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(57)【要約】
炭酸塩を含む組成物を製造するための方法が提供され、
その方法には金属酸化物の廃棄物源を利用することが含
まれる。二価カチオンの水溶液（その一部または全部が
、金属酸化物の廃棄物源から得られる）を、ＣＯ２と接
触させ、沈殿条件に置くと、炭酸塩を含む組成物を得る
ことができる。いくつかの実施態様においては、燃焼ア
ッシュが、二価カチオンを含む水溶液のための金属酸化
物の廃棄物源である。いくつかの実施態様においては、
燃焼アッシュを使用して、プロトン除去剤の供給源、二
価カチオン、シリカ、金属酸化物、もしくはその他所望
の構成成分、またはそれらの組合せが提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）水溶液を、工業プロセスからの金属酸化物の供給源と接触させる工程；
　ｂ）前記水溶液に、工業プロセスからの二酸化炭素の供給源からの二酸化炭素をチャー
ジする工程；および
　ｃ）前記水溶液を大気圧下の沈殿条件に置いて、炭酸塩含有沈殿物質を生成させる工程
；
を含む、方法。
【請求項２】
　前記金属酸化物の供給源と前記二酸化炭素の供給源とが、同一の工業プロセスからのも
のである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記水溶液を前記金属酸化物の供給源と接触させることを、前記水溶液に二酸化炭素の
供給源をチャージすることよりも前に行わせる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記水溶液を前記金属酸化物の供給源と接触させることを、前記水溶液に二酸化炭素の
供給源をチャージするのと同時に行わせる、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記水溶液を前記金属酸化物の供給源と接触させることと、前記水溶液に二酸化炭素の
供給源をチャージすることと、前記水溶液を沈殿条件に置くこととを、同時に行わせる、
請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記金属酸化物の供給源と前記二酸化炭素の供給源とが、前記同一の廃棄物流を供給源
とする、請求項３～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記廃棄物流れが、石炭専焼火力発電所からの煙道ガスである、請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　前記石炭専焼火力発電所が、褐炭専焼火力発電所である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記廃棄物流れが、セメントプラントからのキルン排出物である、請求項６に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記金属酸化物の供給源が、フライアッシュである、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記金属酸化物の供給源が、セメントキルンダストである、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記廃棄物流れに、ＳＯｘ、ＮＯｘ、水銀、またはそれらの各種組合せがさらに含まれ
る、請求項６に記載の方法。
【請求項１３】
　前記金属酸化物の供給源が、沈殿物質を生成させるための二価カチオンをさらに与える
、請求項２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記金属酸化物の供給源と前記水溶液との両方に、前記沈殿物質を生成させるための二
価カチオンが含まれる、請求項２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記金属酸化物の供給源が、フライアッシュまたはセメントキルンダストである、請求
項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記水溶液が、ブライン、海水、または淡水を含む、請求項１５に記載の方法。
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【請求項１７】
　前記二価カチオンが、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋、またはそれらの組合せを含む、請求項１６
に記載の方法。
【請求項１８】
　前記金属酸化物の供給源が、前記沈殿物質を生成させるためのプロトン除去剤を与える
、請求項２に記載の方法。
【請求項１９】
　前記金属酸化物の供給源が、前記水溶液中においてＣａＯ、ＭｇＯ、またはそれらの組
合せを水和させて、プロトン除去剤を与える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記金属酸化物の供給源が、シリカをさらに与える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記金属酸化物の供給源が、アルミナをさらに与える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　前記金属酸化物の供給源が、酸化第二鉄をさらに与える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　ボーキサイト加工からの赤泥または褐泥が、プロトン除去剤をさらに与える、請求項１
８に記載の方法。
【請求項２４】
　プロトン除去に影響する電気化学的方法が、沈殿物質の生成をさらに与える、請求項１
８に記載の方法。
【請求項２５】
　前記水溶液（それから前記沈殿物質が生成する）から前記沈殿物質を分離することをさ
らに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記沈殿物質が、ＣａＣＯ３を含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　ＣａＣＯ３に、方解石、あられ石、バテライト、またはそれらの組合せが含まれる、請
求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記沈殿物質が、ＭｇＣＯ３をさらに含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　前記ＣａＣＯ３が、あられ石を含み、前記ＭｇＣＯ３がネスケホナイトを含む、請求項
２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記沈殿物質を加工して建築材料を形成させることをさらに含む、請求項２５に記載の
方法。
【請求項３１】
　前記建築材料が、水硬セメントである、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記建築材料が、ポゾランセメントである、請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記建築材料が、骨材である、請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　ａ）水溶液を、二酸化炭素を含む廃棄物流れおよび金属酸化物を含む供給源と接触させ
る工程、および
　ｂ）前記水溶液を沈殿条件に置いて、炭酸塩含有沈殿物質を生成させる工程；
を含む、方法。
【請求項３５】
　前記廃棄物流れが、石炭専焼火力発電所からの煙道ガスである、請求項３４に記載の方
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法。
【請求項３６】
　前記石炭専焼火力発電所が、褐炭専焼火力発電所である、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記金属酸化物の供給源が、フライアッシュである、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記廃棄物流れが、セメントプラントからのキルン排出物である、請求項３４に記載の
方法。
【請求項３９】
　前記金属酸化物の供給源が、セメントキルンダストである、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記廃棄物流れに、ＳＯｘ、ＮＯｘ、水銀、またはそれらの各種組合せがさらに含まれ
る、請求項３５または３８に記載の方法。
【請求項４１】
　前記沈殿物質を生成させるための二価カチオンが、前記金属酸化物の供給源、前記水溶
液、またはそれらの組合せにより与えられる、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記水溶液が、ブライン、海水、または淡水を含む、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記二価カチオンが、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋、またはそれらの組合せを含む、請求項４２
に記載の方法。
【請求項４４】
　前記金属酸化物の供給源が、前記沈殿物質を生成させるためのプロトン除去剤をさらに
与える、請求項４１に記載の方法。
【請求項４５】
　前記金属酸化物の供給源が、前記水溶液中においてＣａＯ、ＭｇＯ、またはそれらの組
合せを水和させて、プロトン除去剤を与える、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記金属酸化物の供給源が、シリカをさらに与える、請求項３４に記載の方法。
【請求項４７】
　前記金属酸化物の供給源が、アルミナをさらに与える、請求項３４に記載の方法。
【請求項４８】
　前記金属酸化物の供給源が、酸化第二鉄をさらに与える、請求項３４に記載の方法。
【請求項４９】
　ボーキサイト加工からの赤泥または褐泥が、プロトン除去剤をさらに与える、請求項４
４に記載の方法。
【請求項５０】
　プロトン除去に影響する電気化学的方法が、沈殿物質の生成をさらに与える、請求項４
４に記載の方法。
【請求項５１】
　前記沈殿物質が、ＣａＣＯ３を含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項５２】
　ＣａＣＯ３に、方解石、あられ石、バテライト、またはそれらの組合せが含まれる、請
求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記水溶液（それから前記沈殿物質が生成する）から前記沈殿物質を分離することをさ
らに含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項５４】
　前記沈殿物質を加工して建築材料を形成させることをさらに含む、請求項５３に記載の
方法。
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【請求項５５】
　前記建築材料が、水硬セメントである、請求項５４に記載の方法。
【請求項５６】
　前記建築材料が、ポゾランセメントである、請求項５４に記載の方法。
【請求項５７】
　前記建築材料が、骨材である、請求項５４に記載の方法。
【請求項５８】
　合成炭酸カルシウムを含むシリカ質組成物であって、
　前記炭酸カルシウムが、方解石、あられ石、およびバテライトから選択される少なくと
も二つの形態で存在している、
組成物。
【請求項５９】
　前記炭酸カルシウムの少なくとも二つの形態が、方解石およびあられ石である、請求項
５８に記載の組成物。
【請求項６０】
　方解石とあられ石とが、２０：１の比率で存在している、請求項５９に記載の組成物。
【請求項６１】
　炭酸カルシウムとシリカとが、少なくとも１：２の炭酸塩対シリカの比率で存在してい
る、請求項６０に記載の組成物。
【請求項６２】
　前記シリカの７５％が、粒子サイズが４５ミクロン未満の非晶質シリカである、請求項
６０に記載の組成物。
【請求項６３】
　シリカ粒子が、合成炭酸カルシウムまたは合成炭酸マグネシウムによって、全面的また
は部分的に封入されている、請求項６０に記載の組成物。
【請求項６４】
　合成炭酸カルシウムおよび合成炭酸マグネシウムを含むシリカ質組成物であって、
　前記炭酸カルシウムが、方解石、あられ石、およびバテライトから選択される少なくと
も一つの形態で存在しており、そして
　炭酸マグネシウムが、ネスケホナイト、マグネサイト、およびハイドロマグネサイトか
ら選択される少なくとも一つの形態で存在している、
組成物。
【請求項６５】
　前記炭酸カルシウムがあられ石として存在し、前記炭酸マグネシウムがネスケホナイト
として存在している、請求項６４に記載の組成物。
【請求項６６】
　シリカが、前記シリカ質組成物の２０％以下である、請求項６５に記載の組成物。
【請求項６７】
　シリカが、前記シリカ質組成物の１０％以下である、請求項６５に記載の組成物。
【請求項６８】
　シリカ粒子が、合成炭酸カルシウムまたは合成炭酸マグネシウムによって、全面的また
は部分的に封入されている、請求項６４に記載の組成物。
【請求項６９】
　ａ）金属酸化物の廃棄物源を消和させるために適合させた石灰消和機；
　ｂ）沈殿反応機；および
　ｃ）液固分離機；
を含み、
　前記沈殿反応機が、前記石灰消和機と前記液固分離機との両方に操作可能に接続され、
そしてさらに
　前記システムが、１トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するように構成さ
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れている、
システム。
【請求項７０】
　前記システムが、１０トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するように構成
されている、請求項６９に記載のシステム。
【請求項７１】
　前記システムが、１００トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するように構
成されている、請求項６９に記載のシステム。
【請求項７２】
　前記システムが、１０００トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するように
構成されている、請求項６９に記載のシステム。
【請求項７３】
　前記システムが、１０，０００トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するよ
うに構成されている、請求項６９に記載のシステム。
【請求項７４】
　前記石灰消和機が、スラリー滞留石灰消和機、ペースト石灰消和機、およびボールミル
石灰消和機から選択される、請求項６９に記載のシステム。
【請求項７５】
　二酸化炭素の供給源をさらに含む、請求項６９のいずれかのシステム。
【請求項７６】
　前記二酸化炭素の供給源が、石炭専焼火力発電所またはセメントプラントからのもので
ある、請求項６５に記載のシステム。
【請求項７７】
　プロトン除去剤の供給源をさらに含む、請求項６９のいずれかのシステム。
【請求項７８】
　二価カチオンの供給源をさらに含む、請求項６９のいずれかのシステム。
【請求項７９】
　前記液固分離機の固体生成物から建築材料を製造するように構成された、建築材料生成
ユニットをさらに含む、請求項６９のいずれかのシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、米国特許仮出願第６１／０７３，３１９号明細書（出願日、２００８年６月
１７日）および米国特許仮出願第６１／０７９，７９０号明細書（出願日、２００８年７
月１０日）の利益を主張するものである（上記出願を参考として引用し本明細書に組み入
れる）。本出願はさらに、米国特許出願第１２／３４４０１９号明細書（出願日、２００
８年１２月２４日）（その全体を参考として引用し本明細書に組み入れる）の一部継続出
願であり、その出願に対して、米国特許法第１２０条に従って優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　二酸化炭素（ＣＯ２）の排出は、地球温暖化現象の主因と見なされてきた。ＣＯ２は燃
焼の副生物であり、運転上の問題、経済的な問題、および環境的な問題を引き起こしてい
る。ＣＯ２およびその他の温室効果ガスの大気中濃度が上がることによって、大気中にお
ける熱の蓄積が増大し、それによって地表温度の上昇および急速な気候変動がもたらされ
ると予想されている。さらに、大気中のＣＯ２のレベルが高くなると、ＣＯ２が溶解して
炭酸が生成するために、世界中の海洋がさらに酸性化されるとも予想されている。気候変
動および海洋の酸性化の影響は、時宜を得た対策をとらないと、経済的にも高くつき、環
境的にも危険となるであろう。気候変動によるリスクの可能性を抑制するためには、各種
の人為的プロセスからのＣＯ２を封じ込め、排除することが必要となるであろう。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　提供されるのは、水溶液を工業プロセスからの金属酸化物の供給源と接触させる工程；
その水溶液に工業プロセスからの二酸化炭素の供給源からの二酸化炭素をチャージする工
程；およびその水溶液を大気圧下の沈殿条件に置いて、炭酸塩含有沈殿物質を生成させる
工程；を含む方法である。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源とそ
の二酸化炭素の供給源が、同一の工業プロセスからのものである。いくつかの実施態様に
おいては、水溶液を金属酸化物の供給源と接触させることを、水溶液に二酸化炭素の供給
源をチャージすることよりも前に行わせる。いくつかの実施態様においては、水溶液を金
属酸化物の供給源と接触させることを、水溶液に二酸化炭素の供給源をチャージするのと
同時に行わせる。いくつかの実施態様においては、水溶液を金属酸化物の供給源と接触さ
せることと、その水溶液に二酸化炭素の供給源をチャージすることと、その水溶液を沈殿
条件に置くこととを、同時に行わせる。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物
の供給源とその二酸化炭素の供給源とが、同一の廃棄物流を供給源とする。いくつかの実
施態様においては、その廃棄物流れが、石炭専焼火力発電所からの煙道ガスである。いく
つかの実施態様においては、その石炭専焼火力発電所が褐炭専焼火力発電所である。いく
つかの実施態様においては、その廃棄物流れが、セメントプラントからのキルン排出物で
ある。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、フライアッシュであ
る。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、セメントキルンダスト
である。いくつかの実施態様においては、その廃棄物流れに、ＳＯｘ、ＮＯｘ、水銀、ま
たはそれらの各種組合せがさらに含まれる。いくつかの実施態様においては、その金属酸
化物の供給源が、沈殿物質を生成させるための二価カチオンをさらに与える。いくつかの
実施態様においては、その金属酸化物の供給源とその水溶液の両方に、沈殿物質を生成さ
せるための二価カチオンが含まれる。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の
供給源が、フライアッシュまたはセメントキルンダストである。いくつかの実施態様にお
いては、その水溶液が、ブライン、海水、または淡水を含む。いくつかの実施態様におい
ては、その二価カチオンが、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋、またはそれらの組合せを含む。いくつ
かの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、沈殿物質を生成させるためのプロ
トン除去剤を与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、その
水溶液中においてＣａＯ、ＭｇＯ、またはそれらの組合せを水和させて、プロトン除去剤
を与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、シリカをさらに
与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、アルミナをさらに
与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、酸化第二鉄をさら
に与える。いくつかの実施態様においては、ボーキサイト加工からの赤泥または褐泥が、
プロトン除去剤をも与える。いくつかの実施態様においては、プロトン除去に影響する電
気化学的方法が、沈殿物質の生成をさらに与える。
【０００４】
　いくつかの実施態様においては、その方法に、沈殿物質が生成した水溶液から沈殿物質
を分離する工程をさらに含む。いくつかの実施態様においては、その沈殿物質に、ＣａＣ
Ｏ３を含む。いくつかの実施態様においては、ＣａＣＯ３に、方解石、あられ石、バテラ
イト、またはそれらの組合せを含む。いくつかの実施態様においては、その沈殿物質に、
ＭｇＣＯ３をさらに含む。いくつかの実施態様においては、そのＣａＣＯ３にあられ石を
含み、そのＭｇＣＯ３にネスケホナイトを含む。いくつかの実施態様においては、その方
法に、その沈殿物質を加工して建築材料を形成させることを含む。いくつかの実施態様に
おいては、その建築材料が水硬セメントである。いくつかの実施態様においては、その建
築材料がポゾランセメントである。いくつかの実施態様においては、その建築材料が骨材
である。
【０００５】
　さらに提供されるのは、水溶液を二酸化炭素を含む廃棄物流れおよび金属酸化物を含む
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供給源と接触させる工程、ならびにその水溶液を沈殿条件に置いて炭酸塩含有沈殿物質を
生成させる工程、を含む方法である。いくつかの実施態様においては、その廃棄物流れが
、石炭専焼火力発電所からの煙道ガスである。いくつかの実施態様においては、その石炭
専焼火力発電所が褐炭専焼火力発電所である。いくつかの実施態様においては、その金属
酸化物の供給源が、フライアッシュである。いくつかの実施態様においては、その廃棄物
流れが、セメントプラントからのキルン排出物である。いくつかの実施態様においては、
その金属酸化物の供給源が、セメントキルンダストである。いくつかの実施態様において
は、その廃棄物流れに、ＳＯｘ、ＮＯｘ、水銀、またはそれらの各種組合せがさらに含ま
れる。いくつかの実施態様においては、沈殿物質を生成させるための二価カチオンが、金
属酸化物の供給源、水溶液、またはそれらの組合せにより与えられる。いくつかの実施態
様においては、その水溶液が、ブライン、海水、または淡水を含む。いくつかの実施態様
においては、その二価カチオンが、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋、またはそれらの組合せを含む。
いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、沈殿物質を生成させるため
のプロトン除去剤をさらに与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供
給源が、その水溶液中においてＣａＯ、ＭｇＯ、またはそれらの組合せを水和させて、プ
ロトン除去剤を与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、シ
リカをさらに与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、アル
ミナをさらに与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、酸化
第二鉄をさらに与える。いくつかの実施態様においては、ボーキサイト加工からの赤泥ま
たは褐泥が、プロトン除去剤をも与える。いくつかの実施態様においては、プロトン除去
に影響する電気化学的方法が、沈殿物質の生成をさらに与える。いくつかの実施態様にお
いては、その沈殿物質に、ＣａＣＯ３を含む。いくつかの実施態様においては、ＣａＣＯ
３に、方解石、あられ石、バテライト、またはそれらの組合せを含む。いくつかの実施態
様においては、その方法に、沈殿物質が生成した水溶液から沈殿物質を分離する工程をさ
らに含む。いくつかの実施態様においては、その方法に、その沈殿物質を加工して建築材
料を形成させることを含む。いくつかの実施態様においては、その建築材料が水硬セメン
トである。いくつかの実施態様においては、その建築材料がポゾランセメントである。い
くつかの実施態様においては、その建築材料が骨材である。
【０００６】
　さらに提供されるのは、合成炭酸カルシウムを含むシリカ質組成物であるが、ここでそ
の炭酸カルシウムは、方解石、あられ石、およびバテライトから選択される少なくとも二
つの形態で存在している。いくつかの実施態様においては、炭酸カルシウムのその少なく
とも二つの形態が、方解石およびあられ石である。いくつかの実施態様においては、方解
石とあられ石とが、２０：１の比率で存在している。いくつかの実施態様においては、炭
酸カルシウムとシリカとが、少なくとも１：２の炭酸塩対シリカの比率で存在している。
いくつかの実施態様においては、そのシリカの７５％が、粒子サイズが４５ミクロン未満
の非晶質シリカである。いくつかの実施態様においては、シリカ粒子が、合成炭酸カルシ
ウムまたは合成炭酸マグネシウムによって、全面的または部分的に封入されている。
【０００７】
　さらに提供されるのは、合成炭酸カルシウムおよび合成炭酸マグネシウムを含むシリカ
質組成物であるが、ここでその炭酸カルシウムが、方解石、あられ石、およびバテライト
から選択される少なくとも一つの形態で存在し、そしてここでその炭酸マグネシウムが、
ネスケホナイト、マグネサイト、およびハイドロマグネサイトから選択される少なくとも
一つの形態で存在している。いくつかの実施態様においては、その炭酸カルシウムがあら
れ石として存在し、その炭酸マグネシウムがネスケホナイトとして存在している。いくつ
かの実施態様においては、シリカが、シリカ質組成物の２０％以下である。いくつかの実
施態様においては、シリカが、シリカ質組成物の１０％以下である。いくつかの実施態様
においては、シリカ粒子が、合成炭酸カルシウムまたは合成炭酸マグネシウムによって、
全面的または部分的に封入されている。
【０００８】
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　さらに提供されるのは、金属酸化物の廃棄物源を消和させるために適合させた石灰消和
機、沈殿反応機、および液固分離機を含むシステムであるが、ここで、その沈殿反応機は
、石灰消和機および液固分離機の両方に操作可能に接続され、さらにここで、そのシステ
ムが、１トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するように構成されている。い
くつかの実施態様においては、そのシステムが、１０トン／日を超える量で炭酸塩含有沈
殿物質を製造するように構成されている。いくつかの実施態様においては、そのシステム
が、１００トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するように構成されている。
いくつかの実施態様においては、そのシステムが、１０００トン／日を超える量で炭酸塩
含有沈殿物質を製造するように構成されている。いくつかの実施態様においては、そのシ
ステムが、１０，０００トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するように構成
されている。いくつかの実施態様においては、その石灰消和機が、スラリー滞留石灰消和
機、ペースト石灰消和機、およびボールミル石灰消和機から選択される。いくつかの実施
態様においては、そのシステムに二酸化炭素の供給源がさらに含まれる。いくつかの実施
態様においては、その二酸化炭素の供給源が、石炭専焼火力発電所またはセメントプラン
トからのものである。いくつかの実施態様においては、そのシステムにプロトン除去剤の
供給源がさらに含まれる。いくつかの実施態様においては、そのシステムに二価カチオン
の供給源がさらに含まれる。いくつかの実施態様においては、そのシステムが、液固分離
機の固体生成物から建築材料を生成させるように構成された、建築材料生成ユニットをさ
らに含む。
【０００９】
　本発明の新規性のある特徴は、添付された特許請求項に特に述べられている。以下の、
本発明の原理が利用されている、説明のための実施態様で言及されている詳細な説明、お
よび添付の図面を参照することにより、本発明の特徴と利点がよりよく理解されることで
あろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】ＥＳＰおよびＦＧＤを使用した、発電所煙道ガス処理プロセスの一例の模式的概
略図である。
【図２】本発明の実施態様を利用した、発電所煙道ガス処理プロセスの一例の模式的概略
図である。
【図３】実施例２の沈殿物質を、１０００倍、２５００倍、および６０００倍に拡大した
、ＳＥＭ画像である。
【図４】実施例２の沈殿物質についてのＸＲＤである。
【図５】実施例２の沈殿物質についてのＴＧＡである。
【図６】実施例３の沈殿物質を、２，５００倍に拡大した、ＳＥＭ画像である。
【図７】実施例３の沈殿物質のＸＲＤである。
【図８】実施例３の沈殿物質のＴＧＡである。
【図９】実施例４のオーブン乾燥させた沈殿物質を、２，５００倍に拡大した、ＳＥＭ画
像である。
【図１０】実施例４のオーブン乾燥させた沈殿物質のＦＴ－ＩＲである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明をさらに詳細に説明する前に、本発明は、記載された特定の実施態様に限定され
るものではなく、したがって、言うまでもなく、変更を加えてもよいということは理解さ
れたい。さらに、本明細書において使用される用語は、特定の実施態様を記述するためだ
けのものであって、限定を加えることを意図したものではなく、本発明の範囲は、添付の
特許請求項によってのみ限定されるであろうということも理解されたい。
【００１２】
　数値が範囲で与えられている場合には、その文脈で他の事柄を明確に指示されていない
限り、その範囲の上限と下限との間に入るそれぞれの中間値（下限の単位の１０分の１ま
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で）、およびその規定された範囲の中のその他のいかなる規定された数値または中間値も
、本発明の中に包含されると理解されたい。これらより狭い範囲の上限および下限は、独
立して、そのより狭い範囲の中に含まれていてよく、規定された範囲の中で特に除外され
た限度があればそれに従って、これまた本発明の中に包含される。規定され範囲に、一方
または両方に限度が含まれている場合には、それら含まれている限度の一方または両方に
わたる範囲もまた、本発明の中に包含される。
【００１３】
　本明細書においては、ある種の範囲は、「約（ａｂｏｕｔ）」という先行詞を伴う数値
を用いて表されている。本明細書においては、「約（ａｂｏｕｔ）」という用語は、その
後に続くまさにその数字と、さらにはその用語に続く数字の近傍にあるかまたはおよその
数字とに、文字通り支持を与えるために使用されている。ある数字が、明確に記述された
数字の近傍にあるかまたはおよその数字であるかどうかの判断では、その近傍にあるかま
たはおよそである報われない数字が、それが表明された文脈において、その明確に記述さ
れた数字と実質的に等価となる数字であってよい。
【００１４】
　特に断らない限り、本明細書において使用される技術用語および科学用語は、本発明が
属する業界の当業者によって通常に理解されているのと同じ意味合いを有している。本明
細書において記述されるものに類似していたり等価であったりするいかなる方法および物
質も、本発明実施または試験において使用することがまた可能ではあるが、説明のための
代表的な、方法および物質について以下に説明する。
【００１５】
　本明細書の中に引用されたすべての公刊物、特許、および特許出願は、それら個々の公
刊物、特許、または特許出願が、明示的かつ個別的に参照として組み入れられたものとし
て、同じ程度に参考として引用し本明細書に組み入れられたものとする。さらに、それぞ
れ引用された公刊物、特許、または特許出願は、それらの公刊物が引用されたものとの関
連で主題を開示し、記述する目的で、参考として引用し本明細書に組み入れる。いかなる
刊行物の引用も、本出願日よりも前にその開示があったとするためであり、その引用によ
って、先願発明によりそのような公刊が以前にあったとして、本明細書において記載され
た本発明が権利を与えられないということを容認したと受け取ってはならない。さらに、
提示されている公刊年月日は、実際の公刊年月日とは異なっている可能性があり、それは
個別に確認する必要がある。
【００１６】
　本明細書および添付された特許請求項において使用するとき、単数の形の冠詞「ａ」、
「ａｎ」および「ｔｈｅ」には、文脈において明白に異なっていることが指示されていな
い限り、複数のニュアンスも含まれていることに留意されたい。特許請求項は、いかなる
随意的な要素も排除するように起草することが可能であるということにも留意されたい。
したがって、この文言は、特許請求項の構成要素の記述に関連して、「単に（ｓｏｌｅｌ
ｙ）」および「単なる（ｏｎｌｙ）」などのような排他的な用語を使用するため、あるい
は「消極的な」限定を使用するための先行的な根拠として役立つことを意図したものであ
る。
【００１７】
　この開示を読めば、当業者には明白であろうが、本明細書において記載され、説明され
た個々の実施態様のそれぞれが、本発明の範囲および精神から外れることなく、容易に他
のいくつかの実施態様のいずれかの特徴から分けたり、それらと組み合わせたりすること
が可能な、個々独立した構成要素と特徴とを有している。記述された方法のいずれもが、
記述された事象の順序通りに実施することもできるし、あるいは、論理的に可能でありさ
えすれば、いかなる他の順序でも実施することができる。
【００１８】
　物質
　後にさらに詳しく説明するように、本発明では、ＣＯ２の供給源、プロトン除去剤の供
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給源（および／またはプロトン除去を起こさせる方法）、および二価カチオンの供給源を
利用する。金属酸化物の廃棄物源（たとえば、燃焼アッシュたとえば、フライアッシュ、
ボトムアッシュ、ボイラースラグ；セメントキルンダスト；ならびにスラグたとえば、鉄
スラグおよびリンスラグ）は、全面的または部分的に、プロトン除去剤の供給源および／
または二価カチオンの供給源を与えることができる。したがって、金属酸化物の廃棄物源
たとえば、燃焼アッシュ（たとえば、フライアッシュ、ボトムアッシュ、ボイラースラグ
）、セメントキルンダスト、およびスラグ（たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）は、本明
細書に記載の組成物を調製するための、二価の金属カチオンおよびプロトン除去剤の単一
の供給源となりうる。廃棄物源たとえば、アッシュ、セメントキルンダスト、スラグ（た
とえば、鉄スラグ、リンスラグ）はさらに、二価カチオンまたはプロトン除去剤の補助的
な供給源と組み合わせて使用してもよい。二酸化炭素の供給源、補助的な二価カチオンの
供給源、および補助的なプロトン除去供給源（およびプロトン除去を起こさせる方法）に
ついてまず説明して、二価カチオンおよびプロトン除去剤の供給源としての金属酸化物の
廃棄物源に対する状況説明とする。その後で、金属酸化物の廃棄物源、たとえば、燃焼ア
ッシュ、セメントキルンダスト、およびスラグ（たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）につ
いての説明をし、それに続けて、これらの金属酸化物の廃棄物源を使用して炭酸塩を含む
組成物を生成させる方法について述べる。
【００１９】
　二酸化炭素
　本発明の方法には、ある容積の二価カチオンの水溶液をＣＯ２の供給源と接触させる工
程、次いでそうして得られた溶液を沈殿条件に置く工程が含まれる。その二価カチオン含
有溶液の中に、（たとえば、海水から）十分な量の炭酸塩含有沈殿物質を沈殿させるのに
十分な二酸化炭素が存在すればよいが、通常は追加の二酸化炭素を使用する。そのＣＯ２
の供給源は、各種都合のよいＣＯ２供給源であってよい。そのＣＯ２供給源は、ガス、液
体、固体（たとえば、ドライアイス）、超臨界流体、あるいは液体の中に溶解されたＣＯ
２であってよい。いくつかの実施態様においては、そのＣＯ２供給源が、ガス状のＣＯ２
供給源である。そのガス状の流れは、実質的に純粋なＣＯ２であってもよいし、あるいは
、ＣＯ２と、１種または複数のさらなるガスおよび／またはその他の物質たとえばアッシ
ュまたはその他の粒状物と、を含む複数成分を含んでいてもよい。いくつかの実施態様に
おいては、そのガス状のＣＯ２供給源が、廃棄物フィード（すなわち、工業プラントの実
動プロセスの副生物）、たとえば工業プラントからの排出物である。工業プラントのタイ
プは変えることが可能で、対象となる工業プラントとしては次のものが挙げられる（これ
らに限定される訳ではない）：発電所、化学加工プラント、機械加工プラント、製油所、
セメントプラント、鉄鋼プラント、ならびに、燃料燃焼またはその他の加工工程の副生物
としてＣＯ２が生成するその他の工業プラント（たとえば、セメントプラントによるか焼
）。
【００２０】
　ＣＯ２を含む廃ガス流れには、還元性条件流れ（たとえば、合成ガス、シフト化合成ガ
ス、天然ガス、水素など）と、酸化性条件流れ（たとえば、燃焼からの煙道ガス）との両
方が含まれる。本発明にとって好都合となりうる具体的な廃ガス流れとしては、以下のも
のが挙げられる：酸素含有燃焼工業プラント煙道ガス（たとえば、石炭またはその他の炭
素系で、煙道ガスの前処理をほとんどまたはまったくしていないもの）、ターボチャージ
ボイラー生成ガス、石炭ガス化生成ガス、シフト化石炭ガス化生成ガス、嫌気性消化装置
生成ガス、ウェルヘッド天然ガス流れ、改質天然ガス、またはメタンハイドレートなど。
各種好都合な供給源からの燃焼ガスを、本発明の方法およびシステムにおいて使用するこ
とができる。いくつかの実施態様においては、工業プラントたとえば、発電所、セメント
プラント、および石炭加工プラントの後燃焼排出煙突の中の燃焼ガスが使用される。
【００２１】
　したがって、廃棄物流れは、各種各様のタイプの工業プラントから生成したものでよい
。本発明において好適な廃棄物流れとしては、化石燃料（たとえば、石炭、石油、天然ガ
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ス）および天然由来の有機燃料堆積物（たとえば、タールサンド、重油、オイルシェール
など）からの人為的燃料生成物を燃焼させる工業プラントで生成する廃棄物流れが挙げら
れる。いくつかの実施態様においては、本発明のシステムおよび方法に好適な廃棄物流れ
は、石炭専焼火力発電所たとえば、微粉炭発電所、超臨界石炭発電所、質量燃焼石炭発電
所、流動床石炭発電所を供給源とするものであり、いくつかの実施態様においては、その
廃棄物流れが、ガスもしくは重油燃焼ボイラーおよび蒸気タービン発電所、ガスもしくは
重油燃焼ボイラーシンプルサイクルガスタービン発電所、またはガスもしくは重油燃焼ボ
イラーと組み合わせたサイクルガスタービン発電所を供給源とするものである。いくつか
の実施態様においては、合成ガス（すなわち、有機物質たとえば、石炭、バイオマスなど
のガス化によって生成するガス）を燃焼させる発電所により生成する廃棄物流れが使用さ
れる。いくつかの実施態様においては、複合ガス化コンバインドサイクル（ｉｎｔｅｇｒ
ａｔｅｄ　ｇａｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｃｙｃｌｅ、ＩＧＣＣ）プラ
ントからの廃棄物流れが使用される。いくつかの実施態様においては、排熱回収ボイラー
（Ｈｅａｔ　Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｓｔｅａｍ　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ，ＨＲＳＧ）プラント
により生成した廃棄物流れを使用して、本発明のシステムおよび方法による骨材が生産さ
れる。
【００２２】
　セメントプラントにより生成する廃棄物流れもまた、本発明のシステムおよび方法に適
している。セメントプラントの廃棄物流れには、湿式プロセスプラントおよび乾式プロセ
スプラント両方からの廃棄物流れが含まれるが、それらのプラントではシャフトキルンま
たはロータリーキルンを採用していてよく、また前か焼炉が含まれていてもよい。これら
の工業プラントではそれぞれ、単一の燃料を燃焼していてもよいし、あるいは、２種以上
の燃料を順次または同時に燃焼していてもよい。
【００２３】
　工業的な廃ガス流れには、主たる空気非由来の成分として二酸化炭素が含まれてよいし
、あるいは、特に石炭専焼火力発電所の場合においては、さらなる成分たとえば、窒素酸
化物（ＮＯｘ）、硫黄酸化物（ＳＯｘ）、および１種または複数のさらなるガスが含まれ
ていてもよい。さらなるガスおよびその他の成分としては、ＣＯ、水銀およびその他の重
金属、ならびに（たとえば、か焼および燃焼プロセスからの）ダスト粒子などが挙げられ
る。ガス流れの中のその他の成分としてはさらに、ハライドたとえば塩化水素およびフッ
化水素、粒状物質たとえばフライアッシュ、ダスト、および、金属たとえばヒ素、ベリリ
ウム、ホウ素、カドミウム、クロム、クロムＶＩ、コバルト、鉛、マンガン、水銀、モリ
ブデン、セレン、ストロンチウム、タリウム、およびバナジウム、ならびに有機物たとえ
ば炭化水素、ダイオキシン、およびＰＡＨ化合物などが挙げられる。処理することが可能
な好適なガス状の廃棄物流れには、いくつかの実施態様においては、存在しているＣＯ２
の量が、２００ｐｐｍ～１，０００，０００ｐｐｍ、２００，０００ｐｐｍ～１０００ｐ
ｐｍ、２００，０００ｐｐｍ～２０００ｐｐｍ、１８０，０００ｐｐｍ～２０００ｐｐｍ
、１８０，０００ｐｐｍ～５０００ｐｐｍ、または１８０，０００ｐｐｍ～１０，０００
ｐｐｍである。廃棄物流れ、特に各種の燃焼ガスの廃棄物流れには、１種または複数のさ
らなる成分、たとえば、水、ＮＯｘ（一窒素酸化物：ＮＯおよびＮＯ２）、ＳＯｘ（一硫
黄酸化物：ＳＯ、ＳＯ２およびＳＯ３）、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）、重金属たとえば
水銀、および粒状物質（ガス中に懸濁している固体または液体の粒子）が含まれていてよ
い。煙道ガスの温度も、可変である。いくつかの実施態様においては、その煙道ガスの温
度が、０℃～２０００℃、たとえば６０℃～７００℃、たとえば１００℃～４００℃であ
る。
【００２４】
　各種の実施態様においては、１種または複数のさらなる成分が、それらのさらなる成分
を含む廃ガス流れを、二価カチオン（たとえば、アルカリ土類金属イオンたとえばＣａ２

