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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二酸化炭素を含む周囲空気から二酸化炭素を除去して濃縮する方法であって、
　二酸化炭素を含む排ガスと周囲空気とを混合すること；
　二酸化炭素を含む空気と排ガスの混合物のフローを、二酸化炭素を吸着するかまたは解
放できるように結合して前記混合物から二酸化炭素を除去することができる吸着剤を含む
二酸化炭素捕獲構造を通過するように方向付けること（ここで該吸着剤は、二酸化炭素が
固体塊の表面上で吸着剤に吸着または結合できるように、多孔質の固体塊の表面上に担持
されている）、
　プロセス熱を二酸化炭素を含む捕獲構造に方向付けて、二酸化炭素を吸着剤からより濃
縮した形態のＣＯ２で分離して、吸着剤を再生すること；および、
　他の二酸化炭素を含む周囲空気と排ガスの混合物のフローを再生した二酸化炭素捕獲構
造を通過するように方向付けて、追加の二酸化炭素を再生した吸着剤に吸着または結合さ
せ、追加の二酸化炭素を含む空気の混合物の前記フローから追加の二酸化炭素を除去する
こと；
を含む、上記方法。
【請求項２】
　前記二酸化炭素を含む空気のフローが、除去チャンバーを通過するように方向付けられ
、前記プロセス熱が、再生チャンバー中で二酸化炭素を含む捕獲構造に方向付けられ；お
よび、前記方法はさらに、二酸化炭素を含む捕獲構造を除去チャンバーと再生チャンバー
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との間で交互に移動させることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記二酸化炭素を含む捕獲構造が、除去チャンバーと再生チャンバーとの間で垂直に移
動し、再生チャンバーは、二酸化炭素を含む捕獲構造が再生チャンバー中にあるときに密
閉することができる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記除去チャンバーに流れ込む空気が、実質的に周囲温度である、請求項２に記載の方
法。
【請求項５】
　前記空気が、排ガスと２５体積％以下で混合される、請求項１～４のいずれかに記載の
方法。
【請求項６】
　前記空気が、排ガスと５体積％以下で混合され、ここで該排ガスは、炭化水素の燃焼か
ら生じた煙道ガスである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記プロセス熱が二酸化炭素を含む捕獲構造に方向付けられる前に、再生チャンバー中
の二酸化炭素を含む捕獲構造からまず空気が除去される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記二酸化炭素を含む捕獲構造を再生した後、捕獲構造は冷却されてから除去チャンバ
ーに戻される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記プロセス熱が、飽和蒸気の形態で、１３０℃以下の温度で二酸化炭素を含む捕獲構
造に方向付けられる、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記飽和蒸気が、１０５℃～１２０℃の温度である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記捕獲構造を通過した後に除去チャンバーから出る空気中のＣＯ２濃度を測定するこ
とにより、いつ捕獲構造を除去チャンバーから再生チャンバーに移動させるかを決定する
、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記吸着剤がＣＯ２で完全に飽和する前に、捕獲構造を再生チャンバーに移動させる、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記捕獲構造を通過した後に再生チャンバーから出る水蒸気中のＣＯ２濃度を測定する
ことにより、いつ捕獲構造を再生チャンバーから移動させるかを決定する、請求項１１に
記載の方法。
【請求項１４】
　前記吸着剤から全てのＣＯ２がストリッピングされる前に、捕獲構造を再生チャンバー
から移動させる、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記捕獲構造を通過した後に除去チャンバーから出たＣＯ２および水蒸気を冷却し凝集
させることによりＣＯ２から水を分離して、高純度のＣＯ２を得る、請求項１に記載の方
法。
【請求項１６】
　炭素を含む燃料を燃焼させることにより一次生産プロセスに熱エネルギーを提供して、
使用に適したプロセス熱を生成する工程（ここで前記一次プロセスは、プロセス熱を伴う
１種またはそれより多くの排ガスを放出し、ここで前記排ガスは、実質的に周囲空気より
も高い温度であり、実質的に周囲空気よりも高い二酸化炭素濃度を有する）、
　排ガスからの前記プロセス熱の一部を利用して飽和蒸気をコジェネレーションする工程
、
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　前記排ガスから望ましくない成分を除去して、処理済の排ガスを生産する工程、
　処理済の排ガスの一部を前記周囲空気と混合して、混合物中の二酸化炭素濃度が５パー
セント未満になるように処理済の排ガスを低率で含む空気との混合物を作製する工程、
をさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記多孔質の捕獲構造が、複数の高度に多孔質の粒子を含み、ここで各粒子は、その孔
内に吸着剤を担持する、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数の高度に多孔質の粒子が、除去部位と再生部位との間を移動する移動層を形成
し、ここで各粒子が孔内に吸着剤を担持する基板を構成し、ここでこの粒子で構成される
基板はセラミック材料を含み、吸着剤は第一アミンを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記多孔質の固体塊が、その孔の表面上に流体から二酸化炭素を吸収または結合するこ
とができる二酸化炭素吸着剤を担持する高度に多孔質のモノリス基板を含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項２０】
　前記基板がセラミック材料を含み、前記吸着剤が第一アミンである、請求項１８に記載
の方法。
【請求項２１】
　前記多孔質の固体塊が、表面全体がアミン部位で形成されたモノリシックなポリマー材
料を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　二酸化炭素を含む空気から二酸化炭素を除去するためのシステムであって、
　二酸化炭素を含む排ガスと周囲空気を混合するブレンダー；
　大きい表面積を有する多孔質の固体塊と、その表面上に分散させた可逆的に二酸化炭素
に吸着または結合することができる吸着剤とを含む、二酸化炭素捕獲構造；
　二酸化炭素を含む周囲空気と排ガスの混合物のフローを二酸化炭素捕獲構造に運搬して
そこを通過させるための空気導管；
　二酸化炭素捕捉構造を入れることのできる密閉可能な再生チャンバー；
　プロセス熱蒸気のソースと密閉可能な再生チャンバーを連結する高温の流体導管であっ
て、捕獲構造上で二酸化炭素が吸着した吸着剤が入れられて密閉された再生チャンバーに
プロセス熱を向けて吸着剤から二酸化炭素をストリッピングして分離するための、高温の
流体導管；および、
　捕獲構造から分離した二酸化炭素を運び去るための、流体導管；
を含む、上記システム。
【請求項２３】
　前記多孔質の固体塊が、高度に多孔質のシリカ粒子の層を含み、ここで各粒子は、表面
上に吸着剤を担持している、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記多孔質の固体塊が、表面全体に吸着剤を担持する高度に多孔質のモノリシックなセ
ラミック構造を含む、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記多孔質の固体塊が、垂直に並べられた炭素捕獲構造の形態であり、
　前記システムは、
　流体が流動できるように空気導管と連結された、捕獲構造を入れるための除去チャンバ
ー；
　流体が流動できるように高温の流体導管と連結された、捕獲構造を入れるための再生チ
ャンバー；
　捕獲構造が入ると密閉される再生チャンバー；および、
　吸着剤フレームを捕獲チャンバーと放出チャンバーとの間で交互に移動させるためのキ
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ャリッジ、
をさらに含む、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記高温の流体導管が、飽和蒸気を運搬し、飽和蒸気を再生チャンバーに導入する前に
捕獲構造および再生チャンバーから残留した空気を除去するための圧力手段をさらに含む
、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２７】
