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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蒸発によって蒸気の流れと液体の減損流とに分離可能な液体混合物の流れに対して使用
する方法であって、
　前記液体混合物流が蒸発されて、前記蒸気の流れおよび前記液体の減損流を生成する蒸
発ステップと、
　（ｉ）蒸気の流れが、蒸気から１つまたは複数の成分を発熱吸収するようになされたブ
ラインの流れに案内され、（ｉｉ）熱を除去して、少なくとも熱の流れ、および１つまた
は複数の成分内で濃縮されたブラインの流れを作り出す吸収ステップと、
　吸収ステップで除去された熱が伝達されて、蒸発ステップでの蒸発を推進させる熱伝達
ステップとを含み、
　前記蒸発を推進するための熱の伝達は、気体状態から液体状態への作動流体の相変化を
伴ない、
　前記吸収ステップでの熱の除去は、前記液体状態から前記気体状態への前記作動流体の
前記相変化を伴ない、
　前記液体状態では、前記作動流体は、重力、対流およびウィッキングの１つまたは複数
によってのみ流れ、
　前記気体状態では、前記作動流体は、拡散および対流の１つまたは複数によってのみ流
れる方法。
【請求項２】
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　蒸発によって蒸気の流れと液体の減損流とに分離可能な液体混合物の流れに対して使用
する装置であって、使用の際に、
　前記液体混合物が受けられ、前記蒸気の流れと前記液体の減損流とに分離される第１の
容積を画定し、
　第１の液体通路を画定し、これによって前記減損流が第１の容積から出て、
　蒸気通路を画定し、これによって前記蒸気の流れが第１の容積から出て、
　蒸気通路がつながる第２の容積を画定し、
　前記第２の容積内に少なくとも部分的に配置された熱および質量伝達装置を備え、前記
熱および質量伝達装置は、（ｉ）前記蒸気から１つまたは複数の成分を発熱吸収するよう
になされたブラインの流れを受け、（ｉｉ）前記ブラインの流れを蒸気に案内し、（ｉｉ
ｉ）前記第２の容積から熱を除去して、少なくとも熱の流れ、および１つまたは複数の成
分内で濃縮されたブラインの流れを作り出し、
　第２の液体通路を画定し、これによって前記１つまたは複数の成分内で濃縮されたブラ
インの流れが前記第２の容積から出て、
　前記分離を行なうために、前記第１の容積に熱の流れを伝達する熱移動装置を備えてい
る構造を備え、
　前記第１の容積への熱の伝達は、気体状態から液体状態への作動流体の相変化を伴ない
、前記第２の容積からの熱の除去は、前記液体状態から前記気体状態への前記作動流体の
相変化を伴ない、前記液体状態では、前記作動流体は、重力、対流およびウィッキングの
１つまたは複数によってのみ流れ、前記気体状態では、前記作動流体は、拡散および対流
の１つまたは複数によってのみ流れる装置。
【請求項３】
　前記熱移動装置および前記熱および質量伝達装置の一部が、１つまたは複数の熱パイプ
によって画定されており、前記１つまたは複数の熱パイプはそれぞれ、前記第２の容積内
に配置された熱受け部、および前記第１の容積内に配置された熱送達部を有し、前記熱伝
達を行なう、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１の容積内に配置された前記熱パイプのその部分が充填された蒸発カラムとして
使用の際に働き、前記第２の容積内に配置された前記熱パイプのその部分が充填された吸
収カラムとして使用の際に働くように、前記１つまたは複数の熱パイプが積み重ねられて
いる、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　使用の際、前記第１の容積から出る前記蒸気は、前記第１の容積に入る前記液体混合物
と実質的に気液平衡である、請求項２から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　使用の際、前記第１の容積から出る液体の前記減損流の温度は、前記第１の容積に入る
前記液体混合物の温度より低い、請求項２から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　使用の際、前記第１の容積内の圧力、および前記第１の容積に入る前記液体混合物の温
度は、前記第１の容積に伝達される熱のほぼ全てが、前記液体混合物の蒸発につながるよ
うになされている、請求項２から６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記構造はさらに、前記第２の容積からつながるベントを画定し、
　使用の際、前記蒸気の少なくともいくらかが前記第２の容積に吸収され、残りは前記ベ
ントを介して前記第２の容積から出る、請求項２から７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記熱および質量伝達装置によって生成される前記ブラインの流れを受け、
　前記蒸気から前記１つまたは複数の成分を発熱吸収するようになされた前記ブラインの
流れ、および
　製品流れを作り出す脱離装置をさらに備えた、請求項８に記載の装置。
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【請求項１０】
　使用の際、（ｉ）前記蒸気の残りを受け、（ｉｉ）希釈ブラインを作り出すために、前
記１つまたは複数の成分を発熱吸収するようになされたブラインの二次流れに前記蒸気の
残りを案内する二次吸収器をさらに備えている、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記脱離装置はさらに、前記希釈ブラインを受けることができ、さらに前記ブラインの