＋およびＭｇ２＋）を含む水溶液と接触させることによって形成される沈殿物質の中で沈
殿する。カルシウムおよびマグネシウムの硫酸塩および／または亜硫酸塩を、ＳＯｘ（た
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とえば、ＳＯ２）を含む廃ガス流れから生成した沈殿物質（さらに炭酸カルシウムおよび
／または炭酸マグネシウムを含む）の中に沈殿させてもよい。マグネシウムおよびカルシ
ウムが反応して、ＣａＳＯ４、ＭｇＳＯ４、さらにはその他のカルシウム含有およびマグ
ネシウム含有化合物（たとえば、亜硫酸塩）を形成して、たとえば煙道ガス脱硫（「ＦＧ
Ｄ」）のような脱硫工程がなくても、煙道ガス流れから硫黄を効率よく除去できる。さら
に、ＣａＣＯ３、ＭｇＣＯ３、および関連の化合物は、ＣＯ２をさらに放出することなく
形成させることができる。その二価カチオンの水溶液が高いレベルの硫黄化合物（たとえ
ば、硫酸塩）を含んでいるような場合には、その水溶液のカルシウムおよびマグネシウム
含量を高めることで、ＣａＳＯ４、ＭｇＳＯ４、および関連の化合物が生成した後または
それらの生成に加えて、カルシウムおよびマグネシウムが炭酸塩化合物を形成するのに利
用できるようにしてもよい。いくつかの実施態様においては、脱硫工程を炭酸塩含有沈殿
物質の沈殿と一致させてもよいし、あるいは、沈殿を起こすより前に脱硫工程を置いても
よい。いくつかの実施態様においては、複数の反応生成物（たとえば、炭酸塩含有沈殿物
質、ＣａＳＯ４など）を異なった工程で捕集するが、それに対して、他の実施態様におい
ては、単一の反応生成物（たとえば、炭酸塩、硫酸塩などを含む沈殿物質）を捕集する。
これらの実施態様を伴う工程においては、その他の成分たとえば、重金属（たとえば、水
銀、水銀塩、水銀含有化合物）を、炭酸塩含有沈殿物質の中にトラップさせてもよいし、
あるいは別途に沈殿させてもよい。
【００２５】
　工業プラントからのガス状の廃棄物流れの一部（すなわち、ガス状の廃棄物流れ全部で
はない）を使用して、沈殿物質を生成させてもよい。これらの実施態様においては、沈殿
物質を沈殿させるのに採用するガス状の廃棄物流れの割合を、ガス状の廃棄物流れの７５
％以下、たとえば６０％以下、たとえば５０％以下とするのがよい。さらに他の実施態様
においては、工業プラントによって生成したガス状の廃棄物流れの実質的に全部（たとえ
ば、８０％以上）を用いて、沈殿物質を沈殿させる。これらの実施態様においては、供給
源で生成したガス状の廃棄物流れ（たとえば、煙道ガス）の８０％以上、たとえば９０％
以上、たとえば９５％以上、最高１００％までを、沈殿物質を沈殿させるために使用して
もよい。
【００２６】
　工業的廃ガスでは、燃焼ガスの比較的に濃縮された供給源を提供するが、本発明の方法
およびシステムはさらに、たとえば煙道ガスよりもはるかに低い濃度の汚染物質を含む、
濃縮度がより低い供給源（たとえば、大気）から燃焼ガス成分を除去するのに適用するこ
ともできる。したがって、いくつかの実施態様においては、それらの方法およびシステム
には、安定な沈殿物質を生成させることによって、大気中の汚染物質の濃度を低下させる
ことが包含される。これらの場合において、大気中の割合としての汚染物質、たとえばＣ
Ｏ２の濃度を、１０％以上、２０％以上、３０％以上、４０％以上、５０％以上、６０％
以上、７０％以上、８０％以上、９０％以上、９５％以上、９９％以上、９９．９％以上
、または９９．９９％低下させることができる。大気汚染物質におけるそのような低下は
、ここに記載したような収率、またはより高いもしくはより低い収率で達成することがで
きるが、それは一段の沈殿工程で達成しても、一連の沈殿工程で達成してもよい。
【００２７】
二価カチオン
　上述のように、金属酸化物の廃棄物源たとえば燃焼アッシュ（たとえば、フライアッシ
ュ、ボトムアッシュ、ボイラースラグ）、セメントキルンダスト、およびスラグ（たとえ
ば、鉄スラグ、リンスラグ）（それらのそれぞれについては、以下のそれぞれのセクショ
ンにおいてさらに詳しく説明する）が、本明細書に記載の組成物を調製するための二価の
金属カチオンの単一の供給源であってもよいが、アッシュ、セメントキルンダスト、スラ
グ（たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）のような廃棄物源を、このセクションに記載する
二価カチオンの補助的な供給源と組み合わせて使用してもよい。
【００２８】
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　本発明の方法には、ある容積の二価カチオンの水溶液をＣＯ２の供給源と接触させる工
程、およびそうして得られた溶液を沈殿条件に置く工程が含まれる。二価カチオンの廃棄
物源に加えて、特定の場所における入手可能性に応じて、各種多くの二価カチオン供給源
から二価カチオンを得てもよい。そのような供給源としては、産業廃棄物、海水、ブライ
ン、硬水、鉱物質、およびその他各種の適切な供給源が挙げられる。
【００２９】
　いくつかの場所においては、各種の工業プロセスからの産業廃棄物流れが、二価カチオ
ン（さらには、場合によっては、プロセスにおいて有用なその他の物質、たとえば、金属
水酸化物）の好都合な供給源を与える。そのような廃棄物流れとしては、以下のようなも
のがある（これらに限定される訳ではない）：採鉱廃棄物；化石燃料燃焼アッシュ（たと
えば、フライアッシュ、本明細書においてさらに詳しく説明する）；スラグ（たとえば、
鉄スラグ、リンスラグ）；セメントキルン廃棄物（本明細書においてさらに詳しく説明す
る）；製油所／石油精製工場廃棄物（たとえば、油田およびメタン層ブライン）；石炭層
廃棄物（たとえば、ガス化ブラインおよび石炭層ブライン）；紙加工廃棄物；軟水化廃棄
物ブライン（たとえば、イオン交換排水）；ケイ素加工廃棄物；農業廃棄物；金属仕上廃
棄物；高ｐＨ織物廃棄物；および苛性スラッジ。
【００３０】
　いくつかの場所においては、本発明のシステムおよび方法において使用するのに都合の
よい二価カチオンの供給源は、水（たとえば、二価カチオンを含む水溶液、たとえば海水
または表面ブライン）であるが、それは、本発明を実施する特定の場所に依存して変わっ
てよい。使用可能な好適な二価カチオンの水溶液としては、１種または複数の二価カチオ
ン、たとえばＣａ２＋およびＭｇ２＋のようなアルカリ土類金属カチオンを含む溶液が挙
げられる。いくつかの実施態様においては、二価カチオンの供給源の水溶液にはアルカリ
土類金属カチオンが含まれる。いくつかの実施態様においては、そのアルカリ土類金属カ
チオンには、カルシウム、マグネシウム、またはそれらの混合物が含まれる。いくつかの
実施態様においては、その二価カチオンの水溶液にはカルシウムを、５０～５０，０００
ｐｐｍ、５０～４０，０００ｐｐｍ、５０～２０，０００ｐｐｍ、１００～１０，０００
ｐｐｍ、２００～５０００ｐｐｍ、または４００～１０００ｐｐｍの範囲の量で含む。い
くつかの実施態様においては、その二価カチオンの水溶液にはマグネシウムを、５０～４
０，０００ｐｐｍ、５０～２０，０００ｐｐｍ、１００～１０，０００ｐｐｍ、２００～
１０，０００ｐｐｍ、５００～５０００ｐｐｍ、または５００～２５００ｐｐｍの範囲の
量で含む。いくつかの実施態様において、Ｃａ２＋とＭｇ２＋との両方が存在している場
合には、その二価カチオンの水溶液中におけるＣａ２＋のＭｇ２＋に対する比率（すなわ
ち、Ｃａ２＋：Ｍｇ２＋）が、（１：１）～（１：２．５）、（１：２．５）～（１：５
）、（１：５）～（１：１０）、（１：１０）～（１：２５）、（１：２５）～（１：５
０）、（１：５０）～（１：１００）、（１：１００）～（１：１５０）、（１：１５０
）～（１：２００）、（１：２００）～（１：２５０）、（１：２５０）～（１：５００
）、または（１：５００）～（１：１０００）である。いくつかの実施態様においては、
その二価カチオンの水溶液中におけるＭｇ２＋のＣａ２＋に対する比率（すなわち、Ｍｇ
２＋：Ｃａ２＋）が、（１：１）～（１：２．５）、（１：２．５）～（１：５）、（１
：５）～（１：１０）、（１：１０）～（１：２５）、（１：２５）～（１：５０）、（
１：５０）～（１：１００）、（１：１００）～（１：１５０）、（１：１５０）～（１
：２００）、（１：２００）～（１：２５０）、（１：２５０）～（１：５００）、また
は（１：５００）～（１：１０００）である。
【００３１】
　二価カチオンの水溶液には以下のものに由来する二価カチオンを含んでいてよい：淡水
、汽水、海水、またはブライン（たとえば、天然由来のブラインまたは人為的ブラインた
とえば、地熱発電所廃水、脱塩プラント廃水）、さらには淡水の塩度よりは高い塩度を有
するその他の塩水（そのいずれもが、天然由来であっても、人為的なものであってもよい
）。汽水とは、淡水よりは塩度が高いが、海水ほどの塩度がないものである。汽水は、約
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０．５～約３５ｐｐｔ（ｐａｒｔｓ　ｐｅｒ　ｔｈｏｕｓａｎｄ＝千分率）の塩度を有し
ている。海水は、海、海洋、またはその他の、約３５～約５０ｐｐｔの範囲の塩度を有す
る塩含有水からの水である。ブラインは、塩で飽和されているか、ほとんど飽和されてい
る水である。ブラインは、約５０ｐｐｔ以上の塩度を有している。いくつかの実施態様に
おいては、それから二価カチオンを引き出す塩水の供給源が、海、海洋、湖、沼地、入江
、潟、表面ブライン、ディープブライン、アルカリ性湖沼、内海などから選択される天然
由来の供給源である。いくつかの実施態様においては、それから二価カチオンを引き出す
塩水の供給源が、地熱発電所廃水または脱塩廃水から選択される人為的ブラインである。
【００３２】
　淡水が好都合な二価カチオン（たとえば、アルカリ土類金属たとえばＣａ２＋およびＭ
ｇ２＋のカチオン）の供給源となることも多い。各種多くの好適な淡水供給源を使用して
よいが、それには、鉱物質が比較的少ない供給源から鉱物質が比較的リッチな供給源まで
の範囲の淡水供給源が含まれる。鉱物質リッチな淡水供給源は、天然由来のものであって
よく、たとえば各種の硬水供給源、湖または内海が挙げられる。いくつかの鉱物質リッチ
な淡水供給源たとえばアルカリ性に湖または内海（たとえば、ＴｕｒｋｅｙのＬａｋｅ　
Ｖａｎ）もまた、ｐＨ変性剤の供給源となる。鉱物質リッチな淡水供給源が人為的なもの
であってもよい。たとえば、鉱物質に乏しい水（軟水）を、二価カチオンたとえばアルカ
リ土類金属カチオン（たとえば、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋など）の供給源に接触させて、本明
細書に記載の方法およびシステムに好適な鉱物質リッチな水を作り出してもよい。二価カ
チオンまたはそれらの前駆体（たとえば、塩、鉱物質）を、各種好都合な手順（たとえば
、固体、懸濁液、または溶液の添加など）を使用して、淡水（または各種その他のタイプ
の本明細書に記載の水）に添加してもよい。いくつかの実施態様においては、Ｃａ２＋お
よびＭｇ２＋から選択される二価カチオンを淡水に添加する。いくつかの実施態様におい
ては、Ｎａ＋およびＫ＋から選択される一価カチオンを淡水に添加する。いくつかの実施
態様においては、Ｃａ２＋を含む淡水を、ケイ酸マグネシウム（たとえば、かんらん石ま
たは蛇紋石）またはそれからの生成物もしくは加工した形態のものと組み合わせて、カル
シウムおよびマグネシウムカチオンを含む溶液を得る。
【００３３】
　多くの鉱物質が二価カチオンの供給源となるが、さらに、いくつかの鉱物質は塩基の供
給源でもある。苦鉄質および超苦鉄質の鉱物質たとえばかんらん石、蛇紋石、およびその
他各種の好適な鉱物質は、各種好都合な手順を使用して溶解させればよい。ウォラストナ
イトのようなその他の鉱物質を使用してもよい。表面積を増大させることによって溶解を
加速することができるが、それにはたとえば、通常の手段による粉砕、たとえばジェット
ミル粉砕、さらにはたとえば超音波手段が使用できる。さらに、酸または塩基に暴露させ
ることによって鉱物質の溶解を加速させてもよい。金属ケイ酸塩（たとえば、ケイ酸マグ
ネシウム）および対象となるカチオンを含むその他の鉱物質を、たとえば、（場合によっ
ては電気化学的プロセスからの）ＨＣｌのような酸の中で溶解させて、沈殿物質の中で使
用するための、たとえば、マグネシウムおよびその他の金属のカチオンを生成させてもよ
い。いくつかの実施態様においては、ケイ酸マグネシウムおよびその他の鉱物質を、二酸
化炭素および廃ガス（たとえば、燃焼ガス）のその他の成分の添加によってすでに酸性と
なっている水溶液の中で消化させるか、または溶解させてもよい。別な方法として、その
他の金属種たとえば、金属水酸化物（たとえば、Ｍｇ（ＯＨ）２、Ｃａ（ＯＨ）２）は、
アルカリ水酸化物（たとえば、ＮａＯＨ）または各種その他の適切なアルカリ性物質の水
溶液を用いて、１種または複数の金属ケイ酸塩（たとえば、かんらん石および蛇紋石）を
溶解させることによって、使用できるようにしてもよい。高度に濃厚または極めて希釈な
溶液を含めて、各種適切な濃度のアルカリ水酸化物またはその他のアルカリ性物質の水溶
液を使用して金属ケイ酸塩を分解させてもよい。溶液中のアルカリ水酸化物（たとえば、
ＮａＯＨ）の（重量）濃度は、たとえば３０％～８０％で、水が７０％～２０％である。
有利には、アルカリ水酸化物水溶液を用いて消化させた金属ケイ酸塩などを直接使用して
、沈殿物質を生成させてもよい。さらに、その沈殿反応混合物から塩基値を取り戻して、
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さらなる金属ケイ酸塩などの消化に再利用してもよい。
【００３４】
　いくつかの実施態様においては、二価カチオンの水溶液を、燃焼ガス流れも与えている
工業プラントから得てもよい。たとえば、水冷却の工業プラントたとえば海水冷却工業プ
ラントにおいては、工業プラントにおいて冷却のために使用された水を、次いで、沈殿物
質を生成させるために使用してもよい。所望により、その水を冷却してから、沈殿システ
ムに導入してもよい。そのようなアプローチ方法は、たとえば１回通過冷却システムで採
用してもよい。たとえば、工業プラントのための１回通過冷却システムとしては、市水ま
たは農業用水の給水を採用してもよい。次いで、沈殿物質を生成させるためにその工業プ
ラントからの水を使用してよいが、この場合排出される水は、硬度が低下し、純度が上が
っている。所望により、そのようなシステムを修正して、安全手段（たとえば、毒物の混
入のような不正行為の検出）を含めたり、行政機関（たとえば、Ｈｏｍｅｌａｎｄ　Ｓｅ
ｃｕｒｉｔｙその他の機関）と連携したりしてもよい。そのような実施態様においては、
不正行為または攻撃に対するさらなる防御処置を採用してもよい。
【００３５】
　プロトン除去剤および方法
　上述のように、金属酸化物の廃棄物源たとえば燃焼アッシュ（たとえば、フライアッシ
ュ、ボトムアッシュ、ボイラースラグ）、セメントキルンダスト、およびスラグ（たとえ
ば、鉄スラグ、リンスラグ）（それらのそれぞれについては、以下のそれぞれのセクショ
ンにおいてさらに詳しく説明する）が、本明細書に記載の組成物を調製するためのプロト
ン除去剤の単一の供給源であってもよいが、アッシュ、セメントキルンダスト、スラグ（
たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）のような廃棄物源を、このセクションに記載するプロ
トン除去剤（およびプロトン除去を生じさせるための方法）の補助的な供給源と組み合わ
せて使用してもよい。
【００３６】
　本発明の方法には、（ＣＯ２を溶解させるために）ある容積の二価カチオンの水溶液を
ＣＯ２の供給源と接触させる工程、およびそうして得られた溶液を沈殿条件に置く工程が
含まれる。二価カチオンの水溶液の中にＣＯ２が溶解すると、重炭酸塩および炭酸塩の両
方と平衡状態にある化学種の炭酸が生成する。炭酸塩含有沈殿物質を生成させるためには
、二価カチオン含有溶液中の各種の化学種（たとえば、炭酸、重炭酸塩、ヒドロニウムな
ど）からプロトンを除去して、平衡を炭酸塩の方向にシフトさせる。プロトンが除去され
るにつれて、溶液の中に入るＣＯ２が増えていく。いくつかの実施態様においては、沈殿
反応の一つの相において二価カチオン含有水溶液をＣＯ２と接触させながらＣＯ２の吸収
を増大させる、プロトン除去剤および／または方法を使用するが、この際、ｐＨを一定に
保っても、高めても、あるいはさらに低めてもよく、（たとえば、塩基を添加することに
よって）プロトンを急速に除去して、炭酸塩含有沈殿物質を急速に沈殿させる。各種都合
のよいアプローチ方法で、各種の化学種（たとえば、炭酸、重炭酸塩、ヒドロニウムなど
）からプロトンを除去してよいが、そのような方法としては、たとえば、天然由来のプロ
トン除去剤の使用、微生物および真菌類の使用、合成の化学的プロトン除去剤の使用、人
工廃棄物流れの回収、および電気化学的手段の使用などが挙げられるが、これらに限定さ
れる訳ではない。
【００３７】
　天然由来のプロトン除去剤に含まれるのは、塩基性の局所環境を作り出すかまたはそれ
を有するより広い環境において見出すことが可能な、各種のプロトン除去剤である。いく
つかの実施態様では、溶液に添加（すなわち、溶解）すると塩基性の環境を作り出す鉱物
質を含む天然由来のプロトン除去剤が提供される。そのような鉱物質としては、以下のも
のが挙げられる（これらに限定される訳ではない）：石灰（ＣａＯ）；ペリクレース（Ｍ
ｇＯ）；火山灰；超苦鉄質岩および蛇紋石のような鉱物質；ならびに水酸化鉄鉱物質（た
とえば、針鉄鉱および褐鉄鉱）。そのような岩石および鉱物質を溶解させる方法が、本明
細書において提供される。いくつかの実施態様では、天然由来のプロトン除去剤として、
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天然のアルカリ水性物体（ａｌｋａｌｉｎｅ　ｂｏｄｉｅｓ　ｏｆ　ｗａｔｅｒ）の使用
を提供する。天然のアルカリ水性物体の例としては、以下のものが挙げられる（これらに
限定される訳ではない）：地表水供給源（たとえば、アルカリ性の湖、たとえばＣａｌｉ
ｆｏｒｎｉａのＭｏｎｏ　Ｌａｋｅ）および地下水供給源（たとえば、塩基性帯水層）。
その他の実施態様では、ＡｆｒｉｃａのＧｒｅａｔ　Ｒｉｆｔ　ＶａｌｌｅｙにあるＬａ
ｋｅ　Ｎａｔｒｏｎ沿いの地殻のような、乾燥したアルカリ水性物体からの堆積物の使用
が提供される。いくつかの実施態様においては、それらの通常の代謝作用において塩基性
の分子または溶液を排出するような生物体を、プロトン除去剤として使用する。そのよう
な生物体の例としては、アルカリプロテアーゼを生成する真菌（たとえば、深海真菌のア
ウペルギルス・ウスツス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｕｓｔｕｓ）、最適ｐＨ、９）およ
びアルカリ性分子を生成する細菌（たとえば、シアノ細菌、たとえばＢｒｉｔｉｓｈ　Ｃ
ｏｌｕｍｂｉａ州のＡｔｌｉｎ湿地からのリングビア（Ｌｙｎｇｂｙａ）属、このものは
、光合成の副生物によりｐＨを上げる）が挙げられる。いくつかの実施態様においては、
生物体を使用してプロトン除去剤を生成させるが、その生物体（たとえば、バチルス（Ｂ
ａｃｉｌｌｕｓ）殺菌（ｐａｓｔｅｕｒｉｚｉｎｇ）、このものは尿素を加水分解してア
ンモニアにする）が、汚染物（たとえば、尿素）を代謝して、プロトン除去剤、またはプ
ロトン除去剤（たとえば、アンモニア、水酸化アンモニウム）を含む溶液を生成する。い
くつかの実施態様においては、沈殿反応混合物とは別にして生物体を培養するが、その場
合、沈殿反応混合物に加えるために、プロトン除去剤またはプロトン除去剤を含む溶液を
使用する。いくつかの実施態様においては、炭素脱水酵素を、プロトンを除去するための
天然由来のプロトン除去剤として使用して、沈殿物質の沈殿を引き起こさせる。植物およ
び動物によって生成される酵素である炭素脱水酵素が、水溶液中の炭酸から重炭酸塩への
変換を加速させる。
【００３８】
　プロトン除去に効果のある化学薬剤は、一般的に合成化学薬剤と呼ばれ、大量に生産さ
れて、市販されている。たとえば、プロトンを除去するための化学薬剤としては、水酸化
物、有機塩基、超塩基、酸化物、アンモニア、および炭酸塩などが挙げられるが、これら
に限定される訳ではない。水酸化物としては、溶液中で水酸化物アニオンを与える化学種
、たとえば、水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）、水酸化カリウム（ＫＯＨ）、水酸化カルシ
ウム（Ｃａ（ＯＨ）２）、または水酸化マグネシウム（Ｍｇ（ＯＨ）２）などが挙げられ
る。有機塩基は、一般的に窒素系塩基である炭素含有分子であって、たとえば、一級アミ
ンたとえばメチルアミン、二級アミンたとえばジイソプロピルアミン、三級アミンたとえ
ばジイソプロピルエチルアミン、芳香族アミンたとえばアニリン、複素芳香族たとえばピ
リジン、イミダゾール、およびベンズイミダゾール、ならびにそれらの各種の形態が挙げ
られる。いくつかの実施態様においては、ピリジン、メチルアミン、イミダゾール、ベン
ズイミダゾール、ヒスチジン、およびホファゼン（ｐｈｏｐｈａｚｅｎｅ）から選択され
る有機塩基が、沈殿物質を沈殿させるために、化学種（たとえば、炭酸、重炭酸塩、ヒド
ロニウムなど）からプロトンを除去するのに使用される。いくつかの実施態様においては
、アンモニアを使用して、二価カチオンと産業廃棄物流れの溶液から沈殿物質を沈殿させ
るために十分なレベルにまでｐＨを上げる。プロトン除去剤として使用するのに適した超
塩基としては、ナトリウムエトキシド、ナトリウムアミド（ＮａＮＨ２）、水素化ナトリ
ウム（ＮａＨ）、ブチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムジエチルア
ミド、およびリチウムビス（トリメチルシリル）アミドが挙げられる。酸化物、たとえば
、酸化カルシウム（ＣａＯ）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、酸化ストロンチウム（Ｓｒ
Ｏ）、酸化ベリリウム（ＢｅＯ）、および酸化バリウム（ＢａＯ）などもまた、使用可能
なプロトン除去剤として好適である。本発明において使用する炭酸塩としては炭酸ナトリ
ウムが挙げられるが、これに限定される訳ではない。
【００３９】
　対象となるカチオンおよびその他の好適な金属の形態に加えて、各種の工業プロセスか
らの廃棄物流れがプロトン除去剤を与えてもよい。そのような廃棄物流れとしては、以下
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のようなものがある（これらに限定される訳ではない）：採鉱廃棄物；化石燃料燃焼アッ
シュ（たとえば、フライアッシュ、本明細書においてさらに詳しく説明する）；スラグ（
たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）；セメントキルン廃棄物；製油所／石油精製工場廃棄
物（たとえば、油田およびメタン層ブライン）；石炭層廃棄物（たとえば、ガス化ブライ
ンおよび石炭層ブライン）；紙加工廃棄物；軟水化廃棄物ブライン（たとえば、イオン交
換排水）；ケイ素加工廃棄物；農業廃棄物；金属仕上廃棄物；高ｐＨ織物廃棄物；および
苛性スラッジ。採鉱廃棄物としては、大地からの金属またはその他の貴重なもしくは有用
な鉱物質の抽出からの各種の廃棄物が挙げられる。いくつかの実施態様においては、採鉱
からの廃棄物が、ｐＨを調整するために使用されるが、その廃棄物は、Ｂａｙｅｒ法アル
ミニウム抽出プロセスからの赤泥；海水からのマグネシウム抽出からの廃棄物（たとえば
、Ｍｇ（ＯＨ）２、たとえばＣａｌｉｆｏｒｎｉａ州Ｍｏｓｓ　Ｌａｎｄｉｎｇで見出さ
れるもの；および、リーチングを含めた採鉱プロセスからの廃棄物から選択される。たと
えば、米国特許仮出願第６１／１６１３６９号明細書（出願日、２００９年３月１８日）
に記載されているように、赤泥を使用してｐＨを調整してもよい（この特許を参照するこ
とにより、その全てを本明細書に取り入れたものとする）。農業廃棄物は、動物からの廃
棄物または過剰な化学肥料使用いずれからきたものであっても、水酸化カリウム（ＫＯＨ
）またはアンモニア（ＮＨ３）またはその両方を含んでいる可能性がある。したがって、
本発明のいくつかの実施態様において、農業廃棄物をプロトン除去剤として使用してもよ
い。この農業廃棄物は、池から採取することが多いが、それを採取して使用できるのであ
れば、帯水層の中に浸出したものであってもよい。
【００４０】
　電気化学的方法は、溶液の各種の化学種からプロトンを除去するためのまた別な手段で
あるが、そのためには、溶質からプロトンを除去するか（たとえば、炭酸または重炭酸塩
の脱プロトン化）または、溶媒からプロトンを除去するか（たとえば、ヒドロニウムまた
は水の脱プロトン化）のいずれかの方法による。たとえば、ＣＯ２溶解からのプロトンの
生成が、溶質分子からの電気化学的なプロトン除去とバランスするか、またはそれを超え
ると、溶媒の脱プロトン化が起きる。別な方法として、電気化学的方法を使用して、たと
えばクロルアルカリプロセスまたはそれの改良法によって、アルカリ性の分子（たとえば
、水酸化物）を生成させてもよい。二価カチオン含有水溶液またはガス状の廃棄物流れを
チャージした（たとえば、ＣＯ２をチャージした）溶液を含む装置の中に電極（すなわち
、陰極および陽極）を存在させ、選択的バリヤーたとえば膜によって、それらの電極を分
離すればよい。プロトンを除去するための電気化学的システムおよび方法は、副生物（た
とえば、水素）を生じる可能性があるが、それらを集めて、他の用途に使用してもよい。
本発明のシステムおよび方法において使用してもよいさらなる電気化学的アプローチ方法
としては次の特許出願に記載されているものが挙げられるが、これらに限定される訳では
ない：米国特許出願第６１／０８１，２９９号明細書および米国特許出願第６１／０９１
，７２９号明細書（参照することにより、その開示を本明細書に取り入れたものとする）
。
【００４１】
　いくつかの実施態様においては、低電圧電気化学的方法を使用して、プロトンを除去す
るが、たとえば、ＣＯ２が、沈殿反応混合物、または沈殿反応混合物への前駆体溶液の中
に溶解するからである。沈殿混合物への前駆体溶液には、たとえば、二価カチオンを含ん
でいても、含んでいなくてもよい。いくつかの実施態様においては、二価カチオンを含ま
ない水溶液の中に溶解させたＣＯ２を、低電圧電気化学的方法によって処理して、ＣＯ２
を溶解させたことによって生じた、炭酸、重炭酸塩、ヒドロニウム、もしくは各種化学種
、またはそれらの組合せからプロトンを除去する。低電圧電気化学的方法は、２、１．９
、１．８、１．７、もしくは１．６Ｖ以下、たとえば１．５、１．４、１．３、１．２、
１．１Ｖ以下、たとえば１Ｖ以下、たとえば０．９Ｖ以下、０．８Ｖ以下、０．７Ｖ以下
、０．６Ｖ以下、０．５Ｖ以下、０．４Ｖ以下、０．３Ｖ以下、０．２Ｖ以下、または０
．１Ｖ以下の平均電圧で実施する。本発明のシステムおよび方法において使用するには、
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塩素ガスを発生しない低電圧電気化学的方法を使用するのが好都合である。プロトンを除
去するための、酸素ガスを発生しない低電圧電気化学的方法もまた、本発明のシステムお
よび方法において使用するには好都合である。いくつかの実施態様においては、低電圧電
気化学的方法が、陰極で水素ガスが発生するので、それを陽極に輸送して、そこでその水
素ガスをプロトンに転換させる。水素ガスを発生しない電気化学的方法もまた、好都合で
ある。場合によっては、プロトンを除去するための電気化学的方法が、ガス状の副生物を
まったく発生させない。たとえば以下の特許出願を参照されたい：米国特許出願第１２／
３４４，０１９号明細書（出願日、２００８年１２月２４日）、米国特許出願第１２／３
７５，６３２号明細書（出願日、２００８年１２月２３日）、ＰＣＴ特許出願第ＰＣＴ／
ＵＳ０８／０８８２４２号明細書（出願日、２００８年１２月２３日）、およびＰＣＴ特
許出願第ＰＣＴ／ＵＳ０９／３２３０１号明細書（出願日、２００９年１月２８日）（そ
れらの出願を、参照することにより本明細書にそれらの全内容を取り入れたものとする）
。
【００４２】
　燃焼アッシュ、セメントキルンダスト、およびスラグ
　金属酸化物の廃棄物源（たとえば、燃焼アッシュたとえばフライアッシュ、セメントキ
ルンダストなど）を、本明細書に記載の組成物を調製するための、唯一のプロトン除去剤
の供給源としてもよい。別の言い方をすれば、金属酸化物の廃棄物源たとえば、燃焼アッ
シュ、セメントキルンダストなどを、それから本発明の組成物を生成させる反応混合物の
ｐＨを修正するために使用する、唯一のプロトン除去剤の供給源としてもよい。したがっ
て、いくつかの実施態様においては、その唯一のプロトン除去剤の供給源が、フライアッ
シュ、ボトムアッシュ、およびボイラースラグから選択される燃焼アッシュである。いく
つかの実施態様においては、その唯一のプロトン除去剤の供給源が、セメントキルンダス
トである。いくつかの実施態様においては、その唯一のプロトン除去剤の供給源が、スラ
グ（たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）である。同様にして、金属酸化物の廃棄物源（た
とえば、燃焼アッシュたとえばフライアッシュ、セメントキルンダストなど）を、本明細
書に記載の組成物を調製するための、唯一の二価金属カチオンの供給源としてもよい。別
の言い方をすれば、金属酸化物の廃棄物源たとえば、燃焼アッシュ、セメントキルンダス
トなどを、それから本発明の組成物を生成させる、唯一の二価カチオンの供給源としても
よい。したがって、いくつかの実施態様においては、その唯一の二価カチオンの供給源が
、フライアッシュ、ボトムアッシュ、およびボイラースラグから選択される燃焼アッシュ
である。いくつかの実施態様においては、その唯一の二価カチオンの供給源が、セメント
キルンダストである。いくつかの実施態様においては、その唯一の二価カチオンの供給源
が、スラグ（たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）である。いくつかの実施態様においては
、金属酸化物の廃棄物源（たとえば、燃焼アッシュたとえばフライアッシュ、セメントキ
ルンダストなど）が、本発明による沈殿物質を沈殿させるための、唯一の二価カチオンお
よびプロトン除去剤の供給源である。たとえば、フライアッシュが、沈殿物質を沈殿させ
るための二価カチオンとプロトン除去剤との両方を与えてもよい。さらに、金属酸化物の
廃棄物源と、二価カチオンおよび／またはプロトン除去剤のいずれかのその他の供給源と
を組み合わせることについて、ここでさらに詳しく説明する。
【００４３】
　石炭のような炭素系燃料は、燃焼アッシュ廃棄産物、たとえばフライアッシュ、ボトム
アッシュ、およびボイラースラグを発生するが、それらは廃棄の手段として、多くの場合
埋立処理されたり、低価値の用途に利用されたりする。それらの廃棄産物には多くの場合
、滲出性の汚染物質が含まれていて、埋立処理すると、地下水を汚染する可能性がある。
Ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｏａｌ　Ａｓｈ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎの報告では、米
国で年間１６５，０００，０００トンの石炭燃焼生成物の５６％を超えるものが、石炭燃
焼事業者の実質的なコスト負担であっさりと埋立地に送られている。化石燃料（たとえば
、石炭専焼火力発電所における石炭）を燃焼させることにより発生する燃焼アッシュは、
多くの場合、ＣａＯまたはその他の金属酸化物に富んでいて、それらは塩基性の環境を作
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り、溶液の中では二価カチオンを与える。火山の噴火により放出される火山灰（一般的に
は、これはそれぞれ、燃焼アッシュと考えられる）も含めて、石炭、木材、およびその他
の供給源からの燃焼生成物には、各種の酸化物たとえば、シリカ（ＳｉＯ２）、アルミナ
（Ａｌ２Ｏ３）、およびカルシウム、マグネシウム、鉄などの酸化物も含まれていて、そ
れがある種の化学反応を促進させて、セメントが得られる。本発明において採用される石
炭アッシュ（すなわち、石炭を燃焼させることにより生じる燃焼アッシュ）とは、発電所
ボイラーまたは石炭燃焼炉（たとえば、チェーングレートボイラー、ドライボトム微粉炭
ボイラー、スラグタップボイラー、サイクロンボイラー、および流動床ボイラー）の中で
、微粉化させた無煙炭、亜炭、瀝青炭、亜瀝青炭、または褐炭を燃焼させることにより生
じるアッシュ物質を指している。そのような石炭アッシュには、以下のものが含まれる：
フライアッシュ（これは、排出物または煙道ガスにより炉から運び出される微細な石炭ア
ッシュである）；ボトムアッシュ（これは、（たとえば、ドライボトムボイラーにおいて
）凝集物として炉の基部で捕集されるものである）；およびボイラースラグ（これは、ウ
ェットボトムボイラーのアッシュホッパーで捕集されるものである）。
【００４４】
　低硫黄炭よりも豊富にあり、比較的にコストが安い高硫黄炭では、通常、煙道ガス放出
物から硫黄酸化物（「ＳＯｘ」）を除去するために煙道ガス脱硫（ＦＧＤ）を行う必要が
ある。このプロセスでは一般的には、ＣａＳＯ４（セッコウ）を製造するための反応剤と
して石灰石を利用するために、大気中へのＣＯ２の放出がさらに増える。このプロセスで
は、プロセスの中の石灰石から放出されるカルシウムのために、高カルシウムフライアッ
シュが生成するが、そこでは、カルシウムが酸化カルシウム（ＣａＯ）の形になっている
。通常の発電所または工業用の石炭燃焼設備において、大気放出の前に行う煙道ガスの前
処理には、電気集塵（「ＥＳＰ」）、湿式もしくは乾式スクラビング、および煙道ガス脱
硫（「ＦＧＤ」）のようなプロセスが含まれていてよい。多くのＦＧＤプロセスにおいて
は、ＥＳＰ処理をした後の煙道ガスを、ＦＧＤ吸収タンクの中に導入し、そこで石灰石ス
ラリーと反応させて、ＣａＳＯ４を形成させて、煙道ガスから硫黄を除去する。この方法
で形成されるＣａＳＯ４のそれぞれの分子がＣＯ２の分子を放出し、石炭のような化石燃
料の燃焼に伴うＣＯ２の大量の放出をさらに悪化させる。
【００４５】
　フライアッシュは一般的には極めて不均質であって、石英、ムライト、ヘマタイト、マ
グネタイトのような同定可能な種々の結晶相を有するガラス状粒子と、さらに各種の酸化
鉄の混合物を含んでいる。問題となるフライアッシュは、タイプＦとタイプＣのフライア
ッシュである。上記のように呼ばれているタイプＦとタイプＣのフライアッシュは、ＣＳ
Ａ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａ２３．５およびＡＳＴＭ　Ｃ６１８に定義されている。それら
のタイプの間の主な違いは、アッシュの中のカルシウム、シリカ、アルミナ、および鉄の
含量である。フライアッシュの化学的性質は、燃焼させた石炭（たとえば、無煙炭、瀝青
炭、亜瀝青炭、亜炭、褐炭）の化学成分の影響を大きく受ける。フライアッシュの性質は
さらに、温度履歴、使用したバーナーのタイプ、燃焼後の処理、スクラバーの効果、なら
びに滞留（ｉｍｐｏｕｎｄｉｎｇ）時間および条件にも依存する可能性がある。対象とな
るフライアッシュには、実質的な量のシリカ（二酸化ケイ素、ＳｉＯ２）（非晶質と結晶
質の両方）および石灰（酸化カルシウム、ＣａＯ、酸化マグネシウム、ＭｇＯ）が含まれ
る。フライアッシュの外側表面は一般的には、ＣａＯおよびＭｇＯに富んでいるが、Ｃａ
ＯおよびＭｇＯの濃度は、フライアッシュの外側表面から中心に向かって低下していく。
ＣａＯおよびＭｇＯの減少にしたがって、それに見合った濃度でＳｉＯ２が増加する。後
に述べるいくつかの実施態様において使用される高剪断混合および湿式摩砕によって、フ
ライアッシュの中に存在する全部のＣａＯおよびＭｇＯに対するアクセスを、より大きく
することが可能となる。次の表１に、本発明の実施態様において使用可能な、各種のタイ
プのフライアッシュの化学組成を示す。
【００４６】
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【表１】

