～７：１の間：または２：１～１：２の間；または１：１～１：２の間；または
４：１～１：２の間；または７：１～１：２の間である。
【０１５１】
　本明細書に記載されている方法およびシステムのいくつかの実施形態において、本明細
書において提供する電気化学的システムおよび方法におけるアノード電解質は、４～７Ｍ
の範囲のより高い酸化状態の金属イオン、０．１～２Ｍの範囲のより低い酸化状態の金属
イオン、および１～３Ｍの範囲の塩化ナトリウムを含有する。アノード電解質は、０．０
１～０．１Ｍの塩酸を任意選択で含有し得る。本明細書に記載されている方法およびシス
テムのいくつかの実施形態において、不飽和または飽和炭化水素と反応するアノード電解
質は、４～７Ｍの範囲のより高い酸化状態の金属イオン、０．１～２Ｍの範囲のより低い
酸化状態の金属イオンおよび１～３Ｍの範囲の塩化ナトリウムを含有する。アノード電解
質は、０．０１～０．１Ｍの塩酸を任意選択で含有し得る。
【０１５２】
　いくつかの実施形態において、アノード電解質は、より高い電圧効率のために、より低
い酸化状態の金属イオンおよび無視できる量または低量のより高い酸化状態の金属イオン
を含有し得る。より高い酸化状態の金属イオンは、炭化水素との反応のために反応器中に
供給される前に、電気化学セルからの排出金属溶液に補充し得る。金属イオン溶液を反応
器から循環させて電気化学セルに戻す前に、より高い酸化状態の金属イオンを除去または
分離してもよく、より低い酸化状態の金属イオンを主に含有する溶液は、電気化学セルに
供給され得る。電気化学セルの前および後の金属溶液のこのような分離および／または精
製を、下記で詳細に記載する。
【０１５３】
　本明細書に記載されている方法およびシステムのいくつかの実施形態において、アノー
ド電解質は、金属イオンに加えて別のカチオンを含有し得る。他のカチオンには、限定さ
れないが、リチウム、ナトリウム、カルシウム、マグネシウムなどのアルカリ金属イオン
および／またはアルカリ土類金属イオンが限定されないが含まれる。アノード電解質に加
える他のカチオンの量は、０．０１～５Ｍの間；または０．０１～１Ｍの間；または０．
０５～１Ｍの間；または０．５～２Ｍの間；または１～５Ｍの間であり得る。
【０１５４】
　本明細書に記載されている方法およびシステムのいくつかの実施形態において、アノー
ド電解質は、酸を含有し得る。酸をアノード電解質に加えて、アノード液のｐＨを１また
は２またはそれ未満にし得る。酸は、塩酸または硫酸であり得る。
【０１５５】
　いくつかの実施形態において、本明細書に記載されている電気化学的システムおよび方
法における電解質は、５重量％超の水を含有する水性媒体を含む。いくつかの実施形態に
おいて、水性媒体は、５重量％超の水；または５．５重量％超の水；または６重量％超；
または２０重量％超の水；または５０重量％超の水；または８０重量％超の水；または９
０重量％超の水；または約９９重量％の水；または５～１００重量％の間の水；または５
～９９重量％の間の水；または５～９０重量％の間の水；または５～７０重量％の間の水
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；または５～５０重量％の間の水；または５～２０重量％の間の水；または５～１０重量
％の間の水；または６～１００重量％の間の水；または６～９９重量％の間の水；または
６～９０重量％の間の水；または６～５０重量％の間の水；または６～１０重量％の間の
水；または１０～１００重量％の間の水；または１０～７５重量％の間の水；または１０
～５０重量％の間の水；または２０～１００重量％の間の水；または２０～５０重量％の
間の水；または５０～１００重量％の間の水；または５０～７５重量％の間の水；または
５０～６０重量％の間の水；または７０～１００重量％の間の水；または７０～９０重量
％の間の水；または８０～１００重量％の間の水を含む。いくつかの実施形態において、
水性媒体は、水溶性有機溶媒を含み得る。
【０１５６】
　本明細書に記載されている方法およびシステムのいくつかの実施形態において、不飽和
または飽和炭化水素と接触する、アノード電解質中の総金属イオンの量、またはアノード
電解質中の銅の量、またはアノード電解質中の鉄の量、またはアノード電解質中のクロム
の量、またはアノード電解質中のスズの量、または白金の量、または金属イオンの量は、
１～１２Ｍの間；または１～１１Ｍの間；または１～１０Ｍの間；または１～９Ｍの間；
または１～８Ｍの間；または１～７Ｍの間；または１～６Ｍの間；または１～５Ｍの間；
または１～４Ｍの間；または１～３Ｍの間；または１～２Ｍの間；または２～１２Ｍの間
；または２～１１Ｍの間；または２～１０Ｍの間；または２～９Ｍの間；または２～８Ｍ
の間；または２～７Ｍの間；または２～６Ｍの間；または２～５Ｍの間；または２～４Ｍ
の間；または２～３Ｍの間；または３～１２Ｍの間；または３～１１Ｍの間；または３～
１０Ｍの間；または３～９Ｍの間；または３～８Ｍの間；または３～７Ｍの間；または３
～６Ｍの間；または３～５Ｍの間；または３～４Ｍの間；または４～１２Ｍの間；または
４～１１Ｍの間；または４～１０Ｍの間；または４～９Ｍの間；または４～８Ｍの間；ま
たは４～７Ｍの間；または４～６Ｍの間；または４～５Ｍの間；または５～１２Ｍの間；
または５～１１Ｍの間；または５～１０Ｍの間；または５～９Ｍの間；または５～８Ｍの
間；または５～７Ｍの間；または５～６Ｍの間；または６～１２Ｍの間；または６～１１
Ｍの間；または６～１０Ｍの間；または６～９Ｍの間；または６～８Ｍの間；または６～
７Ｍの間；または７～１２Ｍの間；または７～１１Ｍの間；または７～１０Ｍの間；また
は７～９Ｍの間；または７～８Ｍの間；または８～１２Ｍの間；または８～１１Ｍの間；
または８～１０Ｍの間；または８～９Ｍの間；または９～１２Ｍの間；または９～１１Ｍ
の間；または９～１０Ｍの間；または１０～１２Ｍの間；または１０～１１Ｍの間；また
は１１～１２Ｍの間である。いくつかの実施形態において、上記のようなアノード電解質
中の総イオンの量は、より低い酸化状態の金属イオンの量プラスより高い酸化状態の金属
イオンの量；またはより高い酸化状態の金属イオンの総量；またはより低い酸化状態の金
属イオンの総量である。
【０１５７】
　いくつかの実施形態において、電気化学セルにおいて、より低い酸化状態の金属イオン
の濃度は、０．５Ｍ～２Ｍの間または０．５Ｍ～１Ｍの間であり、より高い酸化状態の金
属イオンの濃度は、４Ｍ～５Ｍの間である。いくつかの実施形態において、反応器におい
て、より低い酸化状態の金属イオンの濃度は、０．５Ｍ～２Ｍの間または１Ｍ～２Ｍの間
であり、より高い酸化状態の金属イオンの濃度は、４Ｍ～５Ｍの間である。いくつかの実
施形態において、電気化学セルおよび反応器において、より低い酸化状態の金属イオンの
濃度は、０．５Ｍ～２Ｍの間であり、より高い酸化状態の金属イオンの濃度は、４Ｍ～５
Ｍの間である。
【０１５８】
　いくつかの実施形態において、本明細書で提供するシステムおよび方法において、カソ
ード液もしくはカソード電解質および／またはアノード液もしくはアノード電解質、ある
いはＡＥＭとＣＥＭの間に配置された第３の電解質を含めた水性電解質には、限定されな
いが、塩水または淡水が含まれる。塩水には、限定されないが、海水、ブラインおよび／
または半塩水（ｂｒａｃｋｉｓｈ　ｗａｔｅｒ）が含まれる。いくつかの実施形態におい
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て、本明細書で提供するシステムおよび方法におけるカソード電解質には、限定されない
が、海水、淡水、ブライン、半塩水、水酸化物、例えば水酸化ナトリウムまたはこれらの
組合せが含まれる。塩水は、淡水以外のいくつかの異なる種類の水性流体を指すその従来
の意味で用いられ、塩水には、限定されないが、半塩水、海水およびブライン（天然由来
の地下ブラインまたは人為的地下ブラインおよび人工ブライン、例えば地熱プラント廃水
、脱塩廃水等を含む）ならびに淡水の塩分より多い塩分を有する他の塩類溶液（ｓａｌｉ
ｎｅ）が含まれる。ブラインは塩が飽和またはほぼ飽和している水であり、５０ｐｐｔ（
パーツ・パー・サウザンド）またはそれ超の塩分を有する。半塩水は、淡水より塩分を含
むが海水ほどは塩分を含まない、０．５～３５ｐｐｔの範囲の塩分を有する水である。海
水は、海または大洋からの水であり、３５～５０ｐｐｔの範囲の塩分を有する。塩水供給
源は、海、大洋、湖、沼地、河口、潟等の天然由来の供給源であっても人工の供給源であ
ってもよい。いくつかの実施形態において、本明細書で提供するシステムは、地球上のブ
ラインからの塩水を含む。いくつかの実施形態において、電気化学セルから抜き出された
枯渇した塩水に塩を補充し、再循環させて電気化学セルへ戻す。
【０１５９】
　いくつかの実施形態において、カソード電解質および／またはアノード電解質および／
または第３の電解質を含めた電解質、例えば、塩水は、１％超のクロリド含量、例えば、
ＮａＣｌ；または１０％超のＮａＣｌ；または５０％超のＮａＣｌ；または７０％超のＮ
ａＣｌ；または１～９９％の間のＮａＣｌ；または１～７０％の間のＮａＣｌ；または１
～５０％の間のＮａＣｌ；または１～１０％の間のＮａＣｌ；または１０～９９％の間の
ＮａＣｌ；または１０～５０％の間のＮａＣｌ；または２０～９９％の間のＮａＣｌ；ま
たは２０～５０％の間のＮａＣｌ；または３０～９９％の間のＮａＣｌ；または３０～５
０％の間のＮａＣｌ；または４０～９９％の間のＮａＣｌ；または４０～５０％の間のＮ
ａＣｌ；または５０～９０％の間のＮａＣｌ；または６０～９９％の間のＮａＣｌ；また
は７０～９９％の間のＮａＣｌ；または８０～９９％の間のＮａＣｌ；または９０～９９
％の間のＮａＣｌ；または９０～９５％の間のＮａＣｌを含有する水を含む。いくつかの
実施形態において、上記で記載した百分率は、電解質として塩化アンモニウム、塩化第二
鉄、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、または硫酸ナトリウムに適用される。本明細書
において記載した百分率は、重量％または重量／重量％または重量／容量％を含む。塩化
ナトリウムを含有する本明細書に記載されている全ての電気化学的システムは、限定され
ないが、塩化アンモニウム、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、硫酸ナトリウム、また
はこれらの組合せなどの他の適切な電解質で置き換えることができることを理解すべきで
ある。
【０１６０】
　いくつかの実施形態において、カソード電解質、例えば、塩水、淡水、および／または
水酸化ナトリウムは、アルカリ土類金属イオンも二価カチオンも含まない。本明細書にお
いて使用する場合、二価カチオンは、限定されないが、カルシウム、マグネシウム、バリ
ウム、ストロンチウム、ラジウムなどのアルカリ土類金属イオンを含む。いくつかの実施
形態において、カソード電解質、例えば、塩水、淡水、および／または水酸化ナトリウム
は、１重量／重量％未満の二価カチオンを含む。いくつかの実施形態において、カソード
電解質、例えば、海水、淡水、ブライン、半塩水、および／または水酸化ナトリウムは、
限定されないが、カルシウム、マグネシウム、およびこれらの組合せを含めた１重量／重
量％未満の二価カチオンを含む。
【０１６１】
　いくつかの実施形態において、アノード電解質は、限定されないが、淡水および金属イ
オンを含む。いくつかの実施形態において、アノード電解質は、限定されないが、塩水お
よび金属イオンを含む。いくつかの実施形態において、アノード電解質は、金属イオン溶
液を含む。
【０１６２】
　いくつかの実施形態において、セルからの枯渇した塩水は、再循環されてセルに戻され
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得る。いくつかの実施形態において、カソード電解質は、１～９０％；１～５０％；また
は１～４０％；または１～３０％；または１～１５％；または１～２０％；または１～１
０％；または５～９０％；または５～５０％；または５～４０％；または５～３０％；ま
たは５～２０％；または５～１０％；または１０～９０％；または１０～５０％；または
１０～４０％；または１０～３０％；または１０～２０％；または１５～２０％；または
１５～３０％；または２０～３０％の水酸化ナトリウム溶液を含む。いくつかの実施形態
において、アノード電解質は、０～６Ｍ；または０～４．５Ｍ；または０～４Ｍ；または
０～３．５Ｍ；または０～３Ｍ；または０～２．５Ｍ；または０～２Ｍ；または０～１．
５Ｍ；または０～１Ｍ；または１～５Ｍ；または１～４．５Ｍ；または１～４Ｍ；または
１～３．５Ｍ；または１～３Ｍ；または１～２．５Ｍ；または１～２Ｍ；または１～１．
５Ｍ；または２～５Ｍ；または２～４．５Ｍ；または２～４Ｍ；または２～３．５Ｍ；ま
たは２～３Ｍ；または２～２．５Ｍ；または３～５Ｍ；または３～４．５Ｍ；または３～
４Ｍ；または３～３．５Ｍ；または４～５Ｍ；または４．５～６Ｍの金属イオン溶液を含
む。いくつかの実施形態において、アノードは、酸素ガスを形成しない。いくつかの実施
形態において、アノードは、塩素ガスを形成しない。
【０１６３】
　いくつかの実施形態において、本明細書において提供する方法において、電気化学セル
は、第１の電解質によってコンディショニングしてもよく、第２の電解質によって動作し
て、低い電流密度での金属塩による膜の汚れを防止し得る。例えば、いくつかの実施形態
において、電気化学セルおよびＡＥＭ、ＣＥＭまたはこれらの組合せは、電解質として、
限定されないが、硫酸ナトリウムなどのナトリウム塩、および限定されないが、硫酸第一
鉄などの第一鉄塩のミックスでコンディショニングし、混合した電解質による電圧の安定
化の後、セルは、電解質として塩化ナトリウム／金属塩化物によって動作し得る。限定さ
れないが、硫酸ナトリウム単独などのナトリウム塩単独によるセルのコンディショニング
は、酸素ガスの発生をもたらし得、これは、アノード材料に対して有害であり得ることを
出願人らは驚いたことに予想外に見出した。しかし、硫酸ナトリウムに加えて、限定され
ないが、硫酸第一鉄などの第一鉄塩の使用は、酸素への水分解を防止し、代わりに第一鉄
イオンから第二鉄イオンへの酸化還元反応を提供することによって、酸素ガスの発生を回
避する。硫酸ナトリウムおよび硫酸第一鉄のミックスを使用するさらなる利点は、酸素が
アノードにおいて発生するときのセル電圧と比較して、セル電圧が低いことである。した
がって、酸素ガスが発生しているときに必要とされる高電圧整流器とは対照的に、低電圧
整流器を使用することができる。金属塩を有するアノードの電位が動作セルの電位より低
い限り、他の金属塩を硫酸第一鉄の代わりに使用することができることを理解すべきであ
る。金属塩がＡＥＭを汚さないことがまた望ましい。このような金属塩の例には、限定さ
れないが、第一スズ塩、任意の亜硝酸塩、任意の亜セレン酸塩、任意の亜硫酸塩、任意の
亜クロム酸塩、任意の亜リン酸塩、フェロシアン化物、またはこれらの組合せが含まれる
。支持電解質、例えば、硫酸ナトリウムは、水性媒体中で可溶性であるが、陽極反応に関
与しない任意の塩であり得る。このような塩の例には、限定されないが、任意のアルカリ
金属またはアルカリ土類金属イオンの塩化物塩または硫酸塩が含まれる。
【０１６４】
　したがって、いくつかの実施形態において、アノード室においてアノードと第１のアノ
ード電解質とを接触させるステップであって、第１の電解質は、２種の金属塩の組合せで
あるステップと；アノード室において第１のアノード電解質によってイオン交換膜をコン
ディショニングするステップと；アノードと第３の金属イオンを含む第２のアノード電解
質とを接触させるステップと；アノードにおいてより低い酸化状態からより高い酸化状態
へと第３の金属イオンを酸化させるステップとを含む方法であって、第１の電解質により
イオン交換膜をコンディショニングするステップは、低い電流密度での第２の電解質の金
属による膜の汚れを防止する、方法を提供する。いくつかの実施形態において、上記の方
法は、カソード室においてカソードとカソード電解質とを接触させるステップと、少なく
とも１つのイオン交換膜によってカソードおよびアノードを分離するステップとを含む。
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いくつかの実施形態において、上記の方法および実施形態は、カソードにおいてアルカリ
、水、および／または水素ガスを形成するステップを含む。いくつかの実施形態において
、上記の方法および実施形態は、第一鉄塩と混合したナトリウム塩である２種の金属塩の
組合せを含む第１のアノード電解質と；塩化ナトリウムである第２のアノード電解質とを
含み、第２の電解質中の第３の金属イオンは、銅である。いくつかの実施形態において、
方法は、より高い酸化状態の金属イオンを含む第２のアノード電解質を不飽和および／ま
たは飽和炭化水素と接触させて、ハロゲン化炭化水素を形成するステップをさらに含む。
いくつかの実施形態において、イオン交換膜は、カチオン交換膜（ＣＥＭ）、アニオン交
換膜（ＡＥＭ）、またはこれらの組合せである。
【０１６５】
　カソード電解質に望ましいアルカリ性の度合いに応じて、カソード電解質のｐＨは調整
することができ、いくつかの実施形態において、６～１２の間；または７～１４の間もし
くはそれ超；または７～１３の間；または７～１２の間；または７～１１の間；または１
０～１４の間もしくはそれ超；または１０～１３の間；または１０～１２の間；または１
０～１１の間に維持される。いくつかの実施形態において、カソード電解質のｐＨは、７
～１４の間またはそれ超、ｐＨ１２未満、ｐＨ７．０、７．５、８．０、８．５、９．０
、９．５、１０．０、１０．５、１１．０、１１．５、１２．０、１２．５、１３．０、
１３．５、１４．０、および／またはそれ超の任意の値に調整することができる。
【０１６６】
　同様に、システムのいくつかの実施形態において、アノード電解質のｐＨを調整し、０
～７の間；または０～６の間；または０～５の間；または０～４の間；または０～３の間
；または０～２の間；または０～１の間に維持する。アノードとカソードの間の電圧は、
アノード電解質とカソード電解質の間のｐＨ差（当該分野で周知のネルンストの式によっ
て決定することができる）を含むいくつかの因子に依存する可能性があるので、いくつか
の実施形態において、アノード電解質のｐＨを、アノードとカソードの間の所望の動作電
圧に応じて、０、０．５、１．０、１．５、２．０、２．５、３．０、３．５、４．０、
４．５、５．０、５．５、６．０、６．５および７を含む０～７の間の値に調整すること
ができる。したがって、例えばクロルアルカリプロセスの場合のような、使用エネルギー
を削減し、かつ／またはアノードとカソードの間の電圧を低下させることが望ましい同等
なシステムでは、二酸化炭素または溶存二酸化炭素を含有する溶液をカソード電解質に加
えて、アノード電解質とカソード電解質の間の所望ｐＨ差を達成することができる。
【０１６７】
　システムは、アノード電解質のｐＨ、カソード電解質のｐＨ、カソード電解質中の水酸
化物の濃度、アノード電解質の抜き出しおよび補充、ならびに／またはカソード電解質の
抜き出しおよび補充を調節することによって、アノード電解質とカソード電解質の間に任
意の所望のｐＨ差を生じさせるように構成することができる。アノード電解質とカソード
電解質の間のｐＨ差を調節することによって、アノードとカソードの間の電圧を調節する
ことができる。いくつかの実施形態において、システムは、アノード電解質とカソード電
解質の間に、少なくとも４ｐＨ単位；少なくとも５ｐＨ単位；少なくとも６ｐＨ単位；少
なくとも７ｐＨ単位；少なくとも８ｐＨ単位；少なくとも９ｐＨ単位；または４～１２ｐ
Ｈ単位の間；または４～９ｐＨ単位の間；または３～１２ｐＨ単位の間；または３～９ｐ
Ｈ単位の間；または５～１２ｐＨ単位の間；または５～９ｐＨ単位の間；または６～１２
ｐＨ単位の間；または６～９ｐＨ単位の間；または７～１２ｐＨ単位の間；または７～９
ｐＨ単位の間；または８～１２ｐＨ単位の間；または８～９ｐＨ単位の間のｐＨ差を生じ
させるように構成されている。いくつかの実施形態において、システムは、アノード電解
質とカソード電解質の間に、少なくとも４ｐＨ単位のｐＨ差を生じさせるように構成され
ている。
【０１６８】
　いくつかの実施形態において、本明細書において提供する方法およびシステムにおいて
、電気化学セルにおけるアノード電解質およびカソード電解質は、室温にて、あるいは高
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温、例えば、４０℃超、もしくは５０℃超、もしくは６０℃超、もしくは７０℃超、もし
くは８０℃超、もしくはそれ超、または３０～７０℃の間、もしくは７０～１５０℃の間
にて動作させる。
【０１６９】
　いくつかの実施形態において、本明細書において提供するシステムは、クロルアルカリ
プロセス、またはＯＤＣを有するクロルアルカリプロセス、またはアノード室において金
属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させる任意の他のプロセスと
比較して、アルカリを生じさせる低電圧からゼロ電圧のシステムをもたらす。いくつかの
実施形態において、本明細書に記載されているシステムは、２．５Ｖ未満；または２Ｖ未
満；または１．２Ｖ未満；または１．１Ｖ未満；または１Ｖ未満；または０．９Ｖ未満；
または０．８Ｖ未満；または０．７Ｖ未満；または０．６Ｖ未満；または０．５Ｖ未満；
または０．４Ｖ未満；または０．３Ｖ未満；または０．２Ｖ未満；または０．１Ｖ未満；
または０ボルト；または０～１．２Ｖの間；または０～１Ｖの間；または０～０．５Ｖの
間；または０．５～１Ｖの間；または０．５～２Ｖの間；または０～０．１Ｖの間；また
は０．１～１Ｖの間；または０．１～２Ｖの間；または０．０１～０．５Ｖの間；または
０．０１～１．２Ｖの間；または１～１．２Ｖの間；または０．２～１Ｖの間；または０
Ｖ；または０．５Ｖ；または０．６Ｖ；または０．７Ｖ；または０．８Ｖ；または０．９
Ｖ；または１Ｖの電圧で作動する。
【０１７０】
　本明細書において使用する場合、「電圧」は、電気化学セルにおけるアノードとカソー
ドとの間の所望の反応を推進する、電気化学セルに印加するか、または電気化学セルから
取り出される電圧もしくはバイアスを含む。いくつかの実施形態において、カソード電解
質中でアルカリ性溶液、水、または水素ガスが形成され、アノードにおいて金属イオンが
酸化されるように、所望の反応は、アノードとカソードの間の電子移動であり得る。いく
つかの実施形態において、アノード電解質中でより低い酸化状態の金属イオンからより高
い酸化状態の金属イオンが形成されるように、所望の反応は、アノードとカソードの間の
電子移動であり得る。電気化学セルのアノードおよびカソードの間に電流を印加するため
に、任意の手段によって電圧を電気化学セルに印加し得る。このような手段は当該分野で
周知であり、限定されないが、装置、例えば、電力源、燃料電池、太陽光によって動力を
供給される装置、風によって動力を供給される装置、およびこれらの組合せが含まれる。
電流を提供する電力源のタイプは、当業者には公知の任意の電源でよい。例えば、いくつ
かの実施形態において、セルのアノードおよびカソードを外部の直流（ＤＣ）電源に接続
することによって、電圧を印加し得る。電源は、ＤＣに整流される交流（ＡＣ）でよい。
ＤＣ電源は、必要な量の電圧を電気化学セルに印加する、調整可能な電圧および電流を有
し得る。
【０１７１】
　いくつかの実施形態において、電気化学セルに印加される電流は、少なくとも５０ｍＡ
／ｃｍ２；または少なくとも１００ｍＡ／ｃｍ２；または少なくとも１５０ｍＡ／ｃｍ２