　除去チャンバーから捕獲構造を取り除いたときに測定が行われるように、捕獲構造と接
触させた後に空気のＣＯ２含量を測定するための除去チャンバーの出口に配置されたＣＯ

２測定装置、および、水蒸気のフローを止めて再生チャンバーから捕獲構造を取り除いた
ときにを測定が行われるように、再生チャンバーの出口に配置されたＣＯ２測定装置をさ
らに含む、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２８】
　一対の垂直に並べられた炭素捕獲構造を含み、ここで、キャリッジが、このような垂直
に並べられた炭素捕獲構造を連続して除去チャンバーと再生チャンバーとに交互に移動さ
せ、それと共に一対の垂直に並べられた炭素捕獲構造のうち一方を逆方向に移動させるこ
とにより、このような垂直に並べられた炭素捕獲構造の一方がプロセス熱で加熱されて、
吸着剤からこれまでに吸着させた二酸化炭素を分離させて多孔質の支持体上で吸着剤が再
生させる際に、他方の炭素捕獲構造が空気からＣＯ２を吸着する除去チャンバー中に存在
するようにする、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２９】
　炭素捕獲構造に二酸化炭素を含む空気を交互に且つ連続的に通過させ、続いて炭素捕獲
構造にプロセス熱を通過させることにより、吸着剤から二酸化炭素を分離させて吸着剤を
再生するように設計して適応させた、自動的に稼動するバルブシステムを含む、請求項２
２に記載のシステム。
【請求項３０】
　生成された使用に適した廃棄プロセス熱を用いて一次生産プロセスにエネルギーを提供
することにより周囲空気から二酸化炭素を捕獲するためのシステムであって、前記一次プ
ロセスから１種またはそれより多くの排ガスの排熱が放出され、
ここで前記システムは：
　熱交換器ハードウェア、
　プロセス熱を前記一次プロセスから前記熱交換器ハードウェアに運搬するための導管（
ここで前記運搬されたプロセス熱は、前記排ガスの熱から実質的に独立していることを特
徴とする）、
　飽和蒸気をコジェネレーションするために前記運搬されたプロセス熱の一部を利用する
ボイラー、
　吸着剤を担持する吸着剤フレーム；
　二酸化炭素捕獲チャンバー（該捕獲チャンバーにおいて周囲空気と接触する）；
　二酸化炭素放出チャンバー；
　吸着剤フレームを捕獲チャンバーと放出チャンバーとの間で交互に移動させるためのキ
ャリッジ；
　前記放出チャンバーから空気を除去して、吸着剤フレームから放出された加圧された二
酸化炭素を除去するためのポンプ；および、
　加圧された二酸化炭素を保存するための貯蔵手段、
を組み合わせて含む、請求項２２に記載のシステム。
【請求項３１】
　周囲条件下で周囲空気から二酸化炭素を捕獲する方法であって、
　二酸化炭素を含む排ガスと周囲空気とを混合する工程；
　コジェネレーションによって得られた使用に適したプロセス熱を用いて一次生産プロセ
スにエネルギーを提供する工程、
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　前記一次プロセスからのコジェネレーションによって得られたプロセス熱を適用して、
雰囲気圧で過熱された水蒸気をコジェネレーションする工程、
　吸着剤を捕獲段階とストリッピング／再生システム段階とに交互に繰り返して晒す工程
、
を含み、ここで、これらの段階が、
　捕獲段階の間、排ガスと周囲空気の混合物のフローから吸着剤が二酸化炭素を捕獲して
ＣＯ２を含む吸着剤が形成されるように吸着剤を周囲空気のフローに晒すことと、
　このようにして捕獲された二酸化炭素が吸着剤からストリッピングされ、吸着剤が再生
されるように、再生相にいる間にＣＯ２を含む吸着剤をコジェネレーションした水蒸気に
晒すことと、
を含む、上記方法。
【請求項３２】
　周囲空気から二酸化炭素を捕獲するためであり、ここで前記方法は：
　処理済の排ガスの少なくとも一部を周囲空気と混合して５％以下の排ガスを含む空気－
排ガスブレンドを形成すること；および、
　二酸化炭素と排出された水との混合物から水を分離して、より濃縮した二酸化炭素ガス
を得て、再生チャンバーからＣＯ２を排気すること；
　再生チャンバー内で吸着剤構造を冷却すること；および、
　冷却した吸着剤構造を再生チャンバーから空気－排ガスブレンドと再度接触させる位置
に移動させること；および、
　吸着剤構造をＣＯ２豊富なガスを吸着させる位置と再生チャンバーとの間で交互に移動
させて、ＣＯ２を吸着して吸着剤を再生するサイクルを循環させること、
をさらに含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　捕獲位置に入る二酸化炭素濃度と捕獲位置から出る二酸化炭素濃度とを感知する工程を
さらに含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記再生チャンバー内の二酸化炭素濃度を感知する工程をさらに含む、請求項３２に記
載の方法。
【請求項３５】
　周囲空気および排ガスから二酸化炭素を捕獲するためであり、前記方法はさらに：
　処理済の排ガスの少なくとも一部を周囲空気と混合して、２５体積％以下の排ガスを含
む空気－排ガスブレンドを形成すること、
を組み合わせて含む、請求項３２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大気から温室効果ガスを除去するシステムおよび方法に関し、具体的には大
気から二酸化炭素を除去するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　米国特許出願第１２／１２４，８６４号
　[0001]米国特許出願第１２／１２４，８６４号で説明されているように、
　ａ．現在、以下の３つのエネルギー関連の目的、すなわち：１）経済発展のために手ご
ろなエネルギーを提供すること；２）エネルギーの安全保障を達成すること；および、３
）地球温暖化によって引き起こされる破壊的な気候変動を回避することと、これらの目的
といくらか相反するエネルギー関連の目的とを達成しようとすることに多大な関心が寄せ
られている。しかしながら、対立をもたらす恐れがある経済的な繁栄に必要なエネルギー
の確保とエネルギー不足の回避を実現させようとしても、今世紀の残りの時間で化石燃料
の使用を回避する実現可能な方法はない。
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【０００３】
　ｂ．二酸化炭素などのいわゆる温室効果ガス（その他の主要な温室効果ガスとしては、
メタンおよび水蒸気が挙げられる）の量が増加すると地球の温度が上昇することは、ほと
んど議論の余地がない。
【０００４】
　ｃ．二酸化炭素排出への人間の関与を減らして気候変動の危険をなくすること以外に解
決策がないことは明かである。
空気を抽出して大気中の二酸化炭素量を増減させることができれば、二酸化炭素濃度を変
化させて気候変動を引き起こす可能性があるメタンなどのその他の温室効果ガスを原則的
に埋め合わせることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願第１２／１２４，８６４号
【発明の概要】
【０００６】
　[0002]本発明は、ＣＯ２を含む空気をＣＯ２と結合（ＣＯ２を捕獲）する吸着剤構造を
通過させ、プロセス熱を好ましくは水蒸気の形態で用いて吸着剤構造を加熱することによ
り吸着剤構造からＣＯ２を除去すること（および、それによって効果的に吸着剤構造を再
生すること）による、二酸化炭素を含む空気塊から二酸化炭素を除去するためのさらに新
規で有用なシステムおよび方法の概念を提供する。本願において、吸着剤構造は、好まし
くはＣＯ２に結合するアミンを含み、さらに基板に担持されており、固体粒子の形態でも
よいし、または一体型の吸着剤構造の形態でもよい。基板が微粒子材料の層であるかまた
は一体型であるかどうかに関係なく、吸着剤は基板表面上に吸着させることが好ましいと
予想される。加えて、本願において、「ＣＯ２を含む空気（または二酸化炭素を含む空気
）」の「塊」（または「フロー」または「ストリーム」）と述べられる場合、これは、特
定の位置における空気であって、その特定の位置およびその位置における温度において、
大気中のＣＯ２濃度と類似したＣＯ２濃度を有する空気を意味する。
【０００７】
　[0003]これまでにも、二酸化炭素を含む空気を、二酸化炭素と吸着または結合して空気
から二酸化炭素を除去することができる吸着剤でコーティングされた（またはこのような
吸着剤が埋め込まれた）基板を通過するように方向付けることは考えられてきた。水蒸気
またはその他の媒体（例えばガス）の形態に変換されたプロセス熱を吸着剤に向かわせる
ことにより、吸着剤から二酸化炭素を分離して（すなわち二酸化炭素を抽出し封鎖して）
、さらに吸着剤を再生することができる（それにより吸着剤は、空気から二酸化炭素を除
去するのに使用し続けることができる）。
【０００８】
　[0004]その基本的な形態の一つにおいて、本願は、二酸化炭素を含む空気から二酸化炭
素を分離するための追加の構造および技術、加えて吸着剤から二酸化炭素を分離して吸着
剤を再生するためにプロセス熱を利用するための追加の構造および技術を提供する。