【００４７】
　より硬く、より古い無煙炭および瀝青炭を燃焼させると、典型的には、クラスＦのフラ
イアッシュが生成する。クラスＦのフライアッシュは、ポゾラン的な性質を有し（すなわ
ち、湿分の存在下で、微細なシリカまたはアルミノシリケートがＣａ（ＯＨ）２と反応し
てセメント様の性質を有する化合物を形成するが、シリカまたはアルミノシリケート単独
では、セメント様の性質をほとんど、またはまったく有していない）、石灰（ＣａＯ）の
含量は１０％未満である。より若い亜炭または亜瀝青炭を燃焼させて生成するフライアッ
シュは、ポゾラン的な性質を有していることに加えて、いくぶんかの自己固化性（ｓｅｌ
ｆ－ｃｅｍｅｎｔｉｎｇ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ）も有している。水の存在下では、クラ
スＣのフライアッシュが硬化し、時間の経過と共に強度が上がる。クラスＣのフライアッ
シュは一般的には、２０％を超える石灰（ＣａＯ）を含む。アルカリおよび硫酸塩（ＳＯ
４）の含量は、一般的には、クラスＣのフライアッシュの方が高い。
【００４８】
　フライアッシュ物質は排気ガス中に懸濁している間に固化し、各種のアプローチ方法、
たとえば電気集じん機またはフィルターバッグを使用して捕集される。それらの粒子が、
排気ガス中に懸濁している間に固化するので、フライアッシュ粒子は一般的には、球状の
形状を有し、サイズが０．５μｍ～１００μｍの範囲である。対象としているフライアッ
シュは、少なくとも約８０重量％が、４５ミクロン未満の粒子であるものである。
【００４９】
　本発明のある種の実施態様で興味深いのは、高度アルカリ性流動床燃焼装置（ＦＢＣ）
フライアッシュの使用である。
【００５０】
　本発明の実施態様においてこれまた興味深いのは、ボトムアッシュの使用である。ボト
ムアッシュは、石炭燃焼ボイラーにおける石炭燃焼からの凝集物として形成される。その
凝集物は、凝集物の９０％が、０．１ｍｍ～２０ｍｍの範囲の粒子サイズの中に入るよう
なサイズを有し、そのボトムアッシュ凝集物が、この範囲の中での凝集物サイズの分布が
広い。燃焼ボイラーは、ウェットボトムボイラーであっても、ドライボトムボイラーであ
ってもよい。ウェットボトムボイラーの中で発生した場合には、水を用いてそのボトムア
ッシュを冷却し、ボイラースラグを生成させる。ボトムアッシュの主たる化学的成分は、
シリカおよびアルミナであり、より少ない量で、Ｆｅ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｍｎ、ＮａおよびＫ
の酸化物、さらには硫黄および炭素が含まれる。
【００５１】
　ある種の実施態様において、さらに興味深いのは、アッシュとしての火山灰の使用であ
る。火山灰は、直径２ミリメートル（０．０７９インチ）未満の小さいテフラ（すなわち
、火山の噴火により形成された多数の微粉化された岩石とガラス）からできている。
【００５２】
　セメントキルンダストもまた金属酸化物の廃棄物源としては有用であり、たとえばＣａ
ＯおよびＭｇＯを与えるが、それらは、二価カチオン供給源としておよびプロトン除去剤
供給源としていずれにも使用することができる。
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【００５３】
　セメント製造時の微細な副生物であって、ダスト捕集システム（たとえば、サイクロン
、電気集じん機、バグハウス（ｂｕｇｈｏｕｓｅ）など）で捕集される、セメントキルン
ダストを、分級して４種のカテゴリーの一つとすることが可能で、それらそれぞれが、本
発明のための金属酸化物の廃棄物源として好適である。その４種のカテゴリーは、２種の
異なったセメントキルンプロセスと、２種の異なったダスト捕集プロセスに基づいたもの
である。このことを考慮に入れると、フィード物質をスラリーの形態で受け入れる湿式法
キルンプロセス、およびフィード物質を乾燥して、摩砕されて形態で受け入れる乾式法キ
ルンプロセスからのセメントキルンダストが、本発明において使用するのに適している。
それぞれのタイプのキルンにおいて、ダストは二つの方法で捕集することができる：ダス
トの一部を、キルンに最も近いダスト捕集システム（たとえば、サイクロン）から、分離
されてキルンに戻してもよいし、あるいは生成したダストの全量をリサイクルまたは廃棄
してもよい。いずれのタイプの捕集システムから得られたセメントキルンダストも、本発
明において使用するには適している。
【００５４】
　セメントキルンダストの化学的および物理的特性は、そのセメント製造設備で採用され
ているダスト捕集方法に大きく依存する。化学的には、セメントキルンダストは、通常の
ポルトランドセメントに類似した組成を有している。セメントキルンダストの主たる構成
成分は、石灰、鉄、シリカ、およびアルミナの化合物である。セメントキルンダストの中
の遊離石灰の濃度は、キルンに一番近いところで捕集された粗い粒子で最も高い。したが
って、遊離石灰の濃度が高い粗い粒子は、本発明の方法およびシステムには特に好適であ
る。しかしながら、セメントキルンダストのより細かい粒子は、硫酸塩および／またはア
ルカリのより高い濃度を示す傾向があり、より細かい粒子もたとえば、ＣａＯを有用な濃
度で含んでいるので、これまた本発明には適している。セメントキルンダストのより粗い
粒子が分離されずにキルンに戻されるようなシステムにおいては、全部のダストで遊離石
灰の比率が高くなるであろう（その理由は、それには、いくぶんかの粗い粒子を含んでい
るからである）。このセメントキルンダストは、二価カチオンおよびプロトン除去剤を与
える、金属酸化物の廃棄物源として使用してもよい。表２（Ｃｏｌｌｉｎｓ，Ｒ．Ｊ．お
よびＪ．Ｊ．Ｅｍｅｒｙ，「Ｋｉｌｎ　Ｄｕｓｔ－Ｆｌｙ　Ａｓｈ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆ
ｏｒ　Ｈｉｇｈｗａｙ　Ｂａｓｅｓ　ａｎｄ　Ｓｕｂｂａｓｅｓ」，Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｈ
ｉｇｈｗａｙ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ，Ｒｅｐｏｒｔ　Ｎｏ．ＦＨＷＡ／ＲＤ－
８２／１６７，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，ＤＣ，Ｓｅｐｔｅｍｐｅｒ，１９８３）は、フレ
ッシュおよび備蓄セメントキルンダストについての典型的な組成を列記したものであるが
、これからもわかるように、備蓄されていて、長期間にわたって外気に暴露されていたセ
メントキルンダストの中では、遊離の石灰または遊離のマグネシアの含量が、たとえある
としても、極めて低い。したがって、フレッシュなセメントキルンダストの方が、顕著に
長い期間外気に暴露された備蓄されていたセメントキルンダストよりも好ましい。
【００５５】
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【表２】