；または少なくとも２００ｍＡ／ｃｍ２；または少なくとも５００ｍＡ／ｃｍ２；または
少なくとも１０００ｍＡ／ｃｍ２；または少なくとも１５００ｍＡ／ｃｍ２；または少な
くとも２０００ｍＡ／ｃｍ２；または少なくとも２５００ｍＡ／ｃｍ２；または１００～
２５００ｍＡ／ｃｍ２の間；または１００～２０００ｍＡ／ｃｍ２の間；または１００～
１５００ｍＡ／ｃｍ２の間；または１００～１０００ｍＡ／ｃｍ２の間；または１００～
５００ｍＡ／ｃｍ２の間；または２００～２５００ｍＡ／ｃｍ２の間；または２００～２
０００ｍＡ／ｃｍ２の間；または２００～１５００ｍＡ／ｃｍ２の間；または２００～１
０００ｍＡ／ｃｍ２の間；または２００～５００ｍＡ／ｃｍ２の間；または５００～２５
００ｍＡ／ｃｍ２の間；または５００～２０００ｍＡ／ｃｍ２の間；または５００～１５
００ｍＡ／ｃｍ２の間；または５００～１０００ｍＡ／ｃｍ２の間；または１０００～２
５００ｍＡ／ｃｍ２の間；または１０００～２０００ｍＡ／ｃｍ２の間；または１０００
～１５００ｍＡ／ｃｍ２の間；または１５００～２５００ｍＡ／ｃｍ２の間；または１５
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００～２０００ｍＡ／ｃｍ２の間；または２０００～２５００ｍＡ／ｃｍ２の間である。
【０１７２】
　いくつかの実施形態において、印加する電流が１００～２５０ｍＡ／ｃｍ２または１０
０～１５０ｍＡ／ｃｍ２または１００～２００ｍＡ／ｃｍ２または１００～３００ｍＡ／
ｃｍ２または１００～４００ｍＡ／ｃｍ２または１００～５００ｍＡ／ｃｍ２または１５
０～２００ｍＡ／ｃｍ２または２００～１５０ｍＡ／ｃｍ２または２００～３００ｍＡ／
ｃｍ２または２００～４００ｍＡ／ｃｍ２または２００～５００ｍＡ／ｃｍ２または１５
０ｍＡ／ｃｍ２または２００ｍＡ／ｃｍ２または３００ｍＡ／ｃｍ２または４００ｍＡ／
ｃｍ２または５００ｍＡ／ｃｍ２または６００ｍＡ／ｃｍ２である場合、セルは０～３Ｖ
の間の電圧で作動する。いくつかの実施形態において、セルは、０～１Ｖの間で作動する
。いくつかの実施形態において、印加する電流が１００～２５０ｍＡ／ｃｍ２または１０
０～１５０ｍＡ／ｃｍ２または１５０～２００ｍＡ／ｃｍ２または１５０ｍＡ／ｃｍ２ま
たは２００ｍＡ／ｃｍ２である場合、セルは、０～１．５Ｖの間で作動する。いくつかの
実施形態において、セルは、１００～２５０ｍＡ／ｃｍ２または１００～１５０ｍＡ／ｃ
ｍ２または１５０～２００ｍＡ／ｃｍ２または１５０ｍＡ／ｃｍ２または２００ｍＡ／ｃ
ｍ２のアンペア負荷にて０～１Ｖの間で作動する。いくつかの実施形態において、セルは
、１００～２５０ｍＡ／ｃｍ２または１００～１５０ｍＡ／ｃｍ２または１５０～２００
ｍＡ／ｃｍ２または１５０ｍＡ／ｃｍ２または２００ｍＡ／ｃｍ２の電流またはアンペア
負荷にて０．５Ｖで作動する。
【０１７３】
　いくつかの実施形態において、本明細書において提供するシステムおよび方法は、アノ
ードとイオン交換膜との間に、および／またはカソードとイオン交換膜との間にパーコレ
ーターおよび／またはスペーサーをさらに含む。パーコレーターおよび／またはスペーサ
ーを含有する電気化学的システムは、２０１１年２月１４日に出願された米国特許仮出願
第６１／４４２，５７３号（これは、本開示において、その全体が参考として本明細書中
に援用される）に記載されている。
【０１７４】
　本明細書において提供するシステムは、本明細書に記載されている１つまたは複数の方
法のいずれかに適用可能であるか、あるいはそれらのために使用することができる。いく
つかの実施形態において、本明細書において提供するシステムは、カソード室に動作可能
に接続されている酸素ガス供給または送達システムをさらに含む。酸素ガス送達システム
は、酸素ガスをガス拡散カソードに提供するように構成されている。いくつかの実施形態
において、酸素ガス送達システムは、ガスをガス拡散カソードに送達するように構成され
ており、ここでガスの還元は触媒されて水酸化物イオンを与える。いくつかの実施形態に
おいて、酸素ガスおよび水は、水酸化物イオンに還元され、システム中の未反応の酸素ガ
スは回収され、カソードに再循環される。酸素ガスは、外部の源からカソードへと酸素ガ
スを方向付けるための任意の手段を使用してカソードに供給され得る。外部の源からカソ
ードへと酸素ガスを方向付けるためのこのような手段、または酸素ガス送達システムは当
該分野で周知であり、限定されないが、パイプ、ダクト、およびコンジットなどが含まれ
る。いくつかの実施形態において、このシステムまたは酸素ガス送達システムは、外部の
源からの酸素ガスをカソードへと方向付けるダクトを含む。酸素ガスを、セルの底面、セ
ルの上部または横からカソードへと方向付けてもよいことを理解すべきである。いくつか
の実施形態において、酸素ガスを、カソードの裏面に方向付け、ここで、酸素ガスは、カ
ソード液と直接接触していない。いくつかの実施形態において、酸素ガスは、複数の入口
を通してカソードに方向付けてもよい。本明細書において提供する方法およびシステムに
おいてガス拡散カソードに酸素ガスを提供する酸素の源は、当該分野において公知の酸素
の任意の源を含む。このような源には、限定されないが、周囲空気、シリンダーからの商
用グレード酸素ガス、液化空気の分留によって得られる酸素ガス、空気をゼオライトの床
を通過させることによって得られる酸素ガス、水の電気分解から得られる酸素ガス、高圧
力または電流のいずれかによって二酸化ジルコニウムをベースとしたセラミック膜を通し
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て空気を押し進めることによって得られる酸素、化学的酸素発生器、断熱タンカー中の液
体としての酸素ガス、あるいはこれらの組合せが含まれる。いくつかの実施形態において
、酸素の源はまた、二酸化炭素ガスを提供し得る。いくつかの実施形態において、酸素ガ
スの源からの酸素は、カソード室に与えられる前に精製され得る。いくつかの実施形態に
おいて、酸素ガスの源からの酸素は、カソード室においてそのままで使用される。
不飽和炭化水素または飽和炭化水素との反応
【０１７５】
　いくつかの実施形態において、図１Ａ、１Ｂ、２、４Ａ、または４Ｂの電気化学的シス
テムのアノード電解質中のより高い酸化状態を伴って形成される金属は、飽和または不飽
和炭化水素と反応し、金属に結合しているアニオンに基づいて、対応するハロ炭化水素ま
たはスルホ炭化水素を形成し得る。例えば、金属塩化物、金属臭化物、金属ヨウ化物、ま
たは金属硫酸塩などは、不飽和炭化水素と金属ハロゲン化物または金属硫酸塩との反応の
後に、対応するクロロ炭化水素、ブロモ炭化水素、ヨード炭化水素、またはスルホ炭化水
素をもたらし得る。いくつかの実施形態において、金属ハロゲン化物または金属硫酸塩と
不飽和炭化水素との反応は、上記の生成物、およびより低い酸化状態の金属ハロゲン化物
または金属硫酸塩の発生をもたらす。次いで、より高い酸化状態の金属イオンを発生させ
るために、より低い酸化状態の金属イオンを再循環させて電気化学的システムに戻しても
よい。再循環させて電気化学セルに戻される前の金属イオンの分離および精製を、本明細
書に下記で記載する。
【０１７６】
　「ハロ炭化水素」または「ハロゲン化炭化水素」は、本明細書において使用する場合、
ハロ置換炭化水素を含み、ハロは、許容される価数に基づいて炭化水素に結合することが
できる任意の数のハロゲンであり得る。ハロゲンには、フルオロ、クロロ、ブロモ、およ
びヨードが含まれる。ハロ炭化水素の例には、クロロ炭化水素、ブロモ炭化水素、および
ヨード炭化水素が含まれる。クロロ炭化水素には、限定されないが、モノクロロ炭化水素
、ジクロロ炭化水素、トリクロロ炭化水素などが含まれる。限定されないが、金属塩化物
、金属臭化物および金属ヨウ化物などの金属ハロゲン化物について、アノード室によって
生成されるより高い酸化状態を有する金属塩化物、金属臭化物または金属ヨウ化物は、限
定されないが、モノクロロ炭化水素、ジクロロ炭化水素、トリクロロ炭化水素、モノブロ
モ炭化水素、ジブロモ炭化水素、トリブロモ炭化水素、モノヨード炭化水素、ジヨード炭
化水素、トリヨード炭化水素などのクロロ、ブロモまたはヨード炭化水素の発生などの限
定されないが他の目的のために使用することができる。ハロまたはスルホ炭化水素中の炭
化水素は、そこからハロまたはスルホ炭化水素が発生する任意の炭化水素である。例えば
、ＥＤＣは、二重結合に塩素原子を付加することによってエチレンから発生したハロゲン
化炭化水素であるか、またはＥＤＣは、塩素原子による水素の置換えによってエタンから
発生したハロゲン化炭化水素である。
【０１７７】
　「スルホ炭化水素」は、本明細書において使用する場合、許容される価数に基づいて、
１つまたは複数の－ＳＯ３Ｈまたは－ＯＳＯ２ＯＨで置換されている炭化水素を含む。
【０１７８】
　「不飽和炭化水素」は、本明細書において使用する場合、不飽和炭素を有する炭化水素
、または隣接する炭素原子の間に少なくとも１つの二重結合および／もしくは少なくとも
１つの三重結合を有する炭化水素を含む。不飽和炭化水素は、直鎖、分枝鎖状、または環
状（芳香族もしくは非芳香族）でよい。例えば、炭化水素は、オレフィン族、アセチレン
族、非芳香族、例えば、シクロヘキセン、芳香族基または置換不飽和炭化水素（限定され
ないが、ハロゲン化不飽和炭化水素など）でよい。少なくとも１つの二重結合を有する炭
化水素は、オレフィンまたはアルケンと称してもよく、ＣｎＨ２ｎとしての非置換アルケ
ンの一般式を有してもよく、ｎは、２～２０、または２～１０、または２～８、または２
～５である。いくつかの実施形態において、アルケン上の１つまたは複数の水素は、限定
されないが、ハロゲン（クロロ、ブロモ、ヨード、およびフルオロを含む）、カルボン酸
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（－ＣＯＯＨ）、ヒドロキシル（－ＯＨ）、アミンなどの他の官能基でさらに置換されて
いてもよい。不飽和炭化水素は、限定されないが、シスおよびトランス異性体、Ｅおよび
Ｚ異性体、位置異性体などの、不飽和部分の全ての異性体形態を含む。
【０１７９】
　置換または非置換アルケンの例には、限定されないが、エチレン、クロロエチレン、ブ
ロモエチレン、ヨードエチレン、プロピレン、クロロプロピレン、ヒドロキシルプロピレ
ン、１－ブチレン、２－ブチレン（シスまたはトランス）、イソブチレン、１，３－ブタ
ジエン、ペンチレン、ヘキセン、シクロプロピレン、シクロブチレン、シクロヘキセンな
どが含まれる。
【０１８０】
　少なくとも１つの三重結合を有する炭化水素は、アルキンと称してもよく、ＣｎＨ２ｎ

－２として非置換アルキンの一般式を有してもよく、ここで、ｎは、２～１０、または２
～８、または２～５である。いくつかの実施形態において、アルキン上の１つまたは複数
の水素は、限定されないが、ハロゲン、カルボン酸、ヒドロキシルなどの他の官能基でさ
らに置換されていてもよい。置換または非置換アルキンの例には、限定されないが、アセ
チレン、プロピン、クロロプロピン、ブロモプロピン、ブチン、ペンチン、ヘキシンなど
が含まれる。
【０１８１】
　いくつかの実施形態において、不飽和炭化水素は、上記の方法およびシステムの実施形
態において、および本明細書に記載のように、Ｃ２～Ｃ１０アルケンまたはＣ２～Ｃ８ア
ルケンまたはＣ２～Ｃ６アルケンまたはＣ２～Ｃ５アルケンまたはＣ２～Ｃ４アルケンま
たはＣ２～Ｃ３アルケンである。いくつかの実施形態において、不飽和炭化水素は、上記
の方法およびシステムの実施形態において、および本明細書に記載のように、Ｃ２～Ｃ１
０アルキンまたはＣ２～Ｃ８アルキンまたはＣ２～Ｃ６アルキンまたはＣ２～Ｃ５アルキ
ンまたはＣ２～Ｃ４アルキンまたはＣ２～Ｃ３アルキンである。本明細書に記載されてい
る方法およびシステムのいくつかの実施形態において、本明細書に記載されている不飽和
炭化水素は、エチレンである。このような不飽和炭化水素から形成されるハロ炭化水素は
、例えば、二塩化エチレン（ＥＤＣ）、クロロエタノール、塩化ブチル、ジクロロブタン
、クロロブタノールなどである。
【０１８２】
　いくつかの方法およびシステムの実施形態において、アノードは、塩素ガスを生成しな
い。いくつかの方法およびシステムの実施形態において、より高い酸化状態の金属イオン
による不飽和炭化水素の処理は、酸素ガスおよび／または塩素ガスを必要としない。いく
つかの方法およびシステムの実施形態において、アノードは、塩素ガスを生成せず、より
高い酸化状態の金属イオンによる不飽和炭化水素の処理は、酸素ガスおよび／または塩素
ガスを必要としない。
【０１８３】
　図２の電気化学的システムの例は、図６において例示する通りである。図６のシステム
６００は、単なる例示目的であり、異なる酸化状態を有する他の金属イオンと、他の不飽
和炭化水素と、カソード室においてアルカリ以外の生成物、例えば、水または水素ガスを
形成する他の電気化学的システムは、上記システムに等しく適用可能であることを理解す
べきである。いくつかの実施形態において、図６に例示するように、電気化学的システム
６００は、水および酸素から水酸化物イオンを生成する酸素脱分極化カソードを含む。シ
ステム６００はまた、金属イオンを１＋の酸化状態から２＋の酸化状態へと変換するアノ
ードを含む。Ｃｕ２＋イオンは塩化物イオンと化合し、ＣｕＣｌ２を形成する。次いで、
金属塩化物ＣｕＣｌ２は、限定されないがエチレンなどの不飽和炭化水素と反応して、金
属イオンのより低い酸化状態への還元を受け、ＣｕＣｌ、および限定されないが二塩化エ
チレンなどのジクロロ炭化水素を形成することができる。次いで、ＣｕＣｌは、ＣｕＣｌ

２への変換のために再循環されてアノード室に戻される。本明細書に記載のように、反応
器に進入するＣｕＣｌ２を含むアノード電解質はまた、ＣｕＣｌを含有し得、エチレンと
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の反応の後で反応器から排出されるＣｕＣｌを含む金属溶液はまた、ＣｕＣｌ２を含有し
得ることを理解すべきである。
【０１８４】
　本発明の方法およびシステムによって形成される二塩化エチレンは、任意の商業目的で
使用することができる。いくつかの実施形態において、二塩化エチレンは、クラッキング
／精製などのプロセスによって、塩化ビニルモノマー（ＶＣＭ）形成に供される。塩化ビ
ニルモノマーは、ポリ塩化ビニルの生成において使用され得る。いくつかの実施形態にお
いて、ＶＣＭへのＥＤＣの変換の間に形成される塩酸は分離され、アセチレンと反応して
、ＶＣＭをさらに形成し得る。いくつかの実施形態において、ＶＣＭ形成のプロセスにお
いて発生するＨＣｌは、本明細書に記載されている電気化学的システムの１つまたは複数
に循環させてもよく、ここでＨＣｌは、カソードまたはアノード電解質中で使用され、カ
ソードにおいて水素ガスまたは水を形成する。
【０１８５】
　いくつかの実施形態において、より高い酸化状態の金属塩化物を有する水性媒体中のエ
チレンの塩素化は、二塩化エチレン、クロロエタノール、またはこれらの組合せをもたら
す。本明細書に記載されている方法およびシステムのいくつかの実施形態において、エチ
レンからの１０重量％超；または２０重量％超、または３０重量％超、または４０重量％
超、または５０重量％超、または６０重量％超、または７０重量％超、または８０重量％
超、または９０重量％超、または９５重量％超、または約９９重量％、または約１０～９
９重量％の間、または約１０～９５重量％の間、または約１５～９５重量％の間、または
約２５～９５重量％の間、または約５０～９５重量％の間、または約５０～９９重量％の
間、または約５０～９９．９重量％の間、または約５０～９９．９９重量％の間の二塩化
エチレンの形成が存在する。いくつかの実施形態において、残りの重量パーセントは、他
の微量な副生成物を任意選択でまた含有するクロロエタノールのものであり得る。いくつ
かの実施形態において、反応においてクロロエタノールは形成されない。いくつかの実施
形態において、０．００１重量％未満または０．０１重量％未満または０．１重量％未満
または０．５重量％未満または１重量％未満または５重量％未満または１０重量％未満ま
たは２０重量％未満のクロロエタノールは、反応において形成され、残りはＥＤＣである
（他の微量な副生成物をまた含有し得る）。いくつかの実施形態において、０．００１重
量％未満または０．０１重量％未満または０．１重量％未満または０．５重量％未満また
は１重量％未満または５重量％未満の金属イオンが、ＥＤＣ生成物中に存在する。いくつ
かの実施形態において、０．００１重量％未満または０．０１重量％未満または０．１重
量％未満のクロロエタノールおよび／または金属イオンが、ＥＤＣ生成物中に存在する。
他の副生成物がまた、本明細書に記載のように形成し得る。
【０１８６】
　いくつかの実施形態において、金属イオンを含有するＥＤＣ生成物を、有機溶媒によっ
てすすぐステップ、またはＥＤＣ生成物をカラムに通して金属イオンを除去するステップ
を含み得る洗浄ステップに供し得る。いくつかの実施形態において、ＥＤＣ生成物は、蒸
留によって精製してもよく、ここで副生成物、例えば、１，１，２－トリクロロエタン、
１，１，２，２－テトラクロロエタン、ペンタクロロエタン、１，１－ジクロロエテン、
トリクロロエチレン、テトラクロロエテン、クロラール（ＣＣｌ３ＣＨＯ）および／また
は抱水クロラール（２，２，２－トリクロロエタン－１，１－ジオール）のいずれかが形
成される場合、これらを分離し得る。有機生成物の分離および精製は、下記のような図９
Ａ、９Ｂ、および９Ｃにおいて記載し、例示する。
【０１８７】
　いくつかの実施形態において、不飽和炭化水素は、Ｃ３アルケン、例えば、プロペンで
ある。いくつかの実施形態において、より高い酸化状態の金属イオン、例えば、ＣｕＣｌ

２をプロペンで処理し、二塩化プロパン（Ｃ３Ｈ６Ｃｌ２）またはジクロロプロパン（Ｄ
ＣＰ）がもたらされ、これは塩化アリル（Ｃ３Ｈ５Ｃｌ）を作製するために使用すること
ができる。いくつかの実施形態において、不飽和炭化水素は、Ｃ４アルケン、例えば、ブ



