
JP 6186650 B2 2017.8.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一体型の動力発生システムであって、
　圧縮再循環流の存在下において圧縮酸化剤及び燃料を燃焼させて放出物流を生じさせる
よう構成された燃焼チャンバを有するガスタービンシステムであって、前記放出物流は膨
張機内で膨張させられ、それによりガス状排出物流が生じるガスタービンシステムと、
　ブースト圧縮機及び該ブースト圧縮機に流体結合された１つ又は２つ以上の冷却ユニッ
トを有する排ガス再循環システムであって、前記ブースト圧縮機は前記ガス状排出物流を
受け入れてその圧力を増大させるよう構成され、前記１つ又は２つ以上の冷却ユニットは
前記ガス状排出物流を冷却して冷却された再循環ガスを主圧縮機に提供するよう構成され
ており、前記主圧縮機は、前記冷却再循環ガスを圧縮して圧縮された再循環流を生じさせ
る排ガス再循環システムと、
　前記圧縮再循環流に流体結合されたパージ流であって、前記パージ流の温度を減少させ
て冷却されたパージ流を生じさせるよう構成された熱交換器を有するパージ流と、
　前記熱交換器に流体結合されたＣＯ2分離システムと、を備え、
　前記ＣＯ2分離システムは、
　　前記冷却パージ流を受け入れて炭酸カリウム溶剤により前記冷却パージ流からＣＯ2

を吸収し、それにより窒素に富んだ残留流及び重炭酸イオン溶剤溶液を生じさせるよう構
成された吸収塔と、
　　前記重炭酸イオン溶剤溶液を受け入れてストリッピング用蒸気により前記重炭酸イオ
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ン溶剤溶液から実質的に全ての揮発分をストリッピングし、前記重炭酸イオン溶剤溶液の
本質的に全てのＣＯ2を保持するよう構成された溶剤ストリッピング区分と、
　　前記ストリッピング区分に流体結合されていて前記重炭酸イオン溶剤溶液を受け入れ
て沸騰させて前記重炭酸イオン溶剤溶液からＣＯ2及び水を除去し、前記吸収塔に再循環
させられるべき再生された炭酸カリウムを生じさせるよう構成された再生塔と、を備えて
いる、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記溶剤ストリッピング区分は、前記吸収塔内に追加の段として組み込まれている、
　請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記溶剤ストリッピング区分は前記吸収塔とは別体であり、前記ストリッピング用蒸気
及び前記重炭酸イオン溶剤溶液からストリッピングされた前記揮発分を含む第１の流れ及
び前記重炭酸イオン溶剤溶液を含む第２の流れを生じさせるよう構成された塔である、
　請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記ストリッピング用蒸気は、窒素、アルゴン、水蒸気又はこれらの組み合わせを含む
、
　請求項３記載のシステム。
【請求項５】
　前記溶剤ストリッピング区分に流体結合されていて、且つ前記重炭酸イオン溶剤溶液が
前記再生塔に入る前に前記重炭酸イオン溶剤溶液をほぼ大気圧まで勢いよく流すよう構成
された第１の弁を更に備え、
　前記第１の弁は、動力を発生するよう構成された水力タービンである、
　請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記再生塔に流体結合されていて且つ前記再生炭酸カリウム溶剤の一部分を受け入れて
加熱し、そして加熱された再生炭酸カリウム溶剤を生じさせるよう構成された再沸器を更
に備え、
　前記再沸器は、前記加熱再生炭酸カリウム溶剤を前記再生塔に再循環させて蒸気を生じ
させるよう構成されている、
　請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記再生塔に流体結合されていて且つ前記重炭酸イオン溶剤溶液から除去された前記Ｃ
Ｏ2及び前記水を受け入れて前記水を前記ＣＯ2から分離するよう構成された凝縮器を更に
備え、
　前記ＣＯ2から分離された前記水の一部分は、ポンプ輸送により前記再生塔に戻され蒸
気を生じさせる、
　請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　前記燃焼チャンバは、前記圧縮再循環流の存在下において前記圧縮酸化剤及び前記燃料
を化学量論的に燃焼させるよう構成されている、
　請求項１記載のシステム。
【請求項９】
　前記圧縮再循環流は、前記放出物流の温度を加減するよう構成された希釈剤として働く
、
　請求項１記載のシステム。
【請求項１０】
　一体型の動力発生システムであって、
　圧縮再循環流の存在下において圧縮酸化剤及び燃料を燃焼させて放出物流を生じさせる
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よう構成された燃焼チャンバを有するガスタービンシステムであって、前記放出物流が膨
張機内で膨張させられそれによりガス状排出物流が生じるガスタービンシステムと、
　ブースト圧縮機及び前記ブースト圧縮機に流体結合された１つ又は２つ以上の冷却ユニ
ットを有する排ガス再循環システムであって、前記ブースト圧縮機は前記ガス状排出物流
を受け入れてその圧力を増大させるよう構成され、前記１つ又は２つ以上の冷却ユニット
は前記ガス状排出物流を冷却して冷却された再循環ガスを主圧縮機に提供するよう構成さ
れており、前記主圧縮機は前記冷却再循環ガスを圧縮して圧縮された再循環流を生じさせ
る排ガス再循環システムと、
　前記圧縮再循環流に流体結合されたパージ流であって、前記パージ流の温度を減少させ
て冷却されたパージ流を生じさせるよう構成された熱交換器を有するパージ流と、
　前記熱交換器に流体結合されたＣＯ2分離システムと、を備え、前記ＣＯ2分離システム
は、
　　前記冷却パージ流を受け入れて炭酸カリウム溶剤により前記冷却パージ流からＣＯ2

を吸収し、それにより窒素に富んだ残留流及び重炭酸イオン溶剤溶液を生じさせるよう構
成された吸収塔と、
　　前記吸収塔に流体結合され、前記重炭酸イオン溶剤溶液を前記重炭酸イオン溶剤溶液
から実質的に全ての揮発分を分離するのに十分な圧力まで勢いよく流し、前記重炭酸イオ
ン溶剤溶液の本質的に全てのＣＯ2を保持し、それにより実質的に全ての前記揮発分を含
む気相及び前記重炭酸イオン溶剤溶液を含む液相を有する二相減圧溶剤溶液を生じさせる
よう構成された第１の弁と、
　　前記第１の弁に流体結合され、前記減圧溶剤溶液を受け入れて前記減圧溶剤溶液の前
記液相から前記減圧溶剤溶液の前記気相を除去するよう構成されたフラッシュ容器と、を
備え、
　　前記フラッシュ容器から除去された減圧溶液の前記気相の少なくとも一部は、前記排
ガス再循環システムに再循環させられ、前記主圧縮機に提供された前記冷却再循環ガスに
合流させられ、
　　前記ＣＯ2分離システムは、さらに、
　　前記フラッシュ容器に流体結合され、前記減圧溶剤溶液の前記液相を受け入れて前記
液相をほぼ大気圧まで勢いよく流し、それによりほぼ大気圧の重炭酸イオン溶剤溶液を生
じさせるよう構成された第２の弁と、
　　前記第２の弁に流体結合され、前記ほぼ大気圧の重炭酸イオン溶剤溶液を受け入れて
沸騰させ、それにより前記ほぼ大気圧の重炭酸イオン溶剤溶液からＣＯ2及び水を除去し
、前記吸収塔に再循環させられるべき再生された炭酸カリウム溶剤を生じさせるよう構成
された再生塔と、を備えている、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　前記第１の弁は、前記重炭酸イオン溶剤溶液を前記重炭酸イオン溶剤溶液の前記気相が
１．０ｍｏｌ％未満の二酸化炭素を含むようにするほどの圧力まで勢いよく流すよう構成
され、
　前記第１の弁は、前記重炭酸イオン溶剤溶液を前記重炭酸イオン溶剤溶液中の全二酸化
炭素のうちの少なくとも９８ｍｏｌ％が前記減圧溶剤溶液の前記液相中に残存するほどの
圧力まで勢いよく流すよう構成されている、
　請求項１０記載のシステム。
【請求項１２】
　前記再生塔に流体結合されていて且つ前記再生炭酸カリウム溶剤の一部分を受け入れて
加熱し、そして加熱された再生炭酸カリウム溶剤を生じさせるよう構成された再沸器を更
に含み、
　前記再沸器は、前記加熱再生炭酸カリウム溶剤を前記再生塔に再循環させて蒸気を生じ
させるよう構成されている、
　請求項１０記載のシステム。
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【請求項１３】
　前記再生塔に流体結合されていて且つ前記重炭酸イオン溶剤溶液から除去された前記Ｃ
Ｏ2及び前記水を受け入れて前記水を前記ＣＯ2から分離するよう構成された凝縮器を更に
含み、
　前記ＣＯ2から分離された前記水の一部分は、蒸気を生じさせるためにポンプ輸送によ
り前記再生塔に戻される、
　請求項１０記載のシステム。
【請求項１４】
　前記燃焼チャンバは、前記圧縮再循環流の存在下において前記圧縮酸化剤及び前記燃料
を化学量論的に燃焼させるよう構成されている、
　請求項１０記載のシステム。
【請求項１５】
　前記圧縮再循環流は、前記放出物流の温度を加減するよう構成された希釈剤として働く
、
　請求項１０記載のシステム。
【請求項１６】
　前記第１の弁及び前記第２の弁のうちの一方又は両方は、動力を発生させるよう構成さ
れた水力タービンである、
　請求項１０記載のシステム。
【請求項１７】
　動力を発生させる方法であって、
　燃焼チャンバ内で且つ圧縮再循環流の存在下において圧縮酸化剤及び燃料を燃焼させ、
それにより放出物流を生じさせ、前記放出物流を膨張させてガス状排出物流を生じさせる
ステップと、
　前記ガス状排出物流の圧力を増大させると共に前記ガス状排出物流を冷却して前記圧縮
再循環流を生じさせるよう圧縮される冷却された再循環流を生じさせるステップと、
　圧縮再循環流に流体結合されたパージ流を冷却して冷却されたパージ流を生じさせるス
テップと、前記冷却パージ流を吸収塔に差し向けて炭酸カリウム溶剤により前記冷却パー
ジ流からＣＯ2を吸収するステップと、
　窒素に富んだ残留流及び重炭酸イオン溶剤溶液を前記吸収塔から放出するステップと、
　前記重炭酸イオン溶剤溶液の本質的に全てのＣＯ2を保持しながら、ストリッピング用
蒸気により前記重炭酸イオン溶剤溶液から実質的に全ての揮発分をストリッピングするス
テップと、
　前記重炭酸イオン溶剤溶液を再生塔内で沸騰させて前記重炭酸イオン溶剤溶液からＣＯ