二次流れを作り出す、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　使用の際、前記第１の容積および第２の容積内の圧力が、大気圧と比べて小さくされ、
　前記少なくとも蒸気の大部分が前記第２の容積内に吸収され、
　真空ポンプが、前記装置から放出される前記蒸気の非濃縮物を提供する、請求項２から
１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１の容積が１つまたは複数の第１の空隙によって画定され、前記第２の容積が１
つまたは複数の第２の空隙によって画定される、請求項２から１２のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項１４】
　前記１つまたは複数の第１の空隙それぞれ、および前記１つまたは複数の第２の空隙そ
れぞれが、それぞれの容器によって画定され、
　配管は前記蒸気通路を画定する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記１つまたは複数の第１の空隙それぞれ、および前記１つまたは複数の第２の空隙そ
れぞれが、容器内で画定される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記容器の外部にある配管は蒸気通路を画定する、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　（ｉ）前記容器は前記１つまたは複数の第１の空隙および１つまたは複数の第２の空隙
を画定するために、隔壁によって区分化され、（ｉｉ）前記隔壁内に画定された１つまた
は複数の開口部は前記蒸気通路を画定する、請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　使用の際に、培養液の異化が連続して行われる機構と、
　連続して前記培養液の異化の流れを引き出し、引き出された培養液を作り出し、
　抑制剤を含有する流れおよび残りの流れを作り出すために、前記引き出された培養液か
ら異化作用抑制剤を取り除き、
　前記機構に前記残りの流れを戻すように前記機構に結合された、請求項９から１１のい
ずれか一項に記載の装置と
　を備えた培養液を使用するバイオプロダクト製造設備において、
　前記引き出された培養液が蒸発によって分離可能な液体混合物を画定し、
　前記残りの流れが、放出される液体の流れを画定し、
　前記抑制剤を含有する流れが、蒸気の流れを確定することを特徴とするバイオプロダク
ト製造設備。
【請求項１９】
　前記異化作用は発酵であり、前記抑制剤はアルコールである、請求項１８に記載の設備
。
【請求項２０】
　前記抑制剤を含有する流れは、前記培養液より高い濃度の抑制剤を有する、請求項１９
に記載の設備。
【請求項２１】
　使用の際、毒素の蓄積を防ぐために前記培養液のブリード流れが引き出され、前記ブリ
ード流れが一括して発酵される請求項２０に記載の設備と、
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　一括発酵の製品を受け取り、（ｉ）エタノールが実質的に取り除かれた全アルコール蒸
留廃液の流れ、および（ｉｉ）前記脱離装置に供給され分離されたエタノール内で濃縮さ
れたブラインを作り出す、請求項２から１０のいずれか一項に記載の装置との組合わせに
おいて、
　前記一括発酵の製品が、蒸発によって分離可能な液体混合物を決定し、
　前記全アルコール蒸留廃液の流れがデプリートされた液体の流れを決定し、
　エタノールに濃縮されたブラインが、１つまたは１つ以上の成分に強化されたブライン
の流れを決定することを特徴とする設備。
【請求項２２】
　使用の際、前記機構から引き出された前記培養液は、２８～３２℃の温度、および４～
１０％のエタノール濃度を有し、前記残りの流れは、前記引き出された流れより２～４℃
低い温度を有し、前記引き出された流れより２～６％低いエタノール濃度を有し、前記第
１の容積内の前記圧力は３０～１００トールである、請求項１９と２０とのいずれか一項
に記載の設備。
【請求項２３】
　使用の際、前記機構から引き出された前記培養液は、３０℃の温度、および７％のエタ
ノール濃度を有し、前記残りの流れは２８℃の温度、および２％のエタノール濃度を有し
、前記第１の容積内の前記圧力は３０トールである、請求項２２に記載の設備。
【請求項２４】
　前記熱パイプは軸と平行に配置されており、前記構造は前記軸に垂直に配向された水平
軸周りに旋回移動するようになされている、請求項３に記載の装置。
【請求項２５】
　使用の際に、前記培養液の異化が連続して行われる機構と、
　前記培養液の流れを連続して引き出し、引き出された培養液を生成し、
　抑制剤を含有する流れおよび残りの流れを作り出すために、前記引き出された培養液か
ら異化作用抑制剤を取り除き、
　前記機構に残りの流れを戻すように前記機構に結合された、請求項２から１７のいずれ
か一項に記載の装置と
　を備えた培養液を使用するバイオプロダクト製造設備において、
　前記引き出された培養液が、蒸発によって分離可能な液体混合物を画定し、
　前記残りの流れが、放出される液体の流れを画定し、
　前記抑制剤を含有する流れが、蒸気の流れを確定することを特徴とするバイオプロダク
ト製造設備。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に流体分離の分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　流体分離の分野では、プロセス蒸気の吸収、および間接的な熱の生成のために、ＬｉＢ
ｒブラインなどのブラインを利用することが知られている。また、ポンプを利用して熱搬
送流体を熱交換回路周りで循環させ、吸収器［ａｂｓｏｒｂｅｒ］によって生成された熱