【００５６】
　たとえばＣＯ２をチャージした沈殿反応混合物のｐＨを上げるためのプロトン除去剤（
さらには二価カチオンの供給源）として、スラグを採用してもよい。スラグは、単一のプ
ロトン除去剤として使用してもよいし、あるいは１種または複数のさらなるプロトン除去
剤（たとえば、先に記したような、その他の金属酸化物の廃棄物源、補助的なプロトン除
去剤など）と組み合わせて使用してもよい。同様にして、スラグを、単一の二価カチオン
の供給源としてもよいし、あるいは１種または複数の二価カチオンのさらなる供給源（た
とえば、先に記したような、その他の金属酸化物の廃棄物源、二価カチオンの補助的な供
給源など）と組み合わせて使用してもよい。スラグは、金属の鉱石の加工（すなわち、金
属鉱石を製錬して金属を精製すること）の際に発生し、酸化カルシウムおよび酸化マグネ
シウム、さらには鉄、ケイ素、およびアルミニウムの化合物を含んでいる。いくつかの実
施態様においては、プロトン除去剤または二価カチオンの供給源としてスラグを使用する
ことによって、沈殿生成物に反応性のケイ素およびアルミナを導入できるというさらなる
メリットが得られる。本発明において好適となりうるスラグとしては、以下のものが挙げ
られるが、これらに限定される訳ではない：鉄製錬からの溶鉱炉スラグ、鋼のアーク炉ま
たは高炉加工からのスラグ、銅スラグ、ニッケルスラグ、およびリンスラグ。
【００５７】
　添加物
　生成する沈殿物質の性質に影響を及ぼすために、プロトン除去剤以外の添加物を沈殿反
応混合物に加えてもよい。したがって、いくつかの実施態様においては、沈殿反応混合物
を沈殿条件に置くより前か、または置いているときに、沈殿反応混合物に添加物を加える
。微量のある種の添加物が、ある種の炭酸カルシウムの多形体に有利に働く。たとえば、
バテライトは、高度に不安定なＣａＣＯ３の多形体であって、各種の多形で沈殿して、急
速に転化して方解石となるが、このバテライトを、微量のランタン、たとえば塩化ランタ
ンを加えることで極めて高い収率で得ることができる。炭酸カルシウムの多形体を生成さ
せるために、その他の遷移金属などを添加してもよい。たとえば、第一鉄または第二鉄を
添加すると、乱雑な構造のドロマイト（プロトドロマイト）が生成しやすくなることは公
知である。
【００５８】
　方法
　本発明の方法およびシステムは、溶解された二酸化炭素を含む水溶液（たとえば、ＣＯ
２を含む産業廃棄物流れからのもの）から調製される炭酸塩含有組成物、二価カチオン（
たとえば、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋）、およびプロトン除去剤（またはプロトン除去を起こさ
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せる方法）を提供するが、これらについては以下においてより詳しく説明する。
【００５９】
　金属酸化物の廃棄物源たとえば、燃焼アッシュ（たとえば、フライアッシュ、ボトムア
ッシュ、ボイラースラグ）、セメントキルンダスト、またはスラグ（たとえば、鉄スラグ
、リンスラグ）は、本明細書に記載の組成物を調製するための、二価の金属カチオンの単
一の供給源となりうる。したがって、いくつかの実施態様においては、その唯一の二価の
金属カチオンの供給源が、フライアッシュ、ボトムアッシュ、およびボイラースラグから
選択される燃焼アッシュである。いくつかの実施態様においては、その唯一の二価の金属
カチオンの供給源が、セメントキルンダストである。いくつかの実施態様においては、そ
の唯一の二価の金属カチオンの供給源が、スラグ（たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）で
ある。金属酸化物の廃棄物源たとえば、燃焼アッシュ（たとえば、フライアッシュ、ボト
ムアッシュ、ボイラースラグ）、セメントキルンダスト、またはスラグ（たとえば、鉄ス
ラグ、リンスラグ）もまた、本明細書に記載の組成物を調製するための、プロトン除去剤
の単一の供給源となりうる。したがって、いくつかの実施態様においては、その唯一のプ
ロトン除去剤の供給源が、フライアッシュ、ボトムアッシュ、およびボイラースラグから
選択される燃焼アッシュである。いくつかの実施態様においては、その唯一のプロトン除
去剤の供給源が、セメントキルンダストである。いくつかの実施態様においては、その唯
一のプロトン除去剤の供給源が、スラグ（たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）である。い
くつかの実施態様においては、金属酸化物の廃棄物源たとえば、燃焼アッシュ（たとえば
、フライアッシュ、ボトムアッシュ、ボイラースラグ）、セメントキルンダスト、または
スラグ（たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）を淡水または蒸留水に添加することによって
、水供給源を二価カチオンに富ませることにより、水の中の鉱物質含量を高めることがで
きるが、ここでその淡水または蒸留水は、鉱物質含量が低いかゼロである。これらの実施
態様においては、その金属酸化物の廃棄物源が、二価カチオンのみならず、プロトン除去
剤の供給源となっている。
【００６０】
　いくつかの実施態様においては、金属酸化物の廃棄物源が、プロトン除去剤の一部たと
えば、１０％以下、２０％以下、４０％以下、６０％以下、８０％以下を与え、残りの部
分のプロトン除去剤（またはプロトン除去を起こさせる方法）が、本明細書の記載に従っ
て得られる。
【００６１】
　各種好都合な手順を使用して、水を、金属酸化物の廃棄物源たとえば、燃焼アッシュ（
たとえば、フライアッシュ）またはセメントキルンダストと接触させて、所望のｐＨ（プ
ロトン除去剤の添加の手段による）または二価カチオン濃度になるようにしてよい。いく
つかの実施態様においては、石炭専焼火力発電所からの煙道ガスを、電気集じん機などを
使用せず、フライアッシュを予め除去することなく、沈殿反応機の中に直接通す。いくつ
かの実施態様においては、セメントキルンダストを、セメントキルンから直接沈殿反応機
に入れる。いくつかの実施態様においては、予め捕集しておいたフライアッシュを、水を
保持した沈殿反応機の中に入れてもよいが、ここで、添加するフライアッシュの量を、ｐ
Ｈを所望のレベル（たとえば、炭酸塩含有沈殿物質の沈殿を起こさせるｐＨ）、たとえば
ｐＨ７～１４、ｐＨ８～１４、ｐＨ９～１４、ｐＨ１０～１４、ｐＨ１１～１４、ｐＨ１
２～１４、またはｐＨ１３～１４にまで上げるに十分な量とする。フライアッシュ－水混
合物のｐＨは、たとえば、ｐＨ約１２．２～１２．４とするのがよい。セメントキルンダ
スト－水混合物のｐＨも同様に、ｐＨ約１２とするのがよい。いくつかの実施態様におい
ては、その金属酸化物の廃棄物源は、カラムまたはベッドに固定される。そのような実施
態様においては、水のｐＨを上げるに十分な量のアッシュの中または上に水を通して、所
望のｐＨにしたり、特定の二価カチオン濃度にしたりする。固定された金属酸化物の廃棄
物源（たとえば、フライアッシュ）は、フライアッシュの不動態化（すなわち、たとえば
ＣａＣＯ３によるフライアッシュの封じ込め（沈殿条件下でＣａＣＯ３が形成されるのが
その理由））を緩和させるのに有用である。しかしながら、いくつかの実施態様において
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は、フライアッシュの不動態化が望ましいこともあるが、その理由は、不動態化されたフ
ライアッシュを含む沈殿物質では、ポゾラン的な反応性（すなわち、シリカおよび／また
はアルミノシリカとＣａ（ＯＨ）２との反応）が低下しており、そのことによって、反応
性が低い方が望ましいようなさらなる用途が開けるからである。セメントキルンダストお
よび燃焼アッシュたとえばフライアッシュのいずれもが、高い塩基値を有しているので、
それらはかなりの塩基性であると考えられる。塩基値および／または二価カチオン値を除
去することにより、さらなる塩基値および／または二価カチオン値が、廃棄物源－水混合
物から得ることができる。たとえば、廃棄物源－水混合物をＣＯ２供給源（これが、溶液
中で炭酸を生成する）と接触させて、炭酸カルシウムを含む沈殿物質を形成させることが
できるが、それが生成したことによって、ＣａＯがＣａ（ＯＨ）２にさらに転換され、さ
らなる二価カチオンができる。同様にして、廃棄物源－水混合物を水性の酸たとえばＨＮ
Ｏ３、ＨＣｌ、およびＨＦ（これらに限定される訳ではない）と接触させてもよい。ＨＮ
Ｏ３およびＨＣｌのような酸を用いてフライアッシュを酸消化させることによって、フラ
イアッシュの中に存在するＣａＯおよびＭｇＯへのアクセスを、より大きく（７０％以上
）することが可能となる。水性のＨＦを用いた酸消化によって、シリカとの反応およびそ
れにより生成する化学種の溶解があるために、ＣａＯおよびＭｇＯへのアクセスを、より
大きくすることが可能となる。反応時間および酸の強度を変化させて、フライアッシュか
ら浸出されるＣａＯおよび／またはＭｇＯの量を増減させてもよい。
【００６２】
　いくつかの実施態様においては、金属酸化物の廃棄物源たとえばフライアッシュまたは
セメントキルンダストを消和（すなわち、ＣａＯからＣａ（ＯＨ）２へ、そしてＭｇＯか
らＭｇ（ＯＨ）２への転換など）させてもよい。燃焼アッシュ（たとえば、フライアッシ
ュ、ボトムアッシュ）またはセメントキルンダストの消和に有効な各種の好都合なシステ
ムまたは方法を使用すればよい。金属酸化物の廃棄物源の消和は、スラリー滞留消和機、
ペースト石灰消和機、ボールミル石灰消和機、またはそれらを各種組み合わせるかもしく
は変型させたものを用いて達成すればよいが、消和装置の選択は、消和させる金属酸化物
の廃棄物源、水の利便性、所要スペースなどに依存する。たとえば、スペースに限度があ
り、また消和のための水の供給にも限度があるような場合には、コンパクトなペースト石
灰消和機が、本発明のシステムおよび方法において使用するには好都合となるであろう。
いくつかの実施態様においては、ボールミル石灰消和機が使用される。金属酸化物の廃棄
物源にも依存するが、消和効率は以下の因子の影響を受ける可能性がある：か焼に使用す
るための石灰石のタイプ、特定のか焼プロセス（たとえば、温度履歴、使用したバーナー
のタイプ、燃焼後処理、スクラバー効果、滞留時間および条件など）、消和温度、廃棄物
源対水の比率、消和の際の撹拌の程度、スラリーの粘度、消和時間、および（金属酸化物
の廃棄物源混合する前の）水の温度。水のタイプもまた、消和効率に影響する可能性があ
る。たとえば、一般的には海水よりも二価カチオンの濃度が低い淡水は、フライアッシュ
からＣａＯおよびＭｇＯを抽出するには遙かに効率が高い可能性があるが、水のタイプは
、一般的にはその沈殿プラントの所在地での入手性に依存するであろう。したがって、本
発明の方法には、タイミングのよい消和（すなわち、工業プロセスを効率化させることが
可能な時間スケールでの消和）のためにそれらの因子を修正することも含まれる。たとえ
ば、消和温度を修正してもよい。いくつかの実施態様においては、その消和温度が、室温
（約７０゜Ｆ）から約２２０゜Ｆまでの範囲である。いくつかの実施態様においては、そ
の消和温度が、７０～１００゜Ｆ、１００～２２０゜Ｆ、１２０～２２０゜Ｆ、１４０～
２２０゜Ｆ、１６０～２２０゜Ｆ、１６０～２００゜Ｆ、または１６０～１８５゜Ｆであ
る。（ＣａＯからＣａ（ＯＨ）２への発熱的な転換反応から得られる温度を超えて）消和
温度を高くするために、補助的な加熱が必要であるならば、たとえば、煙道ガスからの廃
熱を使用してもよい。同様にして、その他の外部からの熱供給源（たとえば、加熱水）を
使用してもよい。金属酸化物の廃棄物源の反応性が高い（すなわち、高い濃度でたとえば
ＣａＯを含むフライアッシュまたはセメントキルンダスト）ために、消和温度を下げる必
要があるようならば、その熱を、たとえば、沈殿物質の乾燥に使用するための空気流れを



(26) JP 2011-524253 A 2011.9.1

10

20

30

40

50

加熱するのに使用してもよい。たとえば、消和圧力を修正してもよい。いくつかの実施態
様においては、その消和圧力が通常の大気圧（約１バール）から約５０バールまでである
。いくつかの実施態様においては、その消和圧力が、１～２．５バール、１～５バール、
１～１０バール、１０～５０バール、２０～５０バール、３０～５０バール、または４０
～５０バールである。いくつかの実施態様においては、消和を周囲条件下（すなわち、標
準大気温度および圧力）で実施する。水の廃棄物源に対する比率も修正してよい。いくつ
かの実施態様においては、水の金属酸化物の廃棄物源に対する比率が、（１：１）～（１
：１．５）、（１：１．５）～（１：２）、（１：２）～（１：２．５）、（１：２．５
）～（１：３）、（１：３）～（１：３．５）、（１：３．５）～（１：４）、（１：４
）～（１：４．５）、（１：４．５）～（１：５）、（１：５）～（１：６）、（１：６
）～（１：８）、（１：８）～（１：１０）、（１：１０）～（１：２５）、（１：２５
）～（１：５０）、または（１：５０）～（１：１００）である。廃棄物源の水に対する
比率もまた、修正してよい。いくつかの実施態様においては、金属酸化物の廃棄物源の水
に対する比率が、（１：１）～（１：１．５）、（１：１．５）～（１：２）、（１：２
）～（１：２．５）、（１：２．５）～（１：３）、（１：３）～（１：３．５）、（１
：３．５）～（１：４）、（１：４）～（１：４．５）、（１：４．５）～（１：５）、
（１：５）～（１：６）、（１：６）～（１：８）、（１：８）～（１：１０）、（１：
１０）～（１：２５）、（１：２５）～（１：５０）、または（１：５０）～（１：１０
０）である。いくつかの実施態様において、フライアッシュのような金属酸化物の廃棄物
源が沈殿反応機に直接供給されるような場合には、その廃棄物源の水に対する比率は、極
めて低くてよい。そのような実施態様においては、追加の廃棄物源（たとえば、フライア
ッシュ）をその沈殿反応機に添加して、廃棄物源の水に対する比率を上げてもよいし、あ
るいは、廃棄物源の水に対する比率を低くして消和を実施してもよい。消和時間も、それ
が消和効率に影響するので、修正してよい。いくつかの実施態様においては、水和（たと
えば、ＣａＯからのＣａ（ＯＨ）２の生成）を完了させるのに必要な消和時間が、１２～
２０時間、２０～３０時間、３０～４０時間、４０～６０時間、６０～１００時間、１０
０～１６０、１００～１８０、および１８０～２００時間の間である。いくつかの実施態
様においては、水和を完了させるまでに必要な消和時間が、１２時間未満、６～１２時間
、３～６時間、１～３時間の間、または１時間未満である。いくつかの実施態様において
は、水和を完了させるまでに必要な消和時間が、３０分間～１時間の間である。いくつか
の実施態様においては、その消和時間が、１５～３０分間、１５～２５分間、および１５
～２０分間の間である。いくつかの実施態様においては、その消和時間が、５～３０分間
、５～２０分間、５～１５分間、および５～１０分間の間である。いくつかの実施態様に
おいては、その消和時間が、１～５分間、１～３分間、および２～３分間の間である。撹
拌もまた、たとえばホットスポットおよびコールドスポットを無くすことによって、消和
効率に影響する可能性がある。さらに、金属酸化物の廃棄物源を前処理することによって
、消和効率を効率化させてもよい。たとえば、消和より前にフライアッシュを、ジェット
ミル処理またはボールミル処理してもよい。上述の消和因子のいずれか一つを変化させる
ことにより、さらなる消和因子にも変化がおよんで、それぞれの消和の手順が、利用でき
る物質に依存して変化するであろうということが認識されるであろう。したがって、本発
明における消和は、廃棄物源中に存在するＣａＯをＣａ（ＯＨ）２に転換させる割合を、
１０％超、２０％超、３０％超、４０％超、５０％超、６０％超、７０％超、８０％超、
９０％超、９５％超、９７％超、９８％超、９９％超、または９９．９％超とすることが
できる。同様に、本発明における消和は、廃棄物源中に存在するＭｇＯをＭｇ（ＯＨ）２
に転換させる割合を、１０％超、２０％超、３０％超、４０％超、５０％超、６０％超、
７０％超、８０％超、９０％超、９５％超、９７％超、９８％超、９９％超、または９９
．９％超とすることができる。転換率が高いほど、消和プロセスの効率が高い。
【００６３】
　金属酸化物の廃棄物源たとえば、燃焼アッシュ、セメントキルンダスト、またはスラグ
（たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）を、補助的な二価カチオンの供給源たとえば、燃焼
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アッシュ、セメントキルンダスト、またはスラグ（たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）の
混合物と組み合わせて使用してもよい。したがって、いくつかの実施態様においては、そ
の二価カチオンの供給源が、二価カチオン供給源と、フライアッシュ、ボトムアッシュ、
およびボイラースラグから選択される燃焼アッシュとの組合せである。たとえば、その二
価カチオンの供給源が、フライアッシュと海水との組合せであってもよい。組合せ（たと
えば、燃焼アッシュと他の二価カチオンの供給源との組合せ）として使用する場合には、
燃焼アッシュをいかなる順序で使用してもよい。たとえば、塩基性溶液が、燃焼アッシュ
を添加するより前に既に二価カチオン（たとえば、海水）を含んでいてもよいし、あるい
は、二価カチオンの供給源を、フライアッシュの水中のスラリーに添加してもよい。これ
らの実施態様のいずれにおいても、ＣＯ２は、燃焼アッシュの前後いずれで添加してもよ
いが、これについては以下においてさらに詳しく説明する。
【００６４】
　廃棄物源たとえば、燃焼アッシュ、セメントキルンダスト、またはスラグ（たとえば、
鉄スラグ、リンスラグ）を、補助的なプロトン除去剤の供給源たとえば、燃焼アッシュ、
セメントキルンダスト、またはスラグ（たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）の混合物と組
み合わせて使用してもよい。したがって、いくつかの実施態様においては、そのプロトン
除去剤の供給源が、プロトン除去剤と、フライアッシュ、ボトムアッシュ、およびボイラ
ースラグから選択される燃焼アッシュとの組合せである。使用可能なプロトン除去剤の例
としては以下のものが挙げられる：酸化物（たとえば、ＣａＯ）、水酸化物（たとえば、
ＫＯＨ、ＮａＯＨ、水滑石（Ｍｇ（ＯＨ）２など）、炭酸塩（たとえば、Ｎａ２ＣＯ３）
、蛇紋石など。反応混合物の中にシリカおよびマグネシウムも放出する蛇紋石からは、究
極的には、（燃焼アッシュの中に見られるものに追加の形の）炭酸塩およびシリカを含む
組成物が得られる。使用する補助的なプロトン除去剤の量は、その補助的なプロトン除去
剤の具体的な性質と、その中に補助的なプロトン除去剤を添加する水の容積とに依存する
。補助的なプロトン除去剤に代わるものとしては、先にプロトン除去をもたらすと説明し
たような、電気化学的方法の利用がある。電気分解を採用してもよい。各種の電気分解プ
ロセスを使用してよいが、そのようなプロセスとしては、Ｃａｓｔｎｅｒ－Ｋｅｌｌｎｅ
ｒプロセス、および隔膜電解槽プロセス（ｄｉａｐｈｒａｇｍ　ｃｅｌｌ　ｐｒｏｃｅｓ
ｓ、ｍｅｍｂｒａｎｅ　ｃｅｌｌ　ｐｒｏｃｅｓｓ）が挙げられる。加水分解生成物の副
生物（たとえば、Ｈ２、ナトリウム金属）は、捕集して他の目的に使用してよい。プロト
ン除去剤の組合せ（たとえば、燃焼アッシュと、他のプロトン除去剤供給源との組合せ）
を使用する場合には、その燃焼アッシュは、いかなる順序で使用してもよい。たとえば、
燃焼アッシュ、またはフライアッシュの水中スラリーを添加する前に既に塩基性である二
価カチオン含有溶液（たとえば、海水）に、追加のプロトン除去剤を加えてさらに塩基性
としてもよい。これらの実施態様のいずれにおいても、ＣＯ２は、燃焼アッシュの前後い
ずれで添加してもよいが、これについては以下においてさらに詳しく説明する。
【００６５】
　先に説明したように、金属酸化物の廃棄物源たとえば、燃焼アッシュ、セメントキルン
アッシュ、およびスラグ（たとえば、鉄スラグ、リンスラグ）を、補助的なプロトン除去
剤有り、または無しのいずれかで、各種の組合せで使用してもよい。補助的なプロトン除
去剤（およびプロトン除去に影響をおよぼす方法）を使用する場合、それらの補助的なプ
ロトン除去剤もまた、各種適切な組合せで使用してよい。本発明のいくつかの実施態様で
は、次のような組合せを提供する：人為的廃棄物（たとえば、ボーキサイト加工からの赤
泥または褐泥）と市販の塩基（たとえば、ＮａＯＨ）との組合せの使用；人為的廃棄物と
、電気化学的方法（すなわち、炭酸、重炭酸塩、ヒドロニウムなどの脱プロトン化）およ
び天然由来のプロトン除去剤（たとえば、蛇紋石鉱物質）との組合せ；または、人為的廃
棄物と、市販の塩基および天然由来のプロトン除去剤とを組み合わせ、その後で次いで電
気化学的方法と組み合わせた蛇紋石鉱物質に移行。プロトン除去に影響をおよぼす各種の
方法の割合を、条件と入手可能性に従って調節してもよく、たとえば、沈殿プラントの耐
用期間の内の最初の５年は、人為的廃棄物を市販の塩基および天然由来のプロトン除去剤
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と組み合わせて使用し、その後は、蛇紋石鉱物質と、プロトンを除去するための電気化学
的方法との組合せに移行してもよい（これらの方が、より入手しやすいからである）。
【００６６】
　いくつかの実施態様においては、プロトン除去剤（およびプロトン除去に影響をおよぼ
す方法）を組み合わせて、プロトン除去剤の１～３０％がフライアッシュから供給され、
プロトン除去剤の２０～８０％が、廃棄物（たとえば、赤泥）、鉱物質たとえば蛇紋石、
またはそれらの組合せから供給され、プロトン除去の１０～５０％を電気化学的方法でま
かなうようにする。たとえば、いくつかの実施態様では、プロトン除去剤と電気化学的方
法との組合せを提供して、プロトン除去剤の１０％がフライアッシュから供給され、プロ
トン除去剤の６０％が、採鉱プロセス（たとえば、赤泥）からの廃棄物から供給され、プ
ロトン除去の３０％を電気化学的方法でまかなうようにする。いくつかの実施態様では、
プロトン除去剤と電気化学的方法との組合せを提供して、プロトン除去剤の１０％がフラ
イアッシュから供給され、プロトン除去剤の６０％が、天然由来の鉱物質供給源（たとえ
ば、溶解させた蛇紋岩）からの廃棄物から供給され、プロトン除去の３０％を電気化学的
方法でまかなうようにする。いくつかの実施態様では、プロトン除去剤と電気化学的方法
との組合せが提供するが、その場合、沈殿プラントの耐用期間の内の最初の５年の間は、
プロトン除去剤の３０％が、フライアッシュから供給され、プロトン除去剤の７０％が採
鉱プロセスからの廃棄物（たとえば、赤泥）から提供されるようにし、その６年目の最初
以降は、プロトン除去剤の１０％が、フライアッシュから供給され、プロトン除去剤の６
０％が、天然由来の鉱物質供給源（たとえば、蛇紋石）を溶解させた結果であり、プロト
ン除去の３０％を電気化学的方法によってまかなうようにする。
【００６７】
　二価カチオン（たとえば、アルカリ土類金属カチオン、たとえばＣａ２＋およびＭｇ２

