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(57)【要約】
　本発明は、黒液を流動床反応器中で熱分解して固体粒
子と熱分解黒液ガスを得る工程；固体物を加熱する工程
；加熱された固体物を、熱分解反応に使用するために流
動床反応器に戻す工程；および熱分解黒液ガスを凝縮さ
せて凝縮液を得、熱分解に必要とされる所定の温度に固
体物を加熱するために、凝縮時に放出される熱と残留ガ
スを回収する工程；を含む黒液処理方法を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体粒子を含む固体物を含んだ流動床反応器(１００)を準備する工程、このとき固体物
は、黒液が熱分解するような、そして固体粒子が流動可能のままであるような温度と熱容
量を有する；
　黒液(黒液)を供給し、そして黒液を流動床反応器中に流入させて、黒液の熱分解反応を
起こさせ、固体粒子と熱分解黒液ガス(１１)を得る工程、このとき固体粒子が固体物の一
部を形成する；
　熱分解黒液ガス(２３)から固体物(２１)を分離する工程；
　固体物(２１)の少なくとも第１の部分を加熱する工程；
　加熱された固体物(３１)を、熱分解反応に使用するために流動床反応器に戻す工程；熱
分解黒液ガスを第２の反応器中にて処理して、処理された熱分解黒液ガス(５１)を得る工
程；
　処理された熱分解黒液ガス(５１)を必要に応じて吸収する工程；
　処理された熱分解黒液ガス(５１)－必要に応じて吸収される－を凝縮させて、凝縮液(
８２)および凝縮時に放出される熱と残留ガス(８３と８４)を得る工程；ならびに、
　凝縮時または吸収時に放出される熱及び／又は残留ガス(８３と８４)を回収する工程；
を含む、黒液処理方法。
【請求項２】
　固体物(２１)の少なくとも一部の加熱が固体ヒーター(３００)にて行われ、これにより
加熱された固体物(３１)と固体ヒーター残留物(３３)がもたらされ、このとき固体物が所
定の温度に加熱される、請求項１に記載の黒液処理方法。
【請求項３】
　所定の温度が４００℃～９００℃、好ましくは４５０℃～６５０℃である、請求項２に
記載の黒液処理方法。
【請求項４】
　固体ヒーター残留物(３３)が回収ボイラー(４００)を加熱するために使用される、請求
項１～３のいずれかに記載の黒液処理方法。
【請求項５】
　第２の反応器(６００)における熱分解黒液ガスの処理が、熱分解黒液ガスの、触媒を使
用する触媒処理である、請求項１～３のいずれか一項に記載の黒液処理方法。
【請求項６】
　触媒再生器(６００)において触媒を再生して、再生された触媒と一酸化炭素(６２)を生
成させる、請求項５に記載の黒液処理方法。
【請求項７】
　一酸化炭素(６２)を回収ボイラー(4００)に送る、請求項６に記載の黒液処理方法。
【請求項８】
　非反応性の流動化ガスを流動床反応器に加えて、好ましくは０．５～１０ｍ／秒の表面
速度を生じさせる、請求項１～７のいずれか一項に記載の黒液処理方法。
【請求項９】
　固体物の少なくとも第２の部分(２２)を回収ボイラー(４００)にて処理して回収された
塩を得る、請求項１～８のいずれか一項に記載の黒液処理方法。
【請求項１０】
　熱分解反応が触媒を使用せずに行われる。請求項１～９のいずれか一項に記載の黒液処
理方法。
【請求項１１】
　供給される黒液(１０)が、１００℃～１５０℃の、好ましくは１１０℃～１３０℃の、
そして最も好ましくは約１２０℃の温度を有する、請求項１～１０のいずれか一項に記載
の黒液処理方法。
【請求項１２】
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　供給される黒液(１０)が、０．０１～３ｍｍの、好ましくは０．１ｍｍ～２ｍｍのサイ
ズ範囲の液滴の形態をとっている、請求項１～１１のいずれか一項に記載の黒液処理方法
。
【請求項１３】
　供給される黒液(１０)が、７０％超の、好ましくは８０％超の、そしてさらに好ましく
は８５％超の固体物濃度を有する強黒液である、請求項１～１２のいずれか一項に記載の
黒液処理方法。
【請求項１４】
　流動床が４００℃～９００℃の、さらに好ましくは４５０℃～６５０℃の温度を有し、
及び／又は熱分解が０．５バール～５バールの圧力で行われる、請求項１～１３のいずれ
か一項に記載の黒液処理方法。
【請求項１５】
　固体物と熱分解黒液ガスがサイクロン(２１)において分離される、請求項１～１４のい