2及び水を除去し、再生された炭酸カリウム溶剤を生じさせるステップと、
　前記再生炭酸カリウム溶剤を前記吸収塔に再循環させるステップと、を備えている、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記重炭酸イオン溶剤溶液を前記再生塔内で沸騰させる前に弁を通して前記重炭酸イオ
ン溶剤溶液をほぼ大気圧まで勢いよく流すステップを更に備え、
　前記弁は、動力を発生するよう構成された水力タービンである、
　請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記重炭酸イオン溶剤溶液から除去された前記ＣＯ2及び前記水を前記再生塔に流体結
合された凝縮器内に受け入れさせて前記水を前記ＣＯ2から分離するステップを更に備え
、
　前記凝縮器内で前記ＣＯ2から分離された前記水の一部分を前記再生塔に差し向けて蒸
気を生じさせる、
　請求項１７記載の方法。
【請求項２０】
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　前記圧縮酸化剤及び前記燃料を化学量論的条件下において圧縮再循環流の存在下におい
て燃焼させ、
　前記圧縮再循環流は、前記放出物流の温度を加減する、
　請求項１７記載の方法。
【請求項２１】
　動力を発生させる方法であって、
　燃焼チャンバ内で且つ圧縮再循環流の存在下において圧縮酸化剤及び燃料を燃焼させ、
それにより放出物流を生じさせ、前記放出物流を膨張させてガス状排出物流を生じさせる
ステップと、
　前記ガス状排出物流の圧力を増大させると共に前記ガス状排出物流を冷却して前記圧縮
再循環流を生じさせるよう圧縮される冷却された再循環流を生じさせるステップと、
　圧縮再循環流に流体結合されたパージ流を冷却して冷却されたパージ流を生じさせるス
テップと、
　前記冷却パージ流を吸収塔に差し向けて炭酸カリウム溶剤により前記冷却パージ流から
ＣＯ2を吸収するステップと、
　窒素に富んだ残留流及び重炭酸イオン溶剤溶液を前記吸収塔から放出するステップと、
　前記重炭酸イオン溶剤溶液の本質的に全てのＣＯ2を保持しながら、前記重炭酸イオン
溶剤溶液を、前記重炭酸イオン溶剤溶液から実質的に全ての揮発分を分離するのに十分な
圧力まで勢いよく流し、実質的に全ての前記揮発分を含む気相及び前記重炭酸イオン溶剤
溶液を含む液相を有する二相減圧溶剤溶液を生じさせるステップと、
　前記減圧溶剤溶液の前記液相から前記減圧溶剤溶液の前記気相を分離するステップと、
を備え、
　前記減圧溶剤溶液の前記気相の少なくとも一部は、再循環させられ、前記冷却された再
循環ガスに合流させられ、
　前記方法は、さらに、
　前記減圧溶剤溶液の前記液相をほぼ大気圧まで勢いよく流しほぼ大気圧の溶剤溶液を生
じさせるステップと、
　前記ほぼ大気圧の溶剤溶液を再生塔内で沸騰させて前記ほぼ大気圧の溶剤溶液からＣＯ

2及び水を除去し、それにより再生された炭酸カリウム溶剤を生じさせるステップと、
　前記再生炭酸カリウム溶剤を前記吸収塔に再循環させるステップと、を備えている、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　前記重炭酸イオン溶剤溶液を前記重炭酸イオン溶剤溶液の前記気相が１．０ｍｏｌ％未
満のＣＯ2を含むようにするほどの圧力まで勢いよく流す、
　前記重炭酸イオン溶剤溶液を前記重炭酸イオン溶剤溶液中の全ＣＯ2のうちの少なくと
も９８ｍｏｌ％が前記減圧溶剤溶液の前記液相中に残存するほどの圧力まで勢いよく流す
、
　請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　前記ほぼ大気圧の溶剤溶液から除去された前記ＣＯ2及び前記水を前記再生塔に流体結
合された凝縮器内に受け入れさせて前記水を前記ＣＯ2から分離するステップを更に備え
、
　前記凝縮器内で前記ＣＯ2から分離された前記水の一部分を前記再生塔に差し向けて蒸
気を生じさせる、
　請求項２１記載の方法。
【請求項２４】
　前記減圧溶剤溶液の前記気相の少なくとも一部分を再循環させて前記冷却再循環ガスに
合流させる、
　請求項２１記載の方法。
【請求項２５】
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　前記圧縮酸化剤及び前記燃料を化学量論的条件下において圧縮再循環流の存在下におい
て燃焼させる、
　請求項２１記載の方法。
【請求項２６】
　前記圧縮再循環流は、前記放出物流の温度を加減する、
　請求項２１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、低エミッション動力発生システムに関する。特に、本発明の実施
形態は、動力発生及び二酸化炭素（ＣＯ2）製造の促進を行うために燃料を燃焼させると
共に溶剤技術を用いてＣＯ2を捕捉する方法及び装置に関する。
【０００２】
〔関連出願の説明〕
　本願は、２０１１年９月３０日に出願された米国特許仮出願第６１／５４２，０４１号
（発明の名称：LOW EMISSION POWER GENERATION SYSTEMS AND METHODS INCORPORATING CA
RBON DIOXIDE SEPARATION）、２０１１年３月２２日に出願された米国特許仮出願第６１
／４６６，３８４号（発明の名称：LOW EMISSION TURBINE SYSTEMS HAVING A MAIN AIR C
OMPRESSOR OXIDANT CONTROL APPARATUS AND METHODS RELATED THERETO）、２０１１年９
月３０日に出願された米国特許仮出願第６１／５４２，０３０号（発明の名称：LOW EMIS
SION TURBINE SYSTEMS IMCORPORATING INLET COMPRESSOR OXIDANT CONTROL APPARATUS AN
D METHODS RELATED THERETO）、２０１１年３月２２日に出願された米国特許仮出願第６
１／４６６，３８５号（発明の名称：METHODS FOR CONTROLLING STOICHIOMETRIC COMBUST
ION ON A FIXED GEOMETRY GAS TURBINE SYSTEM AND APPARATUS AND SYSTEMS RELATED THE
RETO ）、２０１１年９月３０日に出願された米国特許仮出願第６１／５４２，０３１号
（発明の名称：SYSTEMS AND METHODS FOR CONTROLLING STOICHIOMETRIC COMBUSTION IN L
OW EMISSION TURBINE SYSTEMS）、２０１１年３月２２日に出願された米国特許仮出願第
６１／４６６，３８１号（発明の名称：METHODS OF VARYING LOW EMISSION TURBINE GAS 
RECYCLE CIRCUITS AND SYSTEMS AND APPARATUS RELATED THERETO ）及び２０１１年９月
３０日に出願された米国特許仮出願第６１／５４２，０３５号（発明の名称：METHODS OF
 VARYING LOW EMISSION TURBINE GAS RECYCLE CIRCUITS AND SYSTEMS AND APPARATUS REL
ATED THERETO）の優先権主張出願であり、これら米国特許仮出願の両方を参照により引用
し、これらの記載内容全体を本明細書の一部とする。
【０００３】
　本願は、２０１１年９月３０日に出願された米国特許仮出願第６１／５４２，０３６号
（発明の名称：SYSTEMS AND METHODS FOR CARBON DIOXIDE CAPTURE IN LOW EMISSION TUR
BINE SYSTEMS）、２０１１年９月３０日に出願された米国特許仮出願第６１／５４２，０
３７号（発明の名称：SYSTEMS AND METHODS FOR CARBON DIOXIDE CAPTURE IN LOW EMISSI
ON TURBINE SYSTEMS）及び２０１１年９月３０日に出願された米国特許仮出願第６１／５
４２，０３９号（発明の名称：SYSTEMS AND METHODS FOR CARBON DIOXIDE CAPTURE IN LO
W EMISSION COMBINED TURBINE SYSTEMS）に関し、これら米国特許仮出願の全てを参照に
より引用し、これらの記載内容全体を本明細書の一部とする。
【背景技術】
【０００４】
　本項は、本発明の例示の実施形態と関連している場合のある当該技術分野の種々の態様
を紹介するものである。この説明は、本発明の特定の態様の良好な理解を容易にする技術
内容の枠組みの提供を助けるものと考えられる。従って、本項は、このような見方で読ま
れるべきであり、必ずしも本項の記載内容が先行技術である旨の承認として読まれるべき
ではないことは理解されるべきである。
【０００５】
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　多くの産油国は、電力需要における強い国内成長を経験しており、石油・原油の貯留層
からの石油・原油の回収を向上させるために石油・原油の回収増進法（ＥＯＲ）に関心が
ある。通常利用される２種類のＥＯＲ技術としては、貯留層圧力維持のための窒素（Ｎ2

）注入及びＥＯＲ用の混和性フラッディングのための二酸化炭素（ＣＯ2）注入が挙げら
れる。また、温室効果ガス（ＧＨＧ）エミッションに関する世界的な懸念が存在する。多
くの国におけるキャップ・アンド・トレード（cap-and-trade）政策の実施と組み合わさ
ったこの懸念により、ＣＯ2エミッションの減少が、これらの国及び他の国並びに炭化水
素を産出システムを稼働させている会社にとって優先事項となっている。
【０００６】
　ＣＯ2エミッションを減少させる幾つかの対策は、溶剤、例えばアミンを用いた燃料脱
炭又は燃焼後捕捉を含む。しかしながら、これら解決策の両方は、費用が高く付く上に発
電効率が悪く、その結果、発電量は低く、燃料需要が高く、しかも国内電力需要を満たす
のに電気のコストが高い。特に、酸素、硫黄酸化物（ＳＯX）及び窒素酸化物（ＮＯX）の
存在により、アミン溶剤吸収の使用は、極めて問題となっている。別の対策は、複合サイ
クルにおけるオキシ燃料ガスタービンの使用である（例えば、この場合、ガスタービンブ
レイトンサイクルからの排（廃）熱は、ランキンサイクルにおいて蒸気を生じさせると共
に追加の動力を生じさせるよう捕捉される）。しかしながら、このようなサイクルで動作
可能な商業的に入手できるガスタービンは存在せず、高純度酸素を生じさせるのに必要な
動力は、プロセスの全体的効率を著しく低下させる。
【０００７】
　さらに、地球規模の天候変化及び二酸化炭素エミッションの影響に関する懸念が増大し
ている状態で、発電所からの二酸化炭素エミッションを最小限に抑えることに重点が置か
れている。ガスタービン複合サイクル発電プラントは、効率が良く、しかも原子力発電又
は石炭発電技術と比較すると低コストである。しかしながら、ガスタービン発電プラント
の排出物から二酸化炭素を捕捉することは、排出物スタック中の二酸化炭素の濃度が低い
こと、処理が必要なガスの量（体積）が大きいこと及び排出物流の圧力が低いことのため
に費用が極めて高くつく。とりわけこれら要因の全ての結果として、ＣＯ2捕捉のコスト
が高い。
【０００８】
　排ガス再循環ループを含む低エミッション動力発生システムからのＣＯ2の捕捉及び回
収が先行技術文献において記載されている。例えば、米国特許出願第６１／３６１１７３
号明細書は、このようなシステムからＣＯ2を吸収して回収するために炭酸カリウム（Ｋ2

ＣＯ3）溶剤を用いることを記載しており、この米国特許出願を参照により引用し、その
記載内容全体を本明細書の一部とする。しかしながら、溶剤吸収によりＣＯ2を回収する
場合、溶剤は、水性溶剤、例えばＫ2ＣＯ3中では溶解度が小さい少量の揮発分（例えば、
窒素、酸素、アルゴン及び一酸化炭素）も又吸収する。溶剤を再生して吸収状態のＣＯ2

を放出する際、これら揮発分も又、導き出されてＣＯ2と共に残ることになる。ＣＯ2がＥ
ＯＲのために用いられ又は隔離のために貯留層中に注入される場合、揮発分の存在は、望
ましくない場合がある。例えば、酸素の存在は、腐食率を高める場合があり、一酸化炭素
（ＣＯ）の存在の結果として、始動又はプロセスアプセット条件中に放出された場合に安
全上又は環境上の危害が生じる場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願第６１／３６１１７３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、減少したコストでのＣＯ2捕捉及び回収方式が組み込まれた低エミッショ
ン高効率動力発生プロセスが依然として相当に要望されている。さらに、Ｋ2ＣＯ3溶剤が
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ＣＯ2分離のために用いられる場合、回収済みのＣＯ2からの揮発分の除去にも関心がある
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、排ガス再循環ループを備えると共に炭酸カリウムを主成分とする（Ｋ2ＣＯ3