＋）を含む水溶液を、その二価カチオン含有溶液を沈殿条件（すなわち、たとえばｐＨに
も基づいて、１種または複数の物質の沈殿を起こさせるような条件）にかける、前、途中
、または後のいずれかのタイミングでＣＯ２の供給源と接触させてもよい。したがって、
いくつかの実施態様においては、炭酸塩および／または重炭酸塩化合物の生成を有利にす
るために、その水溶液を沈殿条件に置くより前に、二価カチオンの水溶液をＣＯ２の供給
源と接触させる。いくつかの実施態様においては、炭酸塩および／または重炭酸塩化合物
の生成を有利にするために、その水溶液を沈殿条件に置いている最中に、二価カチオンの
水溶液をＣＯ２の供給源と接触させる。いくつかの実施態様においては、炭酸塩および／
または重炭酸塩化合物の生成を有利にするために、その水溶液を沈殿条件に置くより前お
よび置いている最中に、二価カチオンの水溶液をＣＯ２の供給源と接触させる。いくつか
の実施態様においては、炭酸塩および／または重炭酸塩化合物の生成を有利にするために
、その水溶液を沈殿条件に置いた後に、二価カチオンの水溶液をＣＯ２の供給源と接触さ
せる。いくつかの実施態様においては、炭酸塩および／または重炭酸塩化合物の生成を有
利にするために、その水溶液を沈殿条件に置く前、途中、および後に、二価カチオンの水
溶液をＣＯ２の供給源と接触させる。いくつかの実施態様においては、二価カチオン含有
水溶液を２回以上サイクルさせてもよいが、その場合、沈殿の第一回目のサイクルでは、
主として炭酸カルシウムおよび炭酸マグネシウム鉱物質を除去して、アルカリ性溶液が残
るが、それに対して追加の二価カチオンを加えてもよい。二酸化炭素を二価カチオンのリ
サイクルされた溶液と接触させると、より多くの炭酸塩および／または重炭酸塩化合物を
沈殿させることが可能となる。これらの実施態様においては、第一回目の沈殿サイクルの
後の水溶液を、二価カチオンが添加される前、途中および／または後に、ＣＯ２供給源と
接触させてもよいということは認識されるであろう。いくつかの実施態様においては、二
価カチオンを含まないか、または二価カチオンの濃度が低い水溶液をＣＯ２と接触させる
。これらの実施態様においては、水はリサイクルさせてもよいし、あるいは新たに導入し
てもよい。したがって、ＣＯ２と金属酸化物の廃棄物源の添加順序は変えてもよい。たと
えば、それらそれぞれが、二価カチオン、プロトン除去剤、またはその両方を与える、金
属酸化物の廃棄物源たとえば、フライアッシュ、セメントキルンダスト、またはスラグを
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、たとえばブライン、海水、または淡水に加え、その後でＣＯ２を添加してもよい。また
別な例においては、ＣＯ２を、たとえばブライン、海水、または淡水に加え、その後で、
フライアッシュ、セメントキルンダスト、またはスラグを添加してもよい。
【００６８】
　二価カチオン含有水溶液は、各種好都合な手順を用いて、ＣＯ２供給源と接触させれば
よい。そのＣＯ２がガスである場合には、対象となる接触手順としては以下のものが挙げ
られる（これらに限定される訳ではない）：直接接触手順（たとえば、ＣＯ２ガスを水溶
液の中にバブリングさせる）、並流接触手段（すなわち、一つの方向に流れているガス相
流れと液相流れとの間の接触）、向流手段（すなわち、反対方向に流れているガス相流れ
と液相流れとの間の接触）など。したがって、接触は、都合に合わせて、インフューザー
、バブラー、流体ベンチュリー反応器、スパージャー、ガスフィルター、スプレー、トレ
イ、充填塔反応器などを使用して実施すればよい。いくつかの実施態様においては、フラ
ットジェットノズルを用いて溶液の液膜（ｌｉｑｕｉｄ　ｓｈｅｅｔ）を形成させ、ＣＯ
２ガスとその液膜を、向流、並流、または十字流の方向、またはその他各種適切な方法で
移動させることにより、気液接触を実施する。たとえば、米国特許出願第６１／１５８，
９９２号明細書（出願日、２００９年３月１０日）を参照されたい（この出願を参照する
ことによりそのすべてを本明細書に取り入れたものとする）。いくつかの実施態様におい
ては、５００マイクロメートル以下、たとえば１００マイクロメートル以下の平均直径を
有する溶液の液滴をＣＯ２ガス供給源と接触させることにより、気液接触を実施する。い
くつかの実施態様においては、溶液の中への二酸化炭素の溶解を加速させるために触媒を
使用して、その反応が平衡に向かうのを加速させるが、その触媒は、無機物質たとえば二
塩化亜鉛もしくはカドミウム、または有機物質たとえば酵素（たとえば、炭素脱水酵素）
などであってよい。
【００６９】
　本発明の方法においては、上述のようにして生成させたある容積のＣＯ２をチャージし
た水を、炭酸塩含有沈殿物質と上澄み（すなわち、沈殿物質が沈殿した後に取り残される
、沈殿反応混合物の一部）とを生成させるに十分な炭酸塩化合物の沈殿条件に置く。各種
都合のよい沈殿条件を採用すればよいが、その条件は、ＣＯ２がチャージされた沈殿反応
混合物から炭酸塩含有沈殿物質が生成する結果が得られるものである。沈殿条件としては
、ＣＯ２がチャージされた沈殿反応混合物の物理的な環境を調節して、所望の沈殿物質が
生成するようにさせる条件が挙げられる。たとえば、ＣＯ２がチャージされた沈殿反応混
合物の温度を、所望の炭酸塩含有沈殿物質を沈殿させるのに適した状況となる点にまで上
げてもよい。そのような実施態様においては、ＣＯ２がチャージされた沈殿反応混合物の
温度を、５℃～７０℃、たとえば２０℃～５０℃、たとえば２５℃～４５℃の値にまで上
げてもよい。所定の一連の沈殿条件に、０℃～１００℃の範囲の温度が含まれていてもよ
く、ある種の実施態様においては、その温度を上げて所望の沈殿物質が生成するようにし
てもよい。ある種の実施態様においては、二酸化炭素排出が低いかまたはゼロの供給源（
たとえば、太陽エネルギー供給源、風力エネルギー供給源、水力発電エネルギー供給源、
炭素排出装置の煙道ガスからの廃熱など）から発生するエネルギーを使用して、沈殿反応
混合物の温度を上昇させる。いくつかの実施態様においては、石炭またはその他の燃料の
燃焼からの煙道ガスからの熱を利用して、沈殿反応混合物の温度を上昇させてもよい。Ｃ
Ｏ２がチャージされた沈殿反応混合物のｐＨを、所望の炭酸塩含有沈殿物質を沈殿させる
のに適したｐＨとなるまで上げてもよい。そのような実施態様においては、そのＣＯ２が
チャージされた沈殿反応混合物のｐＨを、沈殿をさせるためのアルカリ性のレベルにまで
上げるが、その炭酸塩が重炭酸塩であるのが好ましい。ｐＨは、ｐＨ９以上、たとえばｐ
Ｈ１０以上、たとえばｐＨ１１以上に上げてもよい。たとえば、沈殿反応混合物または沈
殿反応混合物の前駆体のｐＨを上げるためにフライアッシュを使用する場合には、そのｐ
ＨをｐＨ約１２．５以上としてもよい。
【００７０】
　従って、沈殿反応混合物から所望の沈殿物質を生成させるための一連の沈殿条件には、
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上述のように、温度およびｐＨ、さらには場合によっては、水中の添加物およびイオン性
化学種の濃度が含まれる。沈殿条件にはさらに、次のような因子も含まれていてよい：混
合速度、撹拌の形態（たとえば超音波）、ならびに、シード結晶、触媒、膜、または基材
の存在。いくつかの実施態様においては、沈殿条件には、過飽和条件、温度、ｐＨ、およ
び／または濃度勾配、またはこれらのパラメーターの各種繰り返しもしくは変更などが含
まれる。本発明において炭酸塩含有沈殿物質を調製するために採用される手順（出発点の
たとえばフライアッシュの消和から、終了点のたとえば、沈殿物質の乾燥または、沈殿物
質の骨材への成形まで）は、バッチ式であっても、セミバッチ式であっても、または連続
式手順であってもよい。セミバッチ式またはバッチ式システムに比較して、連続フローシ
ステムにおいては、所定の沈殿物質を生成させるための沈殿条件が異なっていてもよいと
いうことは認識されるであろう。
【００７１】
　炭酸塩含有沈殿物質は、沈殿反応混合物から生成した後で、その反応混合物から分離さ
れて、図１に見られるように、分離された沈殿物質（たとえば、ウェットケーキ）と上澄
みとになる。沈殿物質は、ある程度の時間のあいだは上澄みの中に貯蔵し、その後で沈殿
し、（たとえば、乾燥により）分離してもよい。たとえば、沈殿物質は上澄みの中に、１
～１０００日以上、たとえば１～１０日以上の範囲の期間、１℃～４０℃、たとえば２０
℃～２５℃の範囲の温度で貯蔵してもよい。沈殿反応混合物からの沈殿物質の分離は、数
多くの好都合なアプローチ方法のいずれかを使用して実施するが、そのような方法として
は以下のものが挙げられる：水切り法（たとえば、沈殿物質を重力沈降させてから、水切
りをする）、デカント法、濾過法（たとえば、重力濾過法、真空濾過法、強制空気を使用
した濾過法）、遠心分離法、加圧法、またはそれらの各種組合せ。沈殿物質からバルクの
水を分離すると、沈殿物質のウェットケーキ、または脱水した沈殿物質が生成する。米国
特許出願第６１／１７００８６号明細書（出願日、２１０９年４月１６日、参照すること
により本明細書に取り入れたものとする）に詳細が記述されているように、液固分離機た
とえば、ＥｐｕｒａｍａｔのＥｘｔｒｅｍ－Ｓｅｐａｒａｔｏｒ（「ＥｘＳｅｐ」）液固
分離機、Ｘｅｒｏｘ　ＰＡＲＣのスパイラル濃縮機、またはＥｐｕｒａｍａｔのＥｘＳｅ
ｐもしくはＸｅｒｏｘ　ＰＡＲＣのスパイラル濃縮機のいずれかを改良したものが、沈殿
反応混合物から沈殿物質を分離するには有用である。
【００７２】
　いくつかの実施態様においては、そうして得られた脱水された沈殿物質を次いで、乾燥
させて、製品（たとえば、セメント、ポゾランセメント、骨材、または非反応性で貯蔵安
定性のあるＣＯ２封鎖（ＣＯ２－ｓｅｑｕｅｓｔｅｒｉｎｇ）製品）を製造する。乾燥は
、その沈殿物質を通気乾燥させることによって実施してもよい。沈殿物質を通気乾燥させ
る場合、その通気乾燥は、－７０℃～１２０℃の範囲の温度で実施するのがよい。ある種
の実施態様においては、凍結乾燥（ｆｒｅｅｚｅ－ｄｒｙｉｎｇ、すなわちｌｙｏｐｈｉ
ｌｉｚａｔｉｏｎ）によって乾燥を実施するが、この場合、沈殿物質を凍結させ、周囲圧
力を減圧し、沈殿物質中の凍結した水が、直接気体として昇華するのに十分な熱を加える
。さらにまた別な実施態様においては、沈殿物質をスプレー乾燥させて沈殿物質を乾燥さ
せるが、この場合、高温のガス（たとえば、発電所からのガス状の廃棄物流れ）の中に沈
殿物質を含む液体をフィードすることにより乾燥させるが、その液体のフィード物はポン
プで主乾燥チャンバーの中にアトマイザーを通過させ、高温ガスは、そのアトマイザーの
方向と並流または向流で通過させる。システムの特定の乾燥手順に応じて、乾燥ステーシ
ョン（以下において詳述）には、濾過要素、凍結乾燥構造、スプレー乾燥構造などが含ま
れていてもよい。ある種の実施態様においては、適切であるならば、発電所または類似の
設備からの廃熱を使用して、乾燥工程を実施してよい。たとえば、いくつかの実施態様に
おいては、高温（たとえば、発電所からの廃熱）、圧力、またはそれらの組合せを使用し
て、骨材を製造する。
【００７３】
　沈殿物質を上澄みから分離した後で、所望により、その分離した沈殿物質をさらに加工
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してもよいが、その沈殿物質を、長期間の貯蔵ができ、ＣＯ２を封鎖するための場所に単
に移送してもよい。たとえば、その炭酸塩含有沈殿物質を、長期貯蔵サイト、たとえば、
地上（貯蔵安定性のあるＣＯ２封鎖物質として）、地下、深海中などに移送して、保管し
てもよい。
【００７４】
　沈殿プロセスの結果得られた上澄み、または沈殿物質のスラリーは、所望により加工し
てもよい。たとえば、その上澄みまたはスラリーを、二価カチオン含有水溶液の供給源（
たとえば、海洋）または別な場所に戻してもよい。いくつかの実施態様においては、その
上澄みをＣＯ２の供給源と接触させて、先に説明したように、さらなるＣＯ２を封鎖して
もよい。たとえば、上澄みを海洋に戻す実施態様においては、その上澄み中に存在する炭
酸塩の濃度を上昇させるに十分な方法で、その上澄みをガス状のＣＯ２廃棄物源と接触さ
せてもよい。先に説明したように、接触は、各種好都合な手順を用いて実施すればよい。
いくつかの実施態様においては、その上澄みがアルカリ性のｐＨを有していて、ＣＯ２供
給源との接触を、そのｐＨが、ｐＨ５～９、ｐＨ６～８．５、またはｐＨ７．５～８．２
の範囲に低下するような方法で実施する。
【００７５】
　本発明の方法は、次のような場所で実施してよい：地上（たとえば、適切な二価カチオ
ン含有供給源が存在しているか、または容易かつ低コストで運び込める場所で）、海で、
海洋中、または、その他二価カチオンが含まれる集合体（ｂｏｄｙ）（その集合体は天然
由来のものであっても人工のものであってもよい）。いくつかの実施態様においては、上
述の方法を実施するためにはシステムを採用するが、そのようなシステムには、以下にお
いてさらに詳しく説明するようなものが含まれる。
【００７６】
　本発明のいくつかの実施態様においては、唯一のまたは主な二価カチオンの供給源、お
よび／または炭酸塩含有沈殿物質を沈殿させるためのプロトン除去剤として、フライアッ
シュを使用する。そのような実施態様においては、水（たとえば、淡水、海水、ブライン
）を用いてフライアッシュを消和させて、消和されたフライアッシュ混合物を生成させて
よいが、その消和されたフライアッシュ混合物のｐＨは、ｐＨ７～１４、ｐＨ８～１４、
ｐＨ９～１４、ｐＨ１０～１４、ｐＨ１１～１４、ｐＨ１２～１４、またはｐＨ１３～１
４であってよい。そのような消和されたフライアッシュ混合物においては、水の中のフラ
イアッシュ濃度は、１～１０ｇ／Ｌ、１０～２０ｇ／Ｌ、２０～３０ｇ／Ｌ、３０～４０
ｇ／Ｌ、４０～８０ｇ／Ｌ、８０～１６０ｇ／Ｌ、１６０～３２０ｇ／Ｌ、３２０～６４
０ｇ／Ｌ、または６４０～１２８０ｇ／Ｌの間とするのがよく、さらに消和温度は、室温
（約７０゜Ｆ）～約２２０゜Ｆ、７０～１００゜Ｆ、１００～２２０゜Ｆ、１２０～２２
０゜Ｆ、１４０～２２０゜Ｆ、１６０～２２０゜Ｆ、１６０～２００゜Ｆ、または１６０
～１８５゜Ｆとするのがよい。抽出、およびＣａＯからＣａ（ＯＨ）２への転換を最適化
させるには、高剪断混合、湿式摩砕、および／または超音波処理を使用して、フライアッ
シュの空孔（ｏｐｅｎ　ｓｐｈｅｒｅｓ）を破壊して、閉じ込められているＣａＯに到達
できるようにするのがよい。高剪断混合、湿式摩砕、および／または超音波処理すること
は、フライアッシュの母材（たとえば、ＳｉＯ２母材）の中に閉じ込められているＣａＯ
への到達を与えることに加えて、セメント、ポゾランセメント、および関連の最終製品の
強度を向上させる。高剪断混合および／または湿式摩砕をした後で、消和されたフライア
ッシュ混合物を、（フライアッシュ混合物の希釈をするか、またはせずに）二酸化炭素の
供給源、たとえば石炭専焼火力発電所からの煙道ガスまたはセメントキルンからの排気ガ
スと、接触させる。先に述べた多くの気液接触手順のいずれかを利用すればよい。沈殿反
応混合物のｐＨが一定になるまで気液接触を続け、その後でその沈殿反応混合物を一夜撹
拌させておく。ｐＨを低下させる速度は、気液接触の間に補助的なフライアッシュを加え
ることによって調節すればよい。さらに、通気の後で、補助的なフライアッシュを添加し
て、ｐＨを上げて沈殿物質の一部または全部を沈殿させるための塩基性レベルにまで戻し
てもよい。いずれの場合においても、沈殿反応混合物中のある種の化学種（たとえば、炭
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酸、重炭酸塩、ヒドロニウム）からプロトンを除去することで、沈殿物質を生成させるこ
とができる。次いで、炭酸塩およびシリカ質化合物を含む沈殿物質を分離し、場合によっ
てはさらに加工すればよい。
【００７７】
　上述のように、本発明のいくつかの実施態様においては、唯一のまたは主な二価カチオ
ンの供給源、および／または炭酸塩含有沈殿物質を沈殿させるためのプロトン除去剤とし
て、フライアッシュを使用する。そのような実施態様においては、水（たとえば、淡水、
海水、ブライン）を用いてフライアッシュを消和させて、消和されたフライアッシュ混合
物を生成させてよいが、その消和されたフライアッシュ混合物のｐＨは、ｐＨ７～１４、
ｐＨ８～１４、ｐＨ９～１４、ｐＨ１０～１４、ｐＨ１１～１４、ｐＨ１２～１４、また
はｐＨ１３～１４であってよい。そのような消和されたフライアッシュ混合物においては
、水の中のフライアッシュ濃度は、１～１０ｇ／Ｌ、１０～２０ｇ／Ｌ、２０～３０ｇ／
Ｌ、３０～４０ｇ／Ｌ、４０～８０ｇ／Ｌ、８０～１６０ｇ／Ｌ、１６０～３２０ｇ／Ｌ
、３２０～６４０ｇ／Ｌ、または６４０～１２８０ｇ／Ｌの間とするのがよく、さらに消
和温度は、室温（約７０゜Ｆ）～約２２０゜Ｆ、７０～１００゜Ｆ、１００～２２０゜Ｆ
、１２０～２２０゜Ｆ、１４０～２２０゜Ｆ、１６０～２２０゜Ｆ、１６０～２００゜Ｆ
、または１６０～１８５゜Ｆとするのがよい。上述のように、抽出およびＣａＯからＣａ
（ＯＨ）２への転換は、高剪断混合および／または湿式摩砕を用いることで最適化するこ
とができる。しかしながら、いかなる追加の加工の後でも、フライアッシュを消和された
フライアッシュ混合物から分離して、乾燥させてポゾラン（下記参照）として使用可能で
あるフライアッシュスラッジと、二価カチオンおよび炭酸塩含有沈殿物質を沈殿させるた
めのプロトン除去剤を含む上澄みとを生成させてよい。次いでその上澄みを、（フライア
ッシュ混合物の希釈をするか、またはせずに）二酸化炭素の供給源、たとえば石炭専焼火
力発電所からの煙道ガスまたはセメントキルンからの排気ガスと接触させてもよい。ｐＨ
が一定になるまで気液接触を続け、その後でその沈殿反応混合物を一夜撹拌させておく。
ｐＨが低下する速度は、気液接触の間に補助的なフライアッシュを加えることによって調
節すばよい。さらに、気液接触の後で、補助的なフライアッシュを添加して、ｐＨを上げ
て沈殿物質の一部または全部を沈殿させるための塩基性レベルにまで戻してもよい。いず
れの場合においても、沈殿反応混合物中のある種の化学種（たとえば、炭酸、重炭酸塩、
ヒドロニウム）からプロトンを除去することで、沈殿物質を生成させることができる。次
いで、炭酸塩を含む沈殿物質を分離し、場合によってはさらに加工すればよい。たとえば
、シリカ質の物質をほとんどまたはまったく含まない炭酸塩含有沈殿物質は、乾燥させて
、最終製品に使用してもよい。炭酸塩含有沈殿物質は、それとは異なり、分離されたフラ
イアッシュスラッジと組み合わせるのがよいが、その場合、その沈殿物質とフライアッシ
ュスラッジとを湿式混合するか、乾燥させるか、またはその両方を組み合わせて、炭酸塩
を含むシリカ質組成物を生成させる。そのような物質は、ウェット（すなわち、フライア
ッシュスラッジ）またはドライ（すなわち、乾燥フライアッシュスラッジ）なフライアッ
シュベースのポゾランの添加から誘導される、ポゾラン的な性質を有することができる。
【００７８】
　本発明のいくつかの実施態様においては、二価カチオンの供給源、および／または炭酸
塩含有沈殿物質を沈殿させるためのプロトン除去剤と組み合わせて、フライアッシュを使
用する。そのような実施態様においては、水（たとえば、淡水、海水、ブライン）を用い
てフライアッシュを消和させて、消和されたフライアッシュ混合物を生成させるのがよい
。次いで、その消和されたフライアッシュ混合物に補助的なプロトン除去剤を添加して、
高ｐＨの消和されたフライアッシュ混合物を生成させてもよいが、その場合、その高ｐＨ
の消和されたフライアッシュ混合物のｐＨは、ｐＨ７～１４、ｐＨ８～１４、ｐＨ９～１
４、ｐＨ１０～１４、ｐＨ１１～１４、ｐＨ１２～１４、またはｐＨ１３～１４とするの
がよく、また、フライアッシュは完全に溶解させても、あるいはいくぶんかその程度を変
えて溶解させてもよい。たとえば、補助的なプロトン除去剤を添加することによって、７
５％のフライアッシュが溶解するようにしてもよい。そのような消和されたフライアッシ
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ュ混合物においては、水の中のフライアッシュ濃度は、１～１０ｇ／Ｌ、１０～２０ｇ／
Ｌ、２０～３０ｇ／Ｌ、３０～４０ｇ／Ｌ、４０～８０ｇ／Ｌ、８０～１６０ｇ／Ｌ、１
６０～３２０ｇ／Ｌ、３２０～６４０ｇ／Ｌ、または６４０～１２８０ｇ／Ｌの間とする
のがよく、さらに消和温度は、室温（約７０゜Ｆ）～約２２０゜Ｆ、７０～１００゜Ｆ、
１００～２２０゜Ｆ、１２０～２２０゜Ｆ、１４０～２２０゜Ｆ、１６０～２２０゜Ｆ、
１６０～２００゜Ｆ、または１６０～１８５゜Ｆとするのがよい。各種未溶解のフライア
ッシュの溶解を容易とするために、高剪断混合および／または湿式摩砕を用いてフライア
ッシュの空孔を破壊して、より小さなフライアッシュ粒子が得られるようにしてもよい。
高剪断混合および／または湿式摩砕をした後で、消和されたフライアッシュ混合物を、（
フライアッシュ混合物の希釈をするか、またはせずに）二酸化炭素の供給源、たとえば石
炭専焼火力発電所からの煙道ガスまたはセメントキルンからの排気ガスと、接触させても
よい。先に述べた多くの気液接触手順のいずれかを利用すればよい。ｐＨが一定になるま
で気液接触を続け、その後でその沈殿反応混合物を一夜撹拌させておいてもよい。ｐＨが
低下する速度は、気液接触の間に補助的なフライアッシュまたはその他の補助的なプロト
ン除去剤を加えることによって調節すればよい。さらに、気液接触の後で、補助的なフラ
イアッシュを添加して、ｐＨを上げて沈殿物質の一部または全部を沈殿させるための塩基
性レベルにまで戻してもよい。いずれの場合においても、沈殿反応混合物中のある種の化
学種（たとえば、炭酸、重炭酸塩、ヒドロニウム）からプロトンを除去することで、沈殿
物質を生成させることができる。次いで、炭酸塩およびシリカ質化合物を含む沈殿物質を
分離し、場合によってはさらに加工すればよい。
【００７９】
　したがって、提供されるのは、水溶液を工業プロセスからの金属酸化物の供給源と接触
させる工程；その水溶液に工業プロセスからの二酸化炭素の供給源からの二酸化炭素をチ
ャージする工程；およびその水溶液を大気圧下の沈殿条件に置いて、炭酸塩含有沈殿物質
を生成させる工程、を含む方法である。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物
の供給源とその二酸化炭素の供給源が、同一の工業プロセスからのものである。いくつか
の実施態様においては、水溶液を金属酸化物の供給源と接触させることを、水溶液に二酸
化炭素の供給源をチャージすることよりも前に行わせる。いくつかの実施態様においては
、水溶液を金属酸化物の供給源と接触させることを、水溶液に二酸化炭素の供給源をチャ
ージするのと同時に行わせる。いくつかの実施態様においては、水溶液を金属酸化物の供
給源と接触させることと、その水溶液に二酸化炭素の供給源をチャージすることと、その
水溶液を沈殿条件に置くこととを、同時に行わせる。いくつかの実施態様においては、そ
の金属酸化物の供給源とその二酸化炭素の供給源が、同一の廃棄物流れから供給される。
いくつかの実施態様においては、その廃棄物流れが、石炭専焼火力発電所からの煙道ガス
である。いくつかの実施態様においては、その石炭専焼火力発電所が褐炭専焼火力発電所
である。いくつかの実施態様においては、その廃棄物流れが、セメントプラントからのキ
ルン排出物である。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、フライ
アッシュである。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、セメント
キルンダストである。いくつかの実施態様においては、その廃棄物流れに、ＳＯｘ、ＮＯ
ｘ、水銀、またはそれらの各種組合せがさらに含まれる。いくつかの実施態様においては
、その金属酸化物の供給源が、沈殿物質を生成させるための二価カチオンをさらに与える
。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源とその水溶液の両方に、沈殿
物質を生成させるための二価カチオンを含む。いくつかの実施態様においては、その金属
酸化物の供給源が、フライアッシュまたはセメントキルンダストである。いくつかの実施
態様においては、その水溶液が、ブライン、海水、または淡水を含む。いくつかの実施態
様においては、その二価カチオンが、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋、またはそれらの組合せを含む
。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、沈殿物質を生成させるた
めのプロトン除去剤を与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源
が、その水溶液中においてＣａＯ、ＭｇＯ、またはそれらの組合せを水和させて、プロト
ン除去剤を与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、シリカ
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をさらに与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、アルミナ
をさらに与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、酸化第二
鉄をさらに与える。いくつかの実施態様においては、ボーキサイト加工からの赤泥または
褐泥が、プロトン除去剤をも与える。いくつかの実施態様においては、プロトン除去に影
響する電気化学的方法が、沈殿物質の生成をさらに与える。
【００８０】
　いくつかの実施態様においては、その方法に、沈殿物質が生成した水溶液から沈殿物質
を分離する工程をさらに含む。いくつかの実施態様においては、その沈殿物質に、ＣａＣ
Ｏ３を含む。いくつかの実施態様においては、ＣａＣＯ３に、方解石、あられ石、バテラ
イト、またはそれらの組合せを含む。いくつかの実施態様においては、その沈殿物質に、
ＭｇＣＯ３をさらに含む。いくつかの実施態様においては、そのＣａＣＯ３にあられ石を
含み、そのＭｇＣＯ３にネスケホナイトを含む。いくつかの実施態様においては、その方
法に、その沈殿物質を加工して建築材料を形成させることを含む。いくつかの実施態様に
おいては、その建築材料が水硬セメントである。いくつかの実施態様においては、その建
築材料がポゾランセメントである。いくつかの実施態様においては、その建築材料が骨材
である。
【００８１】
　さらに提供されるのは、水溶液を二酸化炭素を含む廃棄物流れおよび金属酸化物を含む
供給源と接触させる工程、ならびにその水溶液を沈殿条件に置いて炭酸塩含有沈殿物質を
生成させる工程、を含む方法である。いくつかの実施態様においては、その廃棄物流れが
、石炭専焼火力発電所からの煙道ガスである。いくつかの実施態様においては、その石炭
専焼火力発電所が褐炭専焼火力発電所である。いくつかの実施態様においては、その金属
酸化物の供給源が、フライアッシュである。いくつかの実施態様においては、その廃棄物
流れが、セメントプラントからのキルン排出物である。いくつかの実施態様においては、
その金属酸化物の供給源が、セメントキルンダストである。いくつかの実施態様において
は、その廃棄物流れに、ＳＯｘ、ＮＯｘ、水銀、またはそれらの各種組合せがさらに含ま
れる。いくつかの実施態様においては、沈殿物質を生成させるための二価カチオンが、金
属酸化物の供給源、水溶液、またはそれらの組合せにより与えられる。いくつかの実施態
様においては、その水溶液が、ブライン、海水、または淡水を含む。いくつかの実施態様
においては、その二価カチオンが、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋、またはそれらの組合せを含む。
いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、沈殿物質を生成させるため
のプロトン除去剤をさらに与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供
給源が、その水溶液中においてＣａＯ、ＭｇＯ、またはそれらの組合せを水和させて、プ
ロトン除去剤を与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、シ
リカをさらに与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、アル
ミナをさらに与える。いくつかの実施態様においては、その金属酸化物の供給源が、酸化
第二鉄をさらに与える。いくつかの実施態様においては、ボーキサイト加工からの赤泥ま
たは褐泥が、プロトン除去剤をも与える。いくつかの実施態様においては、プロトン除去
に影響する電気化学的方法が、沈殿物質の生成をさらに与える。いくつかの実施態様にお
いては、その沈殿物質に、ＣａＣＯ３を含む。いくつかの実施態様においては、ＣａＣＯ
３に、方解石、あられ石、バテライト、またはそれらの組合せを含む。いくつかの実施態
様においては、その方法に、沈殿物質が生成した水溶液から沈殿物質を分離する工程をさ
らに含む。いくつかの実施態様においては、その方法に、その沈殿物質を加工して建築材
料を形成させることを含む。いくつかの実施態様においては、その建築材料が水硬セメン
トである。いくつかの実施態様においては、その建築材料がポゾランセメントである。い
くつかの実施態様においては、その建築材料が骨材である。
【００８２】
　組成物およびその他の生成物
　本発明は、金属酸化物の廃棄物源を利用して、ＣＯ２から炭酸塩含有組成物を生成させ
るための方法およびシステムを提供するが、ここでそのＣＯ２は、広く各種の供給源（た
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とえば産業廃棄副生物、たとえば発電所で炭素系燃料を燃焼させることにより発生するガ
ス状の廃棄物流れ）からのものであってよい。したがって、本発明は、ＣＯ２のガス状の
廃棄物源からＣＯ２を除去または分離する方法、およびそのＣＯ２を非ガス状で、貯蔵安
定性のある形態（たとえば、ビルディングおよびインフラストラクチャーのような構造物
を建設するための材料、さらには構造物そのもの）に固定して、そのＣＯ２を大気中に逃
がさないようにする方法を提供する。さらに、本発明は、ＣＯ２を封鎖するため、さらに
はＣＯ２を使用可能な製品の中に長期貯蔵するために、有効な方法をも提供する。
【００８３】
　貯蔵安定性のある形態にある沈殿物質（それは、単に乾燥させただけの沈殿物質であっ
てもよい）は、たとえば、１年以上、５年以上、１０年以上、２５年以上、５０年以上、
１００年以上、２５０年以上、１０００年以上、１０，０００年以上、１，０００，００
０年以上、またはさらには１００，０００，０００年以上の長期間（たとえあるとしても
）顕著な分解を起こすことなく、露出された（すなわち、大気に開放された）条件下で地
上に貯蔵されてもよい。その沈殿物質の貯蔵安定性のある形態では、通常の雨水のｐＨの
条件下で地上に貯蔵している間にも（たとえあるとしても）わずかしか分解しないので、
その生成物から放出されるＣＯ２ガスとして測定した（もしあるとしたときの）分解の量
は、５％／年を超えない、ある種の実施態様において１％／年を超えないであろう。その
沈殿物質の地上での貯蔵安定性のある形態は、各種異なった環境条件下、たとえば、－１
００℃～６００℃の範囲の温度および０～１００％の範囲の湿度では安定であり、その天
候条件は晴天であっても、風が強くても、嵐であってもよい。いくつかの実施態様におい
ては、本発明の方法によって生成した沈殿物質を、建築材料（たとえば各種のタイプの人
工構造物、たとえばビルディング、道路、橋梁、ダムなどのための建設材料）として採用
して、その建設された環境の中にＣＯ２を効果的に封じ込める。各種の人工構造物、たと
えば基礎、駐車場構造物、家屋、オフィスビルディング、商用オフィス、官庁ビルディン
グ、インフラストラクチャー（たとえば、舗道；道路；橋梁；オーバーパス；壁；門、フ
ェンスおよびポールのための基礎；など）が、建築環境の一部と考えられる。本発明のモ
ルタルは、建材ブロック（たとえば、煉瓦）をつなぎ合わせ、建材ブロックの間の隙間を
充填するという用途が見出されている。モルタルは、各種の用途がある内でも特に、既存
の構造物を固定する（たとえば、もともとのモルタルが傷んだり、脆くなったりした部分
を置き換える）のに使用することもできる。
【００８４】
　ある種の実施態様においては、その炭酸塩含有組成物を、水硬セメントの成分として採
用するが、そのものは、水と組み合わせた後では、凝結し、硬化する。沈殿物質をセメン
トおよび水と組み合わせることによって得られる製品の凝結および硬化が、セメントと水
とが反応して形成される水和物をもたらすが、ここで、その水和物は、水には事実上溶解
しない。そのような炭酸塩化合物の水硬セメント、それを製造するための方法、および使
用は、米国特許出願第１２／１２６，７７６号明細書（発明の名称：「Ｈｙｄｒａｕｌｉ
ｃ　Ｃｅｍｅｎｔｓ　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ
　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ」、出願日：２００８年５月２３日）に記載がある（この出願
の開示は、参照することにより本明細書に取り入れたものとする）。
【００８５】
　沈殿をさせるときの主たるイオンの比率を調節することで、沈殿物質の性質を変えるこ
とができる。主たるイオンの比率は、多形体の生成にかなりの影響を与える。たとえば、
水中でのマグネシウム：カルシウムの比率を高くしていくと、低マグネシウムの方解石よ
りも、あられ石が沈殿物質中の炭酸カルシウムの多形体が主成分となっていく。マグネシ
ウム：カルシウムの比率が低いと、低マグネシウムの方解石が主たる多形体となる。いく
つかの実施態様においては、Ｃａ２＋とＭｇ２＋との両方が存在している場合には、その
沈殿物質におけるＣａ２＋のＭｇ２＋に対する比率（すなわち、Ｃａ２＋：Ｍｇ２＋）が
、（１：１）～（１：２．５）、（１：２．５）～（１：５）、（１：５）～（１：１０
）、（１：１０）～（１：２５）、（１：２５）～（１：５０）、（１：５０）～（１：
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１００）、（１：１００）～（１：１５０）、（１：１５０）～（１：２００）、（１：
２００）～（１：２５０）、（１：２５０）～（１：５００）、または（１：５００）～
（１：１０００）である。いくつかの実施態様においては、その沈殿物質におけるＭｇ２