(43) JP 2016-534098 A 2016.11.4

10

20

30

40

50

テンまたはブチレンである。いくつかの実施形態において、より高い酸化状態の金属イオ
ン、例えば、ＣｕＣｌ２をブテンで処理し、二塩化ブタン（Ｃ４Ｈ８Ｃｌ２）またはジク
ロロブテン（Ｃ４Ｈ６Ｃｌ２）がもたらされ、これはクロロプレン（Ｃ４Ｈ５Ｃｌ）を作
製するために使用することができる。いくつかの実施形態において、不飽和炭化水素は、
Ｃ５アルケン、例えば、ペンテンまたはＣ６アルケン、例えば、ヘキセンであり、対応す
るハロ生成物がもたらされる。いくつかの実施形態において、不飽和炭化水素は、芳香族
、例えば、ベンゼンである。いくつかの実施形態において、より高い酸化状態の金属イオ
ン、例えば、ＣｕＣｌ２をベンゼンで処理し、クロロベンゼンがもたらされる。いくつか
の実施形態において、より高い酸化状態の金属イオン、例えば、ＣｕＣｌ２をＣ２アルキ
ン、例えば、アセチレンで処理し、クロロアセチレン、ジクロロアセチレン、塩化ビニル
、ジクロロエテン、テトラクロロエテン、またはこれらの組合せがもたらされる。いくつ
かの実施形態において、適切な不飽和炭化水素をより高い酸化状態の金属塩化物で処理し
、限定されないが、二塩化エチレン、クロロエタノール、クロロプロペン、（さらにデヒ
ドロ塩素化された）プロピレンオキシド、塩化アリル、塩化メチル、トリクロロエチレン
、テトラクロロエテン、クロロベンゼン、１，２－ジクロロエタン、１，１，２－トリク
ロロエタン、１，１，２，２－テトラクロロエタン、ペンタクロロエタン、１，１－ジク
ロロエテン、クロロフェノール、塩素化トルエンなどを含む生成物を形成する。
【０１８８】
　いくつかの実施形態において、金属イオンを使用した、（例えば、本明細書に記載され
ている反応器を使用した）不飽和炭化水素からのハロゲン化炭化水素の収率、例えば、エ
チレンからのＥＤＣの収率またはプロピレンからのＤＣＰの収率、またはブテンからのジ
クロロブテンは、９０重量％超または９５重量％超または９０～９５重量％の間または９
０～９９重量％の間または９０～９９．９重量％の間である。いくつかの実施形態におい
て、金属イオンを使用した、不飽和炭化水素からのハロゲン化炭化水素の選択性、例えば
、エチレンからのＥＤＣの選択性またはプロピレンからのＤＣＰの選択性、またはブテン
からのジクロロブテンは、８０重量％超または９０重量％超または８０～９９重量％の間
である。いくつかの実施形態において、金属イオンを使用した、不飽和炭化水素からのハ
ロゲン化炭化水素のＳＴＹ（空時収率）、例えば、エチレンからのＥＤＣのＳＴＹ、また
はプロピレンからのＤＣＰのＳＴＹ、またはブテンからのジクロロブテンは、０．１超、
または０．５超であり、あるいは１、または１超、または２超、または３超、または４超
、または５超、または０．１～３の間、または０．５～３の間、または０．５～２の間、
または０．５～１の間、または３～５の間、または３～６の間、または３～８の間である
。本明細書において使用する場合、ＳＴＹは、反応器容量当たりの時間単位当たりの収率
である。例えば、生成物の収率はモルで、時間単位は時間で、容量はリットルで表し得る
（例えば、実施例９を参照されたい）。容量は反応器の名目容量でよく、例えば、充填床
反応器において、充填床を保持する容器の容量は、反応器の容量である。ＳＴＹはまた、
生成物を形成するために消費される不飽和または飽和炭化水素の消費に基づいてＳＴＹと
して表し得る。単に例として、いくつかの実施形態において、二塩化エチレン生成物のＳ
ＴＹは、反応の間に消費されるエチレンの量から推定し得る（例えば、実施例１０を参照
されたい）。選択性は、生成物のモル数／消費された不飽和または飽和炭化水素のモル数
（例えば、単に、作製されたＥＤＣのモル数／消費されたエチレンのモル数）であり得る
。収率は、単離した生成物の量であり得る。純度は、生成物の量／全ての生成物の総量（
例えば、単に、ＥＤＣの量／形成した全ての有機生成物）であり得る。
【０１８９】
　いくつかの実施形態において、電気化学的システムのアノード電解質中のより高い酸化
状態を伴って形成される金属は、飽和炭化水素と反応し、金属に結合しているアニオンに
基づいて、対応するハロ炭化水素またはスルホ炭化水素を形成し得る。例えば、金属塩化
物、金属臭化物、金属ヨウ化物、または金属硫酸塩などは、飽和炭化水素と金属ハロゲン
化物または金属硫酸塩との反応の後に、対応するクロロ炭化水素、ブロモ炭化水素、ヨー
ド炭化水素、またはスルホ炭化水素をもたらし得る。いくつかの実施形態において、金属
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ハロゲン化物または金属硫酸塩と飽和炭化水素との反応は、生成物、およびより低い酸化
状態の金属ハロゲン化物または金属硫酸塩の発生をもたらす。次いで、より高い酸化状態
の金属イオンを発生させるために、より低い酸化状態の金属イオンを再循環させて電気化
学的システムに戻してもよい。
【０１９０】
　「飽和炭化水素」は、本明細書において使用する場合、不飽和炭素も不飽和炭化水素も
有さない炭化水素を含む。炭化水素は、直鎖、分枝鎖状、または環状でよい。例えば、炭
化水素は、置換または非置換アルカンおよび／あるいは置換または非置換シクロアルカン
でよい。炭化水素は、ＣｎＨ２ｎ＋２として非置換アルカンの一般式を有してもよく、ｎ
は、２～２０または２～１０または２～８、または２～５である。いくつかの実施形態に
おいて、アルカンまたはシクロアルカン上の１つまたは複数の水素は、限定されないが、
ハロゲン（クロロ、ブロモ、ヨード、およびフルオロを含む）、カルボン酸（－ＣＯＯＨ
）、ヒドロキシル（－ＯＨ）、アミンなどの他の官能基でさらに置換されていてもよい。
【０１９１】
　置換または非置換アルカンＣｎＨ２ｎ＋２（式中、ｎは、２～２０または２～１０また
は２～８、または２～６または２～５である）の例には、限定されないが、メタン、エタ
ン、クロロエタン、ブロモエタン、ヨードエタン、プロパン、クロロプロパン、ヒドロキ
シプロパン、ブタン、クロロブタン、ヒドロキシブタン、ペンタン、ヘキサン、シクロヘ
キサン、シクロペンタン、クロロシクロペンタン、オクタン、デカンなどが含まれる。
【０１９２】
　図６において例示する電気化学的システムの例は、不飽和炭化水素を飽和炭化水素で置
き換えることによって、飽和炭化水素用に構成することができることを理解すべきである
。したがって、適切な金属イオン、例えば、塩化白金、塩化パラジウム、塩化銅などを使
用し得る。
【０１９３】
　いくつかの実施形態において、より高い酸化状態の金属塩化物を用いる水性媒体中のエ
タンの塩素化は、塩化エタン、二塩化エタン、またはこれらの組合せをもたらす。本明細
書に記載されている方法およびシステムのいくつかの実施形態において、エタンからの１
０重量％超；または２０重量％超、または３０重量％超、または４０重量％超、または５
０重量％超、または６０重量％超、または７０重量％超、または８０重量％超、または９
０重量％超、または９５重量％超、または約９９重量％、または約１０～９９重量％の間
、または約１０～９５重量％の間、または約１５～９５重量％の間、または約２５～９５
重量％の間、または約５０～９５重量％の間、または約５０～９９重量％の間、または約
５０～９９．９重量％の間、または約５０～９９．９９重量％の間のクロロエタン（塩化
エタン）の形成が存在する。いくつかの実施形態において、残りの重量パーセントは、他
の微量な副生成物を任意選択で含むクロロエタノールおよび／または二塩化エチレンであ
る。いくつかの実施形態において、反応においてクロロエタノールは形成されない。いく
つかの実施形態において、０．００１重量％未満または０．０１重量％未満または０．１
重量％未満または０．５重量％未満または１重量％未満または５重量％未満または１０重
量％未満または２０重量％未満のクロロエタノールは、反応において残りの生成物と共に
形成される。いくつかの実施形態において、０．００１重量％未満または０．０１重量％
未満または０．１重量％未満または０．５重量％未満または１重量％未満または５重量％
未満の金属イオンが、生成物中に存在する。いくつかの実施形態において、０．００１重
量％未満または０．０１重量％未満または０．１重量％未満のクロロエタノールおよび／
または金属イオンが、生成物中に存在する。
【０１９４】
　いくつかの実施形態において、金属イオンを使用した、飽和炭化水素からのハロゲン化
炭化水素の収率、例えば、エタンからのクロロエタンまたはＥＤＣの収率は、９０重量％
超または９５重量％超または９０～９５重量％の間または９０～９９重量％の間または９
０～９９．９重量％の間である。いくつかの実施形態において、金属イオンを使用した、
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飽和炭化水素からのハロゲン化炭化水素の選択性、例えば、エタンからのクロロエタンま
たはＥＤＣの収率は、８０重量％超または９０％重量超または８０～９９重量％の間であ
る。いくつかの実施形態において、飽和炭化水素からのハロゲン化炭化水素のＳＴＹ（空
時収率）は、０．１超、または１、または０．５超、または１超、または２超、または３
超、または４超、または５超、または０．１～３の間、または０．５～３の間、または０
．５～２の間、または０．５～１の間、または３～５の間または３～６の間または３～８
の間である。
【０１９５】
　本明細書において提供するシステムは、ハロゲン化またはスルホン化反応が行われる、
アノード室に動作可能に接続されている反応器を含む。「反応器」は、本明細書において
使用する場合、本明細書において提供されるハロゲン化またはスルホン化反応が内部で行
われる任意の容器またはユニットである。反応器は、アノード電解質中の金属塩化物また
は金属硫酸塩と不飽和または飽和炭化水素とを接触させるように構成されている。反応器
は、アノード電解質中の金属塩化物または金属硫酸塩と不飽和または飽和炭化水素とを接
触させるための任意の手段でよい。このような手段またはこのような反応器は当該分野で
周知であり、限定されないが、パイプ、カラム、ダクト、タンク、一連のタンク、コンテ
ナ、塔、コンジットなどが含まれる。このような反応器のいくつかの例を、明細書におい
て図７および８に記載する。反応器の構造をまた本明細書の下記に記載する。反応器は、
反応をモニターし、制御し、かつ／または促進するための温度センサー、圧力センサー、
制御機構、不活性ガス注入器などを制御する１つまたは複数のコントローラーを備えてい
てもよい。
【０１９６】
　電気化学的システムに接続されている反応器の例示的な例を、図７において例示する。
図７に例示するように、電気化学的システムのアノード室（電気化学的システムは、本明
細書に記載されている任意の電気化学的システムでよい）は、反応器に接続されており、
この反応器は不飽和または飽和炭化水素の源（例が図７においてエチレン（Ｃ２Ｈ４）と
して例示されている）にまた接続されている。いくつかの実施形態において、電気化学的
システムおよび反応器は、同じユニットの内側であり、ユニットの内側において接続され
ている。エチレンと共に、より低い酸化状態の金属イオンを任意選択で伴うより高い酸化
状態の金属イオンを含有するアノード電解質を、プレストレスト（例えば、れんがを内張
りした）反応器に供給する。エチレンの塩素化は、反応器の内側で起こり、二塩化エチレ
ン（ＥＤＣまたはジクロロエタン（ＤＣＥ））およびより低い酸化状態の金属イオンを形
成する。
【０１９７】
　反応器流出ガスは、プレストレスト（例えば、れんがを内張りした）充填塔において水
でクエンチし得る（図７において「クエンチ」反応器として示す）。塔から出る液体をさ
らに冷却し、水相およびＥＤＣ相に分離し得る。水相は分割してもよく、一部はクエンチ
水として塔へとリサイクルし、残りは、反応器または電気化学的システムへとリサイクル
してもよい。ＥＤＣ生成物をさらに冷却し、フラッシュし、さらなる水および溶解したエ
チレンを分離し得る。この溶解したエチレンは、図７に示されているようにリサイクルし
得る。クエンチ塔からの凝縮されていないガスは、不活性物を除去するパージ流を除いて
反応器にリサイクルし得る。パージ流は、エチレン回収システムを通り抜け、エチレンの
全体的な利用を高く、例えば、９５％ほどに高く維持し得る。実験的決定は、実際のプロ
セス温度、圧力および組成物でのエチレンガスについての燃焼限界で行い得る。プラント
の建設材料は、プレストレストれんが内張り、Ｈａｓｔｅａｌｌｏｙｓ　ＢおよびＣ、ｉ
ｎｃｏｎｅｌ、ドーパント用グレードのチタン（例えば、ＡＫＯＴ、グレードＩＩ）、タ
ンタル、Ｋｙｎａｒ、Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標）、ＰＥＥＫ、ガラス、または他のポリマ
ーもしくはプラスチックを含み得る。反応器はまた、反応器の内外にアノード電解質が連
続的に流れるように設計され得る。
【０１９８】
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　電気化学的システムに接続されている反応器の別の例示的な例は、図８において例示す
る通りである。図８に例示するように、反応器システム８００は、フランジのヘッドに溶
接した金属ボールソケットによって出口ラインＣと接続された金属フランジＢの上部部分
から吊されたガラス製容器Ａである。ガラス製反応器は、電気的に加熱された金属シェル
Ｄに入れられている。熱入力および温度は、自動温度レギュレーターによって制御し得る
。炭化水素は、開口部Ｅを通して、およびガラスチューブＦを通して、フリットガラスの
足を取り付けてもよい金属シェル中に導入してもよい。この配置は、ガラス製反応器の両
側での均圧をもたらし得る。炭化水素は、反応器の底面において金属溶液（より高い酸化
状態の金属）と接触させてもよく、媒体に吹き込まれてもよい。揮発性生成物、水蒸気、
および／または未反応炭化水素は、圧力を大気圧に低減し得るバルブＨを任意選択で備え
たラインＣを介して出してもよい。排出ガスを適当なトラップシステムに通過させて、生
成物を取り出し得る。水性金属媒体を通過させることなく、圧力ゾーンにおけるガスの通
過を可能にするバイパス配置Ｇを、器具にまた取り付け得る。いくつかの実施形態におい
て、容器中に残されたより低い酸化状態の還元された金属イオンは、本明細書に記載のよ
うな電気分解に供され、より高い酸化状態の金属イオンが再生される。
【０１９９】
　限定されないがＥＤＣなどのハロゲン化炭化水素が、高選択性、高収率、および／また
は高ＳＴＹを伴って生成されるように反応器中の条件を選択し得ることを出願人らは見出
した。
【０２００】
　いくつかの実施形態において、より高い酸化状態の金属イオンを有する金属塩化物と不
飽和または飽和炭化水素との間の反応は、本明細書において提供する反応器において、限
定されないが、１００～２００℃の間または１００～１７５℃の間または１５０～１８５
℃の間または１５０～１７５℃の間の温度；１００～５００ｐｓｉｇの間または１００～
４００ｐｓｉｇの間または１００～３００ｐｓｉｇの間または１５０～３５０ｐｓｉｇの
間または２００～３００ｐｓｉｇの間の圧力、あるいはこれらの組合せを含めた反応条件
下で行われる。本明細書において提供する反応器は、１００～２００℃の間または１００
～１８５℃の間または１５０～２００℃の間または１５０～１７５℃の間の温度；１００
～５００ｐｓｉｇの間または１００～４００ｐｓｉｇの間または１００～３００ｐｓｉｇ
の間または１５０～３５０ｐｓｉｇの間または２００～３００ｐｓｉｇの間の圧力、ある
いはこれらの組合せで動作するように構成されている。いくつかの実施形態において、反
応器の成分は、Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標）で内張りされて、成分の腐食を防止する。いく
つかの実施形態において、本明細書において提供する反応器は、限定されないが、１３５
～１８０℃の間、または１３５～１７５℃の間、または１４０～１８０℃の間、または１
４０～１７０℃の間、または１４０～１６０℃の間、または１５０～１８０℃の間、また
は１５０～１７０℃の間、または１５０～１６０℃の間、または１５５～１６５℃の間、
または１４０℃、または１５０℃、または１６０℃、または１７０℃および２００～３０
０ｐｓｉｇの範囲の温度および圧力を含めた反応条件下で動作し得る。いくつかの実施形
態において、本明細書において提供する反応器は、限定されないが、１３５～１８０℃の
間、または１３５～１７５℃の間、または１４０～１８０℃の間、または１４０～１７０
℃の間、または１４０～１６０℃の間、または１５０～１８０℃の間および２００～３０
０ｐｓｉｇの間の範囲の温度および圧力を含めた反応条件下で動作し得る。いくつかの実
施形態において、上記の温度および圧力条件は、限定されないが、高選択性、高収率、お
よび／または高ＳＴＹでのＥＤＣなどのハロゲン化炭化水素の生成をもたらす。例えば、
いくつかの実施形態において、上記の温度および圧力は、約０．１超のＳＴＹまたは約０
．５超のＳＴＹまたは０．１～５の間のＳＴＹ、または０．５～３の間のＳＴＹ、または
０．５～２の間、または０．５～１の間、あるいは約８０％超の選択性または８０～９９
％の間の選択性でのハロゲン化炭化水素の生成をもたらす。
【０２０１】
　他の反応条件の１つまたは複数は、限定されないが、金属イオン濃度、アノード電解質
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中のより低い酸化状態の金属イオンとより高い酸化状態の金属イオンの比、不飽和もしく
は飽和炭化水素（例えば、エチレン）および水蒸気の分圧、アノード電解質の流量、不飽
和もしくは飽和炭化水素の流量、密度（金属塩濃度の関数）、粘度、および／または反応
時間などを含み、これらを設定して、高選択性、高収率、および／または高ＳＴＹの動作
を保証することができる。様々な反応条件は、実施例セクションにおいて例示してきた。
例えば、金属イオン濃度およびアノード電解質中のより低い酸化状態の金属イオンとより
高い酸化状態の金属イオンの比を、本明細書の記載および実施例に記載してきた。アノー
ド液の流量はまた実施例９および１０において記載してきており、１５０～３００ｋｇ／
ｈの間；または１５０～５００ｋｇ／ｈの間；または１５０～１０００ｋｇ／ｈの間；ま
たは１５０～２５０ｋｇ／ｈの間であり得る。
【０２０２】
　反応熱は、水を気化させることによって、または熱交換ユニットを使用することによっ
て除去し得る。いくつかの実施形態において、冷却面は、反応器において必要とされなく
てもよく、このように温度勾配または精密な温度制御は必要とされなくてもよい。
【０２０３】
　いくつかの実施形態において、アノードとアノード電解質とを接触させるステップであ
って、アノード電解質が、金属イオンを含むステップと；アノードにおいて金属イオンを
より低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるステップと；水性媒体中で、不飽
和または飽和炭化水素をより高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質と反応させ
、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物およびより低
い酸化状態の金属イオンを形成するステップであって、約０．１超のＳＴＹもしくは約０
．５超のＳＴＹもしくは０．１～５の間のＳＴＹ、もしくは０．５～３の間のＳＴＹ、ま
たは約８０％超の選択性もしくは８０～９９％の間の選択性でハロゲン化またはスルホン
化炭化水素を生成するのに都合がよい反応条件の１つまたは複数の下で行われるステップ
とを含む方法を提供する。上記の実施形態のいくつかの実施形態において、反応条件の１
つまたは複数は、１００～２００℃の間、または１５０～２５０℃の間の温度、１００～
３００ｐｓｉｇの間、または２００～３００ｐｓｉｇの間の圧力、例えば、１～８Ｍの間
または３～８Ｍの間の金属イオン濃度、アノード電解質中のより低い酸化状態の金属イオ
ンとより高い酸化状態の金属イオンの比、不飽和もしくは飽和炭化水素の分圧、水蒸気の
分圧、例えば、１５０～３００ｋｇ／ｈの間のアノード電解質の流量、不飽和もしくは飽
和炭化水素の流量、アノード電解質もしくは水性媒体の密度、アノード電解質の粘度、反
応時間、またはこれらの組合せを含む。上記の実施形態のいくつかの実施形態において、
方法は、カソードとカソード電解質とを接触させて、カソード電解質中でアルカリ、水、
および／または水素ガスを形成するステップをさらに含む。上記の実施形態のいくつかの
実施形態において、反応条件は、０．３～１の間；または０．５～２の間；または０．５
～１の間；または０．５～３の間のＳＴＹでハロゲン化炭化水素生成物を生じさせる。上
記の実施形態のいくつかの実施形態において、反応条件は、８０％超；または約８０～９
９％の間；または約８０～９９．９％の間；または約９０～９９．９％の間；または約９
５～９９．９％の間の選択性でハロゲン化またはスルホン化炭化水素生成物を生じさせる
。上記の実施形態のいくつかの実施形態において、反応条件は、８０％超；または約８０
～９９％の間；または約８０～９９．９％の間；または約９０～９９．９％の間；または
約９５～９９．９％の間の収率を有するハロゲン化またはスルホン化炭化水素生成物を生
じさせる。上記の実施形態のいくつかの実施形態において、反応条件は、９０％超の純度
（ハロゲン化炭化水素生成物の量／全ての生成物の量）または９５％超の純度または９９
％超の純度または９９．９％超の純度でハロゲン化またはスルホン化炭化水素生成物を生
じさせる。上記の実施形態のいくつかの実施形態は、金属イオン溶液からハロゲン化また
はスルホン化炭化水素を分離および／または精製するステップをさらに含む。上記の実施
形態のいくつかの実施形態は、より低い酸化状態の金属イオンを含み、かつより高い酸化
状態の金属イオンを任意選択で含む分離した金属イオン溶液を再循環させてアノード電解
質に戻すステップをさらに含む。上記の実施形態のいくつかの実施形態において、金属イ
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オン、不飽和および／もしくは飽和炭化水素、ならびに／またはハロゲン化もしくはスル
ホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物は、全て本明細書に記載してきた。上
記の実施形態のいくつかの実施形態において、金属イオンは、銅である。上記の実施形態
のいくつかの実施形態において、不飽和炭化水素は、エチレンである。上記の実施形態の
いくつかの実施形態において、飽和炭化水素は、エタンである。上記の実施形態のいくつ
かの実施形態において、ハロゲン化炭化水素は、ＥＤＣである。
【０２０４】
　さらに、限定されないが、ＥＤＣなどのハロゲン化またはスルホン化炭化水素が、高選
択性、高収率、高純度、および／または高ＳＴＹで生成されるように、反応器の設計およ
び構造を選択し得ることを出願人らは見出した。反応器が、充填カラムまたはトリクル床
反応器、またはこれらの組合せである場合、反応器構造は、限定されないが、反応器の設
計、例えば、長さ／直径比、液体およびガスの流量、建設の材料、充填材料およびタイプ
を含む。いくつかの実施形態において、システムは、１つの反応器、または互いに接続さ
れており、もしくは別々に動作する一連の複数の反応器を含み得る。反応器は、限定され
ないが、充填材料を満たした中空チューブ、パイプ、カラム、または他の容器などの充填
床であり得る。反応器は、トリクル床反応器であり得る。いくつかの実施形態において、
充填床反応器は、金属イオンを含有する水性媒体および不飽和または飽和炭化水素（例え
ば、エチレンガス）が反応器において向流的に流れるように構成されている反応器を含む
か、または金属イオンを含有する水性媒体が反応器の上部から流入し、エチレンガスが底
面から、例えば、限定されないが、２５０ｐｓｉにて圧入される反応器を含む。いくつか
の実施形態において、後者の場合、エチレンガスが消費され、圧力が低下するときのみ、
さらなるエチレンガスが反応器中に流れるように、エチレンガスに圧力をかけ得る。トリ
クル床反応器は、金属イオンを含有する水性媒体および不飽和または飽和炭化水素（例え
ば、エチレンガス）が反応器において同時に流れる反応器を含む。
【０２０５】
　いくつかの実施形態において、不飽和または飽和炭化水素供給原料は、連続的または断
続的にハロゲン化またはスルホン化容器または反応器に供給し得る。効率的なハロゲン化
またはスルホン化は、溶液中の供給原料と金属イオンとの間の密接な接触の達成によって
決まってもよく、ハロゲン化またはスルホン化反応は、このような接触を改善または最大
化するように設計された技術によって行い得る。金属イオン溶液は、撹拌または振とうま
たは任意の所望の技術によってかき混ぜてもよい。例えば、反応はカラム、例えば、充填
カラム、またはトリクル床反応器または本明細書に記載されている反応器において行われ
てもよい。例えば、不飽和または飽和炭化水素がガス状である場合、向流技術を用いても
よく、ここで不飽和または飽和炭化水素は、カラムまたは反応器を通過して上方向に行き
、金属イオン溶液はカラムまたは反応器を通過して下方向に行く。溶液中の不飽和または
飽和炭化水素と金属イオンとの接触を増強することに加えて、本明細書に記載されている
技術はまた、溶液が水性であり、かつ不飽和または飽和炭化水素の水溶性が低い場合に望
ましい場合があるので、溶液中の不飽和または飽和炭化水素の溶解速度を増強し得る。供
給原料の溶解はまた、より高い圧力によって補助され得る。
【０２０６】
　いくつかの実施形態において、反応器（トリクル床または充填床反応器であり得る）は
、反応器の長さ（または高さ）／直径比が２～４０の間（例えば、２：１～４０：１）；
または２～３５の間；または２～３０の間；または２～２０の間；または２～１５の間；
または２～１０の間；または２～５の間；または３～４０の間；または３～３５の間；ま
たは３～３０の間；または３～２０の間；または３～１０の間；または３～５の間；また
は４～４０の間；または４～３５の間；または４～３０の間；または４～２０の間；また
は４～１０の間；または４～５の間；または６～４０の間；または６～３５の間；または
６～３０の間；または６～２０の間；または６～１０の間；または１０～４０の間；また
は１０～３５の間；または１０～３０の間；または１０～２５の間；または１０～２０の
間；または１０～１５の間；または１５～４０の間；または１５～３５の間；または１５
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～３０の間；または１５～２５の間；または２０～４０の間；または２０～３５の間；ま
たは２０～３０の間；または２０～２５の間；または２５～４０の間；または２５～３５
の間；または２５～３０の間；または３０～４０の間であるように構成されている。いく
つかの実施形態において、上記の直径は、反応器の外径である。いくつかの実施形態にお
いて、上記の直径は、反応器の内径である。例えば、いくつかの実施形態において、反応
器の長さ／直径比は、約２～１５の間；または２～２０の間；または２～２５の間；また
は１０～１５の間；または１０～２５の間；または２０～２５の間；または２０～３０の
間；または３０～４０の間；または３５～４０の間；または４～２５の間；または６～１
５の間；または２：１～４０：１の間；または２：１～１０：１の間または約３：１また
は約４：１である。
【０２０７】
　様々な形状、サイズ、構造、濡れ性、形態などの種々の充填材料を、本明細書に記載さ
れている充填床またはトリクル床反応器において使用し得る。充填材料には、限定されな
いが、ポリマー（例えば、Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標）のみのＰＴＦＥ）、セラミック、ガ
ラス、金属、天然物（木材または樹皮）、またはこれらの組合せが含まれる。いくつかの
実施形態において、充填は、構造的充填、または荒充填もしくは非構造的充填もしくはラ
ンダム充填、またはこれらの組合せでよい。「構造的充填」は、本明細書において使用す
る場合、流動性のない波形金属板または金網を含む。いくつかの実施形態において、個々
にまたはスタックでの構造的充填材料は、反応器の直径に完全にフィットする。「非構造
的充填」または「荒充填」または「ランダム充填」は、本明細書において使用する場合、
流動性のある空隙を満たす充填材料を含む。
【０２０８】
　荒充填または非構造的充填またはランダム充填の材料の例には、限定されないが、ラシ
ヒリング（例えば、セラミック材料の）、ポールリング（例えば、金属およびプラスチッ
クの）、レッシングリング、ｍｉｃｈａｅｌ　ｂｉａｌｅｃｋｉリング（例えば、金属の