）分離システムを用いた二酸化炭素（ＣＯ2）捕捉及び回収を行う低エミッション動力発
生システムに関する。本明細書において説明する低エミッション動力発生システムでは、
代表的な天然ガス複合サイクルプラントにおいては逃がされる低エミッションガスタービ
ンからの排ガスは、その代わりに、再循環させられ、そして再循環させた排気ガスの一部
分を分離して回収する。本発明の装置、システム及び方法は、Ｋ2ＣＯ3溶剤を用いて排ガ
スを分離してＣＯ2を吸収すると共に回収する。このようなＫ2ＣＯ3分離プロセスは、高
温炭酸カリウム又は「ホットポット（hot pot）」プロセスと呼ばれる場合がある。溶剤
の再生及びＣＯ2の除去に先立ってＣＯ2リッチ（濃厚）溶剤から揮発分を除去する装置及
び方法が本明細書に更に組み込まれており、その結果、汚染物質が殆どない状態で又は全
くない状態で高純度ＣＯ2の生産が得られる。回収したＣＯ2を石油・原油回収増進（ＥＯ
Ｒ）、隔離、貯蔵又は多くの他の目的に使用できる。
【００１２】
　本発明のシステム及び方法では、燃料及び圧縮酸化剤を燃焼チャンバ内において圧縮再
循環流の存在下において燃焼させて放出物流を生じさせる。放出物流を膨張させて動力を
生じさせると共にガス状排出物流を生じさせ、ガス状排出物流を冷却し、そして主圧縮機
に再循環させる。主圧縮機は、圧縮再循環流を生じさせる。圧縮再循環流の一部分を燃焼
チャンバに差し戻してこれが燃焼中、希釈剤として働くようにし、他方、圧縮再循環流の
残部をＣＯ2分離システムに差し向ける。ＣＯ2分離システム内において、排ガスを冷却し
て吸収塔に差し向け、ここで、Ｋ2ＣＯ3溶剤を用いて排ガスからＣＯ2を吸収し、窒素リ
ッチ残留流及び重炭酸イオン溶剤溶液を生じさせる。
【００１３】
　本発明の１つ又は２つ以上の実施形態では、重炭酸イオン溶剤溶液を蒸気、例えば窒素
、アルゴン又は水蒸気でストリッピングすることにより揮発分を重炭酸イオン溶剤溶液か
ら除去する。他の実施形態では、溶剤溶液を溶剤からガス状揮発分を放出させるのに十分
な圧力までほとばしらせる一方で、ＣＯ2を液体溶液中に保つことによって重炭酸イオン
溶剤溶液から揮発分を除去する。次に、例えば揮発分を主圧縮機に入る冷却された再循環
流と合流させることによって揮発分を排ガス再循環（ＥＧＲ）システムに再循環させるの
が良い。両方の方式では、揮発分が重炭酸イオン溶剤溶液からいったん除去されると、溶
液を大気圧又はほぼ大気圧までほとばしらせ、そして重炭酸イオン溶剤溶液を沸騰させて
ＣＯ2及び水を除去することによってこの溶液を再生させ、リーン（希薄）再生Ｋ2ＣＯ3

溶剤を生じさせる。再生溶剤を吸収塔に再循環させるのが良く、他方、溶剤溶液から除去
されたＣＯ2及び水を冷却して凝縮させ、それにより水の流れ及び回収されたＣＯ2の流れ
を生じさせる。溶剤を再生させると共にＣＯ2を回収する前に重炭酸イオン溶剤溶液から
揮発分を除去することによって高純度ＣＯ2生成物が得られる。
【００１４】
　本発明の上述の利点及び他の利点は、実施形態の非限定的な例に関する以下の詳細な説
明及び図面を参照すると、明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】低エミッション動力発生システム及びＣＯ2回収率の向上のための一体型のシス
テムを示す図である。
【図２】低エミッション動力発生及びＣＯ2回収率の向上のための一体型システムに用い
られる例示のＣＯ2捕捉システムを示す図である。
【図３】重炭酸イオン溶剤溶液の再生及びＣＯ2の除去に先立って揮発分を除去するため
のストリッピング区分を含む別の例示のＣＯ2捕捉システムを示す図である。
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【図４】重炭酸イオン溶剤溶液の再生及びＣＯ2の除去に先立って揮発分を除去するため
のフラッシュ（flash）ステップを含む別の例示のＣＯ2捕捉システムを示す図である。
【図５】低エミッション動力発生及びＣＯ2回収率の向上のための一体型システムを示す
図であり、ＣＯ2捕捉システム内で除去された揮発分を排ガス再循環システムに再循環さ
せる仕方を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下の詳細な説明の項において、本発明の特定の実施形態を好ましい実施形態と関連し
て説明する。しかしながら、以下の説明が本発明の特定の実施形態又は特定の使用に特有
である範囲まで、これは、例示目的にのみ行われ、例示の実施形態についての説明を提供
するに過ぎない。したがって、本発明は、以下に説明する特定の実施形態には限定されず
、それどころか、本発明は、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲に含まれるあらゆ
る変形例、改造例及び均等例を含む。
【００１７】
　本明細書において用いられる種々の用語について以下に定義する。特許請求の範囲の記
載に用いられている用語が以下において定義されていない場合、関連分野における当業者
が少なくとも１つの印刷された刊行物又は発行された特許に反映されているようにその用
語には最も広い定義が与えられるべきである。
【００１８】
　本明細書で用いられている「天然ガス」という用語は、原油井（随伴又は付随ガス）又
は地下ガス貯留地層（非随伴ガス）から得られた多成分ガスを意味している。天然ガスの
組成及び圧力は、千差万別であると言える。典型的な天然ガス流は、主要成分としてメタ
ン（ＣＨ4）を含み、即ち、天然ガス流の５０ｍｏｌ％以上がメタンである。天然ガス流
は、エタン（Ｃ2Ｈ6）、これよりも分子量の高い炭化水素（例えば、Ｃ3～Ｃ20炭化水素
）、１種類又は２種類以上の酸性ガス（例えば、硫化水素）又はこれらの任意の組み合わ
せを更に含む場合がある。天然ガスは、微量の汚染物質、例えば水、窒素、硫化鉄、蝋、
原油又はこれらの任意の組み合わせを更に含む場合がある。
【００１９】
　本明細書で用いられる「化学量論的燃焼」という用語は、燃料及び酸化剤を含む所与の
量の反応体及び反応体の全体積が生成物を形成するために用いられる場合に反応体を燃焼
させることによって生じる所与の量の生成物を含む燃焼反応を意味している。本明細書で
用いられる「実質的に化学量論的燃焼」という表現は、約０．９：１～約１．１．１：１
、より好ましくは約０．９５：１～約１．０５：１の等量比を有する燃焼反応を意味して
いる。
【００２０】
　本明細書で用いられる「流（又は流れ）」は、所与の量の流体を意味している。ただし
、「流」という用語の使用は、運動中の所与の量の流体（例えば、速度又は質量流量を有
する）を意味している。しかしながら、「流」という用語は速度、質量流量又は「流」を
包囲する特定形式の導管を必要とするわけではない。
【００２１】
　本明細書で用いられる「ほぼ大気圧」という表現は、実際の大気圧の約１０パーセント
の範囲内又は好ましくは約５パーセントの範囲内の圧力を意味している。例えば、大気圧
が１４．７ｐｓｉである場合、約１３．２ｐｓｉ～約１６．２ｐｓｉの範囲内にある圧力
は、「ほぼ大気圧」とみなされる。
【００２２】
　本明細書において開示するシステム及び方法の実施形態を用いると、超低エミッション
電力及びＥＯＲ又は隔離用途のためのＣＯ2を生じさせることができる。本明細書におい
て開示する幾つかの実施形態によれば、空気と燃料の混合物を燃焼させると同時に再循環
排ガス流と混合するのが良い。再循環排ガス流を冷却して圧縮し、そして燃焼温度及び次
の膨張機に入る排ガスの温度を制御し又は違ったやり方で加減する希釈剤として使用でき
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る。１つ又は２つ以上の実施形態では、燃焼条件は、非化学量論的である。他の実施形態
では、燃焼条件は、化学量論的又は実質的に化学量論的である。
【００２３】
　燃焼チャンバに再循環されなかった排ガスを分離してＣＯ2を捕捉すると共に窒素を含
む残留流を生じさせる。ＥＯＲ用途では、回収したＣＯ2は、通常超臨界条件下で産出油
田中に又はこれに隣接して注入される。ＣＯ2は、加圧剤として働くと共に地下原油中に
溶かされると、油の粘度を著しく減少させて油が地中を通って取り出しウェルまで迅速に
流れることができるようにする。窒素を含む（酸素及びアルゴンも又含む場合が多い）残
留流を用いて追加の動力を発生させることができ、しかもこれを圧力維持用途を含む種々
の目的に使用できる。圧力維持用途では、不活性ガス、例えば窒素を圧縮して炭化水素貯
留層中に注入し、それにより貯留層中に元の圧力を維持し、かくして石油・原油回収増進
を図ることができる。本明細書において開示するシステムの結果として、経済的に効果的
なレベルでの動力の発生及び追加のＣＯ2の捕捉が行われる。
【００２４】
　ほぼ化学量論的条件（例えば、「僅かにリッチ」の燃焼）における燃焼は、過剰酸素除
去のコストをなくす目的上、有利であると言える。さらに、排ガスを冷却して蒸気から水
を凝縮させることによって、比較的高い含有量のＣＯ2流を生じさせることができる。再
循環排ガスの一部分を閉鎖ブレイトンサイクルにおいて温度加減のために利用することが
できるが、残りのパージ流をＥＯＲ用途に用いることができると共に大気中に放出される
硫黄酸化物（ＳＯX）、窒素酸化物（ＮＯX）又はＣＯ2がほとんどなく又は全くない状態
で電力を発生させることができる。このプロセスの結果として、動力が生じると共に追加
のＣＯ2が製造される。
【００２５】
　再循環のために圧縮される前に排ガスの圧力のブースト組み合わせられる燃料の化学量
論的又は実質的に化学量論的燃焼により、ＣＯ2分圧を従来型ガスタービン排出物中のＣ
Ｏ2分圧よりも極めて高くすることができる。その結果、ＣＯ2分離器内での炭素捕捉は、
エネルギーをそれほど用いない溶剤、例えば炭酸カリウム（Ｋ2ＣＯ3）を用いて実施する
ことができる。排ガス中における酸素（Ｏ2）、硫黄酸化物（ＳＯX）及び窒素酸化物（Ｎ
ＯX）の存在により、圧力は高く且つＣＯ2含有量が多い場合であってもアミン溶剤（例え
ば、ＭＥＡ、ＤＥＡ、ＭＤＥＡ及び関連溶剤）の使用が困難になる。というのは、アミン
溶剤は、これらの存在下において劣化する場合があるからである。さらに、Ｋ2ＣＯ3は、
容易にＳＯX又はＮＯXを吸収し、これを単純な肥料、例えば硫化カリウム（Ｋ2ＳＯ3）及
び硝酸カリウム（ＫＮＯ3）に変換する。これら肥料を環境的に無害な仕方で容易に放出
することができる。
【００２６】
　本発明の１つ又は２つ以上の実施形態では、ガスタービンシステム、排ガス再循環シス
テム及びＣＯ2分離システムを含む一体型の動力発生システムが提供される。これらコン
ポーネントの各々の種々の実施形態について以下に詳細に説明する。
【００２７】
ガスタービンシステム
【００２８】
　ガスタービンシステムは、燃焼チャンバ、入口圧縮機及び膨張機を含み、燃焼チャンバ
は、放出物流を生じさせるよう圧縮再循環流の存在下において１種類又は２種類以上の圧
縮酸化剤及び１種類又は２種類以上の燃料を燃焼させるよう構成されている。放出物流を
膨張機内で膨張させてガス状排出物流を生じさせる。１種類又は２種類以上の酸化剤は、
任意の酸素含有流体、例えば周囲空気、酸素富化空気、実質的に純粋な酸素又はこれらの
組み合わせを含むのが良い。１種類又は２種類以上の燃料は、天然ガス、付随（随伴）ガ
ス、ディーゼル、燃料油、ガス化石炭、コークス、ナフサ、ブタン、プロパン、エタン、
メタン、合成ガス、ケロシン、航空燃料、生物燃料、酸素添加炭化水素原料油、ビチュー
メン、任意他の適当な炭化水素含有ガス若しくは液体、水素又はこれらの組み合わせを含
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むのが良い。さらに、燃料は、不活性成分を含むのが良く、このような不活性成分として
は、Ｎ2又はＣＯ2が挙げられるが、これらには限定されない。幾つかの実施形態では、燃
料は、本明細書において説明するプロセスによって捕捉されるＣＯ2の注入により石油・
原油回収増進から利益を得ている炭化水素貯留層によって少なくとも部分的に供給可能で
ある。或る特定の実施形態では、燃料は、天然ガスを含む。
【００２９】
　１つ又は２つ以上の実施形態では、燃焼チャンバ内における燃焼条件は、化学量論的又
は実質的に化学量論的である。希釈剤を燃焼チャンバに供給して燃焼温度及び煙道ガスの
温度を制御し又は違ったやり方で調節して次の膨張機の材料要件を満たすようにする。希
釈剤の流量は、燃焼チャンバ内の化学量論的条件の維持を助け、組成、体積流量の変化又
は酸化剤及び燃料流の他のばらつきを加減するのを助けるよう調節可能である。１つ又は
２つ以上の実施形態では、燃焼チャンバに供給される希釈剤は、圧縮再循環流の少なくと
も一部分を含む。
【００３０】
　幾つかの実施形態では、高圧流は又、燃焼チャンバ内で希釈剤として使用できる。この
ような実施形態では、蒸気の追加により、システムにおける動力及びサイズの要件が緩和
されるが、水再循環ループの追加が必要になる。
【００３１】
　さらに、別の実施形態では、燃焼チャンバの一方又は両方への圧縮酸化剤供給物は、ア
ルゴンを含むのが良い。例えば、酸化剤は、約０．１～約５．０体積％アルゴン、約１．
０～約４．５体積％アルゴン、約２．０～約４．０体積％アルゴン、約２．５～約３．５
体積％アルゴン又は約３．０体積％のアルゴンを含むのが良い。
【００３２】
　入口圧縮機は、単一の圧縮機であっても良く、或いは、並列又は直列状態で作動する２
つ又は３つ以上の圧縮機であっても良い。各圧縮機は、単一段のものであっても良く多段
のものであっても良い。多段圧縮機では、オプションとして、高い総合圧縮比及び高い総
合動力出力を得ることができるよう段間冷却を採用するのが良い。２つ以上の圧縮機を用
いてプロセス流を圧縮する場合、圧縮機は、まとめて考えて、本明細書においては、適宜
「入口圧縮機」であると見なされる。入口圧縮機は、本発明において説明するプロセスに
適した任意形式のものであって良い。このような圧縮機としては、軸流圧縮機、遠心圧縮
機、往復圧縮機又は二軸スクリュー圧縮機及びこれらの組み合わせが挙げられるが、これ
らには限定されない。１つ又は２つ以上の実施形態では、第１及び第２の圧縮機は、軸流
圧縮機である。
【００３３】
　燃焼チャンバ内における酸化剤及び燃料の燃焼により、放出物流が生じる。放出物流は
、燃焼生成物を含み、これらの個々の組成は、各燃焼チャンバ内で用いられる燃料及び酸
化剤の組成に応じて様々であろう。１つ又は２つ以上の実施形態では、放出物流は、蒸発
水、ＣＯ2、酸素（Ｏ2）、一酸化炭素（ＣＯ）、窒素（Ｎ2）、アルゴン（Ａｒ）、ＮＯX