【０００９】
　[0005]さらにその形態のその他の例において、本発明は、二酸化炭素を含む空気から二
酸化炭素を捕獲し、プロセス熱を利用して吸着剤から二酸化炭素を分離して吸着剤を再生
することに利用することができ、加えて、二酸化炭素の分離および再生を煙道ガスソース
（ここでこの煙道ガスは、別途にそのソースから直接発生して、二酸化炭素を含む空気を
大気に直接排出する）と同じラインで直接実施できるようにするいくつかの追加の構造お
よび技術を提供する。
【００１０】
　[0006]加えて本発明は、バイオ燃料製造用の藻類を養殖する際の飼料のような有益な用
途のための比較的低コストで比較的純粋なＣＯ２ソースを提供する（ここで捕獲コストは
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、ＣＯ２供給の全コストを意味する）。
【００１１】
　[0007]本発明のこれらおよびその他の特徴は、以下の詳細な説明、ならびに添付の図面
および表示で説明されるか、または、それらから明かである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１～９は、本願と同じ発明者による先の米国特許出願の米国特許出願第１２／
１２４，８６４号で説明されたシステムおよび方法の概念を説明する図であり、具体的に
は以下の通りである。図１は、米国特許出願第１２／１２４，８６４号に記載の発明の代
表的な実施態様に従って大気から二酸化炭素を除去するためのシステムの一般的なブロッ
ク図である。
【図２】図２は、米国特許第１２／１２４，８６４号に記載の発明の代表的な実施態様に
従って大気から二酸化炭素を除去するためのシステムのブロック図である。
【図３】図３は、米国特許第１２／１２４，８６４号に記載の発明の代表的な実施態様に
係る空気抽出システムのブロック図である。
【図４】図４は、米国特許第１２／１２４，８６４号に記載の発明の代表的な実施態様に
係るグローバルサーモスタットを説明するマップである。
【図５】図５は、米国特許第１２／１２４，８６４号に記載の発明の代表的な実施態様に
係る大気から二酸化炭素を除去するためのシステムのブロック図である。
【図６】図６は、米国特許第１２／１２４，８６４号に記載の発明に従って、大気から二
酸化炭素を除去するための媒体と、その媒体から二酸化炭素を除去することを示す一つの
形態の概略図を示す。
【図７】図７は、米国特許第１２／１２４，８６４号に記載の発明に従って、大気から二
酸化炭素を除去するための媒体と、その媒体から二酸化炭素を除去することを示すその他
の形態の概略図を示す。
【図８】図８は、米国特許第１２／１２４，８６４号に記載の発明に従って、大気から二
酸化炭素を除去するための媒体と、その媒体から二酸化炭素を除去することを示すさらに
その他の形態の概略図を示す。
【図９】図９は、米国特許第１２／１２４，８６４号に記載の発明に従って、大気から二
酸化炭素を除去するための媒体と、その媒体から二酸化炭素を除去することを示すさらに
その他の形態の概略図を示す。
【図１０ａ】図１０ａおよび１０ｂ－１、２は、本発明の原理に従って、二酸化炭素を含
む空気から二酸化炭素を除去して二酸化炭素と吸着または結合する吸着剤を再生するため
の構造および技術の２つの形態を図式的に説明する図であり、図１０ａは、吸収時間が再
生時間よりも有意に長い形態である。
【図１０ｂ】図１０ｂ－１、２－１、２１、２は、場合吸収時間が再生時間にほぼ等しい
形態である。
【図１０ｃ】図１０ｃは、図１０ａおよび１０ｂ－１、２－１、２に記載のシステムおよ
び方法をその稼動位置のいずれか一つで使用するためのエレベーター構造の一形態の上面
および側面図である。
【図１０ｄ】図１０ｄは、図１０ａおよび１０ｂ－１、２－１、２に記載のシステムおよ
び方法をその稼動位置のいずれか一つで使用するためのエレベーター構造の一形態の上面
および側面図である。
【図１０ｅ】図１０ｅは、図１０ｃおよび１０ｄに記載のエレベーター構造のその他の稼
動位置における上面および側面図である。
【図１０ｆ】図１０ｆは、図１０ｃおよび１０ｄに記載のエレベーター構造のその他の稼
動位置における上面および側面図である。
【図１０ｇ】図１０ｇは、本発明の原理に従って捕獲されたＣＯ２をストリッピングして
吸着剤を再生するのに用いることができる構造の詳細を模式的に示す図である。
【図１０ｈ】図１０ｈは、図１０ａおよび１０ｂ－１、２－１、２の実施態様に係るエレ
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ベーター構造の基本原理を示す模式的な拡大図である。
【図１１ａ】図１１ａは、本発明の原理に従って、二酸化炭素を含む空気から二酸化炭素
を除去して二酸化炭素と吸着または結合する吸着剤を再生する構造および技術の２つのそ
の他の形態を図式的に説明する図である。
【図１１ｂ】図１１ｂは、本発明の原理に従って、二酸化炭素を含む空気から二酸化炭素
を除去して二酸化炭素と吸着または結合する吸着剤を再生する構造および技術の２つのそ
の他の形態を図式的に説明する図である。
【図１２】図１２は、本発明の原理に従い吸着剤の基板として用いることができる、コー
ニングからセルコール（Ｒ）という商標名で生産されているタイプの一体型の吸着剤の支
持構造の概略図である。
【図１３ａ】図１３ａは、適切な多孔質基板の概略図であり、各基板の孔中に担持された
アミン吸着剤を示す。
【図１３ｂ】図１３ｂは、適切な多孔質基板の概略図であり、各基板の孔中に担持された
アミン吸着剤を示す。
【図１３ｃ】図１３ｃは、適切な多孔質基板の概略図であり、各基板の孔中に担持された
アミン吸着剤を示す。
【図１４】図１４は、実験的なＣＯ２除去装置の一例の略図を示す。
【図１５】図１５は、典型的なＣＯ２脱離プロファイルを示す図であり、ここでは微粒子
状の多孔質シリカ基板における第１の種類の吸着剤のＰＥＩのケースを示す。
【図１６】図１６は、本明細書において、本発明に従って大気から二酸化炭素を除去する
ためのシステムの一般的なブロック図である。
【図１７ａ】図１７Ａは、大気から二酸化炭素を除去し、炭素燃焼ソースからプロセス熱
を抽出し、比較的低コストの精製されたＣＯ２ストリームを得るための、本発明に係る好
ましいシステムにおける連続工程を示す汎用の流れ図を示す。
【図１７ｂ】図１７Ｂは、大気から二酸化炭素を除去し、炭素燃焼ソースからプロセス熱
を抽出し、比較的低コストの精製されたＣＯ２ストリームを得るための、本発明に係る好
ましいシステムにおける連続工程を示す汎用の流れ図を示す。
【図１８ａ】図１８Ａは、大気から二酸化炭素を除去し、炭素燃焼によらないエネルギー
源からプロセス熱を抽出し、比較的低コストの精製されたＣＯ２ストリームを得るための
、本発明に係る好ましいシステムにおける連続工程を示す汎用の流れ図を示す。
【図１８ｂ】図１８Ｂは、大気から二酸化炭素を除去し、炭素燃焼によらないエネルギー
源からプロセス熱を抽出し、比較的低コストの精製されたＣＯ２ストリームを得るための
、本発明に係る好ましいシステムにおける連続工程を示す汎用の流れ図を示す。
【図１９】図１９は、大気から二酸化炭素を除去して比較的低コストの精製されたＣＯ２

ストリームを得るための、本発明に係る代替の好ましいシステムにおける連続工程を示す
汎用の流れ図を示す。
【図２０】図２０は、大気から二酸化炭素を除去して比較的低コストの精製されたＣＯ２

ストリームを得るための本発明に係る好ましいシステムにおける連続工程を示すより具体
的な流れ図を示す。
【図２１ａ】図２１Ａは、本発明に係る、大気から１００万トンのＣＯ２を捕獲するため
の好ましいシェブロン型フォーメーションの複数のモノリスモジュールを示す図表である
。
【図２１ｂ】図２１Ｂは、本発明に係る、大気から１００万トンのＣＯ２を捕獲するため
の好ましいシェブロン型フォーメーションの複数のモノリスモジュールを示す図表である
。
【図２２】図２２は、風がない場合にシェブロン型フォーメーションのＣＯ２の捕獲モジ
ュールによって空気のフローを提供するための複数のファンのフォーメーションを示す好
ましい形態の概略図を示す。
【図２３】図２３は、一次およびＣＯ２ストリッピングステーションを移動させるための
好ましいエレベーターシステムの概略図である。
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【図２４ａ】図２４Ａは、吸着剤構造を２つのステーション間で移動させるエレベーター
構造を示す概略図である。
【図２４ｂ】図２４Ｂは、吸着剤構造を２つのステーション間で移動させるエレベーター
構造を示す概略図である。
【図２４ｃ】図２４Ｃは、吸着剤構造を２つのステーション間で移動させるエレベーター
構造を示す概略図である。
【図２５】図２５は、ＣＯ２捕獲段階への流入空気に熱い排ガスのごく一部を注入する代
替手段を示す概略図である。
【図２６ａ】図２６Ａは、ＣＯ２捕獲段階への流入空気に熱い排ガスのごく一部を注入す
る代替手段を示す概略図である。
【図２６ｂ】図２６Ｂは、ＣＯ２捕獲段階への流入空気に熱い排ガスのごく一部を注入す
る代替手段を示す概略図である。
【図２７】図２７は、流入ガス中の最初のＣＯ２含量を様々に変化させた場合の、使用さ