ずれか一項に記載の黒液処理方法。
【請求項１６】
　固体ヒーター(３００)が、外部加熱(７００)によって固体物(２１)を加熱する、請求項
１～１５のいずれか一項に記載の黒液処理方法。
【請求項１７】
　凝縮または吸収時に放出される、回収される熱及び／又は残留ガス(８３と８４)が、固
体物(２１)の少なくとも第１の部分を加熱するために、及び／又は回収ボイラー(４００)
での使用のために使用される、請求項１～１６のいずれか一項に記載の黒液処理方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は黒液の処理方法に関する。本発明は特に、さらに処理することができる熱分解
黒液ガスを得るためのプロセスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　製紙用パルプ製造プロセスにおいては、木材チップを蒸解釜システムにて処理してセル
ロース繊維を分離し、リグニン(木材の天然状態では、リグニンがセルロース繊維を結び
つけている)を取り除く。熱と化学薬品を使用する木材チップの蒸解は、通常の工業的操
作である。いわゆる「クラフトプロセス」では、木材チップとアルカリ性蒸解液を蒸解釜
に導入して、パルプと黒液(リグニン含有可溶性部分)をつくり出す。蒸解プロセスの後、
得られたパルプと黒液を分離する。パルプはセルロース繊維を含み、一般には紙を製造す
るためにさらに処理される。黒液は、リグニン、ヘミセルロース、無機塩、および他の抽
出成分を含む。黒液を蒸解釜から抜き取って、エネルギー生産と塩の回収のための特定の
回収ボイラー中で燃焼させることによってさらに処理することができる。黒液の一部を使
用してリグニンを回収することができる。引き続きリグニンを、対応するアルキルフェノ
ール(エーテル)に解重合することができる。アルキルフェノール(エーテル)は、さらに反
応することができ、幾つかの用途に使用することができる。
【０００３】
　当業界に公知の、黒液処理方法が他に幾つかある。黒液は、リグニン等の、エネルギー
的に有用な高分子量芳香族構造体(big aromatic structures)を含有し、エネルギーを得
るために黒液の処理が行われる。黒液処理方法に応じて、エネルギーのほかに、種々の組
成の化合物または種々の濃度の組成物がさらに得られる。合成ガス等の化合物を得るため
に、空気または酸素をガス化媒体として使用する黒液のガス化が行われる。合成ガスをさ
らに処理して、自動車用および他の工業用のバイオ燃料を得ることができ、メタノール、
ジメチルエーテル、またはより分子量が高くてより有用な他の有機分子に触媒的に転化さ
せることができる。
【０００４】
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　処理された黒液は、さまざまなマーケットにおいて利用されているけれども、依然とし
て他の黒液処理方法が求められている。黒液を処理して、回収ボイラーの使用ではなく他
のプロセスで塩を回収することによって多くの研究が行われている。欠点は、既存のパル
プ工場設備の部品が過剰になることである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、既存のクラフト製紙工場において行うことができ、これにより木材チ
ップのパルプ化工程のための塩を回収する上で充分な量の黒液が利用可能なままである、
という黒液処理方法を提供することである。
【０００６】
　本発明の目的はさらに、処理された黒液により、幾つかの工業的用途にさらに使用でき
る物質がもたらされる、という黒液処理方法を提供することである。
　本発明の目的はさらに、処理時に放出される残留物ストリームやエネルギーストリーム
が、他のプロセスにおいて、そして既存の製紙工場プロセスにおいて最適に使用される、
という黒液の新たな連続処理プロセス提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　数ある中でこれらの目的は特に、請求項１に記載のプロセスによって、完全ではないと
しても少なくとも一部を達成することができる。
　これらの目的は特に、本発明の第１の態様によって少なくとも一部を達成することがで
き、黒液処理方法は、固体粒子を含む固体物を含んだ流動床反応器を準備する工程、この
とき固体物は、黒液が熱分解するような、そして固体粒子が流動可能のままであるような