を蒸発器［ｅｖａｐｏｒａｔｏｒ］またはボイラに搬送し、プロセス蒸気を生成すること
が知られている。
【発明の概要】
【０００３】
　蒸発によって蒸気の流れと液体の減損流［ｄｅｐｌｅｔｅｄ　ｆｌｏｗ］とに分離可能
な液体混合物の流れと共に使用する方法が、本発明の一態様を形成する。この方法は、前
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記液体混合物流の一部が蒸発されて、前記蒸気の流れおよび前記液体の減損流を生成する
蒸発ステップと、（ｉ）蒸気の流れが、蒸気から１つまたは複数の成分を発熱吸収するよ
うになされたブラインの流れに案内され、（ｉｉ）熱を除去して、少なくとも熱の流れ、
および１つまたは複数の成分内で濃縮されたブラインの流れを作り出す吸収ステップと、
吸収ステップで除去された熱が伝達されて、蒸発ステップでの蒸発を推進させる熱伝達ス
テップとを含んでいる。蒸発を推進するための熱の伝達は、気体状態から液体状態への作
動流体の相変化に関連している。吸収ステップでの熱の除去は、液体状態から気体状態へ
の作動流体の相変化を伴なう。液体状態では、作動流体は、重力、対流およびウィッキン
グ［ｗｉｃｋｉｎｇ］の１つまたは複数によってのみ流れる。
【０００４】
　気体状態では、作動流体は、拡散および対流の１つまたは複数によってのみ流れる。
【０００５】
　装置が本発明の別の態様を形成する。この装置は、蒸発によって蒸気の流れと液体の減
損流とに分離可能な液体混合物の流れと共に使用される。この装置は、使用の際に、以下
の構造を有する。すなわち、
・　前記液体混合物が受けられ、前記蒸気の流れと前記液体の減損流とに分離される第１
の容積（volume）を画定する。
・　第１の液体通路を画定し、これによって前記減損流が第１の容積から出る。
・　蒸気通路を画定し、これによって前記蒸気の流れが第１の容積から出る。
・　蒸気通路がつながる第２の容積を画定する。
・　第２の容積内に少なくとも部分的に配置された熱および質量伝達装置［ｈｅａｔ　ａ
ｎｄ　ｍａｓｓ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ａｐｐａｒａｔｕｓ］を備え、熱および質量伝達装
置は、（ｉ）蒸気から１つまたは複数の成分を発熱吸収するようになされたブラインの流
れを受け、（ｉｉ）ブラインの流れを蒸気に案内し、（ｉｉｉ）第２の容積から熱を除去
して、少なくとも熱の流れ、および１つまたは複数の成分内で濃縮されたブラインの流れ
を作り出す。
・　第２の液体通路を画定し、これによって１つまたは複数の成分内で濃縮されたブライ
ンの流れが第２の容積から出る。
・　前記分離を行なうために、第１の容積に熱の流れを伝達する熱移動装置［ｈｅａｔ　
ｍｏｖｅｍｅｎｔ　ａｐｐａｒａｔｕｓ］を備えている。
【０００６】
　この装置では、使用の際、第１の容積への熱の伝達は、気体状態から液体状態への作動
流体の相変化に関連している。第２の容積からの熱の除去は、液体状態から気体状態への
作動流体の相変化を伴なう。液体状態では、作動流体は、重力、対流およびウィッキング
の１つまたは複数によってのみ流れる。気体状態では、作動流体は、拡散および対流の１
つまたは複数によってのみ流れる。
【０００７】
　本発明の別の態様によれば、熱移動装置および熱および質量伝達装置の一部を１つまた
は複数の熱パイプによって画定することができ、前記１つまたは複数の熱パイプはそれぞ
れ、第２の容積内に配置された熱受け部、および第１の容積内に配置された熱送達部を有
し、前記熱伝達を行なう。
【０００８】
　本発明の別の態様によれば、第１の容積内に配置された熱パイプのその部分が充填され
た蒸発カラムとして使用の際に働き、第２の容積内に配置された熱パイプのその部分が充
填された吸収カラムとして使用の際に働くように、１つまたは複数の熱パイプを積み重ね
ることができる。
【０００９】
　本発明の別の態様によれば、使用の際、第１の容積から出る蒸気は、第１の容積に入る
液体混合物と実質的に気液平衡である可能性がある。
【００１０】



(6) JP 5947715 B2 2016.7.6

10

20

30

40

50

　本発明の別の態様によれば、使用の際、第１の容積から出る液体の減損流の温度は、第
１の容積に入る液体混合物の温度より低い可能性がある。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、使用の際、第１の容積内の圧力、および第１の容積に入る
液体混合物の温度は、第１の容積に伝達される熱のほぼ全てが、液体混合物の蒸発につな
がるようなものである可能性がある。
【００１２】
　本発明の別の態様によれば、構造はさらに、第２の容積からつながるベントを画定する
ことができ、使用の際、蒸気の少なくとも実質的な部分を第２の容積に吸収することがで
き、残りはベントを介して第２の容積から出る。
【００１３】
　本発明の別の態様によれば、装置はさらに、熱および質量伝達装置によって生成される
ブラインの流れを受け、蒸気から前記１つまたは複数の成分を発熱吸収するようになされ
たブラインの流れ、および製品流れを作り出す脱離装置を備えることができる。
【００１４】
　本発明の別の態様によれば、装置はさらに、使用の際、（ｉ）蒸気の残りを受け、（ｉ
ｉ）希釈ブラインを作り出すために、１つまたは複数の成分を発熱吸収するようになされ
たブラインの二次流れに蒸気の残りを案内する二次吸収器を備えることができる。
【００１５】
　本発明の別の態様によれば、脱離装置はさらに、希釈ブラインを受けることができ、さ
らにブラインの二次流れを作り出す。
【００１６】
　本発明の別の態様によれば、使用の際、第１の容積および第２の容積内の圧力を、大気
圧と比べて小さくすることができ、少なくとも蒸気の大部分を第２の容積内に吸収させる