れたエネルギー量の変化および吸着剤の温度を示す図である。
【図２８】図２８は、本発明に係る２段階ＣＯ２除去プロセスの実施態様の流れ図を示す
。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　米国特許出願第１２／１２４，８６４号に記載のシステムおよび方法の概念の背景の説
明
　[0019]まず最初に、米国特許出願第１２／１２４，８６４号に記載の方法およびシステ
ムを説明することが、本発明においてさらにその原理を発展させた追加の方法の背景を示
すのに有用であると考えられる。図１～９は、米国特許出願第１２／１２４，８６４号に
記載のシステムおよび方法を説明する図である。図１は、概して参照番号１で示される、
当該発明の典型的な実施態様に従って大気から二酸化炭素を除去するためのシステムの一
般的なブロック図である。システム１は、空気抽出システム４０および回収システム５０
を含み、ここで回収システム５０は、除去した二酸化炭素を再生可能な炭素燃料の封鎖、
貯蔵および生成のための場所、または、例えば肥料や建設資材などの燃料以外の製品の生
成のための場所（または、温室で用いるための、または、生物燃料における微生物生産の
速度を高めるための場所）のうち少なくとも１つの場所に隔離するものである。好ましく
は、空気抽出システム４０は既知の、または、今後発見されるであろうあらゆるＣＯ２抽
出方法を包含し、このような方法としては、媒体（また吸着剤とも称される）を使用して
、２００１に入る大気の空気から、媒体を捕獲された空気中のＣＯ２と化学的、電気的お
よび／または物理的な相互作用に晒すことによってＣＯ２を吸収および／またはＣＯ２と
結合（ＣＯ２を吸着）する方法が挙げられる。媒体は、液状、ガス状または固形状の物質
であってもよいし、または、液状、ガス状および固形状の物質の組み合わせであってもよ
く、固形状の場合、その物質が多孔質であることが好ましい。媒体がＣＯ２を捕獲し、封
鎖するためにＣＯ２を媒体から分離した後に、さらなるＣＯ２吸収／結合が可能なように
媒体を再使用できるように、媒体は再利用可能であることが好ましい。図１で示されるよ
うに、封鎖システム５０によって実行される２００２から入ったＣＯ２の媒体からの分離
とＣＯ２の封鎖は、ライン２０００を介して空気抽出システム４０に熱を加えることによ
ってより効率的に行うことができる。本発明において、この熱は、例えば太陽光集熱器の
ような太陽エネルギー発生装置によって生成したプロセス熱である（以下でさらに詳細に
説明される）。その他の実施態様において、プロセス熱は、その他のタイプのエネルギー
源、例えば化石燃料、地熱、核、バイオマスおよびその他の再生可能エネルギー源によっ
て提供されてもよい。本明細書で用いられる用語「プロセス熱」は、高温の熱を発電に用
いた後に残ったそれよりも低い温度の熱を意味する。より一般的には、用語「プロセス熱
」は、一次プロセス後に残った低温の熱、または、プロセスそのものによって加えられる
低温の熱、例えば二酸化炭素が無機物として保存される（または、実際には二酸化炭素が
媒体に結合して捕獲されるときの）発熱性の炭酸化反応によって加えられる低温の熱を意
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味する。さらに「プロセス熱」は、パワーまたは電気以外の生産物を生産するためのエネ
ルギー源の使用によって提供される場合もある。例えば化学処理などの一次処理、セメン
ト、鋼またはアルミニウム製造、石炭液化エネルギー製品などのエネルギー製品の製造、
精錬は、一次処理を行うために熱を利用することがあり、このような一次処理の後に残っ
た未使用の熱または一次処理中に生じた熱が、このような加工処理のプロセス熱となり得
るものであり、本発明のシステムまたは方法で用いることが可能である。特に好ましいプ
ロセス熱の提供方法は、コジェネレーションプロセスによる方法であり、この方法におい
て、一次プロセス（例えば発電プロセス）で、（直接的に水蒸気の形態、または、液体そ
のものを加熱して水蒸気を生産するのに利用できるような形態の）プロセス熱のソースが
提供され、続いてこのプロセス熱を本明細書において説明される方式で利用することによ
り基板からＣＯ２を除去し、基板によって担持された吸着剤を再生することができる。
【００１４】
　[0020]大気から二酸化炭素を抽出して、プロセス熱を用いて回収用の媒体から二酸化炭
素を分離するという出願人の好ましい概念は、地球温暖化問題を解決するための意義のあ
る方法であり、当業界における一般的な通念とは相反する（かつ当業者にとって直感的に
異なる）ものである。具体的に言えば、低濃度の周囲空気から二酸化炭素（ＣＯ２）を抽
出することによって地球温暖化問題を解決するためにプロセス熱を利用することは、従来
の高濃度の煙道ガスソースからＣＯ２を抽出するアプローチや当業界でよく知られている
周囲大気からＣＯ２を抽出するためのその他のスキームのいずれと比較しても極めて魅力
的である。前者のケースにおいて、一般的に分離コストは濃度と反比例すると考えられて
いることから、ＣＯ２濃度が周囲大気中のＣＯ２濃度よりも３００分の１の低さだと、そ
れらを分離するのに３００倍コストがかかると予想される一般的な通念と直接的に反して
いる。従って、ほとんどの努力は発電所（例えば精炭）で放出された煙道ガスからＣＯ２

を抽出することに向けられており、専門家は、煙道ガスとは異なり周囲空気を使用するこ
とは無意味であるということを公に主張してきた。しかしながら、一般的に、周囲空気ソ
ースは有限の煙道ガスソースおよびソース群に比べて無限に大きいということが、一般的
な通念および実施に反して出願人のアプローチを有効にする特徴の一つである。煙道ガス
のケースにおいて、ＣＯ２を含む排気は比較的高温（６５～７０℃）であるため、吸着媒
体の再生にはそれよりも高温の熱が使用されるが、これが、低温の周囲空気（およそ２５
～３０℃）に必要なコストよりも多大なコストを要する一因である。出願人のアプローチ
のその他の利点としては、極めて薄い分離装置を使用できることがあり、それによりより
いっそうプロセスを改善することが可能になる。従って、本出願人の発明の原理に従って
稼働するグローバルサーモスタット施設にプロセス熱をパイプ輸送することによりＣＯ２

を除去するほうが、煙道排気をそのまま浄化するよりも低いコストで済ませることが可能
である。加えて出願人のアプローチは、負の炭素を生産する、すなわち実際に大気中のＣ
Ｏ２量を減少させると予想されるが、一方で煙道ガスを浄化することは単に空気中のＣＯ

２含量が増加しないようにするにすぎない。
【００１５】
　[0021]さらなる分析から、石炭工場のような巨大で動かない化石燃料源を単に浄化して
も、またそれについてついでに言うならば再生可能資源を保存または使用しても、時宜を
得て地球温暖化問題を解決してそれが有する大きな危険を減らすことは不可能であること
が示された。実際に、本発明におけるケースと同様に、大気からＣＯ２を抽出することに
より環境濃度（「負の炭素」）を減少させ、地球温暖化の脅威を少なくすることを実現す
る必要性がある。その他の公開されている周囲大気からＣＯ２を抽出するスキームではプ
ロセス熱ではなくそれより高温の熱を使用することが一般的であり、またプロセス熱のエ
ネルギーコストは高いことからまじめに考えられてこなかった。
【００１６】
　[0022]図２は、概して参照番号２で示される本発明の典型的な実施態様に従って大気か
ら二酸化炭素を除去するためのシステムのブロック図である。システム２は、太陽光集熱
器１０、任意の補充エネルギー源２０、発電機３０、空気抽出システム４２、および、回
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収システム５０を含む。このようなシステム１のそれぞれの構成要素を以下で詳細に説明
する。
【００１７】
　[0023]太陽光集熱器１０は本発明の特徴ではなく、当業界においてよく知られているも
のであり、例えば集光型の太陽光放物面鏡や、集光型のソーラーパワータワーが挙げられ
る。当業界でよく知られているように、太陽光集熱器１０は太陽エネルギーを熱エネルギ
ーに変換するものであり、この熱エネルギーを用いて、動作流体を加熱してライン２００
３１を介して発電機３０を駆動させることができる。ここで残留した熱エネルギー（すな
わちプロセス熱）を用いて、ライン２００３２を介して空気抽出システム４２を駆動させ
たり、および／または、ライン２００３３を介して回収システム５０を駆動させたりする
ことが可能である。例えば、太陽熱の一次利用の後に残ったあらゆるプロセス熱を用いて
、空気からＣＯ２を吸収する、および／または、媒体からＣＯ２を取り除くための、空気
抽出システム４２で用いられる化学および／または物理反応の効率を改善することが可能
である。
【００１８】
　[0024]発電機３０は、例えば太陽光集熱器によって提供される熱エネルギーを電気に変
換する熱発電機であってもよい。加えて、太陽光集熱器１０によって提供される熱エネル
ギーは、補充エネルギー源２０によって生成したエネルギーで補充することができる。
【００１９】
　[0025]さらに、上述したように、「プロセス熱」は、パワーまたは電気以外の生産物を