、ＳＯX、硫化水素（Ｈ2Ｓ）又はこれらの組み合わせを含む場合がある。放出物流を膨張
機内で膨張させてガス状排出物流を生じさせるのが良い。
【００３４】
　膨張機は、単一の膨張機であっても良く、或いは並列又は直列状態で作動する２つ又は
３つ以上の膨張機であっても良い。各膨張機は、単一段のものであっても良く多段のもの
であっても良い。２つ以上の膨張機を用いて放出物流を膨張させる場合、膨張機は、まと
めて考えて、本明細書においては、「膨張機」であると見なされる。膨張機は、本発明に
おいて説明するプロセスに適した任意形式のものであって良く、このような膨張機として
は、軸流膨張機、遠心膨張機又はこれらの組み合わせが挙げられるが、これらには限定さ
れない。放出物流の膨張により、動力が生じ、この動力は、１つ又は２つ以上の圧縮機又
は発電機を駆動するために使用できる。本発明の１つ又は２つ以上の実施形態では、膨張
機は、共通シャフト又は他の機械的、電気的若しくは他の動力結合手段によって主圧縮機
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（これについては以下において詳細に説明する）に結合されており、主圧縮機は、膨張機
によって少なくとも部分的に駆動されるようになっている。他の実施形態では、主圧縮機
は、速度増大又は減少装置、例えばギアボックスが設けられているかどうかにかかわらず
電気モータに機械的に結合されるのが良い。主圧縮機、燃焼チャンバ及び膨張機は、まと
めて考慮すると、ブレイトンサイクルとして特徴付け可能である。
【００３５】
排ガス再循環（ＥＧＲ）システム
【００３６】
　排ガス再循環（ＥＧＲ）システムは、ブースト圧縮機又はブロワ及びブースト圧縮機に
流体結合された１つ又は２つ以上の冷却ユニットを含み、ブースト圧縮機は、ガス状排出
物流を受け入れてその圧力を増大させるよう構成され、１つ又は２つ以上の冷却ユニット
は、ガス状排出物流を冷却して冷却された再循環流を主圧縮機に提供するよう構成されて
いる。主圧縮機は、冷却された再循環流を圧縮して圧縮された再循環流を生じさせる。圧
縮再循環流の少なくとも一部分は、燃焼チャンバに差し戻され、圧縮再循環流の別の部分
を含むパージ流がＣＯ2分離システムに差し向けられる冷却されたパージ流を生じさせる
よう冷却される。
【００３７】
　ブースト圧縮機（又はブロワ）及び１つ又は２つ以上の冷却ユニットは、意図した目的
に適した任意の仕方で配置可能である。例えば、１つ又は２つ以上の冷却ユニットは、ブ
ースト圧縮機の上流側又は下流側に配置されても良く、ブースト圧縮機の上流側と下流側
の両方に配置されても良い。１つ又は２つ以上の冷却ユニットは、排ガスの温度を減少さ
せるのに適した任意形式の装置であって良く、例えば、熱回収ユニット（ＨＲＵ）、熱交
換器、再生器、直接接触型冷却器（ＤＣＣ）、トリム冷却器、機械的冷凍ユニット又はこ
れらの組み合わせである。幾つかの実施形態では、冷却ユニットは、ＨＲＵであり、これ
は、ブースト圧縮機の上流側に配置されるのが良い。ＨＲＵは、用いられる場合、ガス状
排出物流を受け入れると共にガス状排出物流中の残留熱を利用して例えば排熱回収蒸気発
生器（排熱回収ボイラ又は排熱回収熱交換器と呼ばれる場合もある）（ＨＲＳＧ）内で蒸
気を発生させるよう構成されるのが良い。ＨＲＳＧに生じた蒸気は、種々の目的に使用可
能であり、例えば、蒸気タービン発電機をランキンサイクルで駆動するために又は淡水化
のために使用可能である。同じ又は他の実施形態では、冷却ユニットは、ＤＣＣであり、
これは、ブースト圧縮機の上流側又は下流側に配置できる。ＤＣＣは、用いられる場合、
水ドロップアウト流を介して冷却再循環流から凝縮水の一部分を除去するよう構成されて
いるのが良い。幾つかの実施形態では、水ドロップアウト流は、オプションとして、追加
の蒸気の発生のための水源となるようＨＲＳＧに送られるのが良い。幾つかの実施形態で
は、ＨＲＳＧとＤＣＣの両方は、ガス状排出物流を冷却するために用いられ、各々、ブー
スト圧縮機の上流側に配置される。
【００３８】
　１つ又は２つ以上の実施形態では、冷却再循環流は、主圧縮機に差し向けられ、そして
圧縮されて圧縮された再循環流が生じる。主圧縮機は、単一段のものであっても良く多段
のものであっても良い。多段圧縮機では、オプションとして、高い総合圧縮比及び高い総
合動力出力を得ることができるよう段間冷却を採用するのが良い。２つ以上の圧縮機を用
いて冷却再循環流を圧縮する場合、圧縮機は、まとめて考えて、本明細書においては、「
主圧縮機」であると見なされる。主圧縮機は、本発明において説明するプロセスに適した
任意形式のものであって良い。このような圧縮機としては、軸流圧縮機、遠心圧縮機、往
復圧縮機又は二軸スクリュー圧縮機及びこれらの組み合わせが挙げられるが、これらには
限定されない。１つ又は２つ以上の実施形態では、第１及び第２の圧縮機は、軸流圧縮機
である。排ガスを冷却して圧縮することは、処理されなければならないガスの量が多いこ
と及び通常ＣＯ2捕捉の高いコストの原因となっている排出物流の圧力が低いことに関連
した問題を解決するのに役立ち、かくして、本発明のシステムにおけるＣＯ2捕捉及び回
収を効率的にし且つ費用効果を良くする。
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【００３９】
　圧縮再循環流は、主圧縮機を出ると、次の膨張機の材料要件を満たすと共に所望する場
合には燃焼チャンバ内における化学量論的燃焼条件を維持するよう燃焼温度及び煙道ガス
の温度を制御し又は違ったやり方で調節する希釈剤として使用することができるよう燃焼
チャンバに送られるのが良い。１つ又は２つ以上の実施形態では、パージ流が圧縮再循環
流からそらされてＣＯ2分離システムに差し向けられるのが良い。当業者であれば理解さ
れるように、パージ流が用いられる特定の分離プロセスに合わせて最適化された条件でＣ
Ｏ2分離システムに入るようにするのに中間加熱、冷却又は他のプロセス操作が必要な場
合がある。１つ又は２つ以上の実施形態では、例えば、パージ流を冷却してＣＯ2分離シ
ステムに差し向けられる冷却されたパージ流を生じさせるために熱交換器又は他の冷却ユ
ニットを用いるのが良い。熱交換器は、所望量の冷却を行うのに適した任意の冷却流体を
採用することができ、このような冷却流体としては、海水、冷水、１種類又は２種類以上
の冷媒、他のプロセス流又はこれらの組み合わせが挙げられるが、これらには限定されな
い。幾つかの実施形態では、パージ流は、冷却のためにＣＯ2分離システムの吸収塔を出
た窒素に富んだ残留流を用いるよう構成された交差型交換器内で冷却されるのが良い。残
留流を後で膨張させて動力を生じさせる実施形態では、パージ流と残留流の交差型交換は
、残留流に与えられる追加の熱が動力発生量を増大させることができるので特に有利であ
る。
【００４０】
二酸化炭素分離システム
【００４１】
　燃焼チャンバ内における化学量論的燃焼（利用される場合）と冷却ユニットによる水の
除去の組み合わせによって、排ガス中のＣＯ2含有量を約１０体積％以上に増加させるこ
とができ、これは、従来型複合サイクルシステムの排ガスの場合よりも高い。これら効果
に、具体化に起因して得られる高圧の影響及びブースト圧縮機の影響が加わることにより
、ＣＯ2分圧が従来型ガスタービン排出物よりも極めて高くなる。その結果、これにより
、エネルギーをそれほど必要としない溶剤、例えばＫ2ＣＯ3溶剤技術を利用してＣＯ2分
離システム内において炭素捕捉を行うことができる。
【００４２】
　Ｏ2、ＳＯX及びＮＯXの存在により、圧力が高く且つＣＯ2含有量が多い場合であっても
アミン溶剤（例えば、ＭＥＡ、ＤＥＡ、ＭＤＥＡ及び関連溶剤）の使用が困難になる。と
いうのは、これらガスは、アミン劣化を引き起こす場合があるからである。しかしながら
、炭酸カリウムは、非反応性であり、酸素の影響を何ら受けない。燃焼チャンバ内で行わ
れる反応は、幾つかの実施形態では化学量論的であると言えるが、それにもかかわらず、
ほんの僅かのＯ2が燃焼平衡上の問題に起因して冷却パージ流中に存在する場合がある。
ＭＥＡ溶剤は相当な溶剤再生及び安全な処分が必要であるが、Ｋ2ＣＯ3の使用により、酸
素を主成分とする溶剤の劣化がなくなる。
【００４３】
　炭酸カリウムは、排ガス中のＳＯX又はＮＯXを容易に吸収し、これら化合物を簡単な肥
料、例えば硫化カリウム（Ｋ2ＳＯ3）及び硝酸カリウム（ＫＮＯ3）に変換する。特に、
ＳＯ2、ＳＯ3及びＮＯ2は全て、水中でかなり強い酸となり、ＣＯ2よりも極めて強い酸性
を示す。かくして、これら化合物は、優先的に溶剤溶液中に吸収されるが、熱安定性のあ
る塩（ＨＳＳ）になり、再生によっては除去されない。他方、ＮＯ及びＮ2Ｏは、低い溶
解性を有し、ＮＯ2よりも吸収されるのが困難であり、低い濃度で生じる傾向がある。単
純な肥料として、（Ｋ2ＳＯ3及びＫＮＯ3を環境的に無害な仕方で容易に放出することが
できる。ただし、溶剤系に他の毒性化合物、例えば腐食防止剤、活性剤等が添加されてい
ないことを条件とする。硫酸塩及び硝酸塩化合物を除去すると、水酸化カリウム（ＫＯＨ
）を溶剤補充のために追加するのが良い。水酸化カリウムは、かなり安価な化学物質なの
で、これは、かなり経済的に達成できる。
【００４４】
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　したがって、１つ又は２つ以上の実施形態では、ＣＯ2分離システムは、Ｋ2ＣＯ3溶剤
を用いて冷却パージ流からＣＯ2を吸収するよう構成された吸収塔を含む。ＣＯ2を吸収塔
内でＫ2ＳＯ3により吸収すると、ＣＯ2は、水と反応して炭酸（Ｈ2ＣＯ3）を生じ、次に
重炭酸塩（ＨＣＯ3）を生じる。炭酸の酸性部分（Ｈ+）は、炭酸イオン（ＣＯ3