ことができ、真空ポンプは、装置から放出される蒸気の非濃縮物を少なくとも提供するこ
とができる。
【００１７】
　本発明の別の態様によれば、第１の容積を１つまたは複数の第１の空隙によって画定す
ることができ、第２の容積を１つまたは複数の第２の空隙によって画定することができる
。
【００１８】
　本発明の別の態様によれば、１つまたは複数の第１の空隙それぞれ、および１つまたは
複数の第２の空隙それぞれを、それぞれの容器によって画定することができ、配管は蒸気
通路を画定することができる。
【００１９】
　本発明の別の態様によれば、１つまたは複数の第１の空隙それぞれ、および１つまたは
複数の第２の空隙それぞれを、容器内で画定することができる。
【００２０】
　本発明の別の態様によれば、容器の外部にある配管は蒸気通路を画定することができる
。
【００２１】
　本発明の別の態様によれば、容器は１つまたは複数の第１の空隙、および１つまたは複
数の第２の空隙を画定するために、隔壁［ｂｕｌｋｈｅａｄ］によって区分化することが
でき、隔壁内に画定された１つまたは複数の開口部は蒸気通路を画定することができる。
装置は、本発明の別の態様を形成するバイオプロダクト製造設備［ｂｉｏｐｒｏｄｕｃｔ
　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｆａｃｉｌｉｔｙ］の一部を形成することができる。設備は、
装置に加えて、使用の際に、培養液の異化が連続して行われる機構（arrangement）を備
えている。装置［ａｐｐａｒａｔｕｓ］は、連続して培養液［ｂｒｏｔｈ］の異化の流れ
を引き出し、抑制剤を含有する流れおよび残りの流れを作り出すために、引き出された培
養液から異化作用抑制剤を取り除き、機構に残りの流れを戻すように機構に結合されてい
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る。
【００２２】
　本発明の別の態様によれば、異化作用は発酵であってもよく、抑制剤はアルコールであ
ってもよい。
【００２３】
　本発明の別の態様によれば、抑制剤を含有する流れは、培養液より高い濃度の抑制剤を
有することができる。
【００２４】
　本発明の別の態様によれば、使用の際、毒素の蓄積を防ぐために培養液のブリード流れ
を引き出すことができ、ブリード流れを一括して発酵させることができ、設備はさらに、
一括発酵の製品を受け取り、（ｉ）エタノールが実質的に取り除かれた全アルコール蒸留
廃液［ｗｈｏｌｅ　ｓｔｉｌｌａｇｅ］の流れ、および（ｉｉ）脱離装置に供給され分離
されたエタノール内で濃縮されたブラインを作り出す、別の装置を備えることができる。
【００２５】
　本発明の別の態様によれば、使用の際、機構から引き出された培養液は、約２８～３２
℃の温度、および約４～１０％のエタノール濃度を有することができ、残りの流れは、引
き出された流れより約２～４℃低い温度を有し、引き出された流れより約２～６％低いエ
タノール濃度を有することができ、第１の容積内の圧力は約３０～１００トールである可
能性がある。
【００２６】
　本発明の別の態様によれば、使用の際、機構から引き出された培養液は、約３０℃の温
度、および約７％のエタノール濃度を有することができ、残りの流れは約２８℃の温度、
および約２％のエタノール濃度を有することができ、第１の容積内の圧力は約３０トール
である可能性がある。
【００２７】
　本発明の別の態様によれば、熱パイプを共通軸と平行に配置することができ、構造は共
通軸に垂直に配向された水平軸周りに旋回移動するようにすることができる。
【００２８】
　本発明の装置は、本発明のさらに別の態様によれば、使用の際に、培養液の異化が一括
して行われる機構を備えるバイオプロダクト設備の一部を形成することができる。この設
備では、装置は、培養液の流れを引き出し、抑制剤を含有する流れおよび残りの流れを作
り出すために、引き出された培養液から異化作用抑制剤を取り除き、機構に残りの流れを
戻すように機構に結合されている。
【００２９】
　本発明の他の利点、特性および特徴は、以下の詳細な説明および添付の図面を検討すれ
ばより明らかになるだろう。図面をこれ以下に簡単に説明し、図面では、同様の参照番号
は全体を通して同様の構造を示すことが分かる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の例示的な実施形態によるストリッピング／吸収モジュールの概略図であ
る。
【図２】例示的な使用における、図１のモジュールの概略図である。
【図３】図１の構造の別の例示的な使用の、図２と同様の図である。
【図４】図１の構造の別の例示的な使用を示す別の概略図である。
【図５】図１による２つのモジュールを利用するエタノール製造設備の概略図である。
【図６】図４の構造の単純化した図と組み合わせた、図５のエタノール製造設備の単純化
した概略図である。
【図７】図１のモジュールの代替実施形態の概略図である。
【図８】図１のモジュールのさらに別の実施形態の概略図である。
【図９】図１のモジュールのさらに別の実施形態の断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３１】
　ストリッピング／吸収モジュール（ＳＡＭ）は、概略図の形で図１に示されており、全
体的に参照番号２０で示されている。
【００３２】
　このモジュールは、容器２１と、１対の隔壁２２、２４、複数の熱パイプ２６、および
１対のディストリビュータ［ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒ］２８、３０とを備えている。
【００３３】
　容器２１は、低い圧力、例えば３０トールでの動作に適した頑丈な容器である。
【００３４】
　１対の隔壁は、第１の隔壁２２および第２の隔壁２４を備えている。第１の隔壁２２は