生産するためのエネルギー源の使用から提供される場合もある。例えばコジェネレーショ
ンシステムにおいて、例えば化学処理、セメント、鋼またはアルミニウムの製造、精製、
石炭や液状エネルギー製品などのエネルギー製品の製造のような一次処理は一次処理を行
うのに熱を使用する可能性があり、このような一次処理の後に残った、または、一次処理
中に生じた未使用の熱がこのような処理のプロセス熱となり、本発明の原理に係るシステ
ムまたは方法での使用が可能である。
【００２０】
　[0026]図３は、本発明の典型的な実施態様に従ってシステム２と共に使用することがで
きる空気抽出装置システム４２のブロック図である。空気抽出装置システム４２は、空気
接触装置４１、苛性化装置４３、石灰消和装置４５、か焼炉４７、および、捕獲ユニット
４９を含む。空気接触装置４１は、空気からＣＯ２を選択的に捕獲する吸着材を使用して
もよく、さらに、空気からのＣＯ２を容易に吸収／結合する吸着材で構成されていてもよ
く、ここでこのようなものとしては、比較的低温（例えば約１２０℃未満）で機能するこ
とができる（例えばＣＯ２を捕獲し、続いてＣＯ２を回収し吸着剤を再生するように処理
される）アミン、または、比較的かなりの高温で機能すると予想される水酸化ナトリウム
（ＮａＯＨ）が挙げられる。当業界で知られているように、ＣＯ２を吸収／結合するのに
アミン高含有の固形吸着剤を用いることができる。吸着材は再生されることが好ましく、
吸着材を再生するには、捕獲方法において、約１００～１２０℃より低い温度の熱を必要
とする。従って、好ましい吸着材はアミンである。
【００２１】
　[0027]また捕獲ユニット４９では、ＣＯ２の封鎖をより容易にするために捕獲されたＣ
Ｏ２を圧縮して液状にすることも可能である。
　[0028]回収システム５０は、ライン２０１４を介してＣＯ２を受け取り、除去した二酸
化炭素を、再生可能な炭素燃料の封鎖、貯蔵および生成のための場所、または、例えば肥
料や建設資材などの燃料以外の生成物の生成のための場所のうち少なくとも１つの場所に
隔離する。回収システム５０は、あらゆる既知の、または、今後発見されるであろう炭素
封鎖および／または貯蔵技術、例えば地層への注入または鉱物による封鎖などを利用する
ことが可能である。注入の場合、例えば油およびガス貯留層、深部炭層および海洋の深部
貯留層などの地層中に捕獲されたＣＯ２を封鎖することも可能である。これに関して、多
くの場合において、このような地層へのＣＯ２の注入は、炭化水素の再利用を促進して、
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ＣＯ２捕獲および回収にかかるコストを相殺できるような付加価値のある副産物を提供す
ることを可能にする。例えば、石油増進回収として知られているプロセスにおいて、油ま
たは天然ガス貯蔵所にＣＯ２を注入すると生成物が押し出される。捕獲されたＣＯ２は、
本発明の実施態様の少なくとも１つに従って、システム２の他の構成要素から風上の方向
に離れた部位において地下に封鎖させることも可能であり、そのようにすることによって
その部位から漏れが生じてもシステム２によって再び捕獲することができる。
【００２２】
　[0029]様々な種類の固形のＣＯ２吸着剤のなかでも担持アミンが、例えば低温（周囲温
度～１２０℃）で機能できることなど多くの有望な特徴を有する。加えてこのような吸着
剤は強いＣＯ２吸着相互作用（５０～１０５ｋＪ／モル）を有し、比類のない低温化学吸
着剤として作用する［４］。それに対して、ゼオライト、炭素および（ある種の）ＭＯＦ
などのその他ほとんどの低温吸着剤はそれよりも弱い物理吸着相互作用によるものであり
、それにより煙道ガス中の一般的な成分である水が生成し、多くの場合において吸着部位
でＣＯ２と競合してしまう。実際に、担持アミン吸着剤のＣＯ２吸着特性を調査した公開
文献において７０を越える発表がなされている。
【００２３】
　[0030]ＣＯ２吸着剤である担持アミンは、アミンとＣＯ２との結合を破壊するのにかな
りの量のエネルギーが必要であるため温度差が極端なプロセスにおいて最も効果的に再生
される。上述したように、文献の報告においてこれは、ほとんどの場合、脱離のために以
下の２種の駆動力、すなわち（ｉ）ＣＯ２非含有の不活性ガスフローをサンプル上に通過
させることによって生じる分圧による駆動力、および、（ｉｉ）一般的には熱で加熱され
る反応装置の形態での熱注入を提供することによって達成されている。吸着剤の再生を達
成する２種のより実用的なアプローチは、（ｉ）加熱した純粋なＣＯ２ストリーム中で吸
着剤を加熱すること、および、（ｉｉ）水蒸気ストリッピングである。前者のケースにお
いて、脱離のための駆動力だけが熱によるものであり、気相中の有意なＣＯ２圧力のため
に予想のＣＯ２脱離量が著しく限定される。また、このようなアプローチは尿素形成によ
り有意なアミンの非活性化を引き起こす可能性があることも示されている（Drage, T.C.,
 et al., Thermal stability of polyethyleneimine based carbon dioxide adsorbents 
and its influence on selection of regeneration strategies. Microporous Mesoporou
s Mat., 2008. 116: p.504-512）。それでもこのアプローチは、封鎖またはその他の用途
のための純粋なＣＯ２ストリームを生成することから、有用である可能性がある。
【００２４】
　[0031]目下、第二のアプローチの水蒸気ストリッピングが、低温での大気からのＣＯ２

捕獲に関してより有望な可能性があることがわかっている。水蒸気ストリッピングは、（
ｉ）脱離のための熱による駆動力と、（ｉｉ）分圧による駆動力（例えば不活性ガスの温
度差が極端な場合）との両方を提供する。より重要なことには、ＣＯ２と水だけしか含ま
ない生成物ストリームを圧縮して水を液体として除去し、封鎖などの用途に適した高度に
濃縮されたＣＯ２ガスストリームを生産することにより、このような生成物ストリームは
簡単に精製することができる。さらに、固形吸着剤からＣＯ２を除去するためには、低グ
レード、低コストの水蒸気（飽和した、１０５℃で効果的に低い値段の、プロセスの大部
分から生じる廃熱）で十分であり得る。ここで初めて、水蒸気ストリッピングが、実用的
な方法で様々なＣＯ２が飽和した担持アミン吸着剤を再生するための、多くの場合におい
て有用なアプローチであることが実証することができる。
【００２５】
　[0032]有用な担持アミン吸着剤は３種類ある。第１の種類の吸着剤は、単量体のアミン
または高分子アミンを含浸させた多孔質の支持体をベースとしたものである（図Ｘ）。従
ってこのようなアミン種は、支持体上に、または、支持体中に物理的に担持されている。
この種類の吸着剤はSongによって開発されたものであり、例えば、Xu, X.C., et al., Pr
eparation and characterization of novel CO2 “molecular basket” adsorbents base
d on polymer- modified mesoporous molecular sieve MCM-41. Microporous Mesoporous
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 Mat., 2003. 62(1-2): p.29-45、および、Xu, X.C., et al., Influence of moisture o
n CO2 separationfrom gas mixture by a nanoporous adsorbent based on polyethyleni
mine-modified molecular sieve MCM-41. Ind. Eng. Chem. Res., 2005. 44(21): p.8113
-8119、および、Xu, X, C., et al., Novel polyethylenimine-modified mesoporous mol
ecular sieve of MCM-41 type as high-capacity adsorbentfor CO2 capture. Energy Fu
els, 2002. 16(6): p.1463-1469などの技術文献で説明されている。第２の種類の吸着剤
は、固体支持体に共有結合したアミンをベースとしたものである。これは、ほとんどの場
合、シランの化学的性質を利用するかまたはアミンを含む側鎖を有する高分子支持体を作
製してアミンを酸化物に結合させることによって達成されている。第３の種類の吸着剤は
、開始物質としてアミンを含む単量体を用いてその上にアミノポリマーをその場で重合さ
せた多孔質の支持体をベースとしたものである。この第３の種類のタイプは、Hicks, J.C
., et al., Designing adsorbents for CO2 capture from flue gas-hyperbranched amin
osilicas capable, of capturing CO2 reversibly. J. Am. Chem. Soc., 2008, 130(10):