）、ベルルサドル、インタロックスサドル（例えば、セラミックの）、スーパーインタロ
ックスサドル、ｔｅｌｌｅｒｅｔｔｅ（登録商標）リング（例えば、ポリマー材料のらせ
ん形状）などが含まれる。
【０２０９】
　いくつかの実施形態において、非構造的充填材料のサイズは様々であり得、約２ｍｍか
ら約５インチの間または１インチの約１／４から約５インチの間であり得る。いくつかの
実施形態において、充填材料のサイズは、約２ｍｍから約５インチの間；または約２ｍｍ
から約４インチの間；または約２ｍｍから約３インチの間；または約２ｍｍから約２イン
チの間；または約２ｍｍから約１インチの間；または約２ｍｍから約１／２インチの間；
または約２ｍｍから約１／４インチの間；または１インチの約１／４から約５インチの間
；または１インチの約１／４から約４インチの間；または１インチの約１／４から約３イ
ンチの間；または１インチの約１／４から約２インチの間；または１インチの約１／４か
ら約１インチの間；または１インチの約１／４から約１／２インチの間；または１インチ
の約１／３から約５インチの間；または１インチの約１／３から約２インチの間；または
１インチの約１／２から約５インチの間；または１インチの約１／２から約４インチの間
；または１インチの約１／２から約３インチの間；または１インチの約１／２から約２イ
ンチの間；または１インチの約１／２から約１インチの間；または約１インチから約５イ
ンチの間；または約１インチから約４インチの間；または約１インチから約３インチの間
；または約１インチから約２インチの間；または約１インチから約１／２インチの間；ま
たは約１インチから約１／４インチの間；または約２インチから約５インチの間；または
約３インチから約５インチの間；または約４インチから約５インチの間である。いくつか
の実施形態において、充填材料のサイズは、１インチの約１／４から約４インチの間；ま
たは１インチの約１／２から約３インチの間；または約１インチから約２インチの間であ
る。
【０２１０】
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　構造的充填材料の例には、限定されないが、比表面積を有する異なる形状の薄い波形金
属板または金網（ハニカム構造物）が含まれる。構造的充填材料は、反応器の直径にフィ
ットし得る直径を有するリングもしくは層、またはリングもしくは層のスタックとして使
用し得る。リングは、反応器を完全に満たす個々のリングまたはリングのスタックであり
得る。いくつかの実施形態において、反応器における構造的充填によって取り残された空
隙は、非構造的充填材料で満たされる。
【０２１１】
　構造的充填材料の例には、限定されないが、Ｆｌｅｘｉｐａｃ（登録商標）、Ｉｎｔａ
ｌｏｘ（登録商標）、Ｆｌｅｘｉｐａｃ（登録商標）ＨＣ（登録商標）などが含まれる。
構造的充填材料において、波形シートは、交差したパターンでアレンジされ、蒸気相のた
めの流れチャネルを生じさせ得る。波形シートの交差点は、液相および蒸気相のための混
合ポイントを生じさせ得る。構造的充填材料は、カラム（反応器）の軸を中心に回転し、
全ての方向への蒸気および液体ストリームのクロスミキシングおよび拡散を提供し得る。
構造的充填材料は、様々な波状サイズで使用されてもよく、充填物構造は、反応器の最も
高い効率、能力、および圧力低下の必要条件を達成するように最適化し得る。構造的充填
材料は、限定されないが、チタン、ステンレス鋼合金、炭素鋼、アルミニウム、ニッケル
合金、銅合金、ジルコニウム、熱可塑性物質など含めた建設の材料でできていてもよい。
構造的充填材料における波状クリンプは、限定されないが、水平面から４５°の傾斜角を
有するＹと称される充填物または水平面から６０°の傾斜角を有するＸと称される充填物
を含めた任意のサイズのものでよい。Ｘ充填物は、同じ表面積についての理論段階毎によ
り低い圧力低下を提供し得る。構造的充填物の比表面積は、５０～８００ｍ２／ｍ３の間
；または７５～３５０ｍ２／ｍ３の間；または２００～８００ｍ２／ｍ３の間；または１
５０～８００ｍ２／ｍ３の間；または５００～８００ｍ２／ｍ３の間であり得る。
【０２１２】
　いくつかの実施形態において、上記のような構造的または非構造的充填材料は、生成物
の分離および精製のための、本明細書に記載されている蒸留またはフラッシュカラムにお
いて使用される。
【０２１３】
　したがって、いくつかの実施形態において、金属イオンを含むアノード電解質と接触し
ており、金属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるように構成
されているアノードを含むアノード室を含む電気化学的システムと；アノード室に動作可
能に接続されており、かつより高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質と不飽和
および／または飽和炭化水素とを接触させて、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含
む１種または複数の有機化合物およびより低い酸化状態の金属イオンを形成するように構
成されている反応器であって、２～４０の間、または２～３０の間、または４～２５の間
、または２～１０の間、または１５～４０の間、または３０～４０の間（例えば、３０：
１～４０：１の間）の長さ：直径比を有する反応器を有するシステムを提供する。上記の
実施形態のいくつかの実施形態において、電気化学的システムは、カソード電解質と接触
しているカソードを含むカソード室をさらに含み、カソードは、カソード電解質中でアル
カリ、水、および／または水素ガスを形成するように構成されている。上記の実施形態の
いくつかの実施形態において、反応器は、充填床反応器またはトリクル床反応器である。
上記の実施形態のいくつかの実施形態において、反応器は、限定されないが、構造的充填
物、非構造的充填物、またはこれらの組合せを含めた充填材料で充填されている。荒充填
または非構造的充填またはランダム充填の材料の例には、限定されないが、ラシヒリング
（例えば、セラミック材料の）、ポールリング（例えば、金属およびプラスチックの）、
レッシングリング、ｍｉｃｈａｅｌ　ｂｉａｌｅｃｋｉリング（例えば、金属の）、ベル
ルサドル、インタロックスサドル（例えば、セラミックの）、スーパーインタロックスサ
ドル、ｔｅｌｌｅｒｅｔｔｅ（登録商標）リング（例えば、ポリマー材料のらせん形状）
などが含まれる。構造的充填材料の例には、限定されないが、異なる形状の薄い波形金属
板または金網（ハニカム構造物）が含まれる。上記の実施形態のいくつかの実施形態にお
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いて、非構造的充填材料のサイズは変化してもよく、約２ｍｍ～約５インチの間；または
１インチの約１／４～約５インチの間；または３ｍｍ～１インチの約１／４の間；または
１インチの１／４～１インチの約１／２の間であり得る。上記の実施形態のいくつかの実
施形態において、反応器は、０．５超；または０．３～１の間；または０．５～２の間；
または０．５～１の間；または０．５～３の間のＳＴＹでハロゲン化またはスルホン化炭
化水素生成物を生成するように構成されている。上記の実施形態のいくつかの実施形態に
おいて、反応器は、８０％超；または約８０～９９％の間；または約８０～９９．９％の
間；または約９０～９９．９％の間；または約９５～９９．９％の間の選択性でハロゲン
化またはスルホン化炭化水素生成物を生成するように構成されている。上記の実施形態の
いくつかの実施形態は、金属イオン溶液からハロゲン化またはスルホン化炭化水素を分離
および／または精製するセパレーターをさらに含む。上記の実施形態のいくつかの実施形
態は、より低い酸化状態の金属イオンを含み、かつより高い酸化状態の金属イオンを任意
選択で含む分離した金属イオン溶液を再循環させてアノード電解質に戻す再循環システム
をさらに含む。上記の実施形態のいくつかの実施形態において、金属イオン、不飽和およ
び／もしくは飽和炭化水素、および／またはハロゲン化炭化水素を含む１種または複数の
有機化合物は、全て本明細書に記載してきた。上記の実施形態のいくつかの実施形態にお
いて、金属イオンは、銅である。上記の実施形態のいくつかの実施形態において、不飽和
炭化水素は、エチレンである。上記の実施形態のいくつかの実施形態において、飽和炭化
水素は、エタンである。上記の実施形態のいくつかの実施形態において、ハロゲン化炭化
水素は、ＥＤＣである。
【０２１４】
　反応器構造および充填材料の様々な例を、本明細書において提供してきた。
【０２１５】
　いくつかの実施形態において、反応器は、生成物の反応および分離の両方のために構成
し得る。このような反応器の詳細な記載を、本明細書の下において分離および精製セクシ
ョンにおいて提供する。
【０２１６】
　本明細書に記載されているプロセスおよびシステムは、バッチプロセスもしくはシステ
ム、または連続流プロセスもしくはシステムであり得る。
【０２１７】
　本明細書に記載されている全ての電気化学的システムおよび反応器システムならびに方
法は、５重量％超の水または６重量％超の水または水性媒体中で行う。一態様において、
方法およびシステムは、全て水性媒体中である、電気化学セルにおいて金属酸化反応およ
びセルの外側で還元反応を行う利点を提供する。不飽和または飽和炭化水素のハロゲン化
またはスルホン化における水性媒体の使用は、生成物の高収率および高選択性をもたらす
だけでなく（本明細書において実施例に示す）、水性媒体中でのより低い酸化状態の還元
された金属イオンの発生をもたらしたが、これは再循環されて電気化学的システムに戻さ
れることができる。いくつかの実施形態において、電気化学セルは水性媒体中で効率的に
作動するため、水性媒体中で不飽和または飽和炭化水素と反応する、より高い酸化状態の
金属イオンを含有するアノード電解質から、（例えば、共沸蒸留によって）水を除去する
ことは必要とされず、または最小の除去が必要とされる。したがって、電気化学セルおよ
び触媒作用システムの両方における水性媒体の使用は、本発明の効率的でよりエネルギー
集約型でない統合システムおよび方法を提供する。
【０２１８】
　本明細書における態様および実施形態において記載されているような不飽和または飽和
炭化水素と、より高い酸化状態の金属イオンとの反応は、水性媒体中で行われる。いくつ
かの実施形態において、このような反応は、炭化水素供給原料のための溶媒であり得る非
水性液体媒体においてでよい。液体媒体または溶媒は、水性であっても非水性であっても
よい。適切な非水性溶媒は、極性および非極性の非プロトン性溶媒、例えば、ジメチルホ
ルムアミド（ＤＭＦ）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、ハロゲン化炭化水素、単に
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例として、ジクロロメタン、四塩化炭素、および１，２－ジクロロエタン、ならびに有機
ニトリル、例えば、アセトニトリルである。有機溶媒は、より低い酸化状態の金属と化学
結合を形成することができる窒素原子を含有し、それによってより低い酸化状態の金属イ
オンに増強された安定性を与え得る。いくつかの実施形態において、アセトニトリルは、
上記有機溶媒である。
【０２１９】
　いくつかの実施形態において、有機溶媒が、より高い酸化状態の金属イオンと炭化水素
との間の反応のために使用されるとき、水を金属含有媒体から除去する必要があり得る。
このように、本明細書に記載されている電気化学的システムから得られる金属イオンは、
水を含有し得る。いくつかの実施形態において、混合物の共沸蒸留によって、金属イオン
含有媒体から水を除去し得る。いくつかの実施形態において、より高い酸化状態の金属イ
オンおよび不飽和または飽和炭化水素を含有する溶媒は、反応媒体中に５～９０％；また
は５～８０％；または５～７０％；または５～６０％；または５～５０％；または５～４
０％；または５～３０％；または５～２０％；または５～１０重量％の間の水を含有し得
る。反応媒体において許容し得る水の量は、媒体中の特定のハロゲン化物担体次第でよく
、許容できる水の量は、例えば、塩化第二鉄に対してよりも塩化銅に対しての方がより多
い。水性媒体が反応において使用されるとき、このような共沸蒸留を回避し得る。
【０２２０】
　いくつかの実施形態において、より高い酸化状態の金属イオンと、不飽和または飽和炭
化水素との反応は、反応温度が５０℃より高く３５０℃までであるときに起こり得る。水
性媒体中で、反応は５０℃～２００℃、典型的には約１２０℃～約１８０℃の温度で、１
０００ｐｓｉまでまたはそれ未満の超大気圧下で行われ、反応媒体を液相に維持し得る。
【０２２１】
　いくつかの実施形態において、より高い酸化状態の金属イオンと、不飽和または飽和炭
化水素との反応は、ハロゲン化物担体を含み得る。いくつかの実施形態において、ハロゲ
ン化物イオン：より高い酸化状態の総金属イオンの比は、１：１；または１：１を超える
比；または１．５：１；または２：１を超える比、および／または少なくとも３：１であ
る。このように、例えば、濃塩酸中のハロゲン化第二銅溶液における比は、約２：１また
は３：１であり得る。いくつかの実施形態において、ハロゲン化物担体の高い使用率に起
因して、高濃度の金属ハロゲン化物を使用し、金属ハロゲン化物の飽和またはほぼ飽和し
た溶液を用いることが望ましくあり得る。必要に応じて、溶液は緩衝され、ハロゲン化反
応の間、ｐＨを所望のレベルに維持し得る。
【０２２２】
　いくつかの実施形態において、金属の非ハロゲン化塩を、より高い酸化状態の金属イオ
ンを含有する溶液に加えてもよい。加えた金属塩は、金属ハロゲン化物溶液に可溶性であ
り得る。塩化第二銅溶液中に組み込むのに適した適切な塩の例には、限定されないが、硫
酸銅、硝酸銅およびテトラフルオロホウ酸銅が含まれる。いくつかの実施形態において、
方法およびシステムにおいて用いられる金属ハロゲン化物と異なる金属ハロゲン化物を加
えてもよい。例えば、塩化第二鉄を、不飽和炭化水素のハロゲン化の時点で塩化第二銅シ
ステムに加えてもよい。
【０２２３】
　飽和、不飽和炭化水素および／または部分的ハロゲン化炭化水素の混合物を用いてもよ
い。いくつかの実施形態において、さらなるハロゲン化が可能な本発明のプロセスの部分
的ハロゲン化生成物は、生成物回収段階、および適当な場合、より低い酸化状態の金属イ
オン再生段階を通して再循環されて反応容器に戻され得る。いくつかの実施形態において
、ハロゲン化反応は、ハロゲン化反応容器の外側で、例えば、別の再生容器中で継続して
もよく、不飽和または飽和炭化水素の過剰なハロゲン化を回避するための反応の制御にお
いて、注意が払われる必要があり得る。
生成物および金属の分離および精製
【０２２４】
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　いくつかの実施形態において、本明細書に記載されている方法およびシステムは、金属
イオンからのハロゲン化炭化水素および／または他の有機生成物（本明細書に記載のよう
な飽和または不飽和炭化水素とより高い酸化状態の金属イオンとの反応の間および／また
は後に形成される）の分離および精製、ならびに金属イオン溶液を循環させて電気化学セ
ルに戻す前の金属イオンの分離および精製（例えば、図１Ａ）を含む。いくつかの実施形
態において、金属イオン溶液を循環させて電気化学セルに戻す前に、金属イオンを含有す
る水性媒体から有機物を除去して、電気化学セルにおける膜の汚れを防止することが望ま
しくあり得る。本明細書に前述したように、金属イオンを含有する水性媒体は、不飽和ま
たは飽和炭化水素との反応の後に、限定されないが、ハロゲン化炭化水素および他の副生
成物（微量で存在し得る）などの有機生成物を含有する。例えば、より高い酸化状態の金
属イオンを含有する金属イオン溶液は、エチレンと反応して、より低い酸化状態の金属イ
オンおよび二塩化エチレンを形成する。限定されないが、クロロエタノール、ジクロロア
セトアルデヒド、トリクロロアセトアルデヒド（クロラール）などを含めた他の副生成物
が形成し得る。水性媒体中の金属イオンから有機生成物を分離および精製し、かつ金属イ
オンを含有する水性媒体を循環させて電気化学セルに戻す前に、金属イオン溶液（より高
い酸化状態の金属イオンおよびより低い酸化状態の金属イオンの両方を含有）を分離およ
び精製する方法およびシステムを提供する。水性媒体は、より低い酸化状態の金属イオン
およびより高い酸化状態の金属イオンの両方の混合物でよく、より低い酸化状態とより高
い酸化状態の比は、電気化学セルからの水性媒体（より低い酸化状態は、より高い酸化状
態に変換される）および炭化水素との反応後の水性媒体（より高い酸化状態はより低い酸
化状態に変換される）によって変化する。
【０２２５】
　図９Ａにおいて例示するのは、本明細書において提供する方法およびシステムのいくつ
かの実施形態である。図９Ａにおいて例示した流れ図からの１つもしくは複数のステップ
を省略してもよく、または１つもしくは複数のステップを合わせて、本発明の方法および
システムを行い得ることを理解すべきである。ステップの順序をまた変更または修正して
、使用しやすさ、より低いコスト、生成物のより高い純度および選択性を達成し得る。同
様のステップをまた、スルホ炭化水素を形成する炭化水素のスルホン化反応のために使用
し得る。ステップＡにおいて、炭化水素（エチレンとして例示）を、本明細書および図６
～８に記載のような反応器においてハロゲン化に供する。ハロゲン化炭化水素（二塩化エ
チレンとして例示）を金属塩ＭＣｌｎと共に、ステップＢにおいて分離および精製に供し
得る。本明細書において例示する図に示すＭＣｌｎは、より低い酸化状態の金属イオンお
よびより高い酸化状態の金属イオンの混合物であることを理解すべきである。ＭＣｌｎに
おける整数ｎは、より低い酸化状態およびより高い酸化状態の金属イオンを単に表し、金
属イオンによって１～５またはそれ超であり得る。例えば、いくつかの実施形態において
、銅が金属イオンである場合、ＭＣｌｎは、ＣｕＣｌおよびＣｕＣｌ２の混合物であり得
る。次いで、アノード電解質中の銅イオンのこの混合物は、不飽和炭化水素および／また
は飽和炭化水素と接触して、それぞれの生成物を形成し得る。
【０２２６】
　反応器における反応および反応器の構造のいくつかの例は、本明細書の上に記載してき
た。
【０２２７】
　したがって、いくつかの実施形態において、アノードとアノード電解質とを接触させる
ステップであって、アノード電解質が、金属イオンを含むステップと；アノードにおいて
金属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるステップと；水性媒
体中で、より高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質と不飽和または飽和炭化水
素とを反応させて、ハロゲン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物およびより低
い酸化状態の金属イオンを形成するステップと；水性媒体からハロゲン化炭化水素を含む
１種または複数の有機化合物を分離および精製するステップとを含む、方法を提供する。
したがって、金属イオンを含むアノード電解質と接触しており、金属イオンをより低い酸
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化状態からより高い酸化状態へと酸化させるように構成されているアノードを含むアノー
ド室を含む電気化学的システムと；アノード室に動作可能に接続されており、かつ水性媒
体中の不飽和炭化水素または飽和炭化水素とより高い酸化状態の金属イオンを含むアノー
ド電解質とを反応させて、ハロゲン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物および
より低い酸化状態の金属イオンを形成するように構成されている反応器と；水性媒体から
のハロゲン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物を分離および精製するように構
成されているセパレーターとを含むシステムを提供する。「セパレーター」は、本明細書
において使用する場合、金属イオン水溶液から有機化合物（複数可）（例えば、ハロまた
はスルホ炭化水素）を分離するように構成されている１つまたは複数の容器またはユニッ
トを含む。セパレーターは、有機化合物および金属イオン水溶液をさらに精製し得る。分
離および精製プロセス、ならびに分離および精製プロセスを行うように構成されているシ
ステム（セパレーター）の様々な例は、下記の通りである。
【０２２８】
　いくつかの実施形態において、図９Ａに例示するように、反応器におけるハロゲン化反
応のステップＡは、生成物の分離のステップＢと組み合わせてもよく、本明細書において
「反応性分離」または「反応分離」と称される。本明細書において使用する場合、「反応
性分離」または「反応分離」は、炭化水素の反応、およびハロゲン化またはスルホン化生
成物（複数可）の部分的または完全な分離を含む。本明細書において使用する場合、「反
応性分離反応器」または「反応分離反応器」は、炭化水素の反応、およびハロゲン化また
はスルホン化生成物（複数可）の部分的または完全な分離を行うように構成されている反
応器を含む。反応分離および反応分離反応器の例は、本明細書に記載されている。いくつ
かの実施形態において、生成物の分離は部分的であっても完全でってもよいが、生成物の
分離のいくつかの要素を、反応と合わせる。反応性分離は、反応器における操作および分
離の容易さ、より低いコスト、ならびにより高選択性をもたらし得る。いくつかの実施形
態において、反応性分離は、直列で行われる反応において有益であり得、ここで形成され
た生成物はさらなる反応を受け、副次的生成物を形成する。例えば、エチレンから形成さ
れたＥＤＣは、さらなる反応を受け、クロロエタノールおよび本明細書に記載されている
他の副生成物を形成し得る。このような反応において、反応性分離は、分離コストを低減
させ、高選択性のＥＤＣを達成することにおいて有益であり得る。
【０２２９】
　したがって、いくつかの実施形態において、アノードとアノード電解質とを接触させる
ステップであって、アノード電解質が、金属イオンを含むステップと；アノードにおいて
金属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるステップと、水性媒
体中で不飽和または飽和炭化水素とより高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質
との反応分離を引き起こして、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複
数の有機化合物を形成し、より低い酸化状態の金属イオンおよびより高い酸化状態の金属
イオンを含む水性媒体から分離するステップとを含む方法を提供する。上記の方法のいく
つかの実施形態において、方法は、より低い酸化状態の金属イオンおよびより高い酸化状
態の金属イオンを含む水性媒体を再循環させてアノード電解質に戻すステップをさらに含
む。上記の方法のいくつかの実施形態において、不飽和炭化水素、飽和炭化水素、ハロゲ
ン化炭化水素、金属イオンなどは全て、本明細書において詳細に記載してきた。上記の方
法のいくつかの実施形態において、金属イオンは、銅であり、不飽和炭化水素は、エチレ
ンであり、有機化合物は、ＥＤＣを含む。上記の方法のいくつかの実施形態において、反
応性分離には、限定されないが、反応蒸留（気液分離）、反応抽出（液液分離）、または
これらの組合せが含まれてもよい。
【０２３０】
　上記の方法のいくつかの実施形態において、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含
む１種または複数の有機化合物を形成し、より低い酸化状態の金属イオンおよびより高い
酸化状態の金属イオンを含む水性媒体から分離する、不飽和または飽和炭化水素と水性媒
体中のより高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質との反応性分離は、反応蒸留
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である。反応蒸留において、反応器において一旦形成された低沸点生成物は、反応器から
蒸気相中で除去し得る。単に例として、ＥＤＣは、水（１００℃）より低い沸点（８３．
６℃）を有するので、金属塩化物含有液相から蒸気として除去し得る。ＥＤＣと共に主要
な副生成物であるクロロエタノールは、水より高い沸点を有するので、液相中に留まる。
したがって、反応蒸留を使用して、副次的生成物から所望の生成物を分離することができ
る。反応蒸留方法は、他の要因によって援助され得る。単に例として、液相中に溶存塩が
存在することは、沸点上昇効果によって水の沸点を上昇させ得る。さらに、ＥＤＣは、水
と低沸点の共沸混合物を形成し得、これはＥＤＣの有効な揮発性を増加し得る。これらの
要因は、所望の生成物、例えば、例えば、ＥＤＣの反応蒸留をさらに助け得る。いくつか
の実施形態において、限定されないがＥＤＣなどの有機生成物を含有する反応器からの蒸
気相はまた、未反応の反応ガス、例えば、エチレンを含有し得る。このような実施形態に
おいて、ＥＤＣは、図９Ｂに関して本明細書の下記において詳細に記載されている圧縮冷
却プロセスを使用してエチレンから除去される。
【０２３１】
　いくつかの実施形態において、金属イオンを含むアノード電解質と接触しており、金属
イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるように構成されているア
ノードと；アノード室に動作可能に接続されており、かつ水性媒体中の不飽和炭化水素ま
たは飽和炭化水素とより高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質との反応分離を
引き起こして、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物
を形成し、より低い酸化状態の金属イオンおよびより高い酸化状態の金属イオンを含む水
性媒体から分離するように構成されている反応分離反応器とを含むシステムを提供する。
上記のシステムのいくつかの実施形態において、不飽和炭化水素、飽和炭化水素、ハロゲ
ン化炭化水素、金属イオンなどは全て、本明細書において詳細に記載してきた。上記のシ
ステムのいくつかの実施形態において、金属イオンは、銅であり、不飽和炭化水素は、エ
チレンであり、有機化合物は、ＥＤＣを含む。
【０２３２】
　上記のシステムのいくつかの実施形態において、アノード室に動作可能に接続されてお
り、かつ水性媒体中の不飽和炭化水素または飽和炭化水素とより高い酸化状態の金属イオ
ンを含むアノード電解質との反応分離を引き起こして、ハロゲン化またはスルホン化炭化
水素を含む１種または複数の有機化合物を形成し、より低い酸化状態の金属イオンおよび
より高い酸化状態の金属イオンを含む水性媒体から分離するように構成されている反応分
離反応器は、反応蒸留反応器である。いくつかの実施形態において、反応蒸留反応器は、
反応蒸留プロセスにおいて援助する様々な成分で構成し得る。例えば、反応蒸留反応器は
、撹拌タンクであってもよく、蒸気相が上部から除去されるエチレンスパージャーを含み
得る。反応器は、１４０～１７５℃の間の温度および１０～２０ａｔｍの間または１２～
１８ａｔｍの間の圧力にて動作し得る。いくつかの実施形態において、反応蒸留反応器は
、気液の接触を増加させるガスエントレインメント撹拌機をさらに含み得る。いくつかの
実施形態において、反応蒸留反応器は、エチレンスパージャーを有さないガスエントレイ
ンメント撹拌機を含み得る。いくつかの実施形態において、反応蒸留反応器は、反応器の
上部から流入し、反応器の底面から流出する金属溶液、および反応器の底面から入るエチ
レン、および反応器の上部から流出する生成物を有する充填床であり得る。いくつかの実
施形態において、反応蒸留反応器は、金属溶液が反応器の上部から流入して反応器の底面
から流出し、そしてエチレンが反応器の底面から入り、そして生成物が反応器の上部から
流出する、トレーまたはプレートカラムであり得る。したがって、いくつかの実施形態に
おいて、反応蒸留反応器は、限定されないが、撹拌タンク、エチレンスパージャー、ガス
エントレインメント撹拌機、充填床、トレーもしくはプレートカラム、またはこれらの組
合せなどの成分を含み得る。
【０２３３】
　上記の方法のいくつかの実施形態において、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含
む１種または複数の有機化合物を形成し、より低い酸化状態の金属イオンおよびより高い