、容器の基部から上向きに延びており、容器の上部の下で終了する。第２の隔壁２４は、
第１の隔壁と間隔を置いた関係で配置されており、容器の上部から下向きに延び、基部の
上で終了する。この構成を通して、第１の空隙３２および第２の空隙３４は容器の内部に
画定され、隔壁２２と２４の間の空間によって画定された導管３５によって互いに結合さ
れている。
【００３５】
　容器は、複数のポート３６～４４、各空隙の基部の１つの下側ポート３６、３８、各空
隙の上部に隣接した１つの上側ポート４０、４２、および第２の空隙３４の上部に近接し
た１つの最上側ポート４４によって途切れている。
【００３６】
　複数の熱パイプ２６は、第１の空隙３２から第２の空隙３４まで延びており、第２の空
隙３４から第１の空隙３２まで熱を搬送するためのものである。熱パイプ２６は、従来の
構造のものであり、本明細書で詳細には説明しない。
【００３７】
　１対のディストリビュータ２８、３０は、第１および第２の空隙３２、３４の上側ポー
ト４０、４２からそれぞれ延びており、熱パイプ２６を濡らすようになされている。
【００３８】
　このことから、図示するＳＡＭの主な機能的特徴は、以下であることを理解されたい。
すなわち、
・　第１の空隙３２、
・　第２の空隙３４、
・　第１および第２の空隙をつなぐ導管３５、
・　下側ポート３６、３８、
・　上側ポート４０、４２、
・　最上側ポート４４、
・　熱パイプ２６、および
・　ディストリビュータ２８、３０。
【００３９】
　蒸発によって蒸気の流れと液体の減損流とに分離可能な混合液体の流れと共に使用され
る例示的な分離装置の概略的実施形態である図２は、このような主な機能的特徴が使用の
際に動作する方法を示している。
【００４０】
　本明細書では、モジュール２０は、二次吸収器４６および脱離装置４８と共に示されて
いることが分かるだろう。
【００４１】
　最初にモジュール２０を参照すると、第１の空隙３２は第１の容積を形成することが分
かるだろう。ここでは、混合液体の流れが受けられ、前述の蒸気の流れおよび液体の減損
流に部分的に蒸発される。蒸発が行われる方法は、熱パイプに関する記載において、以下
に説明されている。
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【００４２】
　第１の容積の基部の下側ポート４２は、第１の液体通路を画定し、これによって前記液
体の減損流が第１の容積３２から出る。
【００４３】
　導管３５は蒸気通路を画定し、これによって前記蒸気の流れが第１の容積３２から出る
。
【００４４】
　第２の空隙３４は、蒸気通路３５がつながる第２の容積を画定する。
【００４５】
　最上側ポート４４はベントを画定する。
【００４６】
　ディストリビュータ２８、３０および熱パイプ２６は共に、熱および質量伝達装置およ
び熱移動装置を画定する。熱および質量伝達装置は、（ｉ）蒸気から１つまたは複数の成
分を発熱吸収するようになされたブラインの流れを受け、（ｉｉ）ブラインの流れを蒸気
に案内し（すなわち、ブラインは熱パイプ２６上で第２の容積３４内に噴霧または落下さ
れる）、（ｉｉｉ）第２の容積から熱を除去して、少なくとも熱の流れ、および１つまた
は複数の成分内で濃縮されたブラインの流れを作り出す。熱移動装置は、前記分離を行な
うために、第１の容積３２に熱の流れを伝達し、そのようにして、各熱パイプ２６は、第
２の容積内に配置された熱受け部、および第１の容積内に配置された熱送達部を有する。
【００４７】
　ブラインは例えば、４０％から７０％の間、好ましくは４５％から６５％の間の臭化リ
チウム質量濃度を有するＬｉＢｒ溶液だけである可能性がある。しかし、当技術分野で知
られているあらゆる吸収剤流体が適切である。
【００４８】
　第２の容積３４の基部の下側ポート３８は、第２の液体通路を画定し、これによって１
つまたは複数の成分内で濃縮されたブラインの流れが第２の容積３４から出る。
【００４９】
　熱パイプの使用により、第１の容積内への熱の伝達は、気体状態から液体状態への作動
流体、この場合、水の相変化に関連しており、第２の容積からの熱の除去は、液体状態か
ら気体状態への作動流体の蒸発を伴ない、液体状態の作動流体は、重力またはウィッキン
グの１つまたは複数によってのみ流れ、このような気体状態の作動流体は拡散および対流
の１つまたは複数によってのみ流れることが分かるだろう。応用例によって、水以外の作
動流体を使用することができ、使用されるが、アンモニアおよび商業用冷却剤流体は２つ
の例であるに過ぎない。作動流体の選択は、当業者にとっては通常のことであり、したが
って本明細書には記載しない。
【００５０】
　第１の容積３２内に配置された熱パイプのその部分が充填された蒸発カラムとして使用
の際に働き、第２の容積３４内に配置された熱パイプのその部分が充填された吸収カラム
として使用の際に働くように、熱パイプ２６は積み重ねられている。
【００５１】
　したがって、
・　第１の容積３２から出る蒸気は、第１の容積３２に入る混合液体と実質的に気液平衡
であり、
・　蒸気の少なくとも実質的な部分は、第２の容積３４内に吸収され、残りはベント４４
を介して第２の容積からでる。
【００５２】
　二次吸収器４６は、（ｉ）蒸気の残り、すなわちＳＡＭ内に吸収されないその部分を受
け、（ｉｉ）１つまたは複数の成分を発熱吸収するようになされたブラインの二次流れに
蒸気の残りを案内する。これにより、希釈ブラインが作り出され、また非吸収気体の気体
流および任意の非吸収吸収体が作り出され、吸収体は矢印５０に沿って二次吸収器から出
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される。
【００５３】
　脱離装置４８、すなわちボイラまたは蒸留装置は、熱および質量伝達装置によって生成