-2）と反
応することができ、それにより追加の重炭酸イオンが生じる。かくして、全体的反応は、
次の通りであるのが良い。
　　　　　　　　　　　ＣＯ2＋Ｈ2Ｏ＋Ｋ2ＣＯ3←→２ＫＨＣＯ3

その結果、吸収塔は、上述したように窒素に富んだ残留流及び重炭酸イオン溶剤溶液を生
じさせる。
【００４５】
　吸収塔からの窒素に富んだ残留流を種々の用途に全体として又は部分的に使用すること
ができる。例えば、残留流は、圧力維持のために炭化水素を貯留層中に注入可能である。
また、残留流を販売することでき又は逃がすことができる。１つ又は２つ以上の実施形態
では、圧力維持が実行可能なオプションでない場合（又は、残留流の一部分だけが圧力維
持に必要な場合）、残留流を膨張又は別の方法で冷却し、そして本明細書において説明す
るシステム中の冷凍手段となるよう用いることができる。例えば、冷却状態の残留流は、
冷凍作用をもたらしてシステム内の１つ又は２つ以上の圧縮機の吸い込み温度を減少させ
又はシステム内の１つ又は２つ以上の冷却ユニット内で用いられる水を冷やすよう使用で
きる。
【００４６】
　他の実施形態では、残留流の全て又は一部が圧力維持に用いられない場合、その代わり
に、残留流を加熱して追加の動力をシステム内のどこか他の場所で使えるよう又は販売で
きるよう生じさせることができる。残留流を加熱する幾つかの方法としては、熱交換器内
での残留流と別のプロセス流（例えば、上述したようにパージ流又は分離システム若しく
は動力発生システム全体内の別の流れ）との公差型交換又は追加の熱を残留流に供給する
ための補助燃焼器の使用が挙げられる。追加の燃焼器の使用に当たり、追加の燃料が必要
になることは理解されよう。炭素含有燃料を燃焼器内に用いる場合、追加のＣＯ2が発生
し、このような追加のＣＯ2は、残留流からは回収できないであろう。したがって、幾つ
かの実施形態では、燃焼器内で用いられる燃料は、非炭素系燃料源、例えば水素であるの
が良い。補助燃焼器の必要とする酸化剤は、別個の酸化剤流を経て供給するのが良く、或
いは、酸化剤の追加の供給源が不要であるように十分な酸化剤が残留流中に存在するのが
良い。分離器残留流を加熱する他の考えられる方法としては、残留流を加熱するためにＨ
ＲＳＧ内に加熱コイルを用いること、触媒を用いて残留流中に存在するＣＯを燃焼させる
こと又は冷却のために残留流を用いた結果として提供される加熱（即ち、残留流が冷却作
用を他の流れ又は装置に提供したときに、流れそれ自体が加熱されること）が挙げられる
。
【００４７】
　１つ又は２つ以上の実施形態では、吸収塔を出た重炭酸イオン溶剤溶液を弁又は他の圧
力減少装置を介してほぼ大気圧までほとばしらせる。幾つかの実施形態では、圧力減少装
置は、追加の動力を発生させるよう構成された水力タービンであるのが良い。重炭酸イオ
ン溶剤溶液をいったんほぼ大気圧までほとばしらせると、再生塔内で沸騰させてＣＯ2及
び水を除去するのが良く、それにより吸収塔に再循環させるのが良い再生された炭酸カリ
ウム溶剤が生じる。
【００４８】
　幾つかの実施形態では、再生塔は、水の沸点を超える温度で動作するのが良い。例えば
、再生塔は、約２２０°Ｆ（１０４℃）、約２３０°Ｆ（１１０℃）又は約２４０°Ｆ（
１１６℃）から約２８０°Ｆ（１３８℃）、約２９０°Ｆ（１４３℃）又は約３００°Ｆ
（１４９℃）の範囲にある温度で動作するのが良い。再生塔は、約０ｐｓｉｇから約１０
ｐｓｉｇの範囲にある圧力で動作するのが良い。少なくとも１つの実施形態では、再生塔
は、約３ｐｓｉｇの圧力で動作するよう構成されているのが良い。
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【００４９】
　再生塔は、この中で循環する蒸気を用いて重炭酸イオン溶剤を沸騰させて吸収塔内で行
われる反応を逆にし、それにより吸収塔への再循環に適した再生リーン炭酸カリウム溶剤
を生じさせるよう構成されているのが良い。少なくとも１つの実施形態では、インライン
型ポンプ等がリーン炭酸カリウム溶剤の少なくとも一部分を吸収塔に戻すのが良い。
【００５０】
　１つ又は２つ以上の実施形態では、吸収塔に再循環されるリーン炭酸カリウム溶剤の一
部分をオプションとして熱安定性塩（ＨＳＳ）として取り出すのが良い。例示のＨＳＳと
してとしては化合物としての肥料が挙げられこのような肥料としては硫化カリウム及び／
又は硝酸カリウムが挙げられるが、これらには限定されない。ＨＳＳを除去した場合に炭
酸カリウム含有量の損失を補うと共に全体的溶液強度を維持するために、次に、水酸化カ
リウムの流れを吸収塔に差し向けられているリーン炭酸カリウム流又は吸収塔それ自体に
供給するのが良い。
【００５１】
　リーン炭酸カリウム溶剤をオプションとして吸収塔への導入前に第１の冷却ユニット中
に差し向けるのが良い。１つ又は２つ以上の実施形態では、第１の冷却ユニットは、例え
ば、溶剤の温度を減少させるよう構成された空気冷却器又はラジエータ型熱交換器である
のが良い。第１の冷却ユニットは、用いられた場合、リーン炭酸カリウム溶剤を約２３０
°Ｆ（１１０℃）～約６０°Ｆ（１６℃）の温度まで減少させるよう構成されているのが
良い。
【００５２】
　再生塔内で循環する蒸気を発生させると共に所要の再生熱を維持するため、１つ又は２
つ以上の実施形態では、再生塔は、再生塔に流体結合された再沸器を更に有するのが良い
。再沸器は、再生塔に再循環されなかったリーン炭酸カリウム溶剤の少なくとも一部分を
加熱して加熱状態のリーン炭酸カリウム溶剤を生じさせるよう構成されているのが良い。
次に、加熱リーン炭酸カリウム溶剤を再生塔に再循環させて重炭酸イオン溶剤溶液を沸騰
させるための蒸気を生じさせるのが良い。少なくとも１つの実施形態では、再沸器にはＥ
ＧＲシステム内のＨＲＳＧから熱を供給することができる。かしながら、他の実施形態で
は、再沸器には別の源、例えば蒸気タービンの中間抽出部又は放出部から熱が供給されて
も良い。
【００５３】
　冷却パージ流に含まれている水は、凝縮して吸収塔内の重炭酸イオン溶剤溶液になるこ
とができ、次に、再生塔で沸騰蒸発する。その結果、再生塔は、再生プロセス中、溶剤か
ら分離されたＣＯ2及び残留水をオーバーヘッド流を経て更に放出することができる。少
なくとも１つの実施形態では、ＣＯ2（代表的には、蒸気）及び残留水を第２の冷却ユニ
ット、例えば空気冷却器又はラジエータ型熱交換器中に差し向けるのが良く、その後凝縮
器又は他の分離容器に導入する。凝縮器は、回収したＣＯ2から残留水を分離して水流及
び主としてＣＯ2を含む流を生じさせるよう構成されているのが良い。
【００５４】
　幾つかの実施形態では、凝縮器を出た水の少なくとも一部分を再循環させて再生塔中に
戻すのが良く、それによりシステム内の水のバランスを一定に保つことができる。水は、
冷却パージ流を介して常時溶剤中に導入され、その後、凝縮器を経て除去される。溶剤の
条件及び強度を維持するため、水は、ＣＯ2分離システム内においてバランスが取れた状
態のままでなければならない。したがって、再生塔に再循環される水により、水を戻して
再沸器により生じた蒸気をこの水のバランスとは別個独立に制御することができるように
なっている。換言すると、この再循環水を再生塔内における蒸気の生成のための給水とし
て用いることができ又は供給物冷却からの低圧蒸気を増圧するよう使用できる。同じ又は
他の実施形態では、凝縮器を出た水の一部分を新鮮なプロセス水として処分することがで
きる。例えば、水は、幾つかの実施形態では溶解ＣＯ2の一部分を含んでいるが、凝縮器
を出た水を灌漑用の水に使用することができ、ボイラ給水及び／又は他の清浄なプロセス
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水としての利用のために使用できるよう処理することができる。
【００５５】
　幾つかの実施形態では、凝縮器を出た分離ＣＯ2を次に例えばＣＯ2隔離又は貯蔵、石油
・原油回収増進、ＣＯ2販売、炭素捕捉及び／又はこれらの組み合わせのような用途のた
めに圧縮するのが良い。１つ又は２つ以上の実施形態では、凝縮器を出たＣＯ2流は、高
い純度のものであり、少なくとも９５ｍｏｌ％ＣＯ2、少なくとも９８ｍｏｌ％ＣＯ2、少
なくとも９９ｍｏｌ％ＣＯ2又は少なくとも９９．５ｍｏｌ％ＣＯ2を含む。
【００５６】
揮発分の除去
【００５７】
　本明細書において説明するように溶剤吸収によりＣＯ2を回収する場合、溶剤は、水性
溶剤、例えばＫ2ＣＯ3中では溶解度が小さい少量の揮発分（例えば、Ｋ2、Ｏ2、Ａｒ及び
ＣＯ）も又吸収する。溶剤を再生して吸収状態のＣＯ2を放出する際、これら揮発分も又
、導き出されてＣＯ2と共に残ることになる。或る特定の状況では、例えば、ＣＯ2がＥＯ
Ｒのために用いられ又は隔離のために貯留層中に注入される場合、揮発分の存在は、望ま
しくない場合がある。例えば、酸素の存在は、腐食率を高める場合があり、他方、酸化炭
素（ＣＯ）の存在の結果として、始動又はプロセスアプセット条件中に放出された場合に
安全上又は環境上の危害が生じる場合がある。
【００５８】
　したがって、本発明の或る特定の実施形態では、吸収塔を出たリッチ重炭酸イオン溶剤
溶液を高い圧力で又は中間の圧力で処理して揮発分を除去し、その後溶液をほぼ大気圧ま
でほとばしらせ、そして再生塔内で再生させる。除去される揮発分としては、Ｏ2、Ｎ2、
Ａｒ及びＣＯが挙げられるが、これらには限定されない。揮発分を除去する２つの方法、
即ち、蒸気を用いたストリッピング及び２段フラッシュ又はフラッシング（flashing：ほ
とばしさせること）について本明細書において説明する。当業者であれば理解されるよう
に、これら方法の変形例も又、重炭酸イオン溶剤溶液から揮発分を除去する上で有効な場
合があり、又ＣＯ2を除去しないで（又は、無視できるほどに過ぎないほどの量のＣＯ2を
除去しながら）溶液から揮発分を除去するよう設計されたこのような任意の方法は、本発
明の範囲に含まれると考えられる。
【００５９】
蒸気ストリッピング
【００６０】
　本発明の１つ又は２つ以上の実施形態では、溶剤をストリッピング塔又はストリッピン
グ区分内で蒸気を用いてストリッピングすることによって揮発分をリッチ重炭酸イオン溶
剤溶液から除去する。蒸気は、溶剤溶液中のＣＯ2と反応しない蒸気であればどのような
蒸気（好ましくは、清浄な蒸気）であって良い。適当な蒸気としては、窒素、アルゴン、
水蒸気及びこれらの組み合わせが挙げられるが、これらには限定されない。
【００６１】
　１つ又は２つ以上の実施形態では、ストリッピング区分は、吸収塔内に追加の段として
（一般に、塔の底部に）設けられ、その結果、蒸気流は、吸収塔にその底部段のところで
又はその近くで入り、他方、冷却されたパージ流は、ストリッピング段の直ぐ真上で吸収
塔の中間部に供給される。揮発分がストリッピングされた状態のリッチ重炭酸イオン溶剤
溶液は、吸収塔の底部を出て、他方、ストリッピング用蒸気（溶剤から除去した揮発分を
含む）は、引き続き吸収塔に沿って上方に流れて窒素に富んだ残留流の一部として吸収塔
を出る。
【００６２】
　他の実施形態では、ストリッピング区分は、吸収塔とは別体の追加の塔であっても良い
。このような実施形態では、蒸気流は、ストリッピング塔の底部に又はその近くに供給さ
れ、吸収塔を出たリッチ重炭酸イオン溶剤がストリッピング塔の頂部に又はその近くに供
給される。このように、蒸気と重炭酸イオン溶剤溶液は、ストリッピング塔を通って向流