(56) JP 2016-534098 A 2016.11.4

10

20

30

40

50

酸化状態の金属イオンを含む水性媒体から分離する、不飽和または飽和炭化水素と水性媒
体中のより高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質との反応性分離は、反応抽出
である。反応抽出において、水相に対する有機生成物の溶解度が低いことにより、水相か
ら有機生成物が抽出され得る。単に例として、ＥＤＣは、水に対して相対的に低い溶解度
を有し、別々の有機相を形成する傾向があり、これは典型的には塩含有水相より密でなく
、別々の相として除去し得る。いくつかの実施形態において、ＥＤＣの除去は、水相から
ＥＤＣを取り出す（抽出する）役割を果たし得る有機抽出剤の使用によって促進し得る。
【０２３４】
　上記のシステムのいくつかの実施形態において、アノード室に動作可能に接続されてお
り、かつ水性媒体中の不飽和炭化水素または飽和炭化水素とより高い酸化状態の金属イオ
ンを含むアノード電解質との反応分離を引き起こして、ハロゲン化またはスルホン化炭化
水素を含む１種または複数の有機化合物を形成し、より低い酸化状態の金属イオンおよび
より高い酸化状態の金属イオンを含む水性媒体から分離するように構成されている反応分
離反応器は、反応抽出反応器である。いくつかの実施形態において、反応抽出反応器は、
反応抽出プロセスを援助する様々な成分を伴って構成し得る。例えば、反応抽出反応器は
、撹拌タンクであり得、蒸気相が上部から除去されるエチレンスパージャーを含み得る。
反応器は、１４０～１７５℃の間の温度および１０～２０ａｔｍの間または１２～１８ａ
ｔｍの間の圧力にて動作し得る。いくつかの実施形態において、反応抽出反応器は、気液
の接触を増加させるガスエントレインメント撹拌機をさらに含み得る。いくつかの実施形
態において、反応抽出反応器は、エチレンスパージャーを有さないガスエントレインメン
ト撹拌機を含み得る。いくつかの実施形態において、反応抽出反応器は、金属溶液および
有機抽出剤が上部から流入して反応器の底面から流出し、ならびにエチレンが反応器の底
面から入り、そしてエチレンと一緒に蒸気相である生成物が反応器の上部から流出する、
充填床でよい。
【０２３５】
　ＥＤＣおよび他の副次的生成物を含有する有機液相は、下層として水相をまた含み得る
反応器の底面から除去し得る。この反応器中の供給物は、エチレン、水性ＭＣｌｎ、およ
び抽出剤を含んでもよく、有機生成物、例えば、ＥＤＣは、抽出剤中で抽出される（下記
の液液分離）。例えば、反応抽出反応器は、反応器に結合した別の容器であり得るデカン
ターと統合し得る。次いで、液相および蒸気相は、デカンターに進入し得、ここで相の最
終分離が起こり得、その結果、流出液は、液体ＭＣｌｎ含有水相、液体有機相、ならびに
任意選択でエチレン、ＥＤＣ、水、および他の有機化合物を含有する蒸気相を含み得る。
デカンターは、反応器に結合してもよいか、または反応器と接続している別の容器でよい
。次いで、この有機液相は、有機層からの水層の分離のためのデカンターに供する。いく
つかの実施形態において、反応抽出反応器は、金属溶液および有機抽出剤が上部から流入
して反応器の底面から流出し、そしてエチレンが反応器の底面から入り、そしてエチレン
と一緒に蒸気相である生成物が反応器の上部から流出する、トレーまたはプレートカラム
でよい。ＥＤＣおよび他の副次的生成物を含有する有機液相は、下層として水相をまた含
む反応器の底面から除去される。次いで、この有機液相を、有機層からの水層の分離のた
めのデカンターに供する。したがって、いくつかの実施形態において、反応抽出反応器は
、任意選択で反応器に結合したデカンターまたは反応器とは別の容器と共に、成分、限定
されないが、撹拌タンク、エチレンスパージャー、ガスエントレインメント撹拌機、充填
床、トレーもしくはプレートカラム、またはこれらの組合せを含み得る。上記から理解さ
れるように、反応分離反応器は、蒸留反応器および抽出反応器の組合せであり得る。いく
つかの実施形態において、反応分離反応器は、下記の圧縮冷却システムに動作可能に接続
し得る。
【０２３６】
　ストリームを有機不純物分離ステップＣに送る前に、図９Ａに例示したステップＢにお
いて、最大量の有機生成物を除去し得る（質量基準で＞５０％、または＞９０％または＞
９５％）。ステップＢにおいて、分離した有機生成物を精製に供し、商業的使用のために
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有機生成物の純度を改善し得る。いくつかの実施形態において、ステップＢはスキップし
てもよく、有機生成物をステップＣにおいて分離し得る。いくつかの実施形態において、
ステップＡは、合わせたハロゲン化および分離Ｂ（上記の反応性分離）でよく、さらなる
分離および精製のためのステップＢを導いてもよく、または導かなくてもよい。
【０２３７】
　ステップＢを、図９Ｂにおいて詳細に例示する。ステップＢにおいて、有機生成物を水
相から除去し、限定されないが、圧縮冷却プロセス、液液分離プロセス、気液分離プロセ
ス、スクラビングプロセス、精製サブプロセス、およびこれらの組合せなどの様々なプロ
セスを使用してさらに精製し得る。したがって、いくつかの実施形態において、アノード
とアノード電解質とを接触させるステップであって、アノード電解質が、金属イオンを含
むステップと；アノードにおいて金属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へ
と酸化させるステップと；水性媒体中で、不飽和または飽和炭化水素をより高い酸化状態
の金属イオンを含むアノード電解質と反応させ、ハロゲン化炭化水素を含む１種または複
数の有機化合物およびより低い酸化状態の金属イオンを形成するステップと；限定されな
いが、反応分離プロセス、圧縮冷却プロセス、液液分離プロセス、気液分離プロセス、ス
クラビングプロセス、精製サブプロセス、またはこれらの組合せを含めたプロセスを使用
して、ハロゲン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物を分離および精製するステ
ップとを含む、方法を提供する。上記の方法のいくつかの実施形態において、方法は、よ
り低い酸化状態の金属イオンおよびより高い酸化状態の金属イオンを含む水性媒体を再循
環させてアノード電解質に戻すステップをさらに含む。上記の方法のいくつかの実施形態
において、不飽和炭化水素、飽和炭化水素、ハロゲン化炭化水素、金属イオンなどは全て
、本明細書において詳細に記載してきた。上記の方法のいくつかの実施形態において、金
属イオンは、銅であり、不飽和炭化水素は、エチレンであり、ハロゲン化炭化水素は、Ｅ
ＤＣを含む。上記の方法のいくつかの実施形態において、方法は、上記のような反応分離
、および／または本明細書において下記でさらに記載するような残留有機物分離（ステッ
プＣにおける吸着剤）を含む。
【０２３８】
　いくつかの実施形態において、分離および精製プロセスの順序は、最小の熱必要量およ
び最大の経済的利点を伴って最大量の生成物を単離するように選択し得る。例えば、いく
つかの実施形態において、反応器から排出される水性ストリームは、最初に気液分離プロ
セスに供され、ここで、蒸気は分離および凝縮され、それに続いて、高純度ならびに高い
経済性および効率を伴う高収率の生成物を達成するために液液分離プロセスに供されても
よい。いくつかの実施形態において、アノードとアノード電解質とを接触させるステップ
であって、アノード電解質が、金属イオンを含むステップと；アノードにおいて金属イオ
ンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるステップと；水性媒体中で、
不飽和または飽和炭化水素をより高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質と反応
させ、ハロゲン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物およびより低い酸化状態の
金属イオンを形成するステップと；気液分離プロセス、それに続く液液分離プロセスを使
用して、ハロゲン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物を分離および精製するス
テップとを含む、方法を提供する。
【０２３９】
　いくつかの実施形態において、金属イオンを含むアノード電解質と接触しており、金属
イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるように構成されているア
ノードを含むアノード室を含む電気化学的システムと；アノード室に動作可能に接続され
ており、かつ水性媒体中の不飽和炭化水素または飽和炭化水素とより高い酸化状態の金属
イオンを含むアノード電解質とを反応させて、ハロゲン化炭化水素を含む１種または複数
の有機化合物およびより低い酸化状態の金属イオンを形成するように構成されている反応
器と；水性媒体からハロゲン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物を分離および
精製するように構成されているセパレーターであって、限定されないが、反応分離反応器
システム、圧縮冷却システム、液液セパレーターシステム、気液セパレーターシステム、



(58) JP 2016-534098 A 2016.11.4

10

20

30

40

50

スクラビングシステム、精製サブプロセスシステム、またはこれらの組合せを含むセパレ
ーターとを含むシステムを提供する。いくつかの実施形態において、金属イオンを含むア
ノード電解質と接触しており、金属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと
酸化させるように構成されているアノードを含むアノード室を含む電気化学的システムと
；アノード室に動作可能に接続されており、かつ水性媒体中の不飽和炭化水素または飽和
炭化水素とより高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質とを反応させて、ハロゲ
ン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物およびより低い酸化状態の金属イオンを
形成するように構成されている反応器と；水性媒体からハロゲン化炭化水素を含む１種ま
たは複数の有機化合物を分離および精製するように構成されているセパレーターであって
、反応器に動作可能に接続されている気液セパレーターシステム、それに続く気液セパレ
ーターシステムに動作可能に接続されている液液セパレーターシステムを含むセパレータ
ーとを含むシステムを提供する。
【０２４０】
　上記のシステムのいくつかの実施形態において、不飽和炭化水素、飽和炭化水素、ハロ
ゲン化炭化水素、金属イオンなどは全て、本明細書において詳細に記載してきた。上記の
システムのいくつかの実施形態において、金属イオンは、銅であり、不飽和炭化水素は、
エチレンであり、有機化合物は、ＥＤＣを含む。上記のシステムのいくつかの実施形態に
おいて、システムは、上記のような反応分離反応器（例えば、蒸留反応器または抽出反応
器）、および／または本明細書において下記でさらに記載するような残留有機物セパレー
ター（ステップＣにおける吸着剤）をさらに含む。
【０２４１】
　ステップＢにおいて、蒸気相中の有機生成物はまた、回収されて反応器に戻され、リサ
イクルし得る炭化水素反応体、例えば、エチレンを含有し得る。反応器は、分離および精
製に別々に供し得る、蒸気ストリームおよび液体ストリームを含有する排出ストリームを
含有し得る。例えば、エチレン、水、ＥＤＣ、および揮発性副次的生成物を含有する蒸気
ストリームは、反応器から除去され、圧縮冷却プロセスをもたらすように構成されている
圧縮冷却システムＩに供給されてもよく、ここで蒸気ストリームは、ＥＤＣ、水、および
副次的生成物を液相として凝縮するために、反応器の圧力より高い圧力に圧縮され、それ
に続いて冷却（または逆の順序で、すなわち、冷却、それに続く圧縮）される。本明細書
において使用する「圧縮冷却プロセス」または「圧縮冷却システム」は、蒸気相を圧縮お
よび冷却し、これを凝縮し、液相を形成する任意のプロセスまたはシステムを含む。圧縮
圧力は、１５０～９００ｐｓｉｇの間、または２５０～８００ｐｓｉｇの間、または４０
０～６００ｐｓｉｇの間であり得る。冷却は、７５～２２５℃の間、または１００～２０
０℃の間、または１２５～１７５℃の間であり得る。相分離は、液相の分離を可能とし得
、これを精製サブプロセスシステムＩＶにさらに供給し得る。いくつかの実施形態におい
て、Ｉからの液相は、液液分離プロセスＩＩに供給し得る。次いで、低減した量のＥＤＣ
、水、および副次的生成物を含有するエチレンを、蒸気ストリームとしてリサイクルされ
て反応器に戻り得る。圧縮冷却システムは、蒸気ストリームの圧力を増加し、温度を低減
させる（または逆の順序）ように構成されている任意のシステムであり得る。単に例とし
て、蒸気相は、反応器圧力にて２５～３５℃まで冷却されてもよく、凝縮相は分離されて
もよく、次いで、相を圧縮して、失われた圧力を補い得る。
【０２４２】
　いくつかの実施形態において、反応器または気液セパレーターおよび／または圧縮冷却
セパレーターを離れる液体ストリームは、液液分離をもたらすように構成されている液液
セパレーターシステムＩＩに供給し得、ここで有機物が豊富な液体ストリームは、金属塩
含有水性ストリームから分離し得る。本明細書において使用する「液液セパレータープロ
セス」または「液液セパレーターシステム」は、水性液体から有機液体を部分的または完
全に分離する任意のプロセスまたはシステムを含む。このようなプロセスにおいて、相当
な量の有機物を除去し得る。いくつかの実施形態において、液液分離は、低揮発性を有し
、かつ典型的には気液分離によって容易に除去することができない化合物を除去するため
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に有用なツールであり得る。例えば、水の沸点より高い標準沸点を有するクロロエタノー
ル（ＣＥ）。限定されないが、液液セパレーターについての２つのオプションには、限定
されないが、反応器において形成された有機物が別の相に分離することを可能とするデカ
ンター；ならびにさらなる有機物（抽出剤）が液液分離に供給され、水への高親和性を有
する有機物の除去を助ける抽出ユニットが含まれる。デカンターにおいて、温度は、反応
器および電気化学セルの温度の間、すなわち、７０～１７５℃の間または９０～１５０℃
の間または１２０～１４０℃の間であり得る。抽出ユニット中に供給されるさらなる有機
物は、限定されないが、水相と分かれた相を形成すること、有機成分への高親和性、恐ら
く揮発性（沸点）の差異による低コストでの他の有機成分および水相からの分離可能性、
ならびに金属塩化物水溶液系との反応と比較して相対的に不活性であることを含めた必要
条件を有し得る。ＣＥは、水への高親和性を有する抽出剤の一例であり得る（水相中に残
存する傾向がある）。抽出剤の他の例には、限定されないが、酢酸エチル、任意のケトン
またはアルコール、ＥＤＣ、モノクロロ酢酸（ＭＣＡ）、ジクロロ酢酸（ＤＣＡ）、トリ
クロロ酢酸（ＴＣＡ）、４～１０個の炭素原子を有するアルカン、例えば、ヘプタンもし
くはヘキサン、４～１０個の炭素原子を有するシクロアルカン、例えば、シクロヘキサン
、またはこれらの組合せが含まれる。当該分野において公知の任意の抽出剤は、本明細書
において提供される抽出ユニットにおいて使用し得る。デカンターまたは抽出のいずれか
の場合において、有機相を除去して、精製サブプロセスＩＶに供給し、例えば、ＥＤＣお
よび副次的生成物に分離してもよく、水相は気液分離ユニットＩＩＩに任意選択で進み得
る。いくつかの実施形態において、金属イオンを含有する水相を電気化学的システムに直
接供給してもよく、またはスクラバーＩＶＡに供給してもよい。
【０２４３】
　本明細書において使用する「気液セパレータープロセス」または「気液セパレーターシ
ステム」は、蒸気ストリームとして揮発性成分を液体ストリームから分離する任意のプロ
セスまたはシステムを含む。いくつかの実施形態において、反応器からの液相を、気液セ
パレーターシステムに直接供給する。気液分離システムＩＩＩは、蒸留カラムまたはフラ
ッシュドラム（単一段階蒸留）のいずれかであり得る。フラッシュドラムにおいて、揮発
性成分、例えば、ＥＤＣは、蒸気ストリームとして容器を離れ得る。残りの液相は、液体
ストリームとして有機不純物分離に進み得る。水および溶存塩に加えて、この液体ストリ
ームは、残留する有機物を含有し得る。フラッシュユニットは、０．５～２０ａｔｍの間
または１～５ａｔｍの間の圧力および７０～１７５℃の間の温度にて動作する。蒸留カラ
ムはフラッシュドラムと同様であり得るが、複数の段階ならびにカラムの上部において冷
却器およびカラムの底面においてリボイラーを提供して、水相におけるより大きな有機物
除去効率およびおそらくより高い水の保持をもたらし得る。カラムのための構造には、限
定されないが、精留カラム（上部における冷却器および底面におけるリボイラーなし）、
冷却器およびリボイラーの両方を有するカラム、ならびにリボイラーのみを有するストリ
ッピングカラムが含まれる。カラムは、０．５～２０ａｔｍの間の圧力で動作し得る。い
くつかの実施形態において、蒸留カラムは、供給物の上のみに充填物／トレーを有する精
留カラム；供給物の下のみに充填物／トレーを有するストリッピングカラム；供給物の上
および下に充填物／トレーを有するカラムであり得る。
【０２４４】
　上記のようなプロセス分離および精製ステップならびに対応するシステムの様々な組合
せは、合わせてもよい。例えば、液液分離ステップにおける抽出は、気液分離ステップに
おける蒸留と合わせてもよく、液液分離ステップにおける抽出は、気液分離ステップにお
けるフラッシュと合わせてもよく、液液分離ステップにおけるデカンターは、気液分離ス
テップにおける蒸留と合わせてもよく、または液液分離ステップにおけるデカンターは、
気液分離ステップにおけるフラッシュと合わせてもよい。いくつかの実施形態において、
液液分離ステップは省略され、反応器からの液体ストリームは、気液分離、例えば、フラ
ッシュまたは蒸留に直接供される。いくつかの実施形態において、液液分離ステップは、
液液分離ステップおよび気液分離ステップをフォローした後反復される。いくつかの実施
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形態において、ステップは、気液分離ステップが液液分離ステップに先行するように逆転
し得る。所与のプロセスにおいて、図９Ｂの各ステップは、分離する必要がある有機生成
物および不純物によって、プロセスにおいて２回以上反復し得る。上記の組合せのいずれ
かは、圧縮冷却ユニットと組み合わせてもよく、または組み合わせなくてもよい。さらに
、上記の組合せのいずれかは、上記の反応分離反応器と組み合わせてもよく、または組み
合わせなくてもよい。高純度の有機生成物および高効率の全体的プロセスを達成するため
に、本明細書に記載されている分離および精製システムの様々な組合せは、合わせること
ができ、このような実施形態の全ては十分に本発明の範囲内であることを理解すべきであ
る。
【０２４５】
　分離および精製システムまたはプロセスのいくつかの組合せを、下の表ＩＩに列挙する
。
【表２Ａ】