されるブラインの流れ、および二次吸収器４６によって作り出される希釈ブラインを受け
、
・　蒸気から少なくとも１つまたは複数の成分を発熱吸収するようになされたブラインの
流れ５２、ブラインの二次流れ５４、および
・　製品流れ５６を作り出す。
【００５４】
　図３は、第１の容積および第２の容積内の圧力が大気圧と比べて小さくされる環境での
使用のための、図２の構造の変更形態を示している。この応用例では、濃縮された蒸気の
少なくとも大部分が第２の容積内に吸収され、真空ポンプ５８が、装置から放出される蒸
気内に非濃縮物およびあらゆる非吸収濃縮物を提供する。
【００５５】
　次に図４を参照すると、りんごジュースを濃縮するために有用に使用することができる
工場を、概略的な形で示していることが分かるだろう。この工場は通常、ＳＡＭ２０、二
次吸収器４６および真空ポンプ５８を備えているが、（この応用例の目的は、混合液体を
分画することではなく、単にジュースを濃縮することであるので）脱離装置４８が蒸留デ
バイスではなく、２段階脱離装置を有するという点で、図３の構造と同様である。２段階
脱離装置は、有利にはプロセスの様々な部分の間に熱を通過させるためのいくつかのエコ
ノマイザ６０、１対のボイラ６２、および様々なポンプ６４を備えている。このシステム
の動作に関して予測が行われ、その値は以下の表１に記載されている通りである。
【００５６】
【表１】

【００５７】
　流れ１２を介して（１２５ｐｓｉｇ流れの形での）予測エネルギー入力は、５５７Ｂｔ
ｕ／ｌｂの蒸発した水である。これは、単純な蒸発効率（約１０００Ｂｔｕ／ｌｂ）とは
対照的であることが望ましい。同時に、設備は、概略図を検討すれば当業者には明らかで
あるように、建設および作動させるのが比較的安価であることが予測される。
【００５８】
　次に図５を参照すると、エタノール製造設備が概略的な形で示されており、以下のもの
を備えると考えられる。
・　コーン製粉設備６６、調理／液化設備６８、および糖化設備７０。これらは、コーン
を取り入れ、そこから発酵に適した原料を生成するという点において、全て実質的に従来
のものである。
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・　水、酵素および酵母の流れを作り出すための、酵母調整設備７２。
・　原料、水などが供給され、発酵が連続的に起こり、そこから抽気流れ１３５が引き出
される連続撹拌槽型反応炉（ＣＳＴＲ）７６。
・　連続して発酵培養液の流れを引き出す、好ましくは引き出された培養液からアルコー
ルを取り除いて、濃縮アルコール（ブライン）流れ１０４および残りの流れ１３１を作り
出し、残りの流れ１３１をＣＳＴＲ７６に戻すように、ＣＳＴＲに結合されたＳＡＭデバ
イス２０。
・　抽気流れ１３５を一括で受けて発酵させるバッチ・タンク７８。
・　バッチ・タンク７８から製品を受け、（ｉ）エタノールがそこから実質的に取り除か
れた全アルコール蒸留廃液の流れ、および（ｉｉ）エタノール中で濃縮されたブラインを
作り出すために結合された第２のＳＡＭデバイス２０。
・　蒸留廃液プロセッサ７９。
・　ＳＡＭデバイス２０によって取り上げられなかった吸収体の残りを吸収するための二
次吸収器４６。
・　非濃縮物を流れ１４２を介して大気に排出する前に、特にバッチ・タンク７８および
二次吸収器４６から微量アルコールを抽出し、これを調理設備６８に再び迂回させるため
のベント・スクラバ７４。
・　３段階脱離装置を作り出し、ブラインを再生成し、濃縮エタノール流れを作り出し、
リサイクル水流れを作り出すように構成された、３つの脱離装置８４、８２、８０。
・　リサイクル水流れを濃縮し、これをコーン製粉設備６８に戻すための、濃縮装置９０
および受け装置９２。
・　整流装置／脱水設備８６。
・様々な要素間に流れを通過させるためのエコノマイザ６０およびポンプ６４。
・　エタノール製品貯蔵設備８８。
【００５９】
　様々な流れのための予測作動状態が、表２に示されている。
【００６０】
【表２】

【００６１】
　当業者は、これらの流れおよび概略図を検討して、デバイスの動作が簡単に分かるだろ
う。したがって、簡潔にするために、詳細な項目別の説明は必要なく、ここでは説明しな
い。
【００６２】
　しかし、表２は少なくとも以下のことが注目すべき点である。
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・　整流装置８６に供給される製品流れが、浸透気化法または分子ふるい技術によって従
来の処理に適した濃度であること。
・　計算により、高圧脱離装置８４に対する高品質の必要熱量、すなわち燃料生成熱は、
（整流装置８６まで）生成された４，７１７ｂｔｕ／ガロンのエタノールであり、整流ま
での必要熱量は１８，０００ｂｔｕ／ガロンにまで到達する可能性がある。
・　ＣＳＴＲ７６から引き出された培養液は約３０℃の温度であり、残りの培養液は２８
℃の温度であり、培養液が決して生酵母に害を与える約３０℃より上の温度に上昇しない
（または、過冷却される）という点においてこの構成は有利である。
【００６３】
　この場合も、当業者には明らかなように、設備は建設するのが比較的安価であることが
予測される。
【００６４】
　理論に縛られることを意図することなく、有利なエネルギーおよび建設費用要件は、一
部には以下に起因すると考えられる。すなわち、
・　第１の容積３２内の圧力、および第１の容積３２に入る混合液体の温度は、第１の容
積３２に伝達される熱のほぼ全てが混合液体の蒸発につながるようになされていること。
・　残りの培養液は、引き出された培養液よりも温度が低く、それによってＣＳＴＲへの
低温負荷が少なくなること。
・　多重効用脱離の利用。
・　（極めて冷たい冷却水が豊富に利用可能でない、すなわち一般的な場合と同様の領域
では、機械的手段によって行わなければならない）蒸発に関連する比較的穏やかな冷却負