 p.2902-2903、および、Drese, J.H., et al., Synthesis-Structure-Property Relation
shipsfor Hyperbranched Aminosilica CO2 Adsorbents. Adv. Funct. Mater., 2009. 19(
23): p.3821-3832によればＣＯ２を捕獲する吸着剤として使用するものとして説明されて
いる。これらの吸着剤の種類それぞれの代表的なものが、ＣＯ２の捕獲と水蒸気再生の研
究のために調製されている。
【００２６】
　[0033]第１の種類の吸着剤は、ＰＱ社（PQ Corporation）から市販されている微粒子状
の多孔質シリカ支持体上に低分子量ポリエチレンイミン（「ＰＥＩ」）を含むものである
。ＰＥＩ含量は熱重量分析（ＴＧＡ）で測定したところ３５質量％であった。第２の種類
の吸着剤は、担体のトルエン中の３－アミノプロピルトリメトキシシランを同じシリカ支
持体の他の部分にグラフトすることによって作製されたものである（ＰＱ－モノ（PQ-Mon
o））。有機物の含量はＴＧＡによって測定したところ１３質量％であった。第３の種類
の吸着剤は、担体のトルエン中でメソ多孔性シリカ発泡体の支持体上にアジリジンを超分
岐させてその場重合して１９％の有機物の含量を得ることにより作製されたものである。
各基板の孔中にＩ、ＩＩおよびＩＩＩそれぞれの担持アミン吸着剤を有する多孔質基板の
概略図については、図１３を参照されたい。また有用な多孔質シリカ支持体としては、市
販の、例えばコーニング（Corning）製の一体式で薄い構造を有するものもある。
【００２７】
　[0034]これら３種の担持アミン吸着剤を、試験用ガスとして窒素で希釈したＣＯ２を用
い、それに続いて担持吸着剤をジャケット付反応装置の容器中で１０３℃の飽和蒸気フロ
ーに１．２ｇ／分で２５分接触させて吸着剤を再生することによる周期的な吸着試験で処
理した。生産されたＣＯ２ストリーム混合物をその後ホリバ（Horiba）製のＩＲに基づく
窒素パージによるＣＯ２検出装置に送った。図１４は、この実験装置の略図を示す。図１
５は、微粒子状のＰＱ社製の多孔質シリカ基板に第１の種類の吸着剤であるＰＥＩが用い
られたケースに関する典型的なＣＯ２脱離プロファイルを示す図である。吸着剤を水が飽
和したＣＯ２を含むフィードストリームに晒して、吸着剤を飽和させた。続いて１０５℃
で反応装置周辺のジャケットをプロピレングリコール水溶液で充填して壁への水蒸気の凝
集を防ぎ、続いて飽和蒸気を担持された吸着剤を通過させてＣＯ２をストリッピングする
ように反応装置にオートクレーブから飽和蒸気を（約１０３℃で）を導入した。水蒸気の
流出物からＣＯ２濃度の極めて鋭い増加が示され、具体的に言えば流出物中のＣＯ２濃度
は低下して１０分以内に実質的にゼロに戻った。図１５に示された脱離の軌跡からわかる
ように、１０４℃のサンプル温度において、最初の３分でＣＯ２の大部分（６６％）が除
去された。これらのデータからわかるように、低温の水蒸気ストリッピングは、これらの
担持アミン吸着剤を再生するのに効果的であることが明らかである。
【００２８】
　[0035]以下の表１に記載のデータから、水蒸気ストリッピングを用いた周期的な吸着／
再生試験において、３種全ての吸着剤はある程度のレベルの安定性を示したことが示され
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る。興味深いことに、第１の種類の吸着剤はここで用いられた水蒸気ストリッピング条件
下でかなりの安定性を示しているようである。その他の研究において、より高温での不活
性ガスの温度差が極端な場合の脱離では、第１の種類の吸着剤を用いた複数回の再生サイ
クルの間に望ましいと考えられる安定性よりも低い安定性を示した。アミノポリマーと支
持体との間に共有結合がないことと水中の低分子量ＰＥＩの無視できないほどの溶解性の
ために、これらの材料の安定性は水蒸気ストリッピング条件下で最も低くなるのではない
かと予想される。一部の水蒸気が吸着剤上で濃縮されると同時にサンプルに熱が移動する
と仮定すれば、いくつかの初期のケースで観察されたように、一部のＰＥＩがサンプルか
ら洗い流されたものと推測することが可能である。しかしながら、これらのデータから、
少なくともここで示された３種のサイクルに関して、第１の種類のサンプルは非常に安定
であり得ることが示唆される。
【００２９】
【表１】

【００３０】
　[0036]第３の種類の吸着剤もまた、上記条件を用いた３回の実験すべてで安定のようで
ある。実験２および３における吸着能は最初の実験よりも大きく、これは、サイクル中に
ポリマーの一部が再生されたことを示唆するものである。第２の種類の吸着剤は、３サイ
クルにわたってその吸着能をいくらか失ったようである。一見したところでは、これらの
サンプルは、アミンと酸化物のフレームワークとを連結するＳｉとＣとの共有結合のため
に最も強健であると推測できることから、このような結果は驚くべきことである。それに
もかかわらず、このサンプルでさえも有意な再生可能性を示し、ここで観察されたわずか
な減少は、この種の物質の全体的な安定性を示すものと解釈されるべきではない。まとめ
ると、これらのデータは、全ての種類の担持アミン（ＣＯ２吸着剤）について、水蒸気ス
トリッピングによる再生の間も安定な材料を開発できる可能性があるというシンプルだが
重要なポイントを説明するものである。
【００３１】
　[0037]以下の手法に従って、ＰＱ社製の市販の微粒子状シリカ（ＰＱ－９０２３）また
はメソ多孔性発泡体上に担持されたアミン吸着剤を提供することができる。全ての吸着剤
の製造において、シリカ基板を使用前にまず真空中で１００℃で２４時間乾燥させて表面
上に吸収された水を除去した。支持体として、ＰＱ社製の市販の微粒子状シリカ（ＰＱ－
９０２３）と実験室で合成されたメソ多孔性発泡体を用いた。市販のシリカは、３０３ｍ
２／ｇの表面積、１．６４ｃｃ／ｇの平均細孔容積、および、６０ｎｍの平均細孔径を特
徴とする。上記メソ多孔性発泡体は、以下の文献、Wystrach, V.P., D.W. Kaiser, and F
.C. Schaefer, PREPARATION OF ETHYLENIMINE AND TRIETHYLENEMELAMINE. J. Am. Chem. 
Soc., 1955. 77(22): p.5915-5918に記載の方法に従って製造した。具体的に言えば、典
型的な合成において、テンプレート物質として１６ｇのプルロニック（Pluronic）のＰ１
２３ＥＯ－ＰＯ－ＥＯトリブロックコポリマー（シグマ－アルドリッチ（Sigma-Aldrich
））を用い、２６０ｇの脱イオン水中に４７．１ｇの濃塩酸と共に溶解させた。続いて４
０℃で１６ｇのトリメチルベンゼン（ＴＭＢ，９７％，アルドリッチ）を添加して２時間
撹拌した後、この溶液に３４．６ｇのオルトケイ酸テトラエチル（９８％，アルドリッチ
）を添加した。この溶液を４０℃で２０時間維持し、その後１８４ｍｇのＮＨ４Ｆ（水２
０ｍＬ中）を添加した。この混合物を１００℃でさらに２４時間ねかせた。得られたシリ
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カをろ過し、水で洗浄し、オーブン中で乾燥させ、空気中で５５０℃で６時間焼成して、
さらなる使用の前に有機性のテンプレートを除去した。メソ多孔性発泡体シリカは、６１
５ｍ２／ｇの表面積、２．６４ｃｃ／ｇの平均細孔容積、および、１２ｎｍおよび５０ｎ
ｍの開口部とセルの平均直径を特徴とする。
【００３２】
　[0038]第１の種類の吸着剤の製造について、１．８ｇの低分子量のポリ（エチレンイミ
ン）（ＰＥＩ，ＭＮ約６００，Ｍｗ約８００，アルドリッチ）、および、９０ｍＬのメタ
ノール（９９．８％，アルドリッチ）をまず１５０ｍＬのフラスコ中で１時間混合した。
その後、３ｇの無定形微粒子状シリカ（ＰＱ社，ＰＤ－０９０２３）を添加し、さらに１
２時間撹拌した。後でメタノール溶媒をロータリーエバポレーターで除去し、得られた担
持吸着剤（「ＰＱ－ＰＥＩ」）をさらに７５℃で一晩真空中で乾燥させ、その後試験した
。
【００３３】
　[0039]第２の種類の吸着剤の製造について、９０ｍＬの無水トルエン（９９．５％，ア
ルドリッチ）、および、３ｇの微粒子状シリカ（ＰＱ社）を１５０ｍＬの圧力容器中で１
時間混合し、続いてこの混合物に３ｇの３－アミノプロピルトリメトキシシラン（ＡＰＴ
ＭＳ，アルドリッチ）を添加した。この混合物を力強く撹拌しながら室温で２４時間維持
した。得られた担持吸着剤（ＰＱ－モノ）をろ過によって回収し、トルエンおよびアセト
ンで洗浄し、続いて７５℃で真空中で一晩乾燥させた。
【００３４】
　[0040]第３の種類の吸着剤について、微粒子状のメソ多孔性シリカ発泡体（ＭＣＦ）を
、文献で報告された方法（Hicks, J.C., et al., Designing adsorbents for CO2 captur
e from flue gas-hyperbranched aminosilicas capable, of capturing CO2 reversibly.