(17) JP 6186650 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

状態で流れる。したがって、ストリッピング塔は、ストリッピング用蒸気及び重炭酸イオ
ン溶剤溶液から除去された揮発分を含む第１（又はオーバーヘッド）流及び揮発分がスト
リッピングされた重炭酸イオン溶剤溶液を含む第２の（又はボトム）流を生じさせる。オ
ーバーヘッド流を吸収塔に再循環させるのが良く、その結果、ストリッピング用蒸気（溶
剤から除去された揮発分を含む）が窒素に富んだ残留流の一部として吸収塔を出るように
なる。
【００６３】
　いずれの方式においても、重炭酸イオン溶剤溶液のストリッピングは、高い圧力状態、
一般に吸収塔に入る冷却パージ流の圧力状態で又はこれに近い圧力状態で起こる。リッチ
重炭酸イオン溶剤を高い圧力状態でストリッピングすることにより、揮発分が溶剤溶液か
ら除去され、他方ＣＯ2の本質的に全ては、ストリッピング区分又はストリッピング塔を
出る重炭酸イオン溶液流中に残る。次に、重炭酸イオン溶剤溶液を、弁又は他の圧力減少
装置（例えば、水力タービン）を介してほぼ大気圧までほとばしらせて再生塔に差し向け
るのが良い。揮発分をこのように除去することによって（即ち、溶剤溶液をほぼ大気圧ま
でほとばしらせて溶剤を再生させる前に）、純粋又はほぼ純粋なＣＯ2流をＣＯ2分離シス
テムから回収することができる。
【００６４】
　上述したように、ストリッピング区分又はストリッピング塔を用いる場合、ストリッピ
ング用蒸気は、窒素に富んだ残留流に含まれた状態で吸収塔を出る。理解されるように、
この窒素に富んだ残留流をこれ以上処理することがこの流中に存在する蒸気を考慮に入れ
る上で必要な場合がある。さらに、窒素に富んだ残留流を膨張させて動力を発生させる実
施形態では、残留流を酸化触媒上に通して残留流を後で逃がすとき又は逃がす場合、ＣＯ
が放出されないようにすることが望ましい場合がある。過剰の酸素を残留流に加え、その
後酸化触媒に入ってＣＯの完全燃焼が保証されるようにするのが良い。このような燃焼は
、有利には、残留流を一段と過熱し、かくして動力発生量を増大させることができる。
【００６５】
２段フラッシュ
【００６６】
　１つ又は２つ以上の他の実施形態では、揮発分を除去する上でストリッピング塔又は区
分を用いず、これに代えて、吸収塔を出たリッチ重炭酸イオン溶剤溶液を、弁又は他の圧
力減少装置を介して冷却パージ流の圧力と大気圧との間の中間の（又は減少した）圧力ま
でほとばしらせても良い。減少しているが依然として高い圧力までほとばしらせることに
よって、重炭酸イオン溶剤溶液は、気相と液相を含む二相流になる。１つ又は２つ以上の
実施形態では、溶剤をほとばしらせる目標としての減少した圧力は、気相が溶液中の揮発
分（例えば、窒素、酸素、アルゴン、一酸化炭素及びこれらの組み合わせ）を含み、ＣＯ

2の本質的に全てが溶液の液層中に残るように選択される。幾つかの実施形態では、例え
ば、重炭酸イオン溶剤溶液の気相は、約５ｍｏｌ％未満、約３ｍｏｌ％未満、約２ｍｏｌ
％未満、約１ｍｏｌ％未満、約０．５ｍｏｌ％未満又は約０．１ｍｏｌ％未満のＣＯ2を
含む。
【００６７】
　或る特定の実施形態では、二層溶剤溶液をフラッシュ容器又は他の分離装置に差し向け
るのが良く、このようなフラッシュ容器又は他の分離装置は、ＣＯ2を含む液体重炭酸イ
オン溶剤溶液からガス状揮発分を分離するよう構成されている。幾つかの実施形態では、
フラッシュ容器に入る全ＣＯ2の少なくとも約９５ｍｏｌ％、少なくとも約９７ｍｏｌ％
、少なくとも約９８ｍｏｌ％又は少なくとも約９９ｍｏｌ％が溶液中に残り、そして液体
重炭酸イオン溶剤溶液と共にフラッシュ容器から除去される。フラッシュ容器を出た揮発
分を次に排ガス再循環システムに再循環させるのが良い。例えば、揮発分を再循環させて
主圧縮機の上流側で冷却再循環流に合流させるのが良い。揮発分をこのように再循環させ
ることによってＣＯ及びＯ2を燃焼のために再使用することができ、かくして動力発生シ
ステムの効率が向上する。さらに、ＣＯ2が揮発分と共に除去される場合、ＣＯ2は、ＣＯ



(18) JP 6186650 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

2分離システム中で回収のために再圧縮されて再処理される。
【００６８】
　１つ又は２つ以上の実施形態では、フラッシュ容器を出た重炭酸イオン溶剤溶液を、第
２の弁又は他の圧力減少装置を介してほぼ大気圧までほとばしらせて再生塔に差し向ける
のが良い。揮発分をこのようにして（即ち、中圧状態で且つ溶剤溶液をほぼ大気圧までほ
とばしらせて溶剤を再生させる前に）除去することによって、純粋又はほぼ純粋なＣＯ2

流をＣＯ2分離システムから回収することができる。
【００６９】
　当業者であれば理解できるように、揮発分をリッチ重炭酸イオン溶剤溶液から除去する
ために用いられる方法及び装置の選択は、種々の要因の影響を受ける場合がある。例えば
、吸収塔を出る窒素に富んだ残留流の意図した使用は、揮発分除去方法のどれが好ましい
かを判定するのを助けることができる。上述したように、揮発分を除去するための蒸気ス
トリッピングの利用は、特に窒素に富んだ残留流を酸化触媒上に通してＣＯを燃焼させる
場合、窒素に富んだ残留流を膨張させて動力を発生する実施形態では有利であると言える
。このような燃焼は、残留流を更に過熱し、かくして動力発生量を向上させることができ
る。変形例として、窒素に富んだ残留流が炭化水素貯留層中の圧力維持のために用いられ
る場合、上述の２段フラッシュによる揮発分の除去が好ましいと言える。重炭酸イオン溶
剤から除去した揮発分を残留流と合流させる（蒸気ストリッピング方法の場合と同様）の
ではなく、２段フラッシュ方法において重炭酸イオン溶剤から除去した揮発分をＥＧＲに
再循環させることによって、燃料効率が最大になる。というのは、揮発分中の燃料及び／
又は酸化剤の値の全てが再循環されて回収されるからである。
【００７０】
　次に図を参照すると、本発明の実施形態は、図１及び図２に示されている基本ケースを
参照すると最も良く理解できる。図１は、動力発生及びＣＯ2回収のための例示の一体型
システム１００の略図を示している。少なくとも１つの実施形態では、動力発生システム
１００は、動力を発生させる閉鎖ブレイトンサイクルとして特徴付けできるガスタービン
システム１０２を含むのが良い。ガスタービンシステム１０２は、シャフト１０８を介し
て膨張機１０６に結合された第１又は主圧縮機１０４を有するのが良い。シャフト１０８
は、任意の機械的、電気的若しくは他の動力結合手段であって良く、それにより膨張機に
よって生じた機械的エネルギーの一部分が主圧縮機１０４を駆動することができる。少な
くとも１つの実施形態では、ガスタービンシステム１０２は、標準型ガスタービンであっ
て良く、この場合、主圧縮機１０４及び膨張機１０６は、それぞれ、標準型ガスタービン
の圧縮機側端部及び膨張機側端部を形成する。しかしながら、他の実施形態では、主圧縮
機１０４及び膨張機１０６は、システム１０２内における個別化されたコンポーネントで
あっても良い。
【００７１】
　ガスタービンシステム１０２は、ライン１１４中の圧縮酸化剤と混合されたライン１１
２中の燃料を燃焼させるよう構成された燃焼チャンバ１１０を更に含むのが良い。１つ又
は２つ以上の実施形態では、ライン１１２中の燃料は、任意適当な炭化水素ガス又は液体
、例えば天然ガス、メタン、エタン、ナフサ、ブタン、プロパン、合成ガス、ディーゼル
、ケロシン、航空燃料、石炭由来燃料、生物燃料（バイオ燃料）、酸素化炭化水素原料油
又はこれらの組み合わせを含むのが良い。ライン１１４中の圧縮酸化剤は、燃焼チャンバ
１１０に流体結合されると共に供給酸化剤１２０を圧縮するようになった第２又は入口圧
縮機１１８から導かれるのが良い。１つ又は２つ以上の実施形態では、供給酸化剤１２０
は、酸素を含有した任意適当なガス（気体）、例えば空気、酸素に富んだ空気又はこれら
の組み合わせを含むことができる。
【００７２】
　以下に詳細に説明するように、燃焼チャンバ１１０は、主としてＣＯ2及び窒素成分を
有する煙道ガスを含む圧縮再循環流１４４も又受け入れるのが良い。圧縮再循環流１４４
を主圧縮機１０４から導くのが良く、このような圧縮再循環流は、ライン１１４中の圧縮
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酸化剤及びライン１１２中の燃料の燃焼を容易にするのに役立ち、更に排ガス中のＣＯ2