温度と熱容量を有する；黒液を供給し、そして黒液を流動床反応器中に流入させて、黒液
の熱分解反応を起こさせ、固体粒子と熱分解黒液ガスを得る工程、このとき固体粒子が固
体物の一部を形成する；熱分解黒液ガスから固体物を分離する工程；固体物の少なくとも
第１の部分を加熱する工程；加熱された固体物を、熱分解反応に使用するために流動床反
応器に戻す工程；熱分解黒液ガスを第２の反応器中にて処理して、処理された熱分解黒液
ガスを得る工程；処理された熱分解黒液ガスを必要に応じて吸収する工程；処理された熱
分解黒液ガス(必要に応じて吸収される)を凝縮させて、凝縮液および凝縮時に放出される
熱と残留ガスを得る工程；ならびに、凝縮時または吸収時に放出される熱及び／又は残留
ガスを回収する工程；を含む。
【０００８】
　以下に図面を挙げて本発明を説明するが、この図面によって本発明が限定されることは
ない。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明に従った黒液の熱分解プロセスの概略図であり、該プロセスでは
、得られる熱分解黒液ガスを触媒によってさらに処理する。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　用語の意味
　黒液:　本発明によれば、黒液は、木材チップをクラフトプロセスで処理した後に存在
する可溶性部分である。クラフトプロセスでは、水酸化ナトリウムと硫化ナトリウムとの
混合物や水酸化ナトリウムとアントラキノンとの混合物(Soda-AQ)等の塩基性混合物を木
材チップに加え、リグニンとセルロースとを結びつけている結合が切れるように〔この結
果、セルロースパルプ(塩基性環境に不溶性である)と液体(黒液)が得られる〕、蒸解釜中
で蒸解する。黒液は、リグニン、リグニンフラグメント、ヘミセルロース、ヘミセルロー
スの分解による炭水化物、炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム、他の無機塩、および水を含
む。黒液は通常、１５重量％の固形分を有する。黒液の固体物は、試験法TAPPI T650 OM-
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09に従って測定することができる。
【００１１】
　触媒:　本発明によれば、触媒は、プロセスにおいて消費されることなく反応速度を変
えて高める物質である。
　熱分解とは、本明細書の文脈において、供給物を高温に付す一方で、空気、Ｏ２、また
はスチームを加えず、このとき固体基質を介してプロセスに熱が導入され、この熱により
、黒液が熱分解黒液ガスと固体粒子に分解する、という熱化学的プロセスを意味する。
【００１２】
　吸収は、特定のガス状成分を液体に通過させる目的で、ガスストリームを液体と接触さ
せつつ、他のガス状成分が液体中に留まらず、吸収が行われる吸収装置を出ていく、とい
うプロセスである。
【００１３】
　本発明をさらに詳細に説明する。下記の節において、本発明の種々の実施態様を詳細に
説明する。以下に記載の各態様は、できないことが特に明記されない限り、他のどの実施
態様とも組み合わせることができる。特に、好ましい又は有利であると示されている任意
の特徴は、好ましい又は有利であると示されている他の任意の特徴と組み合わせることが
できる。
【００１４】
　本発明に使用される方法を説明する前に、理解しておかねばならないことは、本発明は
、記載されている特定の方法、成分、もしくは装置に限定されず、当然ながらこうした方
法、成分、および装置は変わってよい、という点である。さらに理解しておかねばならな
いことは、本明細書で使用されている用語は限定的ではなく、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、という点である。
【００１５】
　本明細書全体にわたって「一実施態様(one embodiment)」または「ある実施態様(an em
bodiment)」と述べているのは、該実施態様と関連して記載されているある特定の特徴、
構造、または特性が、本発明の少なくとも１つの実施態様中に含まれる、ということを意
味している。従って、本明細書全体にわたる種々の箇所で「一実施態様では(in one embo
diment)」または「ある実施態様では(in an embodiment)」というフレーズが出てきても