 J. Am. Chem. Soc., 2008. 130(10): p.2902-2903）と同じようにしてアジリジン（高い
反応性を有するが、毒性の物質である）と反応させた。この合成について、１５０ｍＬの
圧力容器中で９０ｍＬのトルエンに３ｇのＭＣＦを分散させ、この混合物を１時間撹拌し
、その後、使用直前に６ｇのアジリジン（これは、以下に記載された手順、Wystrach, V.
P., D.W. Kaiser, and F.C. Schaefer, PREPARATION OF ETHYLENIMINE AND TRIETHYLENEM
ELAMINE. J. Am. Chem. Soc., 1955. 77(22): p.5915-5918に従って合成された）を添加
した。２４時間連続的に撹拌した後、得られた担持吸着剤（ＭＣＦ－ＨＡＳ）をろ過し、
トルエンとエタノールで洗浄し、７５℃で真空中で一晩乾燥させた。
【００３５】
　[0041]水蒸気ストリッピングおよび大気からのＣＯ２の吸着を数サイクル行い、使用さ
れた様々な形態の吸着剤の耐久性を試験した。各ケースにおいて、図１４に記載の装置の
場合、ＣＯ２を含むガスストリーム（Ｎ２とＣＯ２との混合物）を、実質的に周囲温度で
、すなわち約２０℃で吸着剤が飽和状態になるまで２ｇの担持吸着剤に通過させ；および
、吸着剤を水蒸気ストリッピングで処理した。試験装置（図１４）を複数回のサイクルに
わたり水蒸気ストリッピングによる吸着剤の再生を評価できるように設計して構築した。
担持吸着剤の再生は、１０３℃の飽和蒸気で飽和した担持吸着剤を接触させて、１．２ｇ
／分で２５分間流動させることによって行われる。続いてＣＯ２ストリーム混合物の流出
物は、定量するためにホリバ製のＩＲに基づく窒素パージによるＣＯ２検出装置に送る［
９９］。留意すべきこととして言えば、この窒素パージはＣＯ２の定量を容易にするため
であって必ずしも実用的な装置で必要なものではなく、従って真のＣＯ２濃縮は、ガスス
トリーム中の水分を凝集させて、生成物として濃縮したＣＯ２ストリームを得ることによ
って達成できる。
【００３６】
　[0042]鉱物による封鎖について、ＣＯ２は、鉱床として天然に存在するケイ酸カルシウ
ムおよびケイ酸マグネシウムとの炭酸化反応によって封鎖することも可能である。例えば
、以下の反応（１）および（２）で示されるように、ＣＯ２を苦土カンラン石や蛇紋石と
反応させると、発熱反応で固体の炭酸カルシウムおよび炭酸マグネシウムが生成する可能
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性がある。
（１）１／２Ｍｇ２ＳｉＯ４＋ＣＯ２＝ＭｇＣＯ３＋１／２ＳｉＯ２＋９５ｋＪ／モル
（２）１／３Ｍｇ３Ｓｉ２Ｏ５（ＯＨ）４＋ＣＯ２＝ＭｇＣＯ３＋２／３ＳｉＯ２＋２／
３Ｈ２Ｏ＋６４ｋＪ／モル。
【００３７】
　[0043]これらの反応はいずれも低温で行われることが好ましく、吸着剤としてはアミン
が好ましい。これに関して、本明細書において説明される空気捕獲と空気封鎖プロセスは
いずれも、必要な反応を開始させ、適切なシステム要素にエネルギーを供給するために太
陽光集熱器１０（またはその他の再生可能エネルギー源）によって生成した電気および／
または熱エネルギーを使用することができる。本発明の代表的な実施態様において、高温
のキャリアーを約４００℃～約５００℃の温度に加熱して水蒸気を生成し、発電機で発電
させてもよく、さらに、発電タービンから排出されたより低温および低圧の水蒸気は、吸
着剤（例えば、低温ではアミン、または、それより高温ではＮａＯＨ）からＣＯ２を取り
除き吸着剤を再生するのに用いることができる。高温の熱の温度、発生した電気、および
、発電後に残ったより低温のプロセス熱の温度を調節することにより、所定のコジェネレ
ーション用途に最適とみなされる発電とＣＯ２除去との組み合わせを生じさせることがで
きる。加えて、代表的な実施態様において、捕獲および封鎖工程から生じたそれよりさら
に低温のプロセス熱は、これらの工程で用いられる装置を冷却するのにも使用できる。
【００３８】
　[0044]大気から二酸化炭素を除去するための１またはそれより多くのシステムは、本発
明の典型的な実施態様に従ってグローバルサーモスタットの一部として用いることができ
る。大気中の二酸化炭素量を調節すること、すなわち二酸化炭素およびその他のガスの放
出によって引き起こされる室温効果を調節することによって、本明細書において説明され
るシステムを用いて地球の平均気温を変えることができる。本発明の少なくとも１つの代
表的な実施態様によれば、複数のシステムを稼働させて大気中のＣＯ２濃度を変化させる
ことによって地球を温暖化する温室効果ガスの濃度が変化するように、いくつかの二酸化
炭素の捕獲および封鎖システムが地球上全体の異なる場所に配置されていてもよい。この
ような場所は、大規模な工業中心地や人口密度の高い都市部、または、自然のＣＯ２発生
地点のような領域（このような地域はそれぞれ局所的に比較的高濃度のＣＯ２が発生して
いる可能性があり、よりコスト効果の高い捕獲を可能にすると思われる）で最も効果的に
作用するように選択することができる。例えば、図４で示されるように、複数のシステム
１が地球上全体に散在していてもよく、さらに、システム１の構築と制御を管理するため
に例えば国際的な財源や協定などの国際協調を利用することができる。これに関して、温
室効果ガス濃度を変化させることにより、人間や生態系に有害となる恐れがある寒冷期や
温暖期を経ないようにして地球の平均気温を変更することが可能である。過去の地球の歴
史において、例えば氷河期や急速な温度差が何度も起こり、それにより破壊や大量絶滅を
引き起こしてきた。このような極端な温度差は、将来的に、人間社会への甚大なダメージ
と資源が減少する可能性のために生じる対立からの不安定化の直接的な原因になる可能性
がある。本明細書において説明されるグローバルサーモスタットは、この先１０年におい
てこのような災難を防ぐための解決方法になり得る。
【００３９】
　[0045]図５は、概して参照番号１００で示される本発明のその他の代表的な実施態様に
従って大気から二酸化炭素を除去するためのシステムのブロック図である。システム１０
０は、再生可能エネルギー源１１０（これは、発電機、空気抽出システムおよび回収シス
テムにそれぞれライン２０１６１、２０１６３および２０１６４を介して熱を提供する）
、任意の補充エネルギー源１２０（これは、ライン２０１６２を介して発電機１３０に熱
を提供する）、空気抽出システム１４２（これは、ライン２０１９を介して回収システム
１５０に二酸化炭素を送る）を含む。本発明の実施態様は、再生可能エネルギー源１１０
は、太陽光エネルギー源以外にも、例えば核、地熱およびバイオマスエネルギー源のよう
なあらゆる既知のまたは今後発見されるであろうエネルギー源であり得るという点で図２
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に記載の実施態様とは異なる。再生可能エネルギー源は熱エネルギーを生産することが好
ましく、このような熱エネルギーを用いて、電気を生産し、空気抽出システム１４２およ
び回収システム１５０内で起こる様々な化学的および／または物理的な反応の効率を改善
することができる。これに関して、それぞれライン２０１６１、２０１６２、２０１６３
および２０１６４を介した空気抽出システム１４２および回収システム１５０、および、
ライン２０１７を介してプロセス熱を送ることは、前述の実施態様について説明されたの
と同じでもよいし、または、その他の既知のまたは今後発見されるであろうあらゆる空気
抽出および回収システムに係る構成要素を含んでいてもよい。加えて、前述の実施態様に
ついて図４に記載された世界地図で示されるように、地球上全体に複数のシステム１００
を戦略的に配置することができ、さらに、グローバルサーモスタットとして総合的に機能
するようにシステム１００の制御を適宜配置することができる。
【００４０】
　[0046]図６～９は、本発明の原理に従って二酸化炭素を大気から除去することができる
様々な方法の概略図である。
　[0047]具体的に言えば、図６において一対の基板６００、６０２が説明されており、こ
れらはそれぞれ大気と接触させて大気から二酸化炭素を除去することができる媒体（例え
ば、ＮａＯＨ、アミン、または、その他の適切な吸着剤）を有する。基板６００、６０２
は、垂直に並べられたパンケーキ型であり（厚さと比較して大きい面積を有するという意
味である）、それぞれ比較的大きく（表面積について）、比較的薄い（例えば数ミリメー