【０２４６】
　表ＩＩにおいて例示した反応器から排出されるストリームの分離および精製のための方
法およびシステムは、いずれの特定の順序でもなく、気液分離、それに続く液液分離、そ
れに続く圧縮冷却、または液液分離、それに続く気液分離、それに続く圧縮冷却、または
圧縮冷却、それに続く気液分離、それに続く液液分離、または気液分離、それに続く圧縮
冷却、それに続く液液分離などを含むことを理解すべきである。上記の方法およびシステ
ムのいずれかは、精製サブプロセスと任意選択で合わせてもよい。
【０２４７】
　上記のように、圧縮冷却プロセスＩ、液液分離プロセスＩＩおよび／または気液分離プ
ロセスＩＩＩから得た有機液相は、精製サブプロセスシステムにおける精製サブプロセス
ＩＶに供し得る。本明細書において使用される「精製サブプロセス」または「精製サブプ
ロセスシステム」は、有機生成物中の水分含有量をさらに低減させる任意のプロセスまた
はシステムを含む。例えば、精製サブプロセスにおいて、液相は、デカンター、脱水、蒸
留、またはこれらの組合せに供し得る。任意選択で、脱水および蒸留を繰り返して、最適
な結果を得てもよい。脱水および蒸留の順序はまた変化し得る。例えば、液相は、最初に
蒸留し、それに続いて脱水および第２の蒸留を行い得るか、または脱水－蒸留－蒸留－脱
水、または脱水－蒸留－蒸留、または蒸留－蒸留－脱水などを行い得る。脱水プロセスに
よって液相から水を実質的に除去してもよく、蒸留によって他の副次的生成物から有機物
、例えば、ＥＤＣを除去し得る。脱水は、限定されないが、分子篩などのソーベントを使
用して行い得る。蒸留は、例えば、蒸留カラムにおいて行い得る。デカンターは、上記で
説明してきた。
【０２４８】
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　いくつかの実施形態において、圧縮冷却プロセスＩ、液液分離プロセスＩＩおよび／ま
たは気液分離プロセスＩＩＩから得た有機液相を、精製サブプロセスＩＶに任意選択で供
する前に、スクラビングプロセスＩＶＡに供し得る。本明細書において使用される「スク
ラビングプロセス」または「スクラビングシステム」は、アルカリといくらかの有機副次
的生成物との反応、および生成物の分離をもたらす、またはもたらすように構成されてい
る任意のプロセスまたはシステムを含む。単に例として、スクラバーは、限定されないが
、いくつかの有機副次的生成物と反応して、容易に分離可能であり得る他の生成物を形成
するように構成されている水酸化物、例えば、単に例として、カセイ（ＮａＯＨ）などの
アルカリを含有する、カラムまたはタンク、または１つもしくは複数のカラムを有するカ
ラムの集まりであり得る。いくつかの実施形態において、水酸化ナトリウムは、システム
の電気化学セルのカソード室から得る。例えば、エチレンからのＥＤＣの形成の間に形成
されるクロロアセトアルデヒドは、カセイで処理して、ギ酸ナトリウムおよび／または限
定されないが、塩化メチル、ジクロロメタン、クロロホルムなどのクロロメタンを形成し
得る。スクラバーからのストリームは、副次的生成物除去カラムに供給し得、ここで限定
されないが、クロロエタノール、ギ酸ナトリウムなどのより重い不純物は、底面生成物と
して離れ得る。カラムにおけるオーバーヘッドは、カラムにおいてさらに分画され、不純
物、例えば、クロロメタンを除去し得る。分画カラムの液相は、液液セパレーターユニッ
トＩＩ、例えば、デカンターに再び供給し、例えば、ＥＤＣが豊富な相を除去してもよく
、これは精製サブプロセスユニットＩＶに送ってもよい。
【０２４９】
　ハロゲン化炭化水素が、８０％超、または９０％超、または９５％超、または８０～９
９％の間、または８０～９９．９％の間の収率で分離される限り、圧縮冷却プロセス／シ
ステムＩ、液液分離プロセス／システムＩＩ、気液分離プロセス／システムＩＩＩ、スク
ラビングプロセス／システムＩＶＡおよび／または精製サブプロセス／システムＩＶの任
意の数の組合せを、生成物の分離および精製において用い得る。いくつかの実施形態にお
いて、様々なシステムの組合せは、８０％超、または９０％超、または９５％超、または
８０～９９％の間、または８０～９９．９％の間の生成物の純度をもたらす。いくつかの
実施形態において、様々なシステムの組合せは、０．１％未満または１％未満の有機化合
物、または０．００１％～１％の間の有機化合物を有する水相または金属イオン溶液をも
たらす。いくつかの実施形態において、金属イオン溶液は、再循環されて電気化学的シス
テムに戻る。
【０２５０】
　図９Ａに例示するように、ステップＢの後はステップＣであり、ここでいくつかの実施
形態において、水性媒体中の金属イオンからの残留有機生成物の分離は、吸着剤を使用し
て行われる。いくつかの実施形態において、ステップＣは省略してもよく、ステップＢか
らの水性媒体は電気化学セルに直接進み得る。
【０２５１】
　「吸着剤」は、本明細書において使用する場合、有機化合物に対して高親和性、および
金属イオンに対して親和性を有さないまたは非常に低い親和性を有する化合物を含む。い
くつかの実施形態において、吸着剤は、金属イオンに対する非親和性または低親和性に加
えて、水に対して親和性を有さないか、または非常に低い親和性を有する。したがって、
吸着剤は、有機物を吸着するが、金属イオンおよび水をはじく疎水性化合物であり得る。
「有機物」または「有機化合物」または「有機生成物」は、本明細書において使用する場
合、その中に炭素を有する任意の化合物を含む。
【０２５２】
　いくつかの実施形態において、上記の方法は、限定されないが、活性炭、アルミナ、活
性シリカ、ポリマーなどの吸着剤を使用し、金属イオン溶液から有機生成物を除去するス
テップを含む。これらの吸着剤は市販されている。方法において使用することができる活
性炭の例には、限定されないが、粉末状活性炭、顆粒状活性炭、押出し活性炭、ビーズ状
活性炭素、含浸炭、ポリマーコーティング炭素、炭素布などが含まれる。本明細書におい
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て吸着剤との関連において使用される「吸着剤ポリマー」または「ポリマー」は、有機化
合物に対して高親和性を有するが、金属イオンおよび水に対して親和性を有さないか、ま
たは低親和性を有するポリマーを含む。吸着剤として使用することができるポリマーの例
には、限定されないが、ポリオレフィンが含まれる。本明細書において使用する「ポリオ
レフィン」または「ポリアルケン」は、モノマーとしてオレフィン（またはアルケン）か
ら生成されるポリマーを含む。オレフィンまたはアルケンは、脂肪族化合物または芳香族
化合物であり得る。例には、限定されないが、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチ
レン、ポリメチルペンテン、ポリブテン－１、ポリオレフィンエラストマー、ポリイソブ
チレン、エチレンプロピレンゴム、ポリメチルアクリレート、ポリ（メチルメタクリレー
ト）、ポリ（イソブチルメタクリレート）などが含まれる。
【０２５３】
　いくつかの実施形態において、本明細書において使用される吸着剤は、金属イオン、有
機化合物、および水を含有する水性媒体から９０重量／重量％超の有機化合物；９５重量
／重量％超の有機化合物；または９９重量／重量％超；または９９．９９重量／重量％超
の有機化合物；または９９．９９９重量／重量％超の有機化合物を吸着する。いくつかの
実施形態において、本明細書において使用される吸着剤は、金属イオン、有機化合物、お
よび水を含有する水性媒体から２重量／重量％未満の金属イオン；または１重量／重量％
未満の金属イオン；または０．１重量／重量％未満の金属イオン；または０．０１重量／
重量％未満の金属イオン；または０．００１重量／重量％未満の金属イオンを吸着する。
いくつかの実施形態において、本明細書において使用される吸着剤は、水性媒体から金属
イオンを吸着しない。
【０２５４】
　いくつかの実施形態において、吸着剤を通過させた後に得られる水性媒体、および／ま
たは本明細書において提供する分離／精製システムを使用した（かつ再循環されて電気化
学セルに戻された）後に得られる水性媒体は、１０００ｐｐｍ未満または８００ｐｐｍ未
満または５００ｐｐｍ未満または２５０ｐｐｍ未満または１００ｐｐｍ未満、または５０
ｐｐｍ未満、または１０ｐｐｍ未満、または１ｐｐｍ未満の有機化合物を含有する。
【０２５５】
　吸着剤は、商業的に利用可能な任意の形状および形態で使用し得る。例えば、いくつか
の方法およびシステムの実施形態において、吸着剤は、粉末、プレート、メッシュ、ビー
ズ、布、繊維、ピル、フレーク、ブロックなどである。いくつかの方法およびシステムの
実施形態において、吸着剤は、床、充填カラムなどの形態である。いくつかの方法および
システムの実施形態において、吸着剤は、充填吸着剤材料の一連の床またはカラムの形態
であり得る。例えば、いくつかの方法およびシステムの実施形態において、吸着剤は、活
性炭粉末、ポリスチレンビーズまたはポリスチレン粉末を含有する充填カラム（並列また
は直列にアレンジ）の１つまたは複数である。
【０２５６】
　いくつかの方法およびシステムの実施形態において、吸着剤は、限定されないが、不活
性液（例えば、水）によるパージ、化学的条件、例えば、ｐＨの変化、温度の上昇、分圧
の低減、濃度の低減、限定されないが、＞１００℃での蒸気、窒素ガス、アルゴンガス、
または空気によるパージなどの高温での不活性ガスによるパージなどを含めた様々な脱着
技術を使用することによって、有機生成物の吸着後に再生される（図９ＡのステップＥ）
。いくつかの実施形態において、アノード電解質を不飽和または飽和炭化水素との反応の
ために反応器に送る前に、電気化学セルシステムから排出されるアノード電解質（アノー
ド電解質に進入する金属イオン溶液より高い濃度のより高い酸化状態の金属イオンを有す
る）を使用して、吸着剤または吸着カラムを再生し得る。吸着剤の再生のためのアノード
電解質の使用は、プロセスのために必要とされる外部液の量を低減し得、それによってプ
ロセスの全体的な経済性に有利に影響を与える。再生プロセスにおけるアノード電解質の
使用はまた、下記のような全プロセスの熱の統合において援助し得る。
【０２５７】
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　いくつかの方法およびシステムの実施形態において、吸着剤は、脱着プロセスの後に処
分、燃焼、または廃棄し得る。いくつかの方法およびシステムの実施形態において、吸着
剤は、脱着後に吸着プロセスにおいて再使用される。いくつかの方法およびシステムの実
施形態において、吸着剤は、廃棄される前に複数の吸着および再生サイクルにおいて再使
用される。いくつかの方法およびシステムの実施形態において、吸着剤は、廃棄される前
に１つ、２つ、３つ、４つ、５つ、またはそれ超の吸着および再生サイクルにおいて再使
用される。
【０２５８】
　いくつかの実施形態において、図９Ｂの液液分離プロセス／システムＩＩの間のデカン
ターにおける有機生成物および不純物の除去は、吸着物逆洗／再生が反応器に再び供給さ
れることを可能とし、水／塩のバランスを維持し、いずれかの喪失を回避する。
【０２５９】
　いくつかの実施形態において、本明細書に記載されている電気化学セルシステム、反応
器、および分離／精製システムはまた、システムの熱効率および経済性を増加させるため
に熱交換システムと統合し得る。本明細書において使用される「熱交換プロセス」または
「熱交換システム」は、プロセスのストリームの加熱または冷却をもたらす、またはもた
らすように構成されているプロセスまたはシステムを含む。システムの間に使用されるよ
り少ない量の外部熱は、プロセスのエネルギー負荷または電気消費を低下させるため有益
である。熱効率はまた、プロセスを環境にやさしいものとし得、プロセスの間に発生した
環境により配慮した化学物質がもたらされる。
【０２６０】
　本明細書に記載されている方法およびシステムのいくつかの実施形態において、電気化
学的システムの平均温度（したがって、金属イオンを有する進入および排出アノード電解
質の温度）は、５５～１０５℃の間、または６５～１００℃の間、または７０～９５℃の
間、または８０～９５℃の間、または７０～８５℃の間、または７０℃、または８０℃、
または８５℃、または９０℃である。いくつかの実施形態において、反応器の平均温度（
したがって、反応器への進入アノード電解質およびエチレンガス、ならびにハロゲン化炭
化水素を含む１種または複数の有機化合物および金属イオンを含有する反応器からの排出
水溶液）は、１３５～１８０℃の間、または１３５～１７５℃の間、または１４０～１８
０℃の間、または１４０～１７０℃の間、または１４０～１６０℃の間、または１５０～
１８０℃の間、または１５０～１７０℃の間、または１５０～１６０℃の間、または１５
５～１６５℃の間、または１４０℃、または１５０℃、または１６０℃、または１７０℃
である。電気化学的システムおよび反応器の間の熱勾配は、プロセスの間の電気化学的シ
ステムおよび反応器システムに進入およびこれから排出するストリームの間の１つまたは
複数の熱交換を可能とし、それによってプロセスまたはシステムの全体的な熱必要量を低
減させる。電気化学的プロセスおよび反応器プロセスの間の温度勾配に加えて、プロセス
の熱力学的必要量によって、プロセスの様々なステップの間に熱が放出されるか、または
吸収され得る。これはプロセスの間により熱いまたはより冷たいストリームをもたらし得
、この熱は、プロセスの間に交換されて、プロセスの間に必要とされる全体的な外部熱を
低減し得る。
【０２６１】
　いくつかの実施形態において、全体的プロセスが自己持続可能であり、さらなる熱源を
必要としなくてもよいように、本明細書に記載されている電気化学セルシステム、反応器
、および分離／精製システムは、熱交換システムを介して接続されている。いくつかの実
施形態において、プロセスの全体的な熱交換は、生成された有機生成物１トン当たり、１
トン以下の蒸気または０．７トン以下の蒸気または０．５トン以下の蒸気が必要とされる
ようなものである。例えば、いくつかの実施形態において、プロセスの全体的な熱の統合
は、生成される１トンのＥＤＣ当たり、１トン以下の蒸気または０．７トン以下の蒸気ま
たは０．５トン以下の蒸気が必要とされるようなものである。プロセス全体におけるスト
リームは、１つのシステムからのストリームが、温度の必要条件によって他のシステムの
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ストリームを加熱または冷却し得るように統合し得る。
【０２６２】
　したがって、いくつかの実施形態において、アノードとアノード電解質とを接触させる
ステップであって、アノード電解質が、金属イオンを含むステップと、アノードにおいて
金属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるステップと、水性媒
体中で、より高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質と不飽和または飽和炭化水
素とを反応させて、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化
合物およびより低い酸化状態の金属イオンを形成するステップと、ハロゲン化またはスル
ホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物を分離および精製するステップと、プ
ロセスの進入および排出ストリームの間の１つまたは複数の熱交換を統合するステップと
を含む方法を提供する。いくつかの実施形態において、アノードとアノード電解質とを接
触させるステップであって、アノード電解質が、金属イオンを含むステップと、アノード
において金属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるステップと
、水性媒体中で、より高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質と不飽和または飽
和炭化水素とを反応させて、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数
の有機化合物およびより低い酸化状態の金属イオンを形成するステップと、限定されない
が、圧縮冷却プロセス、液液分離プロセス、気液分離プロセス、スクラビングプロセス、
精製サブプロセス、およびこれらの組合せを含めたプロセスを使用して、ハロゲン化また
はスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物を分離および精製するステップ
と、プロセスの進入および排出ストリームの間の１つまたは複数の熱交換を統合するステ
ップとを含む方法を提供する。
【０２６３】
　いくつかの実施形態において、上記のプロセスの進入および排出ストリームには、限定
されないが、アノード電解質、不飽和もしくは飽和炭化水素、より低いおよびより高い酸
化状態の金属イオンを含む水性媒体、蒸気、水、またはこれらの組合せが含まれる。いく
つかの実施形態において、プロセスの進入および排出ストリームの間の１つまたは複数の
熱交換は、電気化学的プロセスからの排出アノード電解質とハロゲン化炭化水素を含む１
種または複数の有機化合物および金属イオンを含む反応器からの排出水性媒体との間の熱
交換を含む。上記の実施形態のいくつかの実施形態において、プロセスの進入および排出
ストリームの間の１つまたは複数の熱交換の統合は、外部熱の必要量を、生成される１ト
ンの有機化合物／生成物当たり１トン未満の蒸気に低減させる。例えば、上記の実施形態
のいくつかの実施形態において、プロセスの進入および排出ストリームの間の１つまたは
複数の熱交換の統合は、外部熱の必要量を、生成される１トンのＥＤＣ当たり１トン未満
の蒸気に低減させる。プロセスの進入および排出ストリームの間の１つまたは複数の熱交
換の様々な例は、本明細書の下記に記載されている。
【０２６４】
　上記の方法のいくつかの実施形態において、方法は、より低い酸化状態の金属イオンお
よびより高い酸化状態の金属イオンを含む水性媒体を再循環させてアノード電解質に戻す
ステップをさらに含む。上記の方法のいくつかの実施形態において、不飽和炭化水素、飽
和炭化水素、ハロゲン化炭化水素、金属イオンなどは全て、本明細書において詳細に記載
してきた。上記の方法のいくつかの実施形態において、金属イオンは、銅であり、不飽和
炭化水素は、エチレンであり、有機化合物は、ＥＤＣを含む。上記の方法のいくつかの実
施形態において、方法は、上記のような反応分離、および／または本明細書において下記
でさらに記載するような残留有機物分離（ステップＣにおける吸着剤）をさらに含む。
【０２６５】
　いくつかの実施形態において、金属イオンを含むアノード電解質と接触しており、金属
イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるように構成されているア
ノードと；アノード室に動作可能に接続されており、かつ水性媒体中の不飽和炭化水素ま
たは飽和炭化水素とより高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質との反応を引き
起こして、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物およ
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びより低い酸化状態の金属イオンを形成するように構成されている反応器と；ハロゲン化
またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物を分離および精製するよう
に構成されているセパレーターと；システムの進入および排出ストリームの間の熱交換（
複数可）をもたらすように構成されている１つまたは複数の熱交換ユニットとを含むシス
テムを提供する。いくつかの実施形態において、金属イオンを含むアノード電解質と接触
しており、金属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるように構
成されているアノードと；アノード室に動作可能に接続されており、かつ水性媒体中の不
飽和炭化水素または飽和炭化水素とより高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質
との反応を引き起こして、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数の
有機化合物およびより低い酸化状態の金属イオンを形成するように構成されている反応器
と；限定されないが、圧縮冷却システム、液液セパレーターシステム、気液セパレーター
システム、スクラビングシステム、精製サブプロセスシステム、およびこれらの組合せを
含めたシステムを使用して、ハロゲン化またはスルホン化炭化水素を含む１種または複数
の有機化合物を分離および精製するように構成されているセパレーターと；システムの進
入および排出ストリームの間の熱交換（複数可）をもたらすように構成されている１つま
たは複数の熱交換ユニットとを含むシステムを提供する。上記の実施形態のいくつかの実
施形態において、１つまたは複数の熱交換ユニットは、アノード電解質、不飽和もしくは
飽和炭化水素、より低い酸化状態およびより高い酸化状態の金属イオンを含む水性媒体、
蒸気、水、またはこれらの組合せの間で熱を交換するように構成されている。
【０２６６】
　いくつかの実施形態において、システムの進入および排出ストリームの間の１つまたは
複数の熱交換ユニットは、電気化学的システムからの排出アノード電解質と、ハロゲン化
炭化水素を含む１種または複数の有機化合物および金属イオンを含む反応器からの排出水
性媒体との間の熱交換ユニットを含む。上記の実施形態のいくつかの実施形態において、
システムの進入および排出ストリームの間の１つまたは複数の熱交換ユニットは、外部熱
の必要量を、生成される１トンの有機化合物／生成物当たり１トン未満の蒸気に低減させ
る。例えば、上記の実施形態のいくつかの実施形態において、システムの進入および排出
ストリームの間の１つまたは複数の熱交換ユニットは、外部熱の必要量を、生成される１
トンのＥＤＣ当たり１トン未満の蒸気に低減させる。システムの進入および排出ストリー
ムの間の１つまたは複数の熱交換ユニットの様々な例は、本明細書の下記に記載されてい
る。
【０２６７】
　上記のシステムのいくつかの実施形態において、不飽和炭化水素、飽和炭化水素、ハロ
ゲン化炭化水素、金属イオンなどは全て、本明細書において詳細に記載してきた。上記の
システムのいくつかの実施形態において、金属イオンは、銅であり、不飽和炭化水素は、
エチレンであり、有機化合物は、ＥＤＣを含む。上記のシステムのいくつかの実施形態に
おいて、システムは、上記のような反応分離反応器（例えば、蒸留反応器または抽出反応
器）、および／または本明細書において下記でさらに記載するような残留有機物セパレー
ター（ステップＣにおける吸着剤）をさらに含む。
【０２６８】
　熱交換システムは、ストリームの間で熱を交換するように構成されている任意のユニッ
トでよい。熱交換ユニットは、熱交換が起こり得るように、２つのストリームを壁によっ
て分離されたチューブ内で互いに向流的に通過させる二重壁の中空チューブ、パイプまた
はタンクであり得る。いくつかの実施形態において、チューブは、ストリームが、１つの
主要なチューブ内のいくつかの中空チューブを通って向流的に流れるように、１つまたは
複数のより小さなチューブを含み得る。チューブまたはパイプの材料は、チタンから作製
されたものなど腐食耐性であり得る。いくつかの実施形態において、チューブを通過する
ストリームに依存して、内側のチューブはチタンでできており、外側のチューブはそうで
はなく、またはその逆である。単に例として、金属イオンを含有する電気化学的システム
からのストリームは、腐食耐性材料を必要とし得るが、熱水を運ぶチューブは腐食耐性で
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ある必要がないかもしれない。
【０２６９】
　限定されないが、システムの進入および排出ストリームの間の１つまたは複数の熱交換
ユニットのいくつかの例は、本明細書に記載の通りである。触媒作用反応器の排出される
より熱いストリームを使用して、電気化学的システムから排出される相対的により冷たい
ストリームを加熱し（かつそれ自体を冷却し）得る一方、電気化学的システムおよび反応
器システムからの両方の排出される熱いストリームを使用して、本発明の分離／精製シス
テムにおけるエチレンガスおよび／または蒸留カラムまたは他のカラムを加熱することが
できる。同様に、エチレンガスを使用して、システムにおける蒸留カラムの冷却器部分を
冷却し得る。別の熱いストリームの例は、電気化学的システムのカソード室において発生
した水酸化ナトリウム溶液であり、これを、反応器に進入するエチレンガスを加熱するた
め、気液分離システムの蒸留装置に進入する溶液を加熱するため、スクラバーシステムの
分別蒸留カラムを加熱するため、またはこれらの組合せのために使用し得る。いくつかの
実施形態において、冷水は、蒸留カラムの冷却器部分を冷却するなどストリームを冷却す
るために必要であり得る。いくつかの実施形態において、蒸気はストリームを加熱するた
めに必要であり得るが、上で述べたように、システムまたはプロセスにおいて生成された
有機生成物１トン当たり１トン以下の蒸気が必要であり得る。
【０２７０】
　限定されないが、電気化学セル、反応器、限定されないが、液液分離ＩＩ（図９Ｂにお
けるような）、気液分離ＩＩＩ、スクラビングＩＶＡ、精製サブプロセスＩＶ、吸着剤、
および熱交換ユニットを含めた分離および精製システムを含めた本発明のシステムおよび
方法の例示的な例は、図９Ｃにおいて例示する通りである。図９Ｃは、単なる例示目的で
あり、不飽和炭化水素の一例としてエチレンを示すことを理解すべきである。このプロセ
スは、本明細書に記載のような任意の不飽和または飽和炭化水素に適用し得る。さらに、
図に示す成分はまた例示の目的のみのためである。システムの順序および／またはいくつ
かのシステムの追加もしくは除去における変化を含めたこのような分離／精製システムお
よび熱交換ユニットの多くの変動は、プロセスに適用可能であり、全ては十分に本発明の
範囲内である。
【０２７１】
　図９Ｃに示されているように、塩化ナトリウム１および水２は、ＣｕＣｌの豊富な水溶
液３１のリサイクルされたストリームと共に、電気化学的プロセスに供給され、水酸化ナ
トリウム水溶液３および水素ガス５を５５～１０５℃の間、または６５～１００℃の間、
または７０～９５℃の間、または８０～９５℃の間、または７０～８５℃の間、または７
０℃、または８０℃、または８５℃、または９０℃のセル温度にて生成し得る。熱い水酸
化ナトリウム溶液は、限定されないが、エチレンなどの他のストリーム、または蒸留カラ
ムを加熱するための熱交換器において利用し得る熱を有する。
【０２７２】
　電気化学セルのアノード室において、ストリーム３１中のＣｕＣｌを、ＣｕＣｌ２に変
換する。ＣｕＣｌ２ストリームを、熱交換器ＨＸ０３において温め、反応器流出液１５と
熱を交換し得る。ＣｕＣｌ２ストリームは、反応器に進入するための最適な温度を達成す
るために一連の熱交換ユニットによって温め得る。いくつかの実施形態において、ＣｕＣ
ｌ２ストリームを使用して、ＣｕＣｌ２ストリームを床に通過させることによって用済み
の吸着床を再生し得るが、これによって床から有機物（例えば、他の副次的生成物と共に
二塩化エチレンおよびクロロエタノール）をストリップし得る。ＣｕＣｌ２ストリームは
次いで熱交換器を通って反応器（図には示さず）にポンピングし得る。この熱いストリー
ム１０は、蒸気により任意選択で加熱され（さらなる加熱が必要とされる場合）、ＥＤＣ
生成反応器に供給し得る。エチレンは、ストリーム１２として、プロセスに供給される。
この冷たいストリーム１２は、反応器温度に到達するために熱を必要とし、プロセスにお
ける他の場所で冷却を提供するために使用することができる。ストリーム１２の加熱は、
ＮａＯＨ３またはＥＤＣ生成物２９を冷却するためにこれを使用することによって達成す
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ることができる。いくつかの実施形態において、エチレンは、蒸気を使用してさらに加熱
し得る。
【０２７３】
　ＨＸ０３における熱交換に続いて、１種または複数の有機化合物および金属イオンを含
有するより冷たい反応器流出液１５を、デカンターを使用して液液分離プロセスに供し得
、ここで有機相が１８として除去される。水相１９を気液分離プロセスに供してもよく、
蒸留カラムを通過させてもよく、ここで有機物は、オーバーヘッドストリームにおいてス
トリップされ、塩含有水性ストリーム３０を吸着カラムに通し、ここで有機物含量は、ス
トリーム３１として電気化学セルに戻る前にさらに還元し得る。
【０２７４】
　デカンターからの有機相１８および有機物ストリッパーオーバーヘッドからの有機相２
０は、スクラバー、例えば、カセイスクラバー２１に供給してもよく、ここでは、ＮａＯ
Ｈは、副次的生成物、限定されないが、クロロアセトアルデヒドなどと反応して、生成物
、例えば、ギ酸ナトリウム水溶液およびクロロメタン（例えば、塩化メチル、ジクロロメ
タン、クロロホルム）を生成し得る。水酸化ナトリウム以外の任意の化学物質を、所望の
反応に依存して、およびまた有機生成物に依存して使用し得ることを理解すべきである。
カセイスクラバーの生成物は、副次的生成物除去カラムに供給してもよく、ここでは、限
定されないが、クロロエタノールおよびギ酸ナトリウムなどのより重い不純物は、底面生
成物２３として離れ得る。次いで、このスクラビングシステム（スクラバーおよび副次的
生成物除去カラム）からのオーバーヘッド２４は、蒸留カラム、デカンターおよび脱水カ
ラムを含む精製サブプロセスシステムに送り得る。
【０２７５】
　いくつかの実施形態において、スクラバーは、フラッシュ蒸留（気液分離）で置き換え
てもよく、ここでは有機物は焼却によって除去され、水相は副次的生成物除去カラムに送
られる。
【０２７６】
　オーバーヘッド２４は、蒸留カラム中で分画されてもよく、クロロメタンを含有するオ
ーバーヘッド２５がもたらされ、これは焼却されるか、または製品として販売し得る。カ
ラムの底面であるストリーム２６は、デカンターに供給し得るが、ここで２重量％未満の
水を含有するＥＤＣの豊富な相２８を取り出し得る。このＥＤＣ相は、乾燥床上で脱水に
供され、実質的に純粋なＥＤＣ２９を形成し得る。乾燥床は、例えば、分子篩であり得る
。水２７は、いくらかのＥＤＣを含有するかもしれないので、副次的生成物除去カラムに
再び供給してもよく、水は処理のためにストリーム２３と共に最終的に離れ、ＥＤＣはオ
ーバーヘッド２４において大部分が回収される。いくつかの実施形態において、水２７は
、さらに焼却される残りの副次的生成物から水を除去する膜または活性炭素床に送っても
よい。
【０２７７】
　この図は、ＥＤＣを形成するエチレン反応のストリームおよび成分を例示する一方、他
の分離および精製システム、さらなる熱交換ユニット、ならびにストリームの他の流入お
よび流出を含めたこの図からの変動は全て十分に本発明の範囲内である。
【０２７８】
　図９Ａを再び参照すると、ステップＣの後はステップＤであり、ここでいくつかの実施
形態において、より低い酸化状態の金属イオンを有する金属塩を、より高い酸化状態の金
属イオンを有する金属塩から分離する。いくつかの実施形態において、ステップＢからの
水性媒体が、電気化学セルに入る前にステップＣを進んでもよいか、またはしなくてもよ
いように、ステップＤは省略し得る。本明細書に記載のように、有機生成物の分離の後の
金属塩溶液を、より低い酸化状態からより高い酸化状態への金属イオンの酸化のために電
気化学セルに戻す。より低い酸化状態の金属イオンおよびより高い酸化状態の金属イオン
の所望の濃度および／または比は、電気化学的システムにおいて反応器システムにおける
ものと異なることを出願人らは予想外におよび驚いたことに見出した。単に例として、よ
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り低い電圧が、より高い濃度のより低い酸化状態の金属イオン、例えば、高いＣｕ（Ｉ）
濃度を伴う電気化学的システム作動について観察され、そしてより高選択性が、より高い
濃度のより高い酸化状態の金属イオン、例えば、より高いＣｕ（ＩＩ）濃度を伴う反応器
システム作動について観察される。したがって、いくつかの実施形態において、より高い
酸化状態の金属イオンは、より低い酸化状態の金属を主に含有する金属イオン溶液を電気
化学的システムに供給する前に、より低い酸化状態の金属イオンから部分的または完全に
分離し得る。図９Ａに例示するように、金属溶液が反応器システムに供給される前に、電
気化学的システムからの金属溶液に、より高い酸化状態のさらなる金属イオンを補充し得
る。
【０２７９】
　したがって、いくつかの実施形態において、アノードとアノード電解質とを接触させる
ステップであって、アノード電解質が、金属イオンを含むステップと、アノードにおいて
金属イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるステップと、水性媒
体中で、不飽和または飽和炭化水素をより高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解
質と反応させ、ハロゲン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物およびより低い酸
化状態の金属イオンを形成するステップと、より低い酸化状態の金属イオンを含む水性媒
体を循環させてアノード電解質に戻す前に、より高い酸化状態の金属イオンからより低い
酸化状態の金属イオンを分離するステップとを含む方法を提供する。上記の方法のいくつ
かの実施形態において、循環されてアノード電解質に戻る水性媒体は、実質的により低い
酸化状態の金属イオンのみを含み、より高い酸化状態の金属イオンは存在しないか、また
は非常に低濃度（３Ｍ未満、または２Ｍ未満、または１Ｍ未満または０．５Ｍ未満）のよ
り高い酸化状態の金属イオンを含む。上記の方法のいくつかの実施形態において、不飽和
炭化水素、飽和炭化水素、ハロゲン化炭化水素、金属イオンなどは全て、本明細書におい
て詳細に記載してきた。上記の方法のいくつかの実施形態において、金属イオンは、銅で
あり、不飽和炭化水素は、エチレンであり、有機化合物は、ＥＤＣを含む。上記の方法の
いくつかの実施形態において、方法は、上記のような反応分離、および／または上記のよ
うな残留有機物分離（ステップＣ）をさらに含む。上記の方法のいくつかの実施形態にお
いて、方法は、限定されないが、圧縮冷却プロセス、液液分離、気液分離、およびこれら
の組合せを含めたプロセスを使用して、ハロゲン化炭化水素を含む１種または複数の有機
化合物を分離および精製するステップ（ステップＢ）をさらに含む。
【０２８０】
　いくつかの実施形態において、金属イオンを含むアノード電解質と接触しており、金属
イオンをより低い酸化状態からより高い酸化状態へと酸化させるように構成されているア
ノードと；アノード室に動作可能に接続されており、かつ水性媒体中の不飽和炭化水素ま
たは飽和炭化水素とより高い酸化状態の金属イオンを含むアノード電解質との反応を引き
起こして、ハロゲン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物およびより低い酸化状
態の金属イオンを形成するように構成されている反応器と；より低い酸化状態の金属イオ
ンを含む水性媒体を循環させてアノード電解質に戻す前に、より高い酸化状態の金属イオ
ンからより低い酸化状態の金属イオンを分離するように構成されている金属セパレーター
とを含むシステムを提供する。上記のシステムのいくつかの実施形態において、循環され
てアノード電解質に戻る水性媒体が、実質的により低い酸化状態の金属イオンのみを含み
、より高い酸化状態の金属イオンは存在しないか、または非常に低い濃度（３Ｍ未満、ま
たは２Ｍ未満、または１Ｍ未満または０．５Ｍ未満）のより高い酸化状態の金属イオンを
含むように、金属セパレーターは金属イオンを分離するように構成されている。上記のシ
ステムのいくつかの実施形態において、不飽和炭化水素、飽和炭化水素、ハロゲン化炭化
水素、金属イオンなどは全て、本明細書において詳細に記載してきた。上記のシステムの
いくつかの実施形態において、金属イオンは、銅であり、不飽和炭化水素は、エチレンで
あり、有機化合物は、ＥＤＣを含む。上記のシステムのいくつかの実施形態において、シ
ステムは、上記のような反応分離反応器、および／または本明細書において下記でさらに
記載するような残留有機物セパレーター（吸着剤）をさらに含む。上記のシステムのいく
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つかの実施形態において、システムは、限定されないが、圧縮冷却システム、液液セパレ
ーター、気液セパレーター、およびこれらの組合せを含めたシステムを使用して、ハロゲ
ン化炭化水素を含む１種または複数の有機化合物を分離および精製するように構成されて
いるセパレーターをさらに含む。
【０２８１】
　金属分離または金属セパレーターシステムには、限定されないが、沈殿、ナノ濾過、速
度論的溶解、またはこれらの組合せが含まれ得る。いくつかの実施形態において、金属イ
オンは、沈殿技術によって分離される。本明細書において提供する方法およびシステムに
おいて、電気化学セルは反応器より低い温度にて作動する。したがって、反応器から排出
する金属溶液は、電気化学的システム中に供給される前に、冷却する必要があり得る。い
くつかの実施形態において、金属溶液の冷却は、金属イオンの沈殿をもたらし得る。より
低い酸化状態の金属イオンおよびより高い酸化状態の金属イオンの間の溶解度の差異によ
って、２つの異なる酸化状態の金属イオンは分離し得る。単に例として、Ｃｕ（Ｉ）／Ｃ
ｕ（ＩＩ）溶液系において、反応器は、約１５０℃にて動作し得、一方、電気化学的シス
テムは、非常により低い温度、例えば、約７０℃にて動作し得る。したがって、銅溶液は
、電気化学セル中に供給する前に冷却する必要がある。銅溶液の冷却は、Ｃｕ（Ｉ）塩と
比較して、Ｃｕ（ＩＩ）塩の沈殿をもたらしたことが観察された（下記の実施例６に記載
した実験）。このように得られたＣｕ（Ｉ）塩溶液は、電気化学セル中に供給し得る。Ｃ
ｕ（ＩＩ）を含有する固体を使用して、電気化学セルから排出し、反応器に進入する金属
溶液を補充し得る。
【０２８２】
　いくつかの実施形態において、金属イオンは、ナノ濾過によって分離される。ナノ濾過
（ＮＦ）は、逆浸透についての圧力差よりかなりより小さくあり得る圧力差下での膜を通
した拡散を使用する膜濾過プロセスである。ＮＦ膜は、中性ｐＨにて負の電荷で僅かに帯
電している表面を有し得る。この表面電荷は、膜の輸送機序および分離特性において役割
を果たし得る。単に例として、Ｓｔｅｒｌｉｔｅｃｈ　ＣＦ０４２膜セルは、実験室規模
のクロスフロー濾過ユニットである。このユニットにおいて、四角形のＮＦ膜の単一のピ
ースはセルのベースに設置され、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）支持膜は、透
過液担体として使用される。典型的な動作において、供給物ストリームは、供給物容器か
らセル底面上に位置している供給物入口にポンピングされる。流れはマニフォールドを進
み、膜空洞中に入る。空洞中に入ると、溶液は、膜表面に亘り接線方向に流れる。溶液の
一部分は膜を透過し、セルの上部上に位置している透過液担体を通って流れる。透過液は
、セル本体上部の中央に流れ、マニフォールドにおいて集められ、次いで、透過液出口接
続部から収集容器中に流れる。膜によって拒絶された材料を含有する濃縮物ストリームは
、膜上を移動し続け、次いで、濃縮物チューブから流れて供給物容器中に戻る。他のＮＦ
膜の例は、限定されないが、Ｄｏｗ　ＮＦ（中性）、Ｄｏｗ　ＮＦ９０（中性）、Ｄｏｗ
　ＮＦ２７０（中性）、ＴｒｉＳｅｐ　ＸＮ４５（中性）、Ｋｏｃｈ　ＨＦＭ－１８３（
正に帯電している）、Ｋｏｃｈ　ＨＦＰ－７０７（負に帯電している）、ＣＥＭ２０３０
、ＦＡＡ１３０、およびＦＡＳ１３０を含む。
【０２８３】
　いくつかの実施形態において、金属イオンは、速度論的または一過性溶解技術によって
分離される。この技術において、溶解の異なる反応速度を有する金属イオンを分離するこ
とができる。例えば、Ｃｕ（ＩＩ）は、Ｃｕ（Ｉ）より速く溶解する。本明細書に記載さ
れている実施例７は、これらの溶解の反応速度を使用したＣｕ（ＩＩ）からのＣｕ（Ｉ）
の分離を例示する。
【０２８４】
　いくつかの実施形態において、本発明のシステムにおける反応器および／またはセパレ
ーター成分は、反応器中に導入される炭化水素の量、反応器中に導入されるアノード電解
質の量、セパレーター中への有機物および金属イオンを含有する水性媒体の量、吸着剤上
の吸着時間、反応器およびセパレーターにおける温度および圧力条件、反応器およびセパ
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レーターへのならびにこれらからの流量、セパレーターにおける吸着剤のための再生時間
、水性媒体が電気化学セルに戻る時間および流量などを制御するように構成されている制
御ステーションを含み得る。
【０２８５】
　制御ステーションは、手動で、機械的にまたはデジタル処理で制御される一組のバルブ
またはマルチバルブシステムを含み得、あるいは任意の他の好都合な流れレギュレーター
プロトコルを用い得る。場合によって、制御ステーションは、上記のような量および条件
を制御するインプットおよびアウトプットパラメーターを使用者に提供するように構成さ
れているコンピュータインターフェース（レギュレーションはコンピュータ支援であるか
、またはコンピュータによって完全に制御されている）を含み得る。
【０２８６】
　本発明の方法およびシステムはまた、エチレンガスの流れまたは水性媒体中の金属イオ
ンの濃度または水性媒体中の有機物の濃度などをモニタリングするために構成されている
１つまたは複数の検出器を含み得る。モニタリングには、限定されないが、水性媒体およ
びガスの圧力、温度および組成についてのデータを集めることが含まれてもよい。検出器
は、モニターするように構成されている任意の好都合な装置、例えば、圧力センサー（例
えば、電磁圧力センサー、電位差圧力センサーなど）、温度サンサー（抵抗温度検出器、
熱電対、気体温度計、サーミスター、高温計、赤外線センサーなど）、容量センサー（例
えば、地球物理学的回折断層撮影法、Ｘ線断層撮影法、水中音響サベーヤーなど）、なら
びに水性媒体またはガスの化学的構成を決定するための装置（例えば、ＩＲ分光計、ＮＭ
Ｒ分光計、紫外可視分光光度計、高速液体クロマトグラフ、誘導結合プラズマ発光分光計
、誘導結合プラズマ質量分析計、イオンクロマトグラフ、Ｘ線回折計、ガスクロマトグラ
フ、ガスクロマトグラフィー質量分析計、フローインジェクション分析、シンチレーショ
ンカウンター、酸滴定、およびフレーム放射分光計など）であり得る。
【０２８７】
　いくつかの実施形態において、検出器はまた、使用者に水性媒体、金属イオンおよび／
または有機物についての集めたデータを提供するように構成されているコンピュータイン
ターフェースを含み得る。例えば、検出器は、水性媒体、金属イオンおよび／または有機
物の濃度を決定してもよく、コンピュータインターフェースは、長期に亘る水性媒体、金
属イオンおよび／または有機物内の組成の変化のサマリーを提供し得る。いくつかの実施
形態において、サマリーは、コンピュータ可読データファイルとして保管してもよく、ま
たは使用者可読書類としてプリントアウトしてもよい。
【０２８８】
　いくつかの実施形態において、検出器は、水性媒体、金属イオンおよび／または有機物
についてのリアルタイムデータ（例えば、内部圧力、温度など）を集めることができるよ
うなモニタリング装置であり得る。他の実施形態において、検出器は、規則的な間隔で、
水性媒体、金属イオンおよび／または有機物のパラメーターを決定し、例えば、１分毎、
５分毎、１０分毎、３０分毎、６０分毎、１００分毎、２００分毎、５００分毎、または
他の何らかの間隔で組成を決定するように構成されている１つまたは複数の検出器であり
得る。
【０２８９】
　以下の実施例を、本発明をいかに作製し使用するかの完全な開示と説明を当業者に提供
するために示すが、これらは、本発明者らが本発明者らの発明とみなすものの範囲を限定
するものではなく、また、以下の実験が全てであるか、または実施した唯一の実験である
ことを表そうとするものでもない。本明細書で説明したものに加えて、本発明の種々の改
変形態が、上記説明および添付の図面から当業者に明らかになろう。そうした改変形態は
添付の特許請求の範囲に包含される。用いた数字（例えば、量、温度等）に関して正確さ
を確実にしようと努力をしてきたが、いくらかの実験誤差および偏差があるものと斟酌さ
れるべきである。別段の指定のない限り、部は重量部であり、分子量は重量平均分子量で
あり、温度は摂氏温度であり、圧力は大気圧またはその近傍である。
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【０２９０】
　実施例などにおいて、略語は以下の意味を有する。
【表３Ａ】