、必ずしも全て同じ実施態様に言及しているわけではない(同じ場合もあるが)。さらに、
本明細書の開示内容を読めば当業者には明らかなように、特定の特徴、構造、または特性
を、１つ以上の実施態様において任意の適切な仕方で組み合わせることができる。さらに
、本明細書に記載の幾つかの実施態様は、他の実施態様中に含まれる幾つかの特徴を含ん
で、他の特徴を含まないが、異なる実施態様の特徴の組み合わせは本発明の範囲内であり
、別の実施態様を形成する(当業者には周知のことである)。たとえば、後述の特許請求の
範囲において、特許請求されている実施態様のいずれも、任意の組み合わせにて使用する
ことができる。
【００１６】
　一実施態様によれば、本発明は、固体粒子を含む、ガスによって流動化された固体(固
体物)、を含んだ気-固流動床反応器を準備する工程、このとき固体物は、黒液が熱分解す
るような、そして固体粒子が、流動化しない大きな粒子への実質的な凝集が存在しないよ
う充分に固体である状態のままであるような温度と熱容量を有する；黒液を供給し、そし
て黒液を流動床反応器中に流入させて、黒液の熱分解反応を起こさせ、固体粒子と熱分解
黒液ガスを得る工程、このとき固体粒子が固体物の一部を形成する；熱分解黒液ガスから
固体物を分離する工程；固体物の少なくとも第１の部分を加熱する工程；加熱された固体
物を、熱分解反応に使用するために流動床反応器に戻す工程；熱分解黒液ガスを第２の反
応器中にて処理して、処理された熱分解黒液ガスを得る工程；処理された熱分解黒液ガス
を必要に応じて吸収する工程；処理された熱分解黒液ガス(必要に応じて吸収される)を凝
縮させて、凝縮液、凝縮時に放出される熱、および残留ガスを得る工程；ならびに、凝縮
時または吸収時に放出される熱及び／又は残留ガスを回収する工程；を含む黒液処理方法
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に関する。
【００１７】
　驚くべきことに、液体である黒液を、触媒を加えることなく熱分解に付すことによって
、黒液ガスと固体粒子が形成され、このとき黒液ガスがなお、高いエネルギー値を有する
充分な量の化合物を含む、ということを本発明者らは見出した。熱分解黒液ガスは、水素
、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン合成ガス、水、オレフィン性不飽和を有する炭化水素
、酸素含有化合物、モノマー芳香族化合物、およびオリゴマー芳香族化合物等の化合物を
含む。黒液ガスは、たとえば触媒処理によってさらに処理することができ、これによりモ
ノマー芳香族化合物のような望ましい化合物を得ることができる。さらに、熱分解時に触
媒が使用されないので、触媒の再生という操作の必要がなく、また再生のための装置も必
要ない。
【００１８】
　本発明者らはさらに、黒液の連続的処理プロセスを見出した。該プロセスにおいて放出
されるエネルギー、化学物質、および他の物質は、該プロセスを既存のパルプ工場で使用
できるということを考慮しつつ、該プロセスにおいて最適な形で回収され、この結果、該
プロセスを行うための追加エネルギーは必要最低限の量で済むと共に、有用な化合物をつ
くり出すことができる。黒液の熱分解時に形成される固体粒子は、固体物の一部を形成す
る。固体物が他の不活性固体を含有することがあるが、固体物は、パルプ工場または本発
明のプロセスからのストリームだけが必要とされるよう、黒液の熱分解から得られる物質
だけを含むのが好ましい。固体物は、黒液から得られる炭化物と塩類を主として含有する
。固体物と熱分解黒液ガスを分離した後、固体物は、顕熱を増大させるために、そして吸
熱性熱分解反応に必要とされる熱を供給するために、再加熱を必要とすることがある。本
発明者らは、プロセスの他の箇所において放出される、エネルギーを回収できる熱と他の
残留物を使用して、固体物を必要とされる温度にすることができる、ということを見出し
た。実際、熱分解黒液ガスの凝縮または吸収時に放出される熱と他の残留物、あるいは処
理された熱分解黒液ガスを、少なくとも一部使用して固体物を必要とされる温度にするこ
とができる。固体物が、黒液の熱分解を可能にするのに必要とされる温度である所定の温
度にされる。固体物をさらに転化させることは必要ではなく、加熱の唯一の機能は、固体
物を、黒液が熱分解するほどの、そして固体粒子が固体状態のままであるほどの充分に高
い温度となるよう、所定の温度にすることである。固体粒子は融解し始めることなく、流