濃度を増大させるようになっている。ライン１１６中の排ガスを圧縮再循環流１４４の存
在下においてライン１１２中の燃料及びライン１１４中の圧縮酸化剤の燃焼生成物として
生じさせることができる。少なくとも１つの実施形態では、ライン１１２中の燃料は、主
として天然ガスであるのが良く、それにより、蒸発水、ＣＯ2、窒素、窒素酸化物（ＮＯX

）及び硫黄酸化物（ＳＯX）の体積部分を含むライン１１６中の排ガスが生じる。幾つか
の実施形態では、未燃焼燃料又は他の化合物の僅かな部分も又、燃焼平衡上の制限に起因
してライン１１６中の排ガス中に存在する場合がある。ライン１１６中の排ガスを膨張機
１０６の入口に差し向けるのが良い。ライン１１６中の排ガスが膨張機１０６中で膨張す
ると、それにより、主圧縮機１０４を駆動する機械的動力が発生すると共に更にライン１
４４内の圧縮再循環排ガスの流入に起因して生じる増大したＣＯ2含有量を有するライン
１２２中のガス状排出物が生じる。
【００７３】
　動力発生システム１００は、排ガス再循環（ＥＧＲ）システム１２４を更に含むのが良
い。１つ又は２つ以上の実施形態では、ＥＧＲシステム１２４は、排熱回収蒸気発生器（
排熱回収ボイラ又は排熱回収熱交換器と呼ばれる）（ＨＲＳＧ）１２６又はこれに類似し
た装置を含むのが良い。ライン１１２中のガス状排出物をＨＲＳＧ１２６に送るのが良く
、その目的は、ライン１３０中の蒸気及びライン１３２中の冷却排ガスを生じさせること
にある。幾つかの実施形態では、ライン１３０中の蒸気を蒸気ガスタービン（図示せず）
に送って追加の電力を発生させるのが良く又はＣＯ2分離器１４８に送って再沸器熱を提
供するのが良い。このような実施形態では、ＨＲＳＧ１２６と蒸気ガスタービンの組み合
わせは、ランキンサイクルとして特徴付け可能である。ＨＲＳＧ１２６及び蒸気ガスター
ビンは、ガスタービンシステム１０２と組み合わさった状態で、複合サイクル発電プラン
ト、例えば天然ガス複合サイクル（ＮＧＣＣ）プラントの一部をなすことができる。
【００７４】
　ライン１３２中の冷却排ガスを少なくとも１つの冷却ユニット１３４に送るのが良く、
少なくとも１つの冷却ユニットは、ライン１３２中の冷却排ガスの温度を減少させると共
に冷却再循環ガス流１４０を生じさせるよう構成されている。１つ又は２つ以上の実施形
態では、冷却ユニット１３４は、直接接触型冷却器、トリム冷却器、機械的冷凍ユニット
又はこれらの組み合わせであるのが良い。冷却ユニット１３４は又、水ドロップアウト流
（図示せず）を介して凝縮水の一部分を除去するよう構成されているのが良く、水ドロッ
プアウト流は、少なくとも１つの実施形態では、ＨＲＳＧ１２６に送られるのが良く、そ
れによりライン１３０内に追加の蒸気の発生のための水源が得られる。１つ又は２つ以上
の実施形態では、冷却再循環ガス流１４０は、冷却ユニット１３４に流体結合されたブー
スト圧縮機１４２に差し向けられるのが良い。ライン１３２中の冷却排ガスを冷却ユニッ
ト１３４内で冷却することにより、ブースト圧縮機１４２内の冷却再循環ガス流１４０を
圧縮するのに必要な動力を減少させることができる。
【００７５】
　ブースト圧縮機１４２は、冷却再循環ガス流１４０を主圧縮機１０４内に導入する前に
冷却再循環ガス流１４０の圧力を増大させるよう構成されているのが良い。従来型ファン
又はブロワシステムとは対照的に、ブースト圧縮機１４２は、冷却再循環ガス流１４０の
全体的密度を増大させ、それにより体積流量が同一の状態で増大した質量流量を主圧縮機
１０４に差し向ける。主圧縮機１０４は、代表的には体積流量が制限されているので、よ
り多くの質量流量を主圧縮機１０４中に差し向け、その結果として、主圧縮機１０４から
高い吐き出し圧力が得られ、このような高い吐き出し圧力は、膨張機１０６前後の高い圧
力比に変わる。膨張機１０６前後に生じた高い圧力比により、入口温度を高くすることが
でき、従って、膨張機１０６の出力及び効率を増大させることができる。これは、ライン
１１６中のＣＯ2に富んだ排ガスが一般に高い比熱容量を維持するので有利であることが
分かる。
【００７６】
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　主圧縮機１０４は、ブースト圧縮機１４２から受け取った冷却再循環ガス流１４０を圧
縮して名目的に燃焼チャンバ１１０の圧力よりも高い圧力に圧縮するよう構成されている
のが良く、それにより圧縮された再循環流１４４が生じる。少なくとも１つの実施形態で
は、パージ流１４６を圧縮再循環流１４４から取り出し、次にＣＯ2分離器１４８内で処
理し、それによりライン１５０を経て高い圧力状態にあるＣＯ2を捕捉するのが良い。ラ
イン１５０中の分離されたＣＯ2を販売のために利用することができ、二酸化炭素を必要
とする別のプロセスに用いることができ且つ／或いは圧縮して石油・原油の回収増進（Ｅ
ＯＲ）、隔離又は別の目的のための陸上リザーバ中に注入することができる。
【００７７】
　本質的にＣＯ2が減少し、主として窒素から成る残留流１５１をＣＯ2分離器１４８から
導くのが良い。１つ又は２つ以上の実施形態では、残留流１５１をＣＯ2分離器１４８に
流体結合されているガス膨張機（図示せず）、例えば動力発生窒素膨張機内で膨張させる
のが良い。このような実施形態では、ガス膨張機は、オプションとして、共通シャフト又
は他の機械的、電気的若しくは他の動力結合手段を介して入口圧縮機１１８に結合されて
も良く、それにより、ガス膨張機１５２により生じた動力の一部分が入口圧縮機１１８を
駆動することができる。本明細書において説明したように膨張させたにせよそうでないに
せよいずれにせよ残留流を大気中に逃がし又は当該技術分野において知られている他の下
流側の用途に用いるのが良い。例えば、膨張後の窒素流を蒸発式冷却プロセスに用いるこ
とができ、このような蒸発式冷却プロセスは、排ガスの温度を一段と減少させるよう構成
されている。１つ又は２つ以上の実施形態では、ライン１９０内の圧縮排ガスは、圧力維
持用途のためのリザーバ内に注入されるのに適していると言える。メタンガスが一般に、
坑井内圧力を維持するために炭化水素坑井内に再注入される用途では、残留流１５１を圧
縮することは、有利であることが分かる。例えば、これとは異なり、ライン１５１からの
加圧窒素ガスを炭化水素坑井内に注入し、任意の残留メタンガスを販売し又は関連用途に
おける燃料として用いても良く、例えば、ライン１１２内に燃料を提供する。
【００７８】
　燃焼チャンバ１１０内における燃焼は、化学量論的条件で行われても良く、非化学量論
的条件で行われても良い。幾つかの実施形態では、化学量論的又は実質的に化学量論的燃
焼条件が望ましい場合がある。例えば、特にブースト圧縮機１４２が追加された本明細書
において説明するＥＧＲシステム１２４は、動力発生システム１００の排ガス中にＣＯ2

の高い濃度を達成するよう具体化されるのが良く、それにより次の隔離、圧力維持又はＥ
ＯＲ用途のための効果的なＣＯ2分離が可能である。本明細書において開示する実施形態
は、排ガス流中のＣＯ2の濃度を約１０体積％以上に効果的に増大させることができる。
これを達成するため、燃焼チャンバ１１０は、ライン１１２中の燃料とライン１１４中の
圧縮酸化剤の到来混合物を化学量論的に燃焼させるようになっているのが良い。膨張機１
０６の入口温度及びコンポーネント冷却要件に適合するよう化学量論的燃焼の温度を加減
するため、圧縮再循環流１４４の一部分を希釈剤として同時に燃焼チャンバ１１０中に注
入するのが良い。かくして、本発明の実施形態は、排ガスから過剰酸素を減少させ又は本
質的になくすことができ、それと同時にそのＣＯ2濃度を増大させることができる。した
がって、ライン１２２中のガス状排出物は、約３．０体積％以下の酸素、約１．０体積％
以下の酸素、約０．１体積％以下の酸素又はそれどころか約０．００１体積％以下の酸素
を有することができる。
【００７９】
　次に図２を参照すると、本明細書において説明したような炭酸カリウム（Ｋ2ＣＯ3）溶
剤技術を採用することができるＣＯ2分離システム２００が示されている。ＣＯ2分離シス
テム２００は、図１を参照して全体を本明細書において説明したＣＯ2分離器１４８の少
なくとも一部分であるのが良く又はこれを形成するのが良い。１つ又は２つ以上の実施形
態では、システム２００は、約８００°Ｆ（４２６．７℃）の温度及び約２７０ｐｓｉａ
～約２８０ｐｓｉａの圧力で圧縮再循環流１４４（図１）から取り出したパージ流１４６
を受け入れるよう構成されているのが良い。
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【００８０】
　主として窒素、ＣＯ2及び過剰燃焼水を含むパージ流１４６を熱交換器２０２内で冷却
するのが良く、それによりライン２０４中に冷却パージ流が生じる。一実施形態では、熱
交換器２０２は、蒸気を発生させることができ、幾つかの場合において、このような蒸気
をＨＲＳＧ１２６（図１）からの蒸気流１３０と一体化するのが良い。ＣＯ2分離システ
ム２００内でＣＯ2をパージ流１４６から抽出することにより、パージ流１４６の高い圧
力状態で又はそれに近い状態で窒素に富んだ残留流１５１が生じる。少なくとも１つの実
施形態では、熱交換器は、残留流１５１に流体結合されると共に残留流１５１を再熱する
ためにパージ流１４６の冷却と関連した熱エネルギーを抽出するよう構成された交差型交
換器であるのが良い。残留流１５１をいったん再熱すると、次に膨張させて全体を上述し
たように機械的動力を発生させるのが良い。
【００８１】
　ライン２０４内の冷却パージ流を吸収塔２０６に差し向けるのが良く、この吸収塔には
ライン２０８からの溶剤を再循環させ、残留流１５１をそれと同時に次の下流側での処理
のためにオーバーヘッド状態で放出する。１つ又は２つ以上の実施形態では、溶剤は、Ｋ