＋のＣａ２＋に対する比率（すなわち、Ｍｇ２＋：Ｃａ２＋）が、（１：１）～（１：２
．５）、（１：２．５）～（１：５）、（１：５）～（１：１０）、（１：１０）～（１
：２５）、（１：２５）～（１：５０）、（１：５０）～（１：１００）、（１：１００
）～（１：１５０）、（１：１５０）～（１：２００）、（１：２００）～（１：２５０
）、（１：２５０）～（１：５００）、または（１：５００）～（１：１０００）である
。
【００８６】
　沈殿速度もまた、化合物相の形成には大きな影響があるが、最も急速な沈殿速度は、所
望の相を含む溶液をシーディングさせることによって達成される。シーディングを用いな
い場合では、沈殿反応混合物のｐＨを急速に上げることによって急速な沈殿を達成するこ
とができるが、その場合には、より非晶質な成分が得られる。反応速度が速いほど、シリ
カが沈殿反応混合物の中に存在しているならば、より多くのシリカが炭酸塩含有沈殿物質
の中に組み入れられる。さらに、ｐＨが高いほど、沈殿がより急速となり、より非晶質な
沈殿物質が生成する。
【００８７】
　沈殿反応のマグネシウム含有およびカルシウム含有生成物に加えて、ケイ素、アルミニ
ウム、鉄、およびその他のものを含む化合物および物質を、本発明の方法およびシステム
を用いて、調製してもよい。そのような化合物の沈殿は、そのプロセスから得られた沈殿
物質を含むセメントの反応性を変化させたり、それらから製造したセメントおよびコンク
リートの硬化物の性質を変化させたりするのには望ましい。いくつかの実施態様において
は、燃焼アッシュたとえばフライアッシュを沈殿反応混合物に、それらの成分の一つの供
給源として添加して、１種または複数の成分たとえば、非晶質シリカ、非晶質アルミノシ
リケート、結晶質シリカ、ケイ酸カルシウム、カルシウムアルミナシリケートなどを含む
、炭酸塩含有沈殿物質を生成させる。いくつかの実施態様においては、その沈殿物質が、
炭酸塩（たとえば、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム）およびシリカを、以下の比率の
炭酸塩：シリカで含む：（１：１）～（１：１．５）、（１：１．５）～（１：２）、（
１：２）～（１：２．５）、（１：２．５）～（１：３）、（１：３）～（１：３．５）
、（１：３．５）～（１：４）、（１：４）～（１：４．５）、（１：４．５）～（１：
５）、（１：５）～（１：７．５）、（１：７．５）～（１：１０）、（１：１０）～（
１：１５）、または（１：１５）～（１：２０）。いくつかの実施態様においては、その
沈殿物質が、シリカおよび炭酸塩（たとえば、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム）、以
下の比率のシリカ：炭酸塩で含む：（１：１）～（１：１．５）、（１：１．５）～（１
：２）、（１：２）～（１：２．５）、（１：２．５）～（１：３）、（１：３）～（１
：３．５）、（１：３．５）～（１：４）、（１：４）～（１：４．５）、（１：４．５
）～（１：５）、（１：５）～（１：７．５）、（１：７．５）～（１：１０）、（１：
１０）～（１：１５）、または（１：１５）～（１：２０）。
【００８８】
　シリカおよびアルミノシリケートを含む沈殿物質は、微細なシリカ質および／またはア
ルミノシリカ質物質が存在しているために、セメントおよびコンクリート産業においてポ
ゾランセメントとして容易に採用することができる。シリカ質および／またはアルミノシ
リカ質の沈殿物質は、ポルトランドセメントと共に使用してブレンドセメントを製造した
り、コンクリート混合物の中への直接的な鉱物質混合物として使用してもよい。いくつか
の実施態様においては、沈殿物質単独であっても、あるいは追加のフライアッシュおよび
／またはウェットもしくはドライなフライアッシュスラッジと共に混合してもよい、ポゾ
ラン的な物質には、カルシウムとマグネシウムとを、得られる水和生成物の凝結時間、剛
化性、および長期間安定性を完璧なものとするような比率（上述）で含む。炭酸塩の結晶
性、沈殿物質中における塩化物、アルカリなどの濃度を調節することによって、ポルトラ
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ンドセメントとの相互作用を改良してもよい。いくつかの実施態様においては、シリカ質
沈殿物質には、シリカを含むが、ここでそのシリカの１０～２０％、２０～３０％、３０
～４０％、４０～５０％、５０～６０％、６０～７０％、７０～８０％、８０～９０％、
９０～９５％、９５～９８％、９８～９９％、９９～９９．９％が、（たとえば、最大寸
法で）４５ミクロン未満の粒子サイズを有する。いくつかの実施態様においては、シリカ
質沈殿物質には、アルミノシリカを含むが、ここでそのアルミノシリカの１０～２０％、
２０～３０％、３０～４０％、４０～５０％、５０～６０％、６０～７０％、７０～８０
％、８０～９０％、９０～９５％、９５～９８％、９８～９９％、９９～９９．９％が、
４５ミクロン未満の粒子サイズを有する。いくつかの実施態様においては、シリカ質沈殿
物質には、シリカとアルミノシリカとの混合物を含むが、ここでその混合物の１０～２０
％、２０～３０％、３０～４０％、４０～５０％、５０～６０％、６０～７０％、７０～
８０％、８０～９０％、９０～９５％、９５～９８％、９８～９９％、９９～９９．９％
が、（たとえば、最大寸法で）４５ミクロン未満の粒子サイズを有する。
【００８９】
　したがって、提供されるのは、合成炭酸カルシウムを含むシリカ質組成物であるが、こ
こでその炭酸カルシウムは、方解石、あられ石、およびバテライトから選択される少なく
とも二つの形態で存在している。いくつかの実施態様においては、炭酸カルシウムのその
少なくとも二つの形態が、方解石およびあられ石である。いくつかの実施態様においては
、方解石とあられ石とが、２０：１の比率で存在している。いくつかの実施態様において
は、炭酸カルシウムとシリカとが、少なくとも１：２の炭酸塩対シリカの比率で存在して
いる。いくつかの実施態様においては、そのシリカの７５％が、粒子サイズが４５ミクロ
ン未満の非晶質シリカである。いくつかの実施態様においては、シリカ粒子が、合成炭酸
カルシウムまたは合成炭酸マグネシウムによって、全面的または部分的に封入されている
。
【００９０】
　さらに提供されるのは、合成炭酸カルシウムおよび合成炭酸マグネシウムを含むシリカ
質組成物であるが、ここでその炭酸カルシウムが、方解石、あられ石、およびバテライト
から選択される少なくとも一つの形態で存在し、そしてここでその炭酸マグネシウムが、
ネスケホナイト、マグネサイト、およびハイドロマグネサイトから選択される少なくとも
一つの形態で存在している。いくつかの実施態様においては、その炭酸カルシウムがあら
れ石として存在し、その炭酸マグネシウムがネスケホナイトとして存在している。いくつ
かの実施態様においては、シリカが、２０％以下のシリカ質組成物を含む。いくつかの実
施態様においては、シリカが、１０％以下のシリカ質組成物を含む。いくつかの実施態様
においては、シリカ粒子が、合成炭酸カルシウムまたは合成炭酸マグネシウムによって、
全面的または部分的に封入されている。
【００９１】
　いくつかの実施態様においては、その得られた沈殿物質から、骨材が製造される。その
ような実施態様においては、乾燥プロセスによって所望のサイズの粒子が生成するが、骨
材を製造するための追加のプロセスが必要とすることは、あるとしても極めて少ない。さ
らに他の実施態様においては、沈殿物質にさらなる加工を実施して、所望の骨材を製造す
る。たとえば、沈殿物に固体生成物の形成を起こさせるに十分な条件で沈殿物質を淡水と
組み合わせてもよいが、ここで、その沈殿物の中に存在していた準安定な炭酸塩化合物は
、淡水の中で安定な形態に転換させておく。そのウェットな物質の水含量を調節すること
によって、最終的な骨材の多孔度、最終的な強度および密度を調節してもよい。典型的に
は、ウェットケーキは、４０～６０容積％の水を含むであろう。より密度の高い骨材とす
るためには、ウェットケーキを水分５０％未満とし、より密度の低いケーキとするために
は、ウェットケーキの水分が５０％を超えるようにする。硬化させてから、生成した固体
生成物を機械的に加工、たとえば、圧潰その他の方法で破砕し、分類して所望の特性たと
えばサイズ、特定の形状などを有する骨材を製造すればよい。これらのプロセスにおいて
は、凝結および機械的加工の工程は、実質的に連続の方式で実施してもよいし、あるいは
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別なタイミングで実施してもよい。ある種の実施態様においては、大量の沈殿物を野外環
境に貯蔵して、そこでその沈殿物を大気に暴露させてもよい。凝結工程では、その沈殿物
を、都合のよい方式で淡水を注水したり、自然にまたは意図的に雨にうたせたりして、凝
結生成物を製造できるようにする。そのようにして凝結させた生成物を、次いで上述のよ
うにして機械的に加工してもよい。沈殿物を生成させた後に、その沈殿物を加工して、所
望の骨材を製造する。いくつかの実施態様においては、その沈殿物を、雨水を淡水供給源
として使用することが可能な屋外に放置してもよいが、それによって天水安定化（ｍｅｔ
ｅｏｒｉｃ　ｗａｔｅｒ　ｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ）反応を起こさせ、その沈殿物を
硬化させて骨材を形成させる。
【００９２】
　本発明の一つの実施態様の一例においては、その沈殿物を、ベルトコンベヤーおよびハ
イウェイグレーダーを使用して、圧縮された地表の上に目的とする深さ、たとえば１２イ
ンチまで、たとえば１～１２インチ、たとえば６～１２インチになるまで、機械的に均一
に散布する。次いで、その散布した物質に、淡水を用いて、適切な割合、たとえば沈殿物
１立方フィートあたり１．５ガロンの水を注水する。次いでその物質を、スチールローラ
ー、たとえばアスファルトを圧縮するために使用されるようなものを用いて、何回もかけ
て圧縮する。その表面に弱塩基性のものを再注水し、その物質が所望の化学的および機械
的性質を示すまで続けると、その時点でその材料を機械的に加工して、破砕により骨材と
する。
【００９３】
　本発明のさらなる実施態様の一例においては、沈殿反応混合物から一旦分離した炭酸塩
含有沈殿物質を、淡水を用いて洗浄し、次いでフィルタープレスにかけて、固形分が３０
～６０％のフィルターケーキを生成させる。次いでこのフィルターケーキを、各種好都合
な手段、たとえば油圧プレスを使用して、適切な圧力たとえば、５～５０００ｐｓｉ、た
とえば１０００～５０００ｐｓｉをかけて、型の中で機械的に圧縮して、成形固形物たと
えば、直方体の煉瓦を形成させる。次いで、このようにして得られた固形物を、たとえば
、屋外に置いて放置したり、それらに高湿高温を与えるチャンバーの中に置いたりなどし
て、硬化させる。そのようにして得られた硬化固形物を、次いで、そのままで建築材料と
するか、あるいは破砕して骨材を製造する。そのような骨材を製造する方法は、米国特許
出願第１２／４７５，３７８号明細書（出願日、２００９年５月２９日）に記載がある（
この出願の開示は、参照することにより本明細書に取り入れたものとする）。
【００９４】
　温度および圧力の使用を含むプロセスにおいては、その脱水された水性沈殿物のケーキ
は、一般的には、まず乾燥させる。次いでそのケーキを、水の再添加と、所定時間のあい
だ温度および／または圧力を上昇させることとを組み合わせたものに、暴露させる。再添
加した水の量、温度、圧力、および暴露時間、さらにはケーキの厚みの組合せは、出発物
質の組成および所望する結果に従って、変化させることができる。その物質を温度および
圧力に暴露させる各種多くの方法が、本明細書に記載されており、いずれか好都合な方法
を使用すればよいということは認識されるであろう。乾燥手順の一例としては、４０℃に
おける２４～４８時間の暴露が挙げられるが、温度と時間は都合に応じて増減してよく、
たとえば、２０～６０℃で３～９６時間またはそれ以上としてもよい。水を再添加して、
所望のパーセンテージ、たとえば１％～５０％、たとえば１％～１０％、たとえば１、２
、３、４、５、６、７、８、９、もしくは１０％（ｗ／ｗ）、たとえば５％（ｗ／ｗ）、
または４～６％（ｗ／ｗ）、または３～７％（ｗ／ｗ）とする。いくつかの場合において
は、屋外に貯蔵されて天水沈殿（ｍｅｔｅｏｒｉｃ　ｐｒｅｃｉｐｉｔａｔｉｏｎ）に暴
露されている物質のように、再添加する水の正確な量はあまり重要ではない。ケーキの厚
みとサイズは、所望により決めてよい。その厚みは、いくつかの実施態様においては、０
．０５インチ～５インチ、たとえば、０．１～２インチ、または０．３～１インチの間で
変化させることができる。いくつかの実施態様においては、そのケーキの厚みが、０．５
インチ～６フィートまたはもっと厚いものであってよい。次いでそのケーキを、各種好都
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合な方法、たとえば加熱したプラテンを使用するプラテンプレスなどによって、所定の時
間、高い温度および／または圧力に暴露させる。たとえばプラテンのための、温度を上げ
るための熱は、たとえば、工業的な廃ガス流れたとえば煙道ガス流れからの熱によって与
えればよい。その温度は各種適切な温度であってよいが、一般的には、ケーキが厚いほど
高い温度が望ましく、温度範囲の例を挙げれば、４０～１５０℃、たとえば、６０～１２
０℃、たとえば７０～１１０℃、または８０～１００℃である。同様にして、圧力も、所
望の結果が得られる各種適切な圧力であってよいが、圧力の例としては、１０００～１０
０，０００ポンド／平方インチ（ｐｓｉ）、たとえば２０００～５０，０００ｐｓｉ、ま
たは２０００～２５，０００ｐｓｉ、または２０００～２０，０００ｐｓｉ、または３０
００～５０００ｐｓｉである。最後に、ケーキを圧縮する時間も各種適切な時間であって
よく、たとえば、１～１００秒間、または１～１００分間、または１～５０分間、または
２～２５分間、または１～１０，０００日間である。次いで、このようにして得られた固
いタブレットを、場合によっては、たとえば、屋外に置いて放置したり、それらに高湿高
温を与えるチャンバーの中に置いたりなどして硬化させる。それらの、場合によっては硬
化された固いタブレットを、次いで、そのままで建築材料とするか、あるいは破砕して骨
材を製造する。
【００９５】
　温度および圧力与えるための一つの方法は、脱水および乾燥されたスラブを積み重ねる
ことである。たとえば、そのような方法においては、脱水された沈殿物を、たとえば煙道
ガスを用いて乾燥させてよく、たとえば厚み１インチ～１０フィート、または厚み１フィ
ート～１０フィートのスラブとする。スラブを相互に積み重ねて圧力をかけるが、スラブ
層の厚みが厚いほど、たとえば、１０～１０００フィートまたはそれ以上、たとえば１０
０～５０００フィートであれば、より高い圧力が得られる。所望する結果に依存して、数
日間、数週間、数ヶ月、あるいはさらには数年かもしれないが、適切な時間が経過したと
ころで、層の所定のレベルから、たとえば底部からの都市化された（ｃｉｔｉｆｉｅｄ）
スラブを、たとえば採石法によって取り出し、所望に従って処理して、骨材またはその他
の岩石材料を製造する。
【００９６】
　温度および圧力を与えるためのまた別な方法は、プレスを使用するものであるが、これ
については、米国特許出願第１２／４７５，３７８号明細書（出願日、２００９年５月２
９日）により詳しく記載されている。適切なプレス、たとえばプラテンプレスを使用して
、所望の温度（たとえば煙道ガスによるか、または沈殿物を生成させるためのプロセスの
他の工程、たとえば電気化学的プロセスから供給される熱を使用）で、所望の時間のあい
だ圧力を加えてもよい。同様な方式で、一連のローラーを使用してもよい。
【００９７】
　ケーキを高温高圧に暴露させるためのまた別な方法は、エクストルーダー、たとえばス
クリュータイプのエクストルーダーの手段によるものであり、これまた、米国特許出願第
１２／４７５，３７８号明細書（出願日、２００９年５月２９日）に記載されている。エ
クストルーダーのバレルは、たとえばジャケットによって、高温を受け入れられるように
装備されているが、その高温は、たとえば煙道ガスなどによって供給することができる。
押出加工は、加圧操作より前に、供給原料を予備加熱および乾燥させる手段として使用し
てもよい。そのような加圧は、圧縮型の手段によるか、ローラーを介してか、成形された
窪みを有するローラー（これは、実質的に所望するいかなる形状の骨材も与えることが可
能である）を介してか、移動しながら圧縮を与えるベルトの間を通してか、あるいは各種
その他の好都合な方法によって、実施することができる。別な方法として、エクストルー
ダーを使用して、ダイを通して材料を押出し、材料をそのダイに強制的に通過させること
でそれに圧力をかけ、そして各種所望の形状を与えてもよい。いくつかの実施態様におい
ては、炭酸塩の鉱物質沈殿物を淡水と混合してから、回転スクリューエクストルーダーの
フィードセクションに入れる。そのエクストルーダーおよび／または出口のダイを加熱し
ておいて、そのプロセスをさらに支援させてもよい。スクリューの回転が、材料をその長
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さ方向に運び、スクリューのフライトデプス（ｆｌｉｔｅ　ｄｅｐｔｈ）が小さくなるに
つれて、圧縮する。エクストルーダーのスクリューとバレルには、バレル中のベントがさ
らに含まれていてもよく、バレルベントの開口と一致させたスクリューの中に減圧ゾーン
を有する。加熱エクストルーダーの場合においては特に、これらのベント領域によって、
運ばれている物質からのスチームを放出し、その材料からの水の除去を可能としている。
【００９８】
　次いで、スクリューで運ばれた材料は、ダイセクションを強制的に通過させられ、ダイ
セクションは材料をさらに圧縮して、成形する。ダイにおける典型的な開口は、円、楕円
、正方形、長方形、台形などとすることができるが、最終的な骨材で望まれるいかなる形
状でも、開口の形状を調節することによって作ることができるであろう。ダイから押し出
された材料は、各種好都合な方法、たとえばフライナイフ（ｆｌｙ　ｋｎｉｆｅ）によっ
て、各種適切な長さに切断すればよい。典型的な長さは０．０５インチ～６インチとする
ことができるが、この範囲の外側の長さであってもよい。典型的な直径は０．０５インチ
～１．０インチとすることができるが、この範囲の外側の直径であってもよい。
【００９９】
　加熱ダイセクションを使用すれば、炭酸塩鉱物質を固くて安定な形態へ変換させること
が加速されるので、骨材の形成がより容易となる可能性がある。バインダーの場合にも、
バインダーを硬化させたり凝結させたりするために、加熱ダイを使用してもよい。加熱ダ
イセクションにおいては通常、１００℃～６００℃の温度が使用される。加熱ダイのため
の熱は、全面的または部分的に、沈殿物を生成させるプロセスの中で使用される煙道ガス
またはその他の工業ガスから受け取ってもよいが、この場合、煙道ガスは、最初にダイに
送って、高温の煙道ガスからダイへと熱を移行させる。
【０１００】
　さらに他の実施態様においては、沈殿物を、インサイチューまたは現場成形構造製作で
採用してもよい。たとえば、道路、舗装領域、またはその他の構造物を、たとえば、先に
説明したように、沈殿物の層をたとえば地面、路床などのような基材に適用し、次いでた
とえば雨の形の天然で供給される水または注水に暴露させることによってその沈殿物を水
和させることによって、その沈殿物から製作してもよい。水和によって沈殿物を固化させ
て、所望のインサイチューまたは現場成形構造物、たとえば、道路、舗装領域などとする
。たとえば、より厚いインサイチューで形成された構造物が望まれるような場合には、そ
のプロセスを繰り返してもよい。
【０１０１】
　システム
　本発明の態様にはさらに、上述のような方法を実施するためのシステム、たとえば加工
プラントまたは工場も含まれる。本発明のシステムには、対象となる特定の製造方法の実
施を可能とする各種の構成が含まれていてよい。いくつかの実施態様においては、そのシ
ステムが、１トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するように構成されている
。いくつかの実施態様においては、そのシステムが、１０トン／日を超える量で炭酸塩含
有沈殿物質を製造するように構成されている。いくつかの実施態様においては、そのシス
テムが、１００トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するように構成されてい
る。いくつかの実施態様においては、そのシステムが、１０００トン／日を超える量で炭
酸塩含有沈殿物質を製造するように構成されている。いくつかの実施態様においては、そ
のシステムが、１０，０００トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するように
構成されている。
【０１０２】
　ある種の実施態様においては、そのシステムには、水溶液のための入口を有する構造の
ような、二価カチオン含有水溶液の供給源が含まれる。たとえば、そのシステムには、二
価カチオン含有水溶液のパイプラインまたは同様のフィードが含まれていてよいが、ここ
でその二価カチオン含有水溶液は、ブライン、海水、または淡水である。いくつかの実施
態様においては、そのシステムには、二価カチオンを含まないか、あるいは二価カチオン
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を低濃度で含む水のための入口を有する構造物が含まれる。いくつかの実施態様において
は、その構造物と入口とが、１、１０、１００、１，０００、または１０，０００トン／
日を超える沈殿物質を生成させるのに十分な（二価カチオン有り、または無しの）水を供
給できるように構成されている。
【０１０３】
　さらに、そのシステムには、その沈殿反応機に導入された水を、炭酸塩化合物の（上述
のような）沈殿条件として、沈殿物質および上澄みを生成させるような沈殿反応機を含む
であろう。いくつかの実施態様においては、その沈殿反応機が、１、１０、１００、１，
０００、または１０，０００トン／日を超える沈殿物質を製造するのに十分な、（二価カ
チオン有り、または無しの）水を供給できるように構成されている。その沈殿反応機がさ
らに、たとえば以下のような各種の異なった要素のいくつかを含むように構成されていて
もよい：温度調節要素（たとえば、水を所望の温度にまで加熱するように構成されたもの
）、化合物添加要素（たとえば、二価カチオン、プロトン除去剤などを沈殿反応混合物の
中に導入するように構成されたもの）、電気分解要素（たとえば、陰極、陽極など）など
。
【０１０４】
　そのシステムにはさらに、ＣＯ２の供給源および金属酸化物の廃棄物源、さらには、そ
れらの供給源を、水（場合によっては二価カチオン含有水溶液、たとえばブラインまたは
海水）と、沈殿反応機より前、または沈殿反応機の中のある地点で組み合わせるための構
成要素が含まれる。したがって、その沈殿システムには、たとえば独立したＣＯ２の供給
源が含まれていてもよく、その場合、そのシステムは、二価カチオンの水溶液および／ま
たは上澄みが、そのプロセスの間のあるタイミングで、二酸化炭素供給源と接触されるよ
うな実施態様において採用されるように構成されている。この供給源は、先に説明したい
ずれのものであってもよく（たとえば、工業的発電所からの廃棄物フィード）、ガス接触
は、たとえば、米国特許仮出願第６１／１７８４７５号明細書（出願日、２００９年５月
１４日）に記載されているような気液接触装置で実施してよい（この出願は、参照するこ
とによりそのすべてを本明細書に取り入れたものとする）。いくつかの実施態様において
は、その気液接触装置が、１、１０、１００、１，０００、または１０，０００トン／日
を超える沈殿物質を生成させるのに十分なＣＯ２と接触できるように構成されている。
【０１０５】
　ガス状の廃棄物流れは、工業プラントから沈殿のサイトまで、工業プラントからのガス
状の廃棄物流れを沈殿プラントへと輸送する各種の好都合な方法で送ってよい。いくつか
の実施態様においては、そのガス状の廃棄物流れが、工業プラントのサイト（たとえば、
工業プラントの煙道）から、沈殿サイトの一つまたは複数の場所にまで走っているガス輸
送路（たとえば、ダクト）を用いて送られる。ガス状の廃棄物流れの供給源が、沈殿のサ
イトからみて離れた場所にあってもよく、たとえば、ガス状の廃棄物流れの供給源が、沈
殿の場所から、１マイル以上、たとえば１０マイル以上、たとえば１００マイル以上離れ
ていてもよい。たとえば、ガス状の廃棄物流れが、ＣＯ２ガス輸送システム（たとえば、
パイプライン）を介して、離れた工業プラントから沈殿のサイトまで輸送されていてもよ
い。工業プラントで発生したＣＯ２含有ガスは、沈殿サイト（すなわち、そこで沈殿およ
び／または骨材の製造が実施されるサイト）に到着するまでに、（たとえば、他の成分の
除去のような）加工をされても、あるいは加工されていなくてもよい。さらに他の例にお
いては、そのガス状の廃棄物流れの供給源が、沈殿サイトの近傍にある。たとえば、沈殿
サイトが、ガス状の廃棄物流れの供給源と一体化されている、たとえば、骨材を製造する
のに使用できる沈殿物質を沈殿させるための沈殿反応機が併設されている発電所である。
【０１０６】
　先にも説明したように、そのガス状の廃棄物流れが、工業プラントの煙道または同様の
構造物から得られるものであってもよい。これらの実施態様においては、ライン（たとえ
ば、ダクト）が煙道に接続されていて、そのラインを通ってガスが煙道から取り出され、
沈殿システムのある適切な場所へと運ばれる。ガス状の廃棄物流れが利用される地点での
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沈殿システムの特定の構造に依存して、それからガス状の廃棄物流れが得られる供給源の
場所を（たとえば、適切であるかまたは所望の温度を有する廃棄物流れを得る目的で）変
更してもよい。したがって、ある種の実施態様において、０℃～１８００℃、たとえば６
０℃～７００℃の範囲の温度を有するガス状の廃棄物流れが望ましいような場合には、そ
の煙道ガスを、ボイラーもしくはガスタービン、キルンの出口地点、または発電所もしく
は煙突の所望の温度が得られる地点で取り出せばよい。所望により、煙道ガスを露点（た
とえば、１２５℃）よりも高い温度に維持して、凝縮およびそれに関連するトラブルを避
けるようにする。温度を露点より高くに維持できないのであれば、凝縮の悪影響を抑制す
る様な手段を講じて（たとえば、ステンレス鋼、フルオロカーボン（たとえばポリ（テト
ラフルオロエチレン））でライニングしたダクトを採用する、水で希釈する、ｐＨを調節
するなど）、ダクトが急激に劣化しないようにする。
【０１０７】
　システムで利用して炭酸塩化合物組成物を作製する塩水の供給源が海水である場合には
、その入口が海水の供給源と流体連通状態にある、たとえばその入口が海洋水から陸上の
システムまでのパイプラインまたはフィードであるか、または、入口部分が船舶の船殻の
中にある、たとえばそのシステムが船の一部である、たとえば洋上システムである。
【０１０８】
　そのシステムにはさらに、炭酸塩含有沈殿物質を、それが製造された元の反応混合物か
ら分離するための、液体分離機が含まれる。米国特許仮出願第６１／１７００８６号明細
書（出願日、２１０９年４月１６日、参照することにより本明細書に取り入れたものとす
る）に詳細が記述されているように、液固分離機たとえば、ＥｐｕｒａｍａｔのＥｘｔｒ
ｅｍ－Ｓｅｐａｒａｔｏｒ（「ＥｘＳｅｐ」）液固分離機、Ｘｅｒｏｘ　ＰＡＲＣのスパ
イラル濃縮機、またはＥｐｕｒａｍａｔのＥｘＳｅｐもしくはＸｅｒｏｘ　ＰＡＲＣのス
パイラル濃縮機のいずれかを改良したものが、沈殿反応混合物から沈殿物質を分離するに
は有用である。ある種の実施態様においては、その分離機が、炭酸塩鉱物質沈殿ステーシ
ョンで生成した、沈殿した炭酸塩鉱物質組成物を乾燥させるための乾燥ステーションであ
る。システムの特定の乾燥手順に応じて、その乾燥ステーションには、濾過要素、凍結乾
燥構造、スプレー乾燥構造などが含まれていてもよいが、これらについては以下において
さらに詳しく説明する。
【０１０９】
　ある種の実施態様においては、そのシステムには、その沈殿物から建築材料たとえば、
セメントまたは骨材を調製するためのステーションがさらに含まれるであろう。たとえば
以下の特許を参照されたい：米国特許出願第１２／１２６，７７６号明細書（発明の名称
：「Ｈｙｄｒａｕｌｉｃ　Ｃｅｍｅｎｔｓ　Ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ
　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ」、出願日、２００８年５月２３日）
、および米国特許仮出願第６１／０５６，９７２号明細書（発明の名称：「ＣＯ２　Ｓｅ
ｑｕｅｓｔｅｒｉｎｇ　Ａｇｇｒｅｇａｔｅ，　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｍａｋ
ｉｎｇ　ａｎｄ　Ｕｓｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｓａｍｅ」、出願日、２００８年５月２３日）（
これらの出願の開示を参照することにより本明細書に取り入れたものとする）。
【０１１０】
　先にも説明したように、このシステムは陸上にあっても、海上にあってもよい。たとえ
ば、そのシステムが、たとえば海水の供給源に近い海岸地域にある陸上システムであって
もよいし、あるいは、内陸部にあって、塩水供給源たとえば海洋から水をそのシステムに
パイプ輸送するようなものであってもよい。別な形で、そのシステムが水上システム、す
なわち水の上または水の中にあるシステムであってもよい。そのようなシステムは、所望
により、船舶の上、海洋プラットフォームなどに存在させてよい。
【０１１１】
　図１は、石炭を燃焼させ、アッシュおよび硫黄のような廃棄物を除去する、典型的な発
電所プロセスを示している。石炭５００をスチームボイラー５０１の中で燃焼させると、
発生したスチームがタービン発電機を駆動して、電力が発生する。石炭を燃焼させること
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で煙道ガス５０２が発生するが、それにはＣＯ２、ＳＯｘ、ＮＯｘ、Ｈｇなど、さらには
フライアッシュが含まれる。石炭の燃焼ではさらに、ボトムアッシュ５１０も生成するが
、それは埋立地に送ってもよいし、あるいは低価値の骨材として使用してもよい。煙道ガ
ス５０２は分離機器５２０、一般的には電気集じん機を通過し、そこで、煙道ガス５０２
からフライアッシュ５３０が除去される。燃焼の方式および石炭のタイプに依存して、フ
ライアッシュ５３０は、コンクリートにおいて有利に使用されることもあり得るが、より
一般的には、埋立処理される。
【０１１２】
　ファン５４０が、硫黄含有煙道ガス５２１をＦＧＤタンク５５０に送り、そこで、水５
５１およびか焼石灰５５２から調製された石灰スラリー５５３への煙道ガスの暴露処理が
行われる。石灰のか焼では、大気中へＣＯ２が放出されるが、石灰の製造では、使用され
る石灰１モルあたり、１モルのＣＯ２が放出される。ＦＧＤタンク５５０の中で、石灰５
５２が煙道ガス５２１からのＳＯｘと結合して、セッコウ（ＣａＳＯ４）が生成する。し
たがって、煙道ガスから除去される硫黄１分子あたり、１分子のＣＯ２が石灰のか焼から
大気中へ放出されていたことになる。
【０１１３】
　硫黄を含まない煙道ガス５５６は、パイプを通してＦＧＤタンク５５０から煙突５６０
へ送られ、大気中にガス５８０として放出されるが、放出の前に、さらなる処理を行って
ＮＯｘ、Ｈｇなどを除去してもよい。大気に放出されるガス５８０には、石炭５００の燃
焼により発生したＣＯ２の、全部ではないにしてもほとんどが含まれていることに注意さ
れたい。
【０１１４】
　ＦＧＤタンク５５０の中で、か焼石灰スラリー５５３が硫黄含有煙道ガス５２１と反応
して、セッコウスラリー５５４が生成するので、それをポンプ５５５の手段によりハイド
ロサイクロン５７０に送る。ハイドロサイクロン５７０で、スラリー５５４から水５７１
が除去され、より濃縮されたセッコウスラリー５７９が生成するので、それをフィルター
５８０に送って、さらに脱水する。ハイドロサイクロン５７０およびフィルター５８０で
除去された水は、再生水タンク５７２に送られて、過剰の固形分を沈降分離させて、埋立
地５１１に送る。廃水５７４を排出するが、いくぶんかの再生水５７３は、ＦＧＤタンク
５５０に送り返す。フィルター５８０から除去したフィルターケーキ５８１は、乾燥機５
８３に送って、そこで水を除去して、乾燥セッコウ粉体５９０を生成させる。セッコウ粉
体５９０は、埋立地５１１に送ってもよいし、あるいは、ウォールボードのような建築材
料を製造するのに使用してもよい。
【０１１５】
　図２に、本発明の一つの実施態様の例を示すが、ここでは、ＣＯ２、フライアッシュ、
ＮＯｘ、ＳＯｘ、Ｈｇおよびその他の汚染物質を、炭酸塩化合物沈殿プロセスにおける反
応剤として利用して、それらの成分を除去し、たとえばそれらを水硬セメントに使用して
、それらを建材環境の中に封じ込める。この例においては、フライアッシュおよびボトム
アッシュを反応剤として利用して、ｐＨを低下させると同時に、ケイ素およびアルミニウ
ムのような有益な共反応性カチオンを与える。
【０１１６】
　石炭６００をスチームボイラー６０１の中で燃焼させると、発生したスチームがタービ
ン発電機を駆動して、電力が発生する。石炭を燃焼させることで煙道ガス６０２が発生す
るが、それにはＣＯ２、ＳＯｘ、ＮＯｘ、Ｈｇなど、さらにはフライアッシュが含まれる
。この実施態様においては、使用する石炭は、高硫黄の亜瀝青炭であるが、このものは安
価に入手できるものの、大量のＳＯｘおよびその他の汚染物質を発生させる。煙道ガス６
０２、ボトムアッシュ６１０、海水６２０、およびいくつかの実施態様においては追加ア
ルカリ供給源６２５を、反応器６３０に仕込むと、そこで炭酸塩鉱物質沈殿プロセスが実
施され、スラリー６３１が生成する。
【０１１７】
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　ポンプ６４０を介してスラリー６３１を乾燥システム６５０にポンプ輸送するが、それ
には、いくつかの実施態様においては、濾過工程とそれに続くスプレー乾燥が含まれる。
乾燥システム６５０で分離された水６５１を排出し、それと同時に、大気中に放出可能と
なったクリーンガス６８０も排出する。乾燥システム６５０から得られた固形物または粉
体６６０を、水硬セメントとして利用して建築材料を製造するが、これは、ＣＯ２、ＳＯ
ｘ、および、いくつかの実施態様においてはその他の汚染物質たとえば水銀および／また
はＮＯｘを建材環境の中に効果的に封じ込めている。
【０１１８】
　したがって、提供されるのは、金属酸化物の廃棄物源を消和させるために適合させた石
灰消和機、沈殿反応機、および液固分離機を含むシステムであるが、ここで、その沈殿反
応機は、石灰消和機および液固分離機の両方に操作可能に接続され、さらにここで、その
システムが、１トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するように構成されてい
る。いくつかの実施態様においては、そのシステムが、１０トン／日を超える量で炭酸塩
含有沈殿物質を製造するように構成されている。いくつかの実施態様においては、そのシ
ステムが、１００トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するように構成されて
いる。いくつかの実施態様においては、そのシステムが、１０００トン／日を超える量で
炭酸塩含有沈殿物質を製造するように構成されている。いくつかの実施態様においては、
そのシステムが、１０，０００トン／日を超える量で炭酸塩含有沈殿物質を製造するよう
に構成されている。いくつかの実施態様においては、その石灰消和機が、スラリー滞留石
灰消和機、ペースト石灰消和機、およびボールミル石灰消和機から選択される。いくつか
の実施態様においては、そのシステムに二酸化炭素の供給源がさらに含まれる。いくつか
の実施態様においては、その二酸化炭素の供給源が、石炭専焼火力発電所またはセメント
プラントからのものである。いくつかの実施態様においては、そのシステムにプロトン除
去剤の供給源がさらに含まれる。いくつかの実施態様においては、そのシステムに二価カ
チオンの供給源がさらに含まれる。いくつかの実施態様においては、そのシステムが、液
固分離機の固体生成物から建築材料を生成させるように構成された、建築材料生成ユニッ
トをさらに含む。
【０１１９】
　以下の実施例は、本発明の製造法および使用法の完全な開示および説明を当業者に提供
しようとするものであるが、それらは、本願発明者らが発明と見なしているものの範囲を
限定することを意図したものではないし、また、以下に示す実験が、実施された実験のす
べてであるとか、これだけしか実験していないとかということを表明しようとするもので
もない。使用した数値（たとえば、量、温度など）に関しては正確を期してはいるものの
、幾分かの実験誤差および偏差は許されたい。特に記さない限り、部は重量部であり、分
子量は重量平均分子量であり、温度は摂氏であり、圧力は大気圧またはそれに近いもので
ある。
【実施例】
【０１２０】
　以下の分析機器およびそれらの使用方法を用いて、以下の実施例で得られた物質の特性
解析を行った。
【０１２１】
　電量計：２．０Ｎの過塩素酸（ＨＣｌＯ４）を用いて、液体および固体の炭素含有サン
プルを酸性化させて、ガス流れの中で二酸化炭素ガスを発生させ、次いでｐＨ３．０の３
（ｗ／ｖ）％の硝酸銀にスクラビングさせて、発生した硫黄ガスをすべて除去してから、
無機炭素電量計（ＵＩＣ　Ｉｎｃ、モデルＣＭ５０１５）により分析した。セメント、フ
ライアッシュ、および海水のサンプルは、過塩素酸を添加した後に加熱ブロックを用いて
加熱して、サンプルの消化を促進させた。
【０１２２】
　Ｂｒｕｎａｕｅｒ－Ｅｍｍｅｔｔ－Ｔｅｌｌｅｒ（「ＢＥＴ］）比表面積：比表面積（
ＳＳＡ）の測定は、二窒素を用いた表面吸収によった（ＢＥＴ法）。乾燥サンプルのＳＳ
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Ａは、Ｆｌｏｗｐｒｅｐ（商標）０６０サンプル脱ガスシステムを用いてサンプルを調製
した後で、Ｍｉｃｒｏｍｅｒｉｔｉｃｓ　Ｔｒｉｓｔａｒ（商標）ＩＩ３０２０　Ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ａｒｅａ　ａｎｄ　Ｐｏｒｏｓｉｔｙ　Ａｎａｌｙｚｅｒ
を用いて測定した。簡潔に述べれば、サンプル調製法には、約１．０ｇの高温乾燥サンプ
ルを脱ガスし、同時に二窒素ガスの流れに暴露させて、サンプルの表面から残存している
水蒸気およびその他の吸着物質を除去したことが含まれる。次いで、サンプルホルダーの
中のパージガスを真空除去し、サンプルを冷却してから、（吸着膜の厚みに関連して）圧
力を増大させながら二窒素ガスに暴露させた。その表面が覆われた後で、サンプルホルダ
ーの中の圧力を系統的に減圧していくことにより、粒子の表面から二窒素を放出させた。
脱着されたガスを測定して、全表面積測定値に換算した。
【０１２３】
　粒子サイズ分析法（「ＰＳＡ」）：粒子サイズ分析および分布は静的光散乱法を使用し
て測定した。乾燥させた粒子をイソプロピルアルコールの中に懸濁させ、二波長／レーザ
ー構成のＨｏｒｉｂａ　Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｓｉｚｅ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ａｎ
ａｌｙｚｅｒ（Ｍｏｄｅｌ　ＬＡ－９５０Ｖ２）を使用して分析した。Ｍｉｅ散乱理論を
使用して、粒子の個数を、０．１ｍｍ～１０００ｍｍの間のサイズ画分の関数とし計算し
た。
【０１２４】
　粉体Ｘ線回折法（「ＸＲＤ」）：粉体Ｘ線回折は、Ｒｉｇａｋｕ　Ｍｉｎｉｆｌｅｘ（
商標）（Ｒｉｇａｋｕ）を用いて測定して、結晶質相を同定し、各種の同定可能なサンプ
ル相の質量分率を推測した。乾燥させた固形のサンプルを手動で粉砕して微細粉体とし、
サンプルホルダーに載せた。Ｘ線源は、銅陽極（Ｃｕ　ｋα）で、出力は３０ｋＶ、１５
ｍＡであった。Ｘ線は、５～９０度（２θ）の範囲でスキャンし、スキャン速度が２度（
２θ）／分、ステップサイズが０．０１度（２θ）／ステップであった。Ｘ線回折プロフ
ァイルを、Ｘ線回折パターン解析ソフトウェアのＪａｄｅ（商標）（バージョン９，Ｍａ
ｔｅｒｉａｌ　Ｄａｔａ　Ｉｎｃ．（ＭＤＩ））を使用し、Ｒｉｅｔｖｅｌｄ改良法によ
り解析した。
【０１２５】
　フーリエ変換赤外線（「ＦＴ－ＩＲ」）分光法：ＦＴ－ＩＲ分析は、Ｓｍａｒｔ　Ｄｉ
ｆｆｕｓｅ　Ｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅモジュールを取り付けた、Ｎｉｃｏｌｅｔ３８０で
実施した。すべてのサンプルを、３．５±０．５ｍｇに秤量し、０．５ｇのＫＢｒと共に
手動で粉砕し、次いで加圧し、ＦＴ－ＩＲの中に装入する前に、５分間の窒素パージによ
り平均化させた。４００～４０００ｃｍ－１の範囲でスペクトルを記録した。
【０１２６】
　走査型電子顕微光法（「ＳＥＭ」）：ＳＥＭは、Ｈｉｔａｃｈｉ　ＴＭ－１０００タン
グステンフィラメント卓上型顕微鏡で、固定加速電圧１５ｋＶ、使用圧力３０～６５Ｐａ
、シングルＢＳＥ半導体検出器を使用して実施した。固体のサンプルを、炭素系の接着剤
を用いてステージに固定させた。液状のサンプルは、グラファイトのステージに真空乾燥
させてから分析した。
【０１２７】
　塩化物濃度：塩化物濃度は、試験範囲が３００～６０００ｍｇ塩化物／Ｌ－溶液、１０
０～２００ｐｐｍ間隔の、Ｃｈｌｏｒｉｄｅ　ＱｕａｎＴａｂ（登録商標）Ｔｅｓｔ　Ｓ
ｔｒｉｐｓ（商品番号２７５１３４０）を用いて測定した。
【０１２８】
　実施例１．フライアッシュのｐＨの検討
　Ａ．実験
　ガラスビーカー中で、マグネチックスターラーバーを用いて、５００ｍＬの海水（初期
ｐＨ＝８．０１）を連続的に撹拌した。その反応液のｐＨおよび温度を連続的にモニター
した。クラスＦのフライアッシュ（約１０％ＣａＯ）を、粉体として段階的に加え、その
添加の間にｐＨが平衡に達するようにした。
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【０１２９】
　Ｂ．結果および考察
　（リストにあるフライアッシュの量は、累積総量すなわち、実験のその時点で加えられ
ている総量である。）
【０１３０】
　５．００ｇのフライアッシュを添加した後では、ｐＨが９．００に達した。
【０１３１】
【数１】