動化しないような大きな粒状物に実質的に凝集しないのが好ましい。固体物が流動床反応
器に戻され、熱分解を行うための反応器中にて充分な固体物のまま留まる。
【００１９】
　黒液の熱分解後、処理された熱分解黒液ガスを、必要に応じて吸収させることができる
。吸収は、たとえば、脂肪族炭化水素、脂環式炭化水素、または芳香族炭化水素を含む混
合物であってよい吸収性物質を使用して行われる。吸収性物質は、処理された熱分解黒液
ガス中の有用化合物に対して高い親和性を有する。吸収性物質との親和性が低いか又は全
くない化合物(流動化ガス、一酸化炭素、二酸化炭素、水、または窒素等)は、吸収性物質
中に留まらない。
【００２０】
　さらに、凝縮時に放出される熱と残留ガスの一部を、回収ボイラーを加熱するのに、ま
たは製紙工場プラントもしくはさらには周辺プラントにおける他の部分を加熱するのに使
用することができる。回収ボイラーは、パルプ製造機のほとんどにおいて見られる装置で
あり、製紙用パルプの製造に再使用するために、塩類を黒液から回収する。塩類の回収は
一般に、９５０℃を超える温度で行われる。こうした温度で塩類が融解し始め、回収ボイ
ラーにおいて塩類を黒液から分離することができる。
【００２１】
　一実施態様では、固体物の加熱－たとえば、別のチャンバー中での直接的な燃焼もしく
はガス化によって、あるいは間接的な加熱によって、あるいはこれらの組み合わせによっ
て、固体ヒーター中で行うことができる－の結果、固体ヒーター残留物がガスの形で放出
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される。これらの残留物を回収して、回収ボイラーを加熱するための、あるいは製紙工場
プラントやさらには他の周辺プラントおける他の部分を加熱するためのエネルギー源とし
て使用することができる。一実施態様では、熱分解黒液ガスから分離される固体物の他の
部分が、回収ボイラーに流れることができる。固体物中の塩を回収ボイラーにて回収して
、製紙用パルプを製造するのに再使用することができ、これによって塩が融解し始め、炭
化物から塩を分離することができる。分離された固体物の５～５０％が回収ボイラーに向
かうのが好ましい。この実施態様は、熱分解時の廃棄物と見なすことができる炭化物が、
製紙工業における他の有用プロセスに使用される、という大きな利点を有する。実際、熱
分解時に形成される炭化物は、固体物中の塩を回収するのにさらに使用することができる
。回収ボイラーにおいて、炭化物は燃料として使用することができ、塩類を溶融させるた
めのエネルギーをもたらす。
【００２２】
　固体物の温度は、黒液が熱分解して、固体基質が固体のままであるほどの、充分に高い
温度であるのが好ましい。固体物の温度は、硫酸ナトリウムや硫化ナトリウムが分解(分
解すると、硫化水素等のイオウ含有ガスが放出され、熱分解黒液ガスを処理するための触
媒の作用を損なわせることがある)し始める温度より低いのが好ましい。熱分解の温度は
、４００℃超であるのが好ましく、５００℃超であるのがさらに好ましい。熱分解の温度
は、塩類等の無機化合物が融解し始める温度より低いのが好ましい。熱分解の温度は、１
１００℃未満であるのが好ましく、９００℃未満であるのがさらに好ましい。熱分解は、
４００℃～９００℃の範囲の、好ましくは４５０℃～６５０℃の範囲の温度を有する反応
器中で行うことができる。前述したように、固体物は、分離された後に、熱分解を可能に
する所定の温度に達するまで加熱される。従って、分離された固体物は、４５０℃超の温
度に、好ましくは５００℃超、５５０℃超、または６００℃超の温度に加熱される。予熱
された固体の温度は、塩類等の無機化合物が融解し始める温度より低いことが好ましい。
予熱固体の温度は、１１００℃未満であるのが好ましく、９００℃未満であるのがさらに
好ましい。特定の所定温度の決定は、熱分解黒液ガスを使用してどんな操作をするかに依
存する。所望する特定の化合物を得るために熱分解黒液ガスをさらに処理する場合には、
温度の選択は、最終的にどの化合物を黒液ガスからアップグレードするのかに依存する。
当業者には言うまでもないことであるが、温度が異なると、熱分解黒液ガスの組成が異な
る。さらに、さらなる処理の種類、およびさらなる処理において使用される触媒の種類が
、熱分解において使用される特定の温度もしくは温度範囲に影響を及ぼすことがある。
【００２３】