2ＣＯ3の水性塩溶液である。競合する溶剤、例えばＭＥＡと比較すると、Ｋ2ＣＯ3溶剤は
、温度許容性が極めて高い。その結果、パージ流１４６の冷却を必要に応じて最小限に抑
えることができ、温度の高いパージ流１４６は、熱的劣化に関する懸念が高くなることな
く吸収塔２０６に入るようにすることができる。したがって、パージ流１４６の冷却度は
、熱的劣化を回避するために冷却ではなく、プロセス熱要件にマッチするよう変更するこ
とができる。
【００８２】
　吸収塔２０６内における炭酸カリウム溶剤によるＣＯ2の吸収の結果として、リッチ重
炭酸イオン溶剤をライン２１０を経て吸収塔２０６の底部から放出し、そして再生塔２１
２に差し向けることができる。一実施形態では、ライン２１０内に設けられた第１の又は
中間弁２１４が、重炭酸イオン溶剤を再生塔２１２への導入に先立って低い大気圧に近い
圧力に向かってほとばしらせるよう構成されているのが良い。少なくとも１つの実施形態
では、第１の弁２１４は、余剰の動力を発生させるよう構成された水力タービンであるの
が良い。
【００８３】
　再生塔２１２は、この中で循環する蒸気を用いて重炭酸イオン溶剤を沸騰させて吸収塔
２０６内で行われる反応を逆にし、それにより以下において説明するライン２１６を経て
再循環に適した再生リーン炭酸カリウム溶剤を生じさせるよう構成されているのが良い。
少なくとも１つの実施形態では、インライン型ポンプ２１８等がライン２２０を経てリー
ン炭酸カリウム溶剤の少なくとも一部分を吸収塔２０６に戻すのが良い。
【００８４】
　ライン２２０中のリーン炭酸カリウム溶剤をオプションとして第１の冷却ユニット２２
２中に差し向けるのが良い。１つ又は２つ以上の実施形態では、第１の冷却ユニット２２
２は、例えば、溶剤の温度を減少させるよう構成された空気冷却器又はラジエータ型熱交
換器であるのが良い。
【００８５】
　再生塔２１２内で循環する蒸気を発生させると共に所要の再生熱を維持するため、ライ
ン２１６中のリーン炭酸カリウム溶剤の少なくとも一部分をライン２１７経由で再沸器２
１９に差し向けるのが良い。再沸器２１９は、ライン２１７中のリーン炭酸カリウム溶剤
の温度を増大させ、そして加熱された再生炭酸カリウム溶剤をライン２２１経由で再生塔
に戻すよう構成されているのが良い。少なくとも１つの実施形態では、再熱器２１９には
ＨＲＳＧ１２６（図１）から熱が供給されるのが良い。しかしながら、他の実施形態では
、再沸器２１９には背圧型蒸気タービンの吐出部から又は凝縮型蒸気タービンからの抽出
サイドストリームから熱を供給するのが良い。
【００８６】
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　パージ流１４６に含まれている水は、凝縮して吸収塔４０６内の溶剤溶液になることが
でき、次に、再生塔２１２内で沸騰蒸発する。その結果、再生塔２１２は、オーバーヘッ
ドライン２２４を経てＣＯ2蒸気及び残留水を更に放出することができる。少なくとも１
つの実施形態では、ＣＯ2蒸気及び残留水を第２の冷却ユニット２２６、例えば空気冷却
器又はラジエータ型熱交換器中に差し向けるのが良く、その後凝縮器２２８内に導入する
。凝縮器２２８は、回収したＣＯ2から残留水を分離し、分離した水をライン２３０中に
下方に差し向けると共に回収したＣＯ2をライン１５０中に上方に送り込むよう構成され
ているのが良い。理解できるように、ライン１５０は、図１を参照して上述したのと同じ
ライン１５０であるのが良い。少なくとも１つの実施形態では、ライン１５０中の分離Ｃ
Ｏ2を次に例えばＣＯ2隔離、石油・原油の回収増進、ＣＯ2販売、炭素捕捉及び／又はこ
れらの組み合わせのような用途向きに圧縮するのが良い。
【００８７】
　一実施形態では、ライン２３０中の分離した水の少なくとも一部分をポンプ２３２の使
用によりライン２３４を介して再循環させて再生塔２１２に戻すのが良く、それによりシ
ステム内の水のバランスを一定に保つことができる。水は、流れ２０４を介して常時溶剤
中に導入され、その後、ライン２３６，１５０，１５１を経て取り出される。溶剤の条件
及び強度を維持するため、水は、システム２００内においてバランスが取れた状態のまま
でなければならない。したがって、ライン２３４内で循環する水により、水を戻してライ
ン２２１中を上昇した蒸気をこの水のバランスとは別個独立に制御することができる。他
の実施形態では、ライン２３０中の残留水の一部分をライン２３６経由で新鮮なプロセス
水として処分することができる。例えば、ライン２３６中の水は、灌漑用の水に使用する
ことができ、ボイラ給水及び／又は他のプロセス水に使用されるよう処理することができ
る。
【００８８】
　次に、図３を参照すると、幾つかの点において図２のシステム２００と同じであるが、
溶剤の再生前にリッチ重炭酸イオン溶液から揮発分を除去するためのストリッピング区分
を有している本発明のＣＯ2分離システム３００の例示の実施形態が示されている。した
がって、システム３００全体を細部にわたっては説明しないが、このようなシステム３０
０全体は、図２を参照すると最も良く理解できる。図３のシステム３００に示されている
ように、流れ２１０を介して吸収塔２０６の底部から放出されたリッチ重炭酸イオン溶剤
をストリッピング区分３１０に差し向けるのが良く、ここで、蒸気流３１２を用いて揮発
分をリッチ重炭酸イオン溶剤からストリッピングするのが良い。蒸気流３１２は、好まし
くは、清浄な蒸気を含み、このような清浄な蒸気は、揮発分を除去するよう構成されてい
て、ＣＯ2とは相互作用しない任意の蒸気であって良い。幾つかの実施形態では、蒸気流
３１２は、窒素、アルゴン、水蒸気又はこれらの組み合わせを含むのが良い。１つ又は２
つ以上の実施形態（図示せず）では、ストリッピング区分３１０は、吸収塔２０６の底部
のところに追加の段として組み込まれるのが良い。他の実施形態では、ストリッピング区
分３１０は、図３に示されている吸収塔とは別個の塔であるのが良い。１つ又は２つ以上
の実施形態では、ストリッピング区分３１０は、冷却パージ流２０４の圧力とほぼ同じ高
い圧力状態で作動する。
【００８９】
　ストリッピング区分３１０は、ストリッピング用蒸気及びリッチ重炭酸イオン溶液から
ストリッピングされた揮発分を含む第１又はオーバーヘッド流３１４及びストリッピング
された重炭酸イオン溶剤溶液を含む第２の流３１６を生じさせる。オーバーヘッド流３１
４を吸収塔２０６に再循環させ、これに対し、ライン３１６内の重炭酸イオン溶剤溶液を
再生塔２１２に差し向ける。ライン３１６内には、重炭酸イオン溶剤を再生塔２１２への
導入前に低いほぼ大気圧までほとばしらせるよう構成された弁３１８が設けられているの
が良い。少なくとも１つの実施形態では、第１の弁３１８は、余分の動力を発生させるよ
う構成された水力タービンであるのが良い。すると、完全な溶剤再生がシステム２００を
参照して上述したように行われる。
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【００９０】
　次に図４を参照すると、幾つかの点において図２のシステム２００と同じであるが、溶
剤の再生前にリッチ重炭酸イオン溶液から揮発分を除去するために中間圧力（中圧）まで
の予備フラッシュ又はフラッシング方式を備えた本発明のＣＯ2分離システム４００の例
示の実施形態が示されている。したがって、システム４００全体を細部にわたって説明せ
ず、このようなシステム４００全体は、図２を参照すると最も良く理解できる。図４のシ
ステム４００に示されているように、リッチ重炭酸イオン溶剤を、ライン２１０を経て吸
収塔２０６の底部から放出することができ、そして第１の弁４０８を介して減圧すること
ができ、その後フラッシュ容器４１０中に導入する。１つ又は２つ以上の実施形態では、
第１の弁４０８は、ＣＯ2を溶液の液相の状態に保った状態で、重炭酸イオン溶剤の圧力
を冷却パージ流２０４の圧力又はこれに近い圧力から重炭酸イオン溶剤から例えばＮ2、
Ｏ2、Ａｒ及びＣＯのような揮発分を放出するのに十分な中圧まで減少させるよう構成さ
れているのが良い。次に、第１の弁４０８を出た結果として生じる減圧状態の二層溶剤溶
液をフラッシュ容器４１０に差し向けるのが良く、ここで、相分離を行う。上述した揮発
分を含む減圧溶剤溶液の気相を、揮発分流４１２を経てフラッシュ容器４１０から除去し
、他方、減圧溶剤溶液の液相を、ライン４１４を経てフラッシュ容器から除去して再生塔
２１２に差し向ける。
【００９１】
　１つ又は２つ以上の実施形態では、揮発分流４１２を排ガス再循環システム１２４（図
１）に再循環させるのが良い。例えば、図５のシステム５００に示されているように、揮
発分流４１２を再循環させ、そして、冷却再循環ガス１４０を主圧縮機１０４に差し向け
る前にこのような冷却再循環ガス１４０に加えるのが良い。
【００９２】
　再び図４のシステム４００を参照すると、ライン４１０内の減圧溶剤溶液を、第２の弁
４１６を用いて低いほぼ大気圧までほとばしらせるのが良く、その後再生塔２１２中に差
し向ける。すると、完全な溶剤再生がシステム２００を参照して上述したように行われる
。
【００９３】
　図３及び図４のそれぞれの分離システム３００，４００から得られる少なくとも１つの
利点は、再生塔２１２から純粋な又はほぼ純粋なＣＯ2流を生じさせることができるとい
うことにある。ライン２１０内のＣＯ2流中に存在する汚染物質は、循環中の溶剤中に溶
けた水及び揮発性ガス（上述している）を含むのが良い。図３及び図４のシステムは、Ｃ
Ｏ2を溶液中に保ちながら揮発性ガスの本質的に全てを除去するようになっているので、
再生塔２１２のオーバーヘッド流２２４は、本質的に僅かな高い純度のＣＯ2及び水を含
んだ状態のままである。１つ又は２つ以上の実施形態では、ライン１５０内のＣＯ2の部
分は、オプションとして、パージライン（図示せず）中に差し向けられて非ＥＯＲ用途、
例えば化学的供給原料、食品生産等のために捕捉されるのが良い。
【００９４】
　１組の数値上限及び１組の数値下限を用いて或る特定の実施形態及び特徴を説明した。
理解されるべきこととして、別段の指定がなければ、下限から上限までの範囲が想定され
ている。全ての数値は、「約」又は「ほぼ」指定値であると考えられる。さらに、本明細
書において言及した全ての特許文献及び他の先行技術文献を参照により引用し、これら全
ての記載内容をこのような開示が本願の開示と不一致でない程度まで、且つこのような組
み込みが許される全ての管轄について本明細書の一部とする。
【００９５】
　本発明は、種々の改造及び変形形態で実施できるが、上述の例示の実施形態は、例示と
して示されているに過ぎない。本明細書において説明した実施形態の特徴又は形態はどれ
も任意他の実施形態と又は多数の他の実施形態（実行可能な程度まで）組み合わせ可能で
あり、このような全ての組み合わせは、本発明の範囲に含まれるものである。さらに、本
発明は、本明細書に開示した特定の実施形態に限定されるものではないことが理解される
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べきである。確かに、本発明は、特許請求の範囲に記載された真の精神及び範囲に属する
全ての変形例、改造例及び均等例を含む。
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