荷。
【００６５】
　図６は、本発明によるＳＡＭを利用して、蒸留廃液処理の有利な方法にさらなる詳細に
関する、図５の構造の単純変更形態を示している。
【００６６】
　簡潔に言えば、ＣＳＴＲ７６は、原料９６を受け、ＳＡＭ装置２０に供給される強いビ
ール９８を作り出す。弱いビール１００は、このＳＡＭからＣＳＴＲ７６まで再び通過す
る。抽気流れ１０４はバッチ・タンク７８まで通過する。バッチ・タンク７８からの強い
ビール１０２は、その独自のＳＡＭ２０に供給される。バッチ・タンク７８からの全アル
コール蒸留廃液１０８は、遠心分離１１０されて、湿潤ケーキ１１２および薄い蒸留廃液
１１４を作り出し、後者はさらに別のＳＡＭ２０に送られて、ケーキ１１２と共に、ＤＤ
ＧＳ乾燥機１１８内で乾燥されるシロップ１１６を作り出す。各ＳＡＭによって作り出さ
れる希釈ブライン１２０は、再生成のために蒸留器９４に供給される。蒸留器９４は合流
している希釈ブライン全てを示しているが、蒸留装置９４は２つの列を有することができ
、それによりエタノールのない状態で、エタノールおよびブライン流れ中で別々のブライ
ン流れを比較的高い濃度に保持することができる。
【００６７】
　上記予測例に関する予測した有用性は、実験的に検証された。
【００６８】
実験結果
　それぞれ７．０インチの長さおよび０．２５インチの直径の２０本の熱パイプを互いの
上に水平に取り付けて、約１０．０インチの高さの配列を形成した。このアセンブリを、
アクリルの透明シートの間に挟んだ。２つの別々の横並びのチャンバ（蒸発チャンバおよ
び吸収チャンバ）をシートの間に形成し、熱パイプを両方のチャンバの間に通過させた。
０．５インチ内径のホースを使用して、蒸発チャンバの上部を吸収チャンバの底部に接続
した。各チャンバの上部には、原液ディストリビュータを設けた。各チャンバの上部には
、大気への通気孔を付けた２リットル・フラスコを設け、流量制御弁を介してそのチャン
バの液体ディストリビュータに結合させた。各チャンバの底部には、液体出口ポートを設
け、収集フラスコに結合させた。吸収チャンバの上部のベントを、水およびエタノール蒸
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【００６９】
　第１の保護手段は、冷たいＬｉＢｒ濃溶液で部分的に充填されたフラスコからなる二次
吸収器であった。真空ポンプへ行く途中の気体を、フラスコ内の溶液を通して泡立たせて
、吸収性成分を取り除いた。保護の第２段階は、液体窒素冷却トラップであった。
【００７０】
　２つの工程を行なった。各工程では、測定した量のブラインを泡立て、タンクおよび吸
収器結合フラスコに提供し、測定した量のビールを蒸発器結合フラスコに提供し、流量制
御弁を開き、液体がユニットを通過したときに温度および圧力測定を行なった。供給フラ
スコの一方または両方が空になったときに読取りを終了した。
【００７１】
【表３】

【００７２】
泡立て装置
開始重量　１３０３ｇ
終了重量　１３０４ｇ
冷却トラップ
開始重量　０
終了重量　０
ビール
開始重量　８３ｇエタノール＋９５２ｇ水＝１０３５ｇ（８％ＥｔＯＨ）
終了重量　７０ｇエタノール＋９３１ｇ水＝１０００ｇ（７％ＥｔＯＨ）
ブライン
開始重量　７０１ｇ水＋１０５２ｇＬｉＢｒ＝１７５３ｇ（６０％ＬｉＢｒ）
終了重量　１３ｇエタノール＋７１３ｇＨ２Ｏ＋１０５２ＬｉＢｒ＝１７７８（５９％Ｌ
ｉＢｒ）
【００７３】
　この試験により、ＳＡＭがエタノール水混合物からエタノールを優先的に取り除き、エ
タノール水混合物を同時に冷却することができることが確認された。また、二次吸収器は
残留水およびエタノール蒸気を真空列から取り除く有用な方法であることが示された。こ
の工程でのデバイスに対する熱伝達率は、３３ＢＴＵ／時間／ｆｔ２／°Ｆとして計算さ
れた。
【００７４】
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【表４】

【００７５】
泡立て装置
開始重量　１３０３ｇ
終了重量　１３０４ｇ
冷却トラップ
開始重量　０
終了重量　１６．５ｇエタノール＋１６．５ｇ水＝３３ｇ（５０％ＥｔＯＨ）
ビール
開始重量　４８１ｇエタノール＋１２３６ｇ水＝１７１７（２８％ＥｔＯＨ）
終了重量　３０７ｇエタノール＋１１５４ｇ水＝１４６２ｇ（２１％ＥｔＯＨ）
ブライン
開始重量　１２３９ｇ水＋１８５９ＬｉＢｒ＝３０９８ｇ（６０％ＬｉＢｒ）
終了重量　１１５ｇＥｔＯＨ＋１２９３ｇＨ２Ｏ＋１８５９ｇＬｉＢｒ＝３２６７（４３
％ＬｉＢｒ）
【００７６】
　この試験によりまた、ＳＡＭがエタノール水混合物からエタノールを優先的に取り除き
、エタノール水混合物を同時に冷却することができることが確認された。この工程でのデ
バイスに対する熱伝達率は、７０ＢＴＵ／時間／ｆｔ２／°Ｆとして計算された。試験装
置内の液体分与システムが熱パイプ表面領域の多くを濡れないままにしたので、この性能
は比較的望ましいと考えられる。伝達率を、典型的には１５０ＢＴＵ／時間／ｆｔ２／°
Ｆを超える、商業用システムに対する公表値と一致するようにするために、より完全な液
体分与を期待することができる。
【００７７】
　図１は概略的にＳＡＭを示しているが、当業者には変更を加えることができることが明
らかであろう。
【００７８】
　図７は、このような１つの可能性、すなわち熱パイプ２６が共通軸Ｘ－Ｘと平行に配置
され、構造が共通軸と垂直に配向された水平軸Ｙ－Ｙ周りで旋回移動するようになされて
いる構成を示している。この構成を使用して、パイプの熱送達部分から液体の間隙を周期
的に迅速に処理することができることが企図されている。
【００７９】
　図８は、第１の容積３２が、１つまたは複数の第１の空隙３２Ａによって画定され、第
２の容積３４が、１つまたは複数の第２の空隙３４Ａによって画定され、１つまたは複数