　黒液は急速な熱分解に付すのが好ましい。熱分解は０．５～５バールの圧力にて行うの
が好ましい。
　流動化ガスを加えて、黒液供給物と固体基質が流動床を形成するように、そして反応器
中での黒液供給物と固体物の流動化とミキシングが起こるように、反応器中に充分に高い
速度をつくり出すのが好ましい。流動化ガスは不活性ガスであるのが好ましい。適切な流
動化ガスは、窒素、二酸化炭素、および熱分解条件にて化学反応性が無いか又は低い他の
ガスである。ガスの速度は、熱分解反応器中でのガス滞留時間を所定の持続時間未満(通
常１～１０秒、好ましくは５秒未満)に保持するために、運転温度と運転圧力にて一般に
は０．５～１０ｍ／秒である。熱分解黒液ガスが反応器を通って流れ、固体物が熱分解黒
液ガス流れに一緒に運ばれる。次いで固体粒子がガス流から分離され、捕捉される。
【００２４】
　流動床反応器に流入する黒液は、１００℃～１４０℃の温度を有するのが好ましく、約
１２０℃の温度を有するのがさらに好ましい。温度が１００℃未満であると、粘稠すぎる
液体が得られる。１４０℃超の温度は避けるのが好ましい。黒液中の化合物が重合し始め
るからである。
【００２５】
　黒液は、ディストリビュータープレート上にて不活性ガスの作用の下で、ノズルを使用
して反応器に水性もしくは垂直に供給して、０．０１～３ｍｍの範囲のサイズを有する分
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散液滴の形成を促進させるのが好ましい。このとき熱分解反応は、黒液の液滴サイズ、熱
分解加熱速度、および液滴の膨潤等の物理的要素によって影響される。液滴は、流動床の
壁面に付着する前に熱分解を起すような直径を有するのが好ましい。
【００２６】
　黒液は、強黒液(約１５％の固形分を有する、クラフトプロセスによって得られる黒液)
であるのが好ましく、この黒液が流動床反応器に入る前に、先ず７０％超の、好ましくは
８０％超の、さらに好ましくは８５％超の固形分になるよう蒸発させる。
【００２７】
　熱分解黒液ガスと固体物を分離する。分離を公知の任意の方法で行って、固体物からガ
スを分離するのが好ましい。このような方法としては、フィルタリング(濾過)分離、静電
分離、重力による分離、慣性分離、遠心力分離、熱泳動(熱拡散)分離、及び／又はこれら
の組み合わせなどがある。遠心力と慣性を使用して熱分解黒液ガスと固体物を分離するの
が好ましい。この方法は、固体含有ガス流の方向を変えることによる固体粒子の回収に基
づく。これは一般に、１つ以上のサイクロンもしくは偏向装置を使用することによって達
成される。１つ以上のサイクロンもしくは偏向装置による分離の後に、望ましいことが明
らかな場合は、静電分離や他の微粒子除去法を施すことができる。
【００２８】
　熱分解黒液ガスを第２の反応器にてさらに処理することができる。黒液ガスは、固定床
または流動床において触媒的に処理するのが好ましい。第２の反応器において、熱分解黒
液ガスをアップグレードし、たとえばモノマー芳香族化合物に転化させることができる。
このプロセス中に、幾らかのコークスや炭素が生成され、触媒の細孔をふさぐことがある
。触媒は、間欠的もしくは連続的に再生することができ、発生した熱は、エネルギーが必
要とされるプラント中の他の場所で使用することができる。再生時、コークスや炭素を一
酸化炭素に転化させることができる。この一酸化炭素は、プラント中の他の場所で使用す
ることができる。一酸化炭素は、回収ボイラーにおいて、固体物中の塩を溶融させるため
の燃料として使用するのが好ましい。触媒反応は、３００℃～７００℃の温度で行うのが
好ましく、４００℃～６００℃温度で行うのがさらに好ましい。
【００２９】
　熱分解黒液ガスまたは処理された熱分解黒液ガスを凝縮させる。ガスは、８０℃～１１
０℃(好ましくは約９０℃)の温度に冷却するのが好ましい。前述したように、冷却プロセ
ス時に放出される熱と残留ガスは、パルプ製造プラントおよび紙製造プラントにおけるさ
らなる使用のために回収することができる。エネルギーは、固体ヒーターを加熱するため
に、あるいは熱分解反応を起こさせるために使用するのが好ましい。冷却工程時に、蒸気
中の化合物を凝縮させ、形成された液体をガスから分離する。この液体フラクションをさ
らに分別することができ、モノマー芳香族化合物(ベンゼン、トルエン、およびキシレン)
等の望ましい化合物を回収する。凝縮時、ＣＯ２は気相中に留まり、望ましい化合物と分