【０１３２】
　海水のｐＨを上げるには、蒸留水の場合よりも、はるかに多くのフライアッシュが必要
であった。ｐＨにおける最初の上昇（ｐＨ８からｐＨ９へ）には、その後でｐＨを同じ大
きさで上げるのに比べて、必要とするフライアッシュが、はるかに少なかった。多くの反
応では、ｐＨは約９．７にかなり安定に留まった。ｐＨの速度は、約１０の後で上がった
。フライアッシュを添加すると、ｐＨが最初は低下することにも気づいた。このｐＨにお
ける低下は、水酸化カルシウムの効果によりすみやかに打ち消される。反応からの真空乾
燥されたスラリーのＳＥＭ画像から、フライアッシュの空孔のいくぶんかが、部分的に溶
解された可能性があることを示していた。残りの空孔は、おそらくは、セメント質物質の
中に包み込まれているようにも見えた。
【０１３３】
　Ｃ．結論
　淡水（蒸留水）においては、少量のクラスＦのフライアッシュ（１ｇ／Ｌ未満）によっ
て直ちに、ｐＨが７（中性）から約１１にまで上昇するのが見られた。ｐＨを上昇させる
のに少量しか必要としないという最大の理由は、蒸留水が緩衝されていないことにあると
思われる。海水は、炭酸塩系によって強度に緩衝されていて、そのために、ｐＨのレベル
を同様に上げるには、はるかに多くのフライアッシュが必要なのである。
【０１３４】
　実施例２：二価カチオンの供給源およびプロトン除去剤としてフライアッシュを使用し
た沈殿物質
　手順
Ａ．消和
１．フライアッシュ（３２２．０４ｇのＦＡＦ１１－００１）を、５００ｍＬのプラスチ
ック製反応容器の中に秤込んだ。
２．脱イオン水（３２０．９２ｇ）をその反応容器に加えて、フライアッシュ対水の比率
が１：１になるようにした。
３．得られた混合物を撹拌して、均質なスラリーとした。
４．反応容器に蓋をして、テープを用いて密封した。
５．スラリーを２４時間回転させた。
Ｂ．沈殿
１．脱イオン水（６８０ｍＬ，ｐＨ７．１３）を、大きなスターラーバーを入れた２Ｌの
プラスチック製反応容器に加え、２５０ｒｐｍで撹拌した。
２．撹拌しながら、消和されたスラリーを徐々に添加すると、反応混合物が得られるが、
それは約３２０ｇフライアッシュ／Ｌの濃度であった。
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３．ｐＨレベルが安定（ｐＨ１２．４０）に達するまで撹拌を続けた。
４．反応混合物の中の可能な限り低い（スターラーバーを妨害しない）位置に設けたスパ
ージャーを使用して、圧縮空気中１５％のＣＯ２を導入した（ＣＯ２：０．４ｓｃｆｈ、
圧縮空気：２．１ｓｃｆｈ、合計：２．５ｓｃｆｈ）。
５．反応容器にカバーをかけたが、ガスチューブとｐＨプローブのために僅かな隙間を残
した。
６．ｐＨを５時間にわたってモニターし、記録した。
７．その反応スラリーに十分なＣＯ２（すなわち、ＸＲＦで測定したフライアッシュ中の
ＣａＯ／ＭｇＯをベースとして約２倍当量）を添加した後で、（スパージャーを抜き出す
ことで）ＣＯ２の吹き込みを停止し、その反応容器を密封し、その沈殿反応混合物を一夜
２５０ｒｐｍで撹拌しておいた。
【０１３５】
　処理
１．一夜撹拌した後に測定した沈殿反応混合物のｐＨは、ｐＨ８．３７であった。
２．撹拌を停止し、沈殿反応混合物の濾過を行った。
３．得られた沈殿物質を５０℃で一夜かけて乾燥させた。
４．得られた上澄みを採取した。
【０１３６】
　分析
１．沈殿物質について、ＳＥＭ、ＸＲＤ、ＴＧＡ、電量分析、およびＦＴ－ＩＲにより分
析した。図３は、１０００倍、２５００倍、および６０００倍に拡大した沈殿物質のＳＥ
Ｍ画像である。図４に、沈殿物質のＸＲＤを提供する。図５に、沈殿物質のＴＧＡを提供
する。電量分析から、その沈殿物質には１．７９５％の炭素が含まれていることがわかっ
た。
２．上澄みについて、アルカリ度および硬度を使用して分析した。
【０１３７】
【表３】