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の第１の空隙３２Ａのそれぞれ、および１つまたは複数の第２の空隙３４Ａそれぞれが、
各容器１３０によって画定され、配管１３２が蒸気通路３６を画定する別の可能性を示し
ている。本実施形態は、少ない建設費用と、熱伝達効率に関するいくつかの有用性を有す
ること（より短い熱パイプが通常はよりよいこと）が企図されている。別個の容器により
、吸収および蒸発動作間の実質的な圧力差、および同等のより大きな温度差を作り出すこ
とが可能になる。より大きな温度差により、熱パイプを通したより高い熱伝達につながり
、これは資本コストに関する利点、すなわちより少ない熱パイプおよびより小さい容器を
有することができる。
【００８０】
　しかし、小さい圧力差を、例えば蒸気通路内へのポンプまたはファンの介在によって、
図１に概略的に示すタイプのＳＡＭデバイス内でさらに作り出すことができることを理解
されたい。
【００８１】
　図９は、さらに別の可能性のあるＳＡＭ構造を示しており、容器２１は水平に配向され
た円筒容器によって画定され、（矢印Ａによって示される）蒸気通路３５は外部配管（図
示せず）によって画定され、第１の容積３２および第２の容積３４は垂直分岐壁面１４０
によって互いに分離されている。壁面は、容器２１の管状壁面から内部に延びる上側頭部
１４２および下側頭部１４４によって画定されている。ゴム１４８のシートは、頭部１４
２と１４４の間に広がり、上側ウェブ１５６と下側ウェブ１５２によって互いに固定され
た鋼板１４６と１５０の間に挟まれている。ゴム・シート１４８は、熱パイプ２６を実質
的に気密な関係でそこから通過させることが可能なように孔が穿孔されており、鋼板１４
６、１５０は、熱パイプの自由な通過を可能にするように、より大きな直径の対応する孔
を有する。理論に縛られることを意図することなく、この構成は比較的低い建設費用およ
び保守に関する容易性の観点から有利であると考えられ、保守では、オペレータは単に、
容器の一端部を取り除き、熱パイプ・アセンブリ全体を水平方向に摺動させる必要がある
だけである。必要に応じて、建設をさらに容易にするために、様々な軸受またはローラ（
図示せず）を利用することも可能である。さらに、単一の分岐壁面が示されているが、容
器を２つの壁面によって分割することができ、それぞれ図８に示すものと同様の機能性を
有する構造を作り出すように、そこから形成された熱パイプを有する。このような２壁面
実施形態（図示せず）では、熱パイプを角度付けすることができ、それによって落下流れ
はチャンバ内で前後に移動することができる。
【００８２】
　さらに、特定の動作状態が図４および５に関する説明で描かれているが、様々な変更形
態が可能であることを理解されたい。
【００８３】
　例えば、酵母の生存能力が連続発酵で維持されるエタノール製造設備の内容では、少な
くとも以下の範囲に有用性があることが企図されている。すなわち、
・　発酵機構から引き出された培養液は、約２８～３２℃の温度、および約４～１０％の
エタノール濃度を有することができる。
・　残りの培養液は、引き出された培養液より約２～４℃低い温度を有し、引き出された
培養液より約２～４％低いエタノール濃度を有することができる。
・　第１の容積内の圧力は約３０～１００トールである可能性がある。
【００８４】
　なお、図５の構造はエタノール製造に有用であることが示されているが、当業者は、他
の分離、特にこれに限らないがブタノールおよびメタノールを処理するために構造を簡単
に変更することができることが容易に分かるだろう。実際、図５の一般的構造は、吸収に
より除去を可能にする異化抑制剤を有するあらゆる異化反応に有用である可能性がある。
さらに、記載では連続製造を参照しているが、これは厳密に必要ではないことを理解され
たい。一括エタノール動作では、培養液をバッチ・タンクから引き出すことができ、発酵
が進行中に、ＳＡＭデバイスを通過させて、エタノールを引き出す。バッチからエタノー
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すことができる。なお、エタノールおよびＬｉＢｒブラインの内容では、熱力学は、エタ
ノールが優先的に、すなわちバルクより高い濃度で引き出されるが、これは実用には厳密
に必要ではない。例えば、水および別の成分が引き出されている水溶液システムの内容で
は、水が他の成分に優先して引き出され、補給水が流れを均衡させるために加えられるこ
とが認められる場合があった。さらにこれに関して、本明細書および添付の請求項では、
「液体混合物」は別の材料が一緒に混合された液体を意味しており、他の材料は、アルコ
ールなどの液体であってもよいが、特にりんごジュース濃縮装置の例から明らかなように
これに限る必要はないことを理解されたい。
【００８５】
　さらに、二次吸収器はＳＡＭデバイスと直列に示されているが、これは必ずしもそうで
ある必要はないことを理解されたい。二次吸収器を並列に展開させる、またはいくつかの
場合で共に省くことができる。
【００８６】
　加えて、ディストリビュータは穿孔パイプとして概略的に示されているが、充填された
カラムで使用されているような噴霧装置または分与トレイを使用することができることを
理解されたい。選択された特定の形のディストリビュータは、特に反応炉の幾何形状で変
わり、当業者にとっては通常のことである。
【００８７】
　上記のこと全てに関するさらに別の変更形態は、当業者によってすぐに分かるだろう。
したがって、本発明は意図して構成された添付の特許請求の範囲によってのみ限定される
ものと理解されたい。

【図１】

【図２】

【図３】
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