【実施例】
【０２９１】
　（実施例１）
　不飽和炭化水素からのハロ炭化水素の形成
　塩化銅を用いたエチレンからのＥＤＣの形成



(72) JP 2016-534098 A 2016.11.4

10

20

30

40

50

　この実験は、塩化第二銅を用いたエチレンからの二塩化エチレン（ＥＤＣ）の生成を対
象とする。実験は耐圧容器中で実施した。耐圧容器は、触媒、すなわち塩化第二銅溶液を
含む外側ジャケット、および塩化第二銅溶液中にエチレンガスをバブリングするための入
口を備えた。反応物の濃度は以下の表１に示す通りであった。耐圧容器を１６０℃に加熱
し、実験中、エチレンガスを３００ｐｓｉで３０分～１時間、２００ｍＬの溶液を含む容
器中に通した。容器を４℃に冷却し、次いで排気し開放した。溶液中で形成された生成物
を酢酸エチルで抽出し、次いで分液漏斗で分離した。ＥＤＣを含む酢酸エチル抽出物をガ
スクロマトグラフィー（ＧＣ）に供した。
【表１】

【０２９２】
　塩化銅を用いたプロピレンからのジクロロプロパンの形成
　この実験は、塩化第二銅を用いたプロピレンからの１，２－ジクロロプロパン（ＤＣＰ
）の生成を対象とする。実験は耐圧容器中で実施した。耐圧容器は、触媒、すなわち塩化
第二銅溶液を含む外側ジャケット、および塩化第二銅溶液中にプロピレンガスをバブリン
グするための入口を備えた。５Ｍ　ＣｕＣｌ２、０．５Ｍ　ＣｕＣｌ、１Ｍ　ＮａＣｌお
よび０．０３Ｍ　ＨＣｌの１５０ｍＬ溶液を、４５０ｍＬの撹拌式グラスライニング耐圧
容器に入れた。閉じた容器をＮ２でパージした後、１６０℃に加熱した。この温度に達し
た後、プロピレンを容器に加えて、圧力を、大部分が水蒸気による自圧から１３０ｐｓｉ
ｇの圧力まで上昇させた。１５分間後、さらなるプロピレンを加えて、圧力を１２０ｐｓ
ｉｇから１４０ｐｓｉｇへ上昇させた。さらに１５分後、圧力は１３５ｐｓｉｇであった
。この時点で、反応器を１４℃に冷却し、減圧して開放した。酢酸エチルを用いて反応器
部品を濯ぎ、次いで抽出溶媒として使用した。生成物をガスクロマトグラフィーで分析し
た。これは、酢酸エチル相中に回収された０．２０３ｇの１，２－ジクロロプロパンを示
した。
　（実施例２）
電気化学反応の低電圧
【０２９３】
　この実施例は、波形アノードおよびＰＫ膜が電気化学セルにおいて使用されたときの、
電気化学反応の低電圧を例示する。４０ｃｍ２の活性領域の研究室セル上のセル構造は、
コーティングされたＴｉメッシュアノード、白金族金属触媒コーティングを有するＮｉフ
ライネットメッシュカソード、ＦＡＡ－３－ＰＫ－３０アニオン交換膜（ＦｕＭＡ－Ｔｅ
ｃｈ）、およびＮ２０３０カチオン交換膜（Ｄｕｐｏｎｔ）と架橋されたＴｉをベースと
する波状のものであった。セル条件は、４．５ＭのＣｕＣｌ２、１．５ＭのＣｕＣｌ、２
．５ＭのＮａＣｌからなるアノード液、ｐＨ２での３００ｇ／ＮａＣｌのブライン供給物
、および３０重量％の水酸化ナトリウムのカソード液であった。セルの動作温度は、９０
℃であった。電気化学反応についての作動時間は３０分であった。これらの条件によって
、３ｋＡ／ｍ２にて２．３５Ｖのセル電圧が達成された。
　（実施例３）
吸着剤上への有機物の吸着
【０２９４】
　この実験において、異なる吸着剤を使用した金属水溶液からの有機物の吸着を試験した
。試験した吸着剤は、活性炭（Ａｌｄｒｉｃｈ、２０～６０メッシュ）、ペレット化ＰＭ
ＭＡ（（ポリ（メタクリル酸メチル）、ＧＰＣによって平均Ｍｗ約１２０，０００、Ａｌ
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約１３０，０００、Ａｌｄｒｉｃｈ）（ＰＭＭＡとＰＢＭＡとの両方が、図１０において
ＰＸＭＡとして示される）および架橋ＰＳ（Ｄｏｗｅｘ　Ｏｐｔｉｐｏｒｅ（登録商標）
Ｌ－４９３、Ａｌｄｒｉｃｈ）であった。ＰＳ（Ｄｏｗｅｘ　Ｏｐｔｉｐｏｒｅ（登録商
標）Ｌ－４９３、Ａｌｄｒｉｃｈ）は、１１００ｍ２／ｇの表面積、４．６ｎｍの平均細
孔直径、および５００ｇ／ビーズの平均粉砕強度を有する２０～５０メッシュビーズであ
った。
【０２９５】
　２０ｍＬのねじ蓋バイアルにおいて静的吸着実験を行った。４ＭのＣｕＣｌ２（Ｈ２Ｏ
）２、１ＭのＣｕＣｌ、および２ＭのＮａＣｌを含有する水性ストック溶液を、少量の二
塩化エチレン（ＥＤＣ）、クロロエタノール（ＣＥ）、ジクロロアセトアルデヒド（ＤＣ
Ａ）およびトリクロロアセトアルデヒド（ＴＣＡ）でドープした。水溶液を１ｍＬのＥｔ
ＯＡｃで抽出し、ＥｔＯＡｃ抽出液の有機物濃度を分析することによって、溶液の有機物
含量を分析した。６ｍＬのストック溶液を、図１０において例示するグラフにおいて示す
ように特定の時間、異なる量の吸着剤材料と共に９０℃にて撹拌した。濾過後、処理した
水溶液の有機物含量を、抽出および有機相のＧＣＭＳ分析によって分析した。吸着剤材料
の量が増加すると共に、有機物含量の低減の増加が達成されたことが観察された。最も高
い低減は架橋ＰＳで観察された。
【０２９６】
　この実験において、吸着剤の再生能力を、所与の吸着材料（Ｄｏｗｅｘ　Ｏｐｔｉｐｏ
ｒｅ（登録商標）４９５－Ｌ）上にＣｕ含有溶液からの有機物を繰り返し吸着させ、材料
を冷水および熱水で洗浄し、材料を乾燥させ、次いで、再び吸着のために洗浄した材料を
使用することによって試験した。実験の結果を、図１１に例示する。２回目の再生の後で
さえ吸着性能は、未使用材料と非常に類似であったことが観察された。Ｄｏｗｅｘ材料に
よる有機物吸着の後のＣｕ濃度の紫外線（ＵＶ）測定は、有意な変化を示さなかったこと
がまた観察された。未使用材料では、全体的なＣｕ濃度の概ね１０％の低減が観察され、
再生された材料では、Ｃｕ濃度の１～２％のみの低減が観察された。これらの知見は、ポ
リマーの吸着材料の反復使用の利点の方角を指す。なぜなら、ポリマー材料は、複数の使
用サイクルの後でさえ、Ｃｕイオンの大部分を保持することなく銅イオン含有溶液から有
機物を吸着するからである。そのため吸着剤材料は、その吸着能力が消耗した後に再生す
ることができ、再生後、吸着剤材料は、吸着のために再使用することができる。
【０２９７】
　吸着および脱着のプロファイルおよび時間はパラメーター、例えば、流量、温度、カラ
ム寸法などによって影響を受け得ることが観察された。これらのパラメーターを使用して
、電気化学セルに進入する前に排出ストリームからの有機物の除去のための技術を最適化
することができる。
　（実施例４）
電気化学セルの腐食試験
【０２９８】
　高度に濃厚な塩化銅溶液中で９０℃および１６０℃にて広範囲の金属およびポリマーに
ついて腐食試験を行った（表２を参照されたい）。選択した材料を、５ｍｇ／ｍＬの二塩
化エチレン（ＥＤＣ）でまた試験した。１０日および１０００時間後に重量の変化を測定
した。これらの材料は全て、タンク材料、パイピング、熱交換器、ポンプ、反応器、セル
ハウジング、セルフレーム、電極、計器類、バルブ、およびプラント材料の全ての他の残
部における用途のための候補であった。
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【表２】