離する。
【００３０】
　本発明の上記の特性、特徴、および利点、ならびに他の特性、特徴、および利点は、例
を挙げて本発明の原理を説明している添付図面と関連させて考察すれば明らかとなろう。
この説明は、例を挙げるためだけに記載されており、この説明によって本発明が限定され
ることはない。下記に引用の参照数字は添付図面の数字である。
【実施例】
【００３１】
　図１は、本発明による黒液処理方法を示す。黒液１０(好ましくは強黒液)が、固体物を
含む流動床１００に４５０℃～９００℃の温度で流入する。反応器中で固体物が流動化し
、黒液が熱分解反応を受け、固体粒子(固体物の一部を形成する)と熱分解黒液ガスがもた
らされる。固体物と熱分解黒液ガス１１がサイクロン２００等の分離器に流入し、そこで
ストリーム中の固体物がガスから実質的に分離される。熱分解黒液ガス２３が、さらなる
処理のために第２の反応器５００に流入する。第２の反応器５００は、流動床触媒または
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固定床触媒を含んでよい。触媒は、間欠的に再生させる必要があり、熱分解黒液ガスが、
プロセス全体が持続できるように、このような触媒を含む別の反応器６００に流入してよ
い。その間にも、反応器５００中の触媒が再生される。一度こうしたことが起こると、熱
分解黒液ガスが再び反応器５００中に流入することができ、同時に、触媒を再生反応器６
００中で再生させることができる。処理された熱分解黒液ガス５１または６１が凝縮器８
００に進む。ガスストリームの温度が下がる。形成される液体８２は、オレフィン、ナフ
タレン、ベンゼン、トルエン、またはキシレン等の望ましい化合物を含む場合がある。処
理された熱分解黒液ガスの全てが凝縮するわけではない。凝縮後に留まるガス残留物と凝
縮時に放出される熱８３と８４は、プロセスの他の場所においてエネルギー源として使用
することができる。触媒の再生時に、触媒上のコークスを一酸化炭素６２に転化させるこ
とができる。
【００３２】
　分離器２００において分離される固体物２１の少なくとも一部が固体ヒーター３００に
流れ、流動床反応器において再び使用できるように、固体物が所望の温度に温められる。
次いで加熱された固体物３１が流動床反応器１００に流れ、これによって黒液が熱分解反
応を受ける。固体ヒーターは、固体物を所定の温度に加熱するために、プロセス中の他の
部分から放出されるエネルギーを使用する。固体物を加温するために、凝縮時に放出され
る熱と残留ガス８３の一部が固体ヒーターに流れてよい。さらなる追加エネルギーが必要
とされることがある。これは、たとえば空気７１を加熱するヒーター７００からもたらさ
れ、次いでこの加熱された空気を、固体ヒーター中の固体物を加熱するのに使用すること
ができる。固体物の加熱時に放出される熱と残留ガス３３を回収して、回収ボイラー４０
０を加熱することができる。凝縮時に放出される熱と残留ガスの少なくとも一部８４を使
用して、回収ボイラー４００を加熱することができる。熱分解黒液ガスから分離される固
体物の一部２２を回収ボイラー４００に導くことができ、従って充分な量の塩４１を回収
して製紙工場で使用することができる。触媒再生器から出ていくストリームである一酸化
炭素６２を回収ボイラーに送り込み、そこで回収ボイラー中の塩を溶融させるための燃料
として使用することができる。
【符号の説明】
【００３３】
　１０　黒液
　１１　熱分解黒液ガス
　２１　固体物
　２２　熱分解黒液ガスから分離される固体物の一部
　２３　熱分解黒液ガス
　３１　加熱された固体物
　３３　固体物の加熱時に放出される熱と残留ガス
　４１　塩
　５１　処理された熱分解黒液ガス
　６１　処理された熱分解黒液ガス
　６２　一酸化炭素
　７１　空気
　７２　固体ヒーター
　８２　形成された液体、凝縮液
　８３　凝縮時に放出される熱と残留ガス
　８４　凝縮時に放出される熱と残留ガス
　１００　流動床反応器
　２００　分離器、サイクロン
　３００　固体ヒーター
　４００　回収ボイラー
　５００　第２の反応器
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　６００　再生反応器
　７００　ヒーター
　８００　凝縮器

【図１】
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