【０１３８】
　実施例３：二価カチオンの供給源およびプロトン除去剤としてセメントキルンダストを
使用した沈殿物質
手順
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Ａ．消和
１．セメントキルンダスト（３１８．０１ｇ）を、５００ｍＬのプラスチック製反応容器
の中に秤込んだ。
２．脱イオン水（３１９．２１ｇ）をその反応容器に加えて、セメントキルンダスト対水
の比率が１：１になるようにした。
３．得られた混合物を撹拌して、均質なスラリーとした。
４．反応容器に蓋をして、テープを用いて密封した。
５．スラリーを１８時間回転させた。
Ｂ．沈殿
１．大きなスターラーバーを入れた２Ｌのプラスチック製反応容器の中で、脱イオン水（
６８０ｍＬ）をセメントキルンダストの均質なスラリーと組み合わせると、１リットルあ
たり約３１８ｇのセメントキルンダストを含む反応混合物が得られた。
２．その反応混合物を、適切なｐＨレベル（ｐＨ１２．４１）に達するまで、２５０ｒｐ
ｍで撹拌した。
３．反応混合物の中の可能な限り低い（スターラーバーを妨害しない）位置に設けたスパ
ージャーを使用して、圧縮空気中１５％のＣＯ２を導入した（ＣＯ２：０．４ｓｃｆｈ、
圧縮空気：２．１ｓｃｆｈ、合計：２．５ｓｃｆｈ）。
４．反応容器にカバーをかけたが、ガスチューブとｐＨプローブのために僅かな隙間を残
した。
５．圧縮空気中１５％のＣＯ２をその反応混合物に、一夜吹き込んだ。
６．（スパージャーを抜き出すことによって）ＣＯ２の吹き込みを停止し、反応容器を密
閉して、その沈殿反応混合物を一夜２５０ｒｐｍで撹拌しておいた。
【０１３９】
　処理
１．一夜撹拌した後に測定した沈殿反応混合物のｐＨは、ｐＨ６．８８であった。
２．撹拌を停止し、沈殿反応混合物の濾過を行った。
３．得られた沈殿物質を５０℃で一夜かけて乾燥させた。
４．得られた上澄みを採取した。
【０１４０】
　分析
１．沈殿物質について、ＳＥＭ、ＸＲＤ、ＴＧＡ、電量分析、および可溶性塩化物パーセ
ントにより分析した。図６に、沈殿物質を、２，５００倍に拡大したＳＥＭ画像を提供す
る。図７に、沈殿物質のＸＲＤを提供する。図８に、沈殿物質のＴＧＡを提供する。電量
分析から、その沈殿物質には７．４０％の炭素が含まれていることがわかった。沈殿物質
中の可溶性塩化物パーセントは、２．９１６％の可溶性塩化物であることがわかった。
２．上澄みについて、アルカリ度および硬度を使用して分析した。
【０１４１】
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【表４】

【０１４２】
　実施例４：二価カチオンの供給源およびプロトン除去剤としてセメントキルンダストを
使用した沈殿物質
手順
１．セメントキルンダスト（８０ｇ）を、１．５Ｌのプラスチック製反応容器の中に秤込
んだ。
２．脱イオン水（１Ｌ）をその反応容器に加え、得られた混合物を２５０ｒｐｍ（ｐＨ１
２．４５）で撹拌した。
３．吸着カップを用いて反応混合物の底部に設けたスパージャーを使用して、圧縮空気中
１５％のＣＯ２を導入した（ＣＯ２：０．３ｓｃｆｈ、圧縮空気：２．０ｓｃｆｈ、合計
：２．３ｓｃｆｈ）。
４．反応容器にカバーをかけたが、ガスとｐＨプローブのために僅かな隙間を残した。
５．ｐＨを約４時間にわたってモニターし、記録した。
６．その沈殿反応混合物に十分なＣＯ２（すなわち、ＸＲＦで測定したセメントキルンダ
スト中のＣａＯ／ＭｇＯをベースとして約２倍当量）を添加した後で、ＣＯ２の吹き込み
を停止し、その反応容器を密封し、その沈殿反応混合物を一夜２５０ｒｐｍで撹拌してお
いた。
【０１４３】
　サンプル処理
１．一夜撹拌した後で、その沈殿反応混合物のｐＨを測定した。
２．撹拌を停止し、沈殿反応混合物の濾過を行った。
３．得られた沈殿物質を４０℃で一夜かけて乾燥させた。
４．得られた上澄みを採取した。
【０１４４】
　分析
１．沈殿物質を、ＳＥＭ、ＦＴ－ＩＲ、および電量分析により分析した。図９に、オーブ
ン乾燥させた沈殿物質を、２，５００倍に拡大したＳＥＭ画像を提供する。図１０は、オ
ーブン乾燥させた沈殿物質のＦＴ－ＩＲである。電量分析から、その沈殿物質には７．７
５％の炭素が含まれていることがわかった。
【０１４５】
　実施例５．沈殿物質および出発物質のδ１３Ｃ値の測定
　この実験においては、ボトル詰めの二酸化硫黄（ＳＯ２）ガスおよびボトル詰めの二酸
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化炭素（ＣＯ２）ガスおよび金属酸化物の廃棄物源としてのフライアッシュの混合物を使
用して、炭酸塩含有沈殿物質を調製した。この手順は、密閉容器の中で実施した。
【０１４６】
　出発物質は、市販のボトル詰めのＳＯ２およびＣＯ２ガス（ＳＯ２／ＣＯ２ガス、また
は「模擬煙道ガス」）、脱イオン水、および金属酸化物の廃棄物源としてのフライアッシ
ュの混合物であった。
【０１４７】
　容器に脱イオン水を充満させた。消和した後のフライアッシュをその脱イオン水に加え
、（アルカリ性の）ｐＨと、ＣＯ２を大気中に放出することなく炭酸塩含有沈殿物質を沈
殿させるのに適した二価カチオン濃度とを与えた。そのアルカリ性溶液から沈殿物質を沈
殿させるのに適した速度と時間で、ＳＯ２／ＣＯ２ガスを吹き込んだ。反応成分が相互作
用をするのに十分な時間のあいだ放置した後で、沈殿物質を残りの溶液（「沈殿反応混合
物」）から分離すると、ウェットな沈殿物質と上澄みとが得られた。
【０１４８】
　プロセスの出発物質、沈殿物質、および上澄みのδ１３Ｃ値を測定した。使用した分析
システムは、Ｌｏｓ　Ｇａｔｏｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ製のもので、直接吸光光度法を使用
して、２％～２０％の範囲のＣＯ２の乾燥ガスについてのδ１３Ｃおよび濃度データを与
えるものであった。その測定器は、公知の同位体組成物を用いた標準の５％ＣＯ２ガスを
使用して較正し、２Ｍ過塩素酸中で消化させたトラバーチンおよびＩＡＥＡ大理石＃２０
のサンプルから発生させたＣＯ２を測定すると、文献記載の値から受容可能な測定誤差の
範囲内であるような数値が得られた。ＣＯ２供給源のガスを、シリンジを使用してサンプ
リングした。そのＣＯ２ガスを、ガス乾燥器（Ｐｅｒｍａ　Ｐｕｒｅ　ＭＤ　Ｇａｓ　Ｄ
ｒｙｅｒ、Ｍｏｄｅｌ　ＭＤ－１１０－４８Ｆ－４、Ｎａｆｉｏｎ（登録商標）ポリマー
製）の中を通過させてから、卓上型の市販の炭素同位元素分析システムの中に導入した。
固形のサンプルはまず、加熱した過塩素酸（２ＭのＨＣｌＯ４）を用いて消化させた。Ｃ
Ｏ２ガスが密閉した消化システムから発生し、次いでそのガス乾燥器の中を通過させた。
そこから、ガスを捕集して、分析システムの中に注入して、δ１３Ｃ値を得た。同様にし
て、上澄みも消化させてＣＯ２ガスを発生させ、次いでそれを乾燥させてから、分析機器
野中へ導入して、δ１３Ｃデータを得た。
【０１４９】
　ＳＯ２／ＣＯ２ガス、金属酸化物の廃棄物源（すなわち、フライアッシュ）、炭酸塩含
有沈殿物質、および上澄みの分析からの測定値を表５に示す。沈殿物質および上澄みにお
けるδ１３Ｃ値は、それぞれ、－１５．８８‰および－１１．７０‰である。反応のいず
れの生成物のδ１３Ｃ値も、ＳＯ２／ＣＯ２ガス（δ１３Ｃ＝－１２．４５‰）およびフ
ライアッシュ（完全に燃焼されてガスになっていない幾分かの炭素を含む、δ１３Ｃ＝－
１７．４６‰）が組み込まれていることを反映している。そのものが化石燃料の燃焼から
の生成物である、フライアッシュは、使用したＣＯ２よりもより大きなマイナスのδ１３

Ｃを有していたので、沈殿物質の総括的なδ１３Ｃ値は、ＣＯ２そのものの値よりもより
マイナスが大きいことを反映している。この実施例は、炭酸塩含有組成物物質の中の炭素
の本来的な供給源を確認するためにδ１３Ｃ値を使用してもよいということを示している
。
【０１５０】
【表５】
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【０１５１】
　実施例６．セメントの製造
　Ａ．セメント＃１
　１．原料物質の沈殿
　１０００ｍＬのＳａｎｔａ　Ｃｒｕｚ　Ｈａｒｂｏｒで採取した海水（ｐＨ＝８．０７
、Ｔ＝２０．３℃）。海水に、１ＭのＮａＯＨを滴下により添加。約ｐＨ１０で、沈殿物
の生成が開始した（反応混合物が濁ることから確認した）。ＮａＯＨの添加を続けても、
ｐＨは、ｐＨ約１０．１５よりも高くはならなかった。塩基の添加を停止すると、ｐＨは
より低いｐＨ値に低下した。塩基を添加していくと、溶液が次第に濁ってきて、沈殿が進
んでいることを示していた。約２０分間後に、ｐＨの低下が止まったので、塩基の添加を
停止した。次いでその沈殿反応混合物を、Ｗａｔｍａｎ４１０の１μｍフィルターを通し
て濾過し、濾液を凍結乾燥させた。
【０１５２】
　２．セメント
　直前の記載に従って製造した凍結乾燥粉体を、フレッシュな蒸留水を滴下により添加す
ることで水和させて、セメントペーストを形成させ、それを瑪瑙製の乳鉢および乳棒で約
３０秒間混合し、そのセメントペーストが、練り歯磨きの稠度になるようにした。そのペ
ーストのｐＨを、ｐＨ試験紙を用いて測定すると、そのｐＨがｐＨ１１～ｐＨ１２の間で
あることが見出された。そのセメントペーストを成形して球とし、乳鉢の中に残し、（乳
鉢と共に）適切なプラスチックバッグの中に１日間封入した。１日後には、そのセメント
の球は、固くなり、乾燥させている間のスランプのために卵状の形状となっていた。
【０１５３】
　Ｂ．セメント＃２
　非晶質炭酸カルシウムマグネシウム（ＡＭＣＣ）、シリカフューム、バテライト、およ
び水滑石（水酸化マグネシウム）からなるセメント粉体を、以下の質量比で配合した：３
ＡＭＣＣ：５シリカフューム：７バテライト：０．２水滑石。
【０１５４】
　そのＡＭＣＣは、周囲温度で４６，０００ｐｐｍの塩度にまで濃縮された、海水脱塩プ
ラントの副生物から沈殿させた。その濃縮された水性副生物に水酸化ナトリウムを添加し
て、ｐＨが１１を超えるようにして沈殿が開始されるまで加え、ｐＨをｐＨ１１に維持で
きるように水酸化ナトリウムを添加することにより、ＡＭＣＣの沈殿を起こさせた。その
ＡＭＣＣ沈殿物は、連続的に濾過をしてシステムから取り出し、凍結乾燥して貯蔵した。
【０１５５】
　シリカフュームは、商業的供給源から得た。
【０１５６】
　バテライトは、温度約４５℃で、２μｍｏｌ／ｋｇのＬａＣｌ３を用いて安定化させた
海水から沈殿させた。脱塩装置で加工された海水は、取り入れた海水よりもすでに５～１
０度温かかった。必要とされるならば、４５℃にまでさらに加熱することを、バテライト
を沈殿させるより前に、その海水をソーラーパネルの中を通過させることによって達成し
てもよい。
【０１５７】
　水滑石もまた、商業的供給源から得た。
【０１５８】
　水を上述の混合物に水：セメントの質量比が０．４：１．０（Ｌ／Ｓ＝０．４）となる
ように添加して、アルカリ性のｐＨを有する、使い物になるペーストを形成させた。その
ペーストは約１時間後には増粘し、２時間までに凝結して硬化セメントとなる。そのセメ
ントでは、さらに数週間後には、その圧縮強度の９０％以上が得られた。
【０１５９】
　Ｃ．セメント＃３
　あられ石、非晶質炭酸カルシウムマグネシウム（ＡＭＣＣ）、およびフライアッシュか
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らなるセメント粉体を、以下の質量比で配合した：４あられ石：３ＡＭＣＣ：３シリカフ
ューム：０．４ベトニーズクレー（Ｂｅｔｏｎｉｅｓ　Ｃｌａｙ）。
【０１６０】
　そのあられ石は、６０℃で４６，０００ｐｐｍの塩度にまで濃縮された、海水脱塩プラ
ントの副生物から沈殿させた。脱塩装置で加工された海水は、取り入れた海水よりもすで
に５～１０度温かかった。必要とされるならば、６０℃にまでさらに加熱することを、あ
られ石を沈殿させるより前に、その水をソーラーパネルの中を通過させることによって達
成してもよい。その水に水酸化ナトリウムを添加して、ｐＨが９を超えるようにして沈殿
が開始されるまで加え、ｐＨがｐＨ９に維持できるように水酸化ナトリウムを添加するこ
とにより、その沈殿を起こさせた。そのあられ石の沈殿物は、連続的に濾過をしてシステ
ムから取り出し、凍結乾燥して貯蔵した。
【０１６１】
　そのＡＭＣＣは、周囲温度で４６，０００ｐｐｍの塩度にまで濃縮された、海水脱塩プ
ラントの副生物から沈殿させる。その水に水酸化ナトリウムを添加して、ｐＨが１１を超
えるようにして沈殿が開始されるまで加え、ｐＨをｐＨ１１に維持できるように水酸化ナ
トリウムを添加することにより、その沈殿を起こさせた。そのＡＭＣＣ沈殿物は、連続的
に濾過をしてシステムから取り出し、凍結乾燥して貯蔵した。
【０１６２】
　フライアッシュは、石炭専焼火力発電所供給源から得た。
【０１６３】
　水を上述の混合物に水：セメントの質量比が０．２５：１．０（Ｌ／Ｓ＝０．２５）と
なるように添加して、アルカリ性のｐＨを有する、使い物になるペーストを形成させた。
そのペーストは約１時間後には増粘し、約２時間までに凝結して硬化セメントとなった。
そのセメントでは、さらに数週間後には、その圧縮強度の約９０％以上が得られた。
【０１６４】
　実施例７：沈殿物質を含む水硬セメントモルタルの立方体の圧縮強度
　水硬セメントモルタルの立方体を調製し、ＡＳＴＭ　Ｃ１０９に従って圧縮強度の試験
をした。下の表６に見られるように、水硬セメントモルタルの立方体を、１００％ＯＰＣ
、８０％ＯＰＣ４－１＋２０％フライアッシュ、８０％ＯＰＣ４－１＋２０％ＰＰＴ１、
８０％ＯＰＣ４－１＋２０％ＰＰＴ２、おおび５０％ＯＰＣ＋５０％ＰＰＴ２の組成で調
製したが、ここでＰＰＴ１およびＰＰＴ２は、実施例２において調製した沈殿物質である
。ＯＰＣと沈殿物質のブレンド物は乾燥状態で混合し、その後で水と組み合わせた（ｗ／
ｃ＝０．５０）。１００％ＯＰＣもまた、水／セメントの比率が０．５０で、水と組み合
わせた。
【０１６５】
【表６】

【０１６６】
　表６に示したデータから明らかなように、沈殿物質を含む水硬セメントモルタルの立方
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たはそれより良好である。
【０１６７】
　実施例８：沈殿物質からの骨材の調製
　Ｗａｂａｓｈ油圧プレス（Ｍｏｄｅｌ　Ｎｏ．：７５－２４－２ＴＲＭ；ｃａ．１９７
４）の鋼製金型をきれいにし、プラテンを予熱して、プラテン表面（金型キャビティおよ
びパンチを含む）を最低で１時間、９０℃となるようにした。
【０１６８】
　実施例１からの沈殿物質のフィルターケーキのいくつかを、４０℃で４８時間かけて、
シートパンの中でオーブン乾燥させ、次いで、ブレンダーの中で圧潰粉砕して、その粉砕
物質がＮｏ．８篩を通過するようにした。次いでその粉砕物質を、水と混合して、９０～
９５％が固形分で残りが添加した水（５～１０％）であるような混合物を得た。
【０１６９】
　Ｗａｂａｓｈプレスの中の４インチ×８インチの金型に粉砕した沈殿物質の湿った混合
物を充填し、その沈殿物質に６４トン（４０００ｐｓｉ）の圧力を約１０秒間かけた。次
いで圧力を開放し、金型を再び開けた。金型の側面に張り付いている沈殿物質を剥がして
、金型の中心に移動させた。次いで、金型を再び閉じて、６４トンの圧力を、合計して５
分間かけた。次いで圧力を開放し、金型を再び開け、加圧した沈殿物質（今では骨材とな
っている）を金型から取り出し、環境条件下で冷却させた。場合によっては、その骨材を
金型から１１０℃のオーブン中の乾燥ラックに移し、１６時間乾燥させてから、環境条件
下で冷却させた。
【０１７０】
　上述の発明を、明確な理解を与える目的で、図面と実施例の方法によりいくぶん詳しく
説明してきたが、本発明の教示を考慮すれば、添付された特許請求項の精神および範囲か
ら逸脱することなく、ある種の変更および修正を加えることが可能であることは、当業者
には容易に明らかであろう。したがって、これまでの記述は、本発明の原理を単に説明し
ているだけのものである。当業者ならば、本明細書において明確に記述または明示されて
いなくても、本発明の原理を具体化し、本発明の精神および範囲に含まれている各種の組
立を工夫することが可能であろうということは認識されるであろう。さらに、本明細書に
おいて引用されたすべての実施例および条件の記述は、主として、読者が、技術を進歩さ
せるための本発明の原理および、本願発明者らの寄与によるコンセプトを理解するのを助
けることを意図しており、そのような特定の引用した実施例および条件に限定されるもの
ではないと受け取られたい。さらに、本発明の原理、態様、および実施態様、さらにはそ
れらの具体例を引用した、本明細書におけるすべての陳述は、それらの構造的および機能
的両方の等価物を包含することを意図している。さらに、そのような等価物には、現在公
知の等価物、ならびに将来開発されるであろう等価物すなわち、構造とは関わりなく、同
一の機能を発揮する各種の開発された要素、の両方が含まれることが意図されている。し
たがって、本発明の範囲が、本明細書に明示され、記述された例示的な実施態様に限定さ
れることは意図されていない。意図されているのは、以下の特許請求項が、本発明の範囲
を定義していること、およびそれらの特許請求項の範囲内の方法および構造、ならびにそ
れらの等価物が、それによって網羅されていることである。
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