【０２９９】
　Ｔｉ　Ｇｒ．２は、上記の用途の多くのための主要な候補材料であることが見出された
。アノード分極試験を行い、試験環境における腐食度を推定した。チタンＧｒ．２作用極
、白金金網対電極、および飽和カロメル電極参照電極を有する標準的な３電極セルにおい
て動電位スイープを行った。腐食電位（Ｅｃｏｒｒ）は、４．５ＭのＣｕＣｌ２／２．５
ＭのＮａＣｌの溶液中で９０℃にてＳＨＥに対して０．９４Ｖであると決定した。電位を
０．５ｍＶ／ｓの速度で０．５５Ｖから１．２Ｖまでスキャンした。タフェル傾斜（β）
および抵抗（Ｒ）を、動電位スイープから生じさせたｌｏｇ（ｉ）に対するＶのプロット
から測定した。等式（１）を使用して、腐食度（ｉｃｏｒｒ）を＜０．５ｍｐｙ（１年あ
たりのミル数）であると計算したが、これは典型的には所与の動作条件において高安定性
であると考えられる。
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Ｒ＝βａβｃ／［２．３×ｉｃｏｒｒ×（βａ＋βｃ）］　等式（１）
　（実施例５）
電気化学セルにおけるＡＥＭの試験
【０３００】
　この研究において、ＦｕＭＡ－ＴｅｃｈのＦｕｍａｓｅｐシリーズからのアニオン交換
膜（ＡＥＭ）を試験した。選択したＡＥＭは、２０ｕｍ～１３０ｕｍの範囲の厚さならび
にポリエチレン（ＰＥＴ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ガラス繊維、およびポリエーテル
エーテルケトン（ＰＫ）を含めた異なる補強材を有するＦＡＳおよびＦＡＡ形態のもので
あった。厚み方向面積抵抗は、ＡＣインピーダンスを使用して測定した。試験セットアッ
プは、Ｐｔ箔電極および４．９１ｃｍ２の活性面積を有する２電極フロースルーセルであ
った。印加したＤＣ電流は、１ｍＡのＡＣ振幅を伴う５ｍＡであった。周波数掃引は、３
５ｋＨｚ～１０－３Ｈｚの間であった。試験溶液は、２５℃にて４０ｇ／ＬのＮａＣｌで
あった。結果を図１２に要約する。最小抵抗はＦＡＡ－ＰＰ－７５について見られた。抵
抗は、アイオノマー、補強材、厚さ、およびこれらの組合せの関数であることが観察され
た。
　（実施例６）
沈殿による金属塩の分離
【０３０１】
　この研究において、異なる酸化状態の金属塩を、沈殿技術を使用して分離した。溶液の
最初の組成は、０．９ＭのＣｕ（Ｉ）／４．５５ＭのＣｕ（ＩＩ）／ＸＭ（Ｘ＝１Ｍであ
る）、２．５Ｍおよび４Ｍの［ＮａＣｌ］であった。固体を秤量し、ビーカー中に入れた
。脱イオン水を加えて１００ｍｌ容量の溶液とし、次いでこれを９０℃に加熱した。３０
分の撹拌後、試料を滴定測定のために抜き出した（［Ｃｕ（ＩＩ）］および［総Ｃｕ］に
ついて）。次いで、熱い混合物を室温にて約４時間冷却させた。沈殿物が形成された後、
これらを残留する液体から濾過によって分離した。両方の材料（透過液体および濾過した
固体）を、Ｃｕ（Ｉ）／Ｃｕ（ＩＩ）／総Ｃｕの滴定測定を使用して分析し、沈殿／溶解
を使用したＣｕ（ＩＩ）からのＣｕ（Ｉ）の可能性な分離を評価した。
【０３０２】
　冷たい液体中のＣｕ（Ｉ）の濃度は、当初の熱い溶液におけるものと概ね同じであるこ
とが見出された。冷たい液体の絶対［Ｃｕ（ＩＩ）］濃度は、開始［Ｃｕ（ＩＩ）］より
約２５～３０％低かった。したがって、ＣｕＩ：ＣｕＩＩの比は、冷たい液体中で０．９
Ｍ／４．５Ｍから０．９Ｍ／３Ｍに増加した。固体濾液のＣｕ（Ｉ）：Ｃｕ（ＩＩ）比は
、冷たい液体より約２分の１に低く、熱いミックスより約１．５分の１に低いことが見出
され、すなわち、固体沈殿物中に非常により少ないＣｕ（Ｉ）が存在した。これらの結果
に基づいて、低温での固相からの液体分離、遠心分離または複数の濾過によって、Ｃｕ（
Ｉ）／Ｃｕ（ＩＩ）分離効率は改善することができることが観察された。
【０３０３】
　次のシリーズの実験において、３つの異なるＣｕ（Ｉ）／Ｃｕ（ＩＩ）／ＮａＣｌの１
００ｍｌの混合物を調製した（１Ｍ／３．５Ｍ／２．５Ｍ、１Ｍ／４．５Ｍ／２．５Ｍ、
および１Ｍ／５．５Ｍ／２．５Ｍ）。完全な溶解のために、混合物を徹底的に撹拌し、９
０℃にて加熱した。その後、４ｍｌの試料を各混合物から取り出し、滴定し、Ｃｕ（Ｉ）
およびＣｕ（ＩＩ）の濃度を決定した。約４時間冷却した後、３つの混合物全てを、部分
的に凝固させた。液相を単純な濾過によって固体から分離し、透過した液体および残留す
る固体の滴定を行った。
【０３０４】
　熱い溶液混合物および冷たい上清の両方中のＣｕ（Ｉ）の濃度は、概ね同じであったこ
とが観察されたが、これは全てのＣｕ（Ｉ）が液相中に留まったことを意味した。冷たい
上清中のＣｕ（ＩＩ）の濃度は、熱いミックス濃度から減少した（３．５Ｍから２．４Ｍ
、４．５Ｍから２．７Ｍ、および５．５Ｍから２．８Ｍにおいて最も大きな低下）。滴定
および外観（青色の結晶）の両方の結果によると、固体沈殿物は、可能ないくらかの低レ
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ルの不純物として存在し得る。この結果をＸＲＤによって確認した。
【０３０５】
　沈殿技術（加えた水に再溶解させた）によって得た金属の触媒性能（炭化水素と反応さ
せて、ハロゲン化炭化水素を形成する）の結果を試験した。触媒活性は、沈殿によって得
た結果ではなく、金属イオンによって得た触媒作用の結果と一致していることが見出され
た。溶液中に１．４６ｇの金属を有する試料を、反応器において窒素下で１６０℃にて６
０分間作動させ、２３０ＰＳＩの圧力にてエチレンで２００ＰＳＩまでｔ＝６０分で加圧
した。有機相を２ｍＬのＥｔＯＡｃで抽出した。結果は副次的生成物と共にＥＤＣ形成を
示した。
【０３０６】
　別の実験において、室温への冷却と比較して、金属溶液を、９０℃に冷却した。１Ｍ／
６．５Ｍ／２．５Ｍの混合物を、１５０℃に３０分間加熱して、平衡化し、次いで、温度
を９０℃に低下させ、ここで事前加熱した濾過シリンジを使用して、液体および固体を分
離した。次いで、このように得られた溶液を滴定した。固体試料中にＣｕ（Ｉ）は存在し
ないことが観察された。濾過後の液相の濃度は、約３Ｍの概ねのＣｕ（ＩＩ）濃度を伴っ
てＣｕ（Ｉ）が豊富であった。
　（実施例７）
速度論的溶解による金属塩の分離
【０３０７】
　この実験において、０．９Ｍ／４．５Ｍ／２．５ＭのＣｕ（Ｉ）／Ｃｕ（ＩＩ）／Ｎａ
Ｃｌの混合物を、ビーカーに入れた。水を２０℃にて１００ｍｌまで導入した。１分、３
分、５分および３０分後に１０ｍｌの試料を取り出した。Ｃｕ（Ｉ）の濃度は１分におい
て０に近く、３０分後に約０．３Ｍに上昇し、一方、Ｃｕ（ＩＩ）の濃度は１分において
１．２Ｍに近く、３０分後に約１．８Ｍに上昇したことが観察された。溶液の色の変化も
また、時間の関数として観察された。このように、Ｃｕ（Ｉ）：Ｃｕ（ＩＩ）の比は、時
間と共に増加したことが見出された。
　（実施例８）
電気化学セルの始動
【０３０８】
　電気化学セルの始動の間に、電流密度は、０から設計電流密度、例えば、３００ｍＡ／
ｃｍ２に増加する。より高い動作電流密度に達すると、アノード液を金属ハロゲン化物、
例えば、塩化銅を含むプロセス溶液に切り換える。通常、電気化学セルの始動溶液は、低
電流密度での金属、例えば、銅含有実体によるＡＥＭの汚れを回避することができる硫酸
ナトリウムであり得る。しかし、硫酸ナトリウム単独の使用は、アノードにおいて酸素の
発生をもたらすことが見出された。酸素は、アノード材料に対して有害であることが見出
された。この実験は、硫酸ナトリウムと一緒に硫酸第一鉄を使用することが、酸素の発生
を抑制し、低電圧をもたらしたことを示す。Ｆｅ（＋＋）＝０．１から飽和までの任意の
濃度を使用することができる。溶液を酸性化して、鉄が空気中の酸素によって酸化される
ことを防止し、Ｎａ２ＳＯ４を加えて、溶液の伝導率を改善させた。下記の表３は、硫酸
第一鉄を伴う実験、および硫酸第一鉄を伴わない実験のためのセル電圧および溶液組成を
提供する。
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　（実施例９）
反応器の構造および反応条件
【０３０９】
　反応器をセットアップして、ＥＤＣへのエチレンのハロゲン化を行った。約４．４～４
．６ＭのＣｕ（ＩＩ）Ｃｌ２、０．４～０．６ＭのＣｕ（Ｉ）Ｃｌ、２．２～２．３Ｍの
ＮａＣｌに対応する、約３８～４０重量％のＣｕＣｌ２、４．９～５．１重量％のＣｕＣ
ｌおよび８．５重量％のＮａＣｌを含有する金属水溶液（アノード液）を、反応器におけ
る反応のために使用した。金属溶液の密度を、コリオリメーターによって９０℃にて測定
した。金属溶液を非金属性タンクにおいて９０℃まで事前加熱し、１８０～１９５℃に設
定したオイルヒーターを通してエチレンで加圧した反応器中にポンピングした。触媒作用
反応器は、チタントリクル床反応器であった。反応器の寸法および充填材料を、下記の表
４において記載する。反応器における金属溶液（アノード液）の流量、ならびにこのよう
に得られた時間平均温度および圧力パラメーターをまた、表４において例示する。エチレ
ンを反応器中に供給し、定圧を保持した。金属溶液および生成物を含有する液相は、反応
器の底面における液体レベル制御バルブを通って反応器を離れ、これによって反応器の底
面における２～５リットルの液体レベルを確実にした。
【０３１０】
　金属溶液および生成物を含有する液相を、気液セパレーター（Ｖ－Ｌセパレーター）に
おいて１０～２０ｐｓｉｇに除圧させた。蒸気を取り出し、５℃に冷却することによって
別々に凝縮し、蒸気の凝縮物を液液セパレーター（デカンター）において集めた。手順は
また、最初にＶ－Ｌセパレーターにおける蒸気の冷却、それに続く減圧を代わりに含み得
ることを理解すべきである。ＥＤＣ生成物を、デカンターにおいて水相から分離した。デ
カンターからの水相は少量の生成物を含有しており、これを測定した。
【０３１１】
　Ｖ－Ｌセパレーター中の液相（蒸気を取り出した後）は、セパレーターの底面において
レベル制御バルブを通ってＶ－Ｌセパレーターを離れ、非金属性タンク中に集められた。
金属溶液は少量の生成物を含有しており、これを測定した。金属溶液は、反応器に進入す
る前に再循環されて最初の非金属性タンクに戻されることができる。
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【表４】

【０３１２】
　空時収率（ＳＴＹ）は、ＥＤＣ相中の集めた生成物の総量、ならびに水凝縮物相および
金属溶液中で測定した生成物によって決定した。生成物の総量を、標的条件での反応時間
ならびに充填床の直径および高さによって決定した充填反応器の名目容量で割った。
【０３１３】
　表４および図１３に例示するように、反応器の長さが増加し、または反応器の長さ／直
径の比が増加するにつれ、ＳＴＹは進行的に増加した。これは、反応器の長さまたは反応
器の長さ／直径の比と、ハロゲン化生成物のＳＴＹとの間の相関関係を示す。充填材料の
タイプ、および充填材料のサイズはまた、生成物のＳＴＹに影響を与えたことがまた観察
された（実験１および２または５および６）。したがって、限定されないが、反応器の長
さ、反応器の長さ／直径の比、充填材料のタイプ、充填材料のサイズ、またはこれらの組
合せを含めた反応器構造は、形成された生成物のＳＴＹに影響を与える。
　（実施例１０）
反応器構造および反応条件
【０３１４】
　反応器をセットアップして、ＥＤＣへのエチレンのハロゲン化を行った。約４～５．３
ＭのＣｕＣｌ２、０．５～１．２ＭのＣｕＣｌおよび２．２～２．５ＭのＮａＣｌに対応
する、約３９～４７重量％のＣｕＣｌ２、４．９～６．５重量％のＣｕＣｌおよび８～９
重量％のＮａＣｌを含有する金属水溶液（アノード液）を、反応器における反応のために
使用した。金属溶液の密度を、コリオリメーターによって９０℃にて測定した。各実験の
ために、金属溶液を非金属性タンクにおいて９０℃へと事前加熱し、１７５～１９５℃に
設定したオイルヒーターを通して、エチレンで加圧した反応器中にポンピングした。触媒
作用反応器は、反応器の入口および出口における温度プローブ、ならびに圧力プローブを
有するチタントリクル床反応器であった。反応器の寸法および使用した充填材料を、下記
の表５および６に記載する。金属溶液（アノード液）の流量、ならびに反応器におけるこ
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。エチレンを反応器に供給し、定圧を保持した。金属溶液および生成物を含有する液相は
、反応器の底面において液体レベル制御バルブを通って反応器を離れ、これによって反応
器の底面における２～５リットルの液体レベルを確実にした。
【０３１５】
　金属溶液および生成物を含有する反応器から排出される液相を、気液セパレーター（Ｖ
－Ｌセパレーター）において１０～２０ｐｓｉｇまで除圧した。５℃まで冷却することに
よって蒸気を除去し、別々に凝縮し、蒸気の凝縮物を液液セパレーター（デカンター）中
に集めた。ＥＤＣ生成物を、デカンターにおいて水相から分離した。水相は少量の生成物
を含有しており、これを測定した。
【０３１６】
　残りの金属溶液（蒸気を除去した後）は、セパレーターの底面におけるレベル制御バル
ブを通ってＶ－Ｌセパレーターを離れ、非金属性タンク中に集められた。金属溶液は少量
の生成物を含有しており、これを測定した。

【表５】
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【表６】

【０３１７】
　実験番号７および実験番号８は、２つの単一のパラメーター変化実験について記載する
。これらの実験において、反応器中へのエチレン流およびベントを通って出るエチレン流
を、定常条件下で２０～４０分の期間に亘り流量計で測定した。消費された総エチレンは
、定常条件下でのある期間に亘る、反応器中への総エチレン流からベントを通って出る総
エチレン流を減算することによって決定した。ＳＴＹは、モルでの消費されたエチレンの
総量を定常条件での期間および充填反応器の名目容量で除算することによって決定した。
【０３１８】
　表５に例示するように、実験番号７において、反応器の温度が上昇すると（全ての他の
パラメーターを一定に保持する）、エチレンの反応性またはエチレン消費は増加した。消
費されるエチレンの量が高いほど、形成されるＥＤＣの量は高いため、エチレンの消費は
ＥＤＣ生成物のＳＴＹと直接相関し得る。したがって、反応器の温度は、生成物のＳＴＹ
と直接相関している。全ての温度条件に亘り平均化した実験番号７における全作動の選択
性は、８６．６モル％であった（ＥＤＣモル／エチレンモル）。
【０３１９】
　表６においてまた例示するのは、エチレンの反応性またはエチレン消費に対する反応器
への金属溶液（アノード液）の流れの増加の効果である。反応器へのアノード液の流れが
増加するにつれ、エチレンの消費がまた増加したことが観察された。上で説明したように
、消費されるエチレンの量が高いほど、形成されるＥＤＣの量は高いため、エチレンの消
費はＥＤＣ生成物のＳＴＹと直接相関し得る。したがって、反応器へのアノード液の流れ
は、生成物のＳＴＹに直接相関する。全ての流れ条件に亘り平均化した実験番号８におけ
る全作動の選択性は、８５．６モル％であった（ＥＤＣモル／エチレンモル）。
　（実施例１１）
有機生成物の分離および精製
【０３２０】
　図１４は、反応器生成物ストリームから二塩化エチレンを回収する多段階蒸留カラムを
使用した反応器および分離スキームを例示する。Ｃｕ（Ｉ）ＣｌおよびＣｕ（ＩＩ）Ｃｌ

２の混合物を含有する銅水溶液（１）を、トリクル床反応器の上部に供給した。エチレン
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（２）を、反応器の底面および／または上部に供給した。反応器は、１／４’’セラミッ
クラシヒリングを充填した３’’スケジュール４０パイプ（遮蔽したセクション内、８．
５’高）で構成された。温度は銅供給物（１）を事前加熱することによって制御し、加圧
したエチレン（２）を供給することによって圧力を制御し、圧力セットポイントを維持し
た。銅溶液、反応器において生成されたＥＤＣ、および他の塩素化有機副次的生成物を含
有する反応器生成物（３）を、蒸留カラムの上部への供給によって開始する気液分離プロ
セスに供した。カラムの底面において銅溶液と接触しているコイル（リボイラー）を通し
て熱い油を循環させることによって、蒸気を蒸留カラムの底面において発生させた。カラ
ム（７）を離れる銅溶液の流量を制御して、溶液液体レベルをコイルより上に保持した。
カラムを上昇する蒸気と、カラムを下降する液体銅溶液との間の接触によって、銅溶液か
ら軽い成分（有機物）を蒸留液ストリーム（４）中に取り出した。蒸留液ストリームを冷
却器において凝縮および冷却し、分離容器中に流したが、ここで凝縮できない蒸気／ガス
を分離した。分離容器からの液体ストリームは、液液分離容器に流した。液液分離容器に
おいて、蒸留液を、２つの相である、生成物（６）として取り出される主にＥＤＣを含有
する重い有機相、およびカラムの上部にリサイクルするか、またはさらなるプロセシング
のために送ることができる軽い水相に分離した。
【０３２１】
　蒸留カラムは、３’’スケジュール４０パイプで構築され、３／８’’Ｉｎｔａｌｏｘ
セラミック充填物を含有する５’充填セクションを有した。蒸留カラムリボイラーへの熱
インプットの量は、加熱用油の流量ならびに入口および出口温度を測定することから計算
した。蒸留カラム中の圧力は、ベント（８）流量を制御することによって制御した。
【０３２２】
　実験１：図１４に記載した分離システムを、分離実験のために使用した。Ｃｕ（Ｉ）Ｃ
ｌおよびＣｕ（ＩＩ）Ｃｌ２の混合物を含有した２８０ｋｇ／時間の銅水溶液（１）を、
反応器の上部に供給した。供給温度は２．５時間の作動の間に１６５～１７４℃の間で変
化し、出口温度は対応して１５２～１６４℃であった。エチレンを圧力制御によって反応
器の底面に供給し、反応器圧力を２７０ｐｓｉｇに制御した。蒸留カラム圧力は１５ｐｓ
ｉｇに維持し、リボイラー温度は１２７℃であった。蒸留液水相（５）は、カラムにリサ
イクルせず、代わりに、ストリーム１におけるのと同じストリーム７中の銅濃度を維持す
るために、同じ質量割合での脱イオン水をカラムの上部に供給した。
【０３２３】
　ストリーム５および７の定期的試料を取り出し、そしてＥＤＣ、２－クロロエタノール
（chloroethnol）（ＣＥ）、モノクロロアセトアルデヒド（ＭＣＡ）、ジクロロアセトア
ルデヒド（dichloroacetalydehyde）（ＤＣＡ）、およびトリクロロアセトアルデヒド（
ＴＣＡ）についてガスクロマトグラフィーによって分析した。生成したＥＤＣ（６）の量
を測定した。
【０３２４】
　図１５は、作動に亘る底面ストリーム（７）および水性蒸留液ストリーム（５）中の上
記の成分の時間に対するリットル当たりのグラムでの濃度を例示する。上のグラフは、底
面ストリーム（７）における濃度を示し、下のグラフは、水性蒸留液ストリーム（５）に
おける濃度を示す。
【０３２５】
　表７は、蒸留液ストリーム（４）および底面ストリーム（７）を併用した実験の期間中
の各成分の総質量を示す。回収％の計算は、（蒸留液ストリームへの）蒸留カラムによる
各成分の回収／除去パーセントを示す。各成分の除去パーセントは、底面および蒸留液中
の合わせた質量に対する蒸留液中の成分質量として計算される。
【０３２６】
　ＥＤＣ、ＭＣＡ、ＤＣＡ、およびＴＣＡは、蒸留液中に完全に回収されたことが見出さ
れた。ＣＥについて、除去はより低かった。蒸留カラムのＡｓｐｅｎ　Ｐｌｕｓモデルは
、非常により高い除去パーセントがＣＥよりＭＣＡおよびＤＣＡについて予想されること



(82) JP 2016-534098 A 2016.11.4

10

20

30

40

50

を示す。したがって、底面ストリーム中のＤＣＡおよびＭＣＡは、蒸留カラムリボイラー
において反応するＣＥから生じ、カラムへの反応器供給物（３）から生じなかったことが
予測される。
【表７】

【０３２７】
　実験２：図１４に記載した分離システムを、分離実験のために使用した。この実験にお
いて、供給物温度は３．５時間の作動の間に１６７～１７１℃の間で変化し、出口温度は
対応して１５５～１６１℃であったこと以外は同様の条件を実験１として使用した。さら
なる例外は、蒸留液水相（５）をリサイクルしてカラムへ戻し、作動の終わりに液液分離
容器中の全ての水相を試料採取したことであった。ＥＤＣ、ＤＣＡおよびＴＣＡは、蒸留
液中に完全に回収されたことが観察された（表８）。ＣＥについて、除去は、水相がリサ
イクルされなかった前出の実施例より低かった。
【表８】

【０３２８】
　実験３：図１４に記載した分離システムを、僅かな修正を伴って分離実験のために使用
した。蒸留カラムを、単一段階フラッシュ蒸留容器と置き換えた。フラッシュのための熱
は、１５ｐｓｉｇに維持されたフラッシュ容器中にフラッシュした熱い加圧反応器ストリ
ーム（１５９℃、２７０ｐｓｉｇ）によって供給した。フラッシュ容器温度は、１１９℃
であった。使用された反応器は、同じ充填物を有する４’’スケジュール４０パイプで構
築された。
【０３２９】
　Ｃｕ（Ｉ）ＣｌおよびＣｕ（ＩＩ）Ｃｌ２の混合物を含有する１８０ｋｇ／時間の銅水
溶液（１）を、３０分の作動において反応器の上部に供給した。作動の最後の時間につい
て、流れは２６０Ｋｇ／時間に増加させた。２時間の作動の間の供給温度は１５９℃であ
り、出口温度は対応して１６１℃であった。エチレンを圧力制御によって反応器の底面に
供給し、反応器圧力を２７０ｐｓｉｇに制御した。フラッシュ容器圧力を、１５ｐｓｉｇ
に維持した。蒸留液水相（５）はリサイクルせず、カラムに戻さなかった。
【０３３０】
　ストリーム５および７の定期的試料を取り出し、ＥＤＣ、２－クロロエタノール（ＣＥ
）、モノクロロアセトアルデヒド（ＭＣＡ）、ジクロロアセトアルデヒド（ＤＣＡ）、お
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よびトリクロロアセトアルデヒド（ＴＣＡ）についてガスクロマトグラフィーによって分
析した。生成されたＥＤＣの量（６）を測定した。
【０３３１】
　図１６は、作動に亘る底面ストリーム（７）および水性蒸留液ストリーム（５）中の上
記の成分の時間に対するリットル当たりのグラムでの濃度を例示する。上のグラフは、底
面ストリーム（７）における濃度を示し、下のグラフは、水性蒸留液ストリーム（５）に
おける濃度を示す。
【０３３２】
　表９は、蒸留液ストリーム（４）および底面ストリーム（７）を併用した実験の期間に
ついての各成分の総質量を示す。各成分の除去パーセントは、底面および蒸留液中の合わ
せた質量に対する蒸留液中の成分質量として計算する。
【表９】

【０３３３】
　ＥＤＣおよびＣＥの除去は、蒸留カラムが使用された前出の実施例より低かったことが
観察された。底面ストリーム（７）中のＥＤＣ濃度は前出の実施例より高く、蒸留液（５
）中のＣＥ濃度はより低かったことを、また図１６において見ることができる。
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【図２】 【図３Ａ】
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【図４Ｂ】

【図５】 【図６】
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【図９Ａ】 【図９Ｂ】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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