トルのレベルであり、好ましくは１メートル以下の厚さである）。各基板は、空気から二
酸化炭素を除去するために二酸化炭素を含む空気が基板に担持された媒体と接触する上側
の位置と、媒体から二酸化炭素を除去するためにプロセス熱を基板に向かうようにする下
側の位置との間で（図には示されていないが、例えば滑車または水圧（油圧）装置によっ
て）移動させることができる。基板に向けられた空気が基板を通過して流動できるように
、基板６００、６０２は大きい表面積を有する多孔質である。基板が上側の位置（例えば
基板６００の位置）に存在する場合、二酸化炭素を含む空気は（例えば点線で示されるフ
ァン６０４によって）基板に向けられ、そこで空気のフローが基板を通過すると二酸化炭
素が媒体と接触して実質的に空気から除去されるようになる。従って二酸化炭素を含む空
気が、基板に向けられ基板を通過すると、二酸化炭素が媒体と接触した状態になりその媒
体によって二酸化炭素が実質的に空気から除去されるようになり、続いて二酸化炭素が実
質的に除去された空気は基板から離れるように方向付けられる。基板を下側の位置（例え
ば基板６０２の位置）に移動させる場合、プロセス熱は（例えば流体導管６０６を介して
）基板に向けられ、二酸化炭素は、基板に（矢印６０８で示された方向に）向けられた流
体ソースと媒体から除去された二酸化炭素を基板から抜き出す吸引ソース６１０とによっ
て除去される（抜き出される）。あるいは基板６００、６０２を上側の位置と下側の位置
との間で移動させて、上側の位置において基板が空気から二酸化炭素を除去して、下側の
位置において二酸化炭素が基板から除去されるようにしてもよい。注目すべきことに、強
風が利用できる場合、ファンではなく、自然の風の流れを利用して空気を基板に通過させ
ることができる。加えて、以下で説明されているように、ファンは、太陽光によって駆動
するソース（または風または熱によって駆動する気流のどちらか）で置き換えらることも
でき、このような場合、大気の空気からの二酸化炭素抽出にかかる効率およびコスト減少
をさらに改善することができる。さらに、当業者には容易に理解できるものと予想される
が、基板の位置を入れ替えるのではなく、空気から二酸化炭素を捕獲して媒体から二酸化
炭素を抽出するときに、空気のフロー、プロセス熱のフローおよび基板から離れた二酸化
炭素のフローを生成する手段を入れ替えてもよい。
【００４１】
　[0048]図７は、本発明の原理に従って、その他の形態の大気から二酸化炭素を除去する
ための媒体と、その媒体から二酸化炭素を除去することを示す概略図である。具体的に言
えば、図７において一対の基板７００、７０２が図示されており、これらはそれぞれ上述
した図６と同様に同じ媒体であってもよく、大気からの二酸化炭素を除去することができ
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る。基板７００、７０２は水平に配置され、これらはいずれも比較的大きく（表面積に関
して）、比較的薄い（例えばミリメートルまたはセンチメートルのレベルであり、最大で
も１メートルである）ものが可能である。各基板は、空気から二酸化炭素を除去するため
に二酸化炭素を含む空気が基板によって担持された媒体と接触する空気抽出の位置と、媒
体から二酸化炭素を除去するためにプロセス熱を基板に向かうようにする炭素抽出の位置
との間で（図には示されていないが、例えば滑車システムによって）水平に移動させるこ
とができる。基板に向けられた空気が基板を通過して流動できるように、基板７００、７
０２は多孔質である。基板が空気抽出位置中に存在する場合（例えば基板７００の位置）
、二酸化炭素を含む空気は（例えば点線で示されるファン７０４によって）基板に向けら
れ、そこで空気のフローが基板を通過するときに二酸化炭素が媒体と接触して実質的に空
気から除去されるようになる。従って二酸化炭素を含む空気が、基板に向けられ基板を通
過すると、二酸化炭素が媒体と接触した状態になりその媒体によって二酸化炭素が実質的
に空気から除去されるようになり、続いて二酸化炭素が実質的に除去された空気は基板か
ら離れるように方向付けられる。基板を炭素抽出位置に移動させる場合（例えば基板７０
２の位置）、プロセス熱は（例えば流体導管７０６を介して）基板に向けられ、二酸化炭
素は、基板に（矢印７０８で示された方向に）向けられた流体ソースと媒体から除去され
た二酸化炭素を基板から抜き出す吸引ソース７１０とによって除去（抽出）される。ある
いは基板７００、７０２を空気抽出と炭素抽出位置との間で移動させて、空気抽出位置に
おいて基板が空気から二酸化炭素を除去して、炭素抽出位置において二酸化炭素が基板か
ら除去されるようにしてもよい。注目すべきことに、強風が利用できる場合、ファンでは
なく、自然の風の流れを利用して空気を基板に通過させることができる。加えて、以下で
説明されるように、ファンは、太陽光によって駆動するソース（または風または熱によっ
て駆動する気流のどちらか）で置き換えらることもでき、このような場合、大気の空気か
らの二酸化炭素抽出にかかる効率およびコスト減少をさらに改善することができる。さら
に、当業者には容易に理解できるものと予想されるが、基板の位置を入れ替えるのではな
く、空気から二酸化炭素を捕獲して媒体から二酸化炭素を抽出するときに、空気のフロー
、プロセス熱のフローおよび基板から離れた二酸化炭素のフローを生成する手段を入れ替
えてもよい。
【００４２】
　[0049]図９に示した本発明の形態は、全般的に図７に示される水平に並べられた形態に
類似しているが、図９に示した形態では、炭素を含む空気を移動させて空気抽出位置にあ
る基板（例えば基板９００）を通過させるソースであるファンの代わりに、太陽熱利用塔
またはチムニー（図９においては図式的に９１２として示した）から生成するガスフロー
のソースが存在する。ソーラーチムニーは、太陽で気団を加熱することによって発生させ
ることが可能である。ソーラーチムニーは、チムニー中で太陽によって加熱された空気を
濃縮することができる「スカート」（図９においては点線９１３で示される）を有すると
予想される。従って、ソーラーチムニーを有するソーラーフィールドは、図７に関して示
され説明されている方式で大気からの二酸化炭素を除去して媒体から二酸化炭素を除去す
るシステムおよび構造を備えていてもよい。しかしながら、基板に二酸化炭素を含む空気
を送るための一次的な駆動体としてファン７０４を利用するのではなく、太陽エネルギー
によって二酸化炭素を含む空気を加熱して、その空気をソーラーファンネルまたは太陽熱
利用塔９１２中でそのまま上昇させる。熱風は上昇しやすい傾向があるために、上昇気流
が生じ、それと共に二酸化炭素を含む空気も運搬され、ここで基板９００は、上昇気流が
通る経路中に配置されると予想される。従って、図７に関して示され説明されたのと同様
にして、二酸化炭素を含む空気は、空気抽出位置において基板９００を通過するように方
向付けられ、二酸化炭素は、炭素抽出位置において基板９０２から除去されると予想され
る。太陽エネルギーによって空気からの二酸化炭素抽出を行うことによって、抽出コスト
をさらに減少させ、オペレーション全体の再生可能性を高くすることができる。当然なが
ら、太陽が照りつけていない期間のための備えが必要であり、さらにファン７０４（図７
）に類似した形態の駆動体も何種類か必要であると予想される。ただし、どのような場合
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においても、ファンの代わりに太陽光によって駆動するソース（または風または熱によっ
て駆動する気流のどちらか）でファンを代用する期間があれば、大気の空気からの二酸化
炭素抽出にかかる効率およびコスト減少をさらに改善することができる。
【００４３】
　[0050]図８は、本発明の原理に従って、大気から二酸化炭素を除去するための媒体と、
その媒体から二酸化炭素を除去することを示すさらにその他の形態の概略図を示す。図８
において、媒体において大気の空気から二酸化炭素が除去され、続いて媒体から二酸化炭
素が除去されるが、この媒体は、例えば吸着剤８００を含むペレットで構成される連続移
動する基板上に配置される。基板は、空気抽出ゾーン８１４を通って移動し、ここで二酸
化炭素を含む空気は、二酸化炭素が空気から除去されるように基板（これも前述の実施態
様の場合と同様に多孔質である）に向けられ基板を通過する。続いて基板８００は炭素抽
出ゾーン８１６に移動し、ここでプロセス熱は、図６、７に関して上述したように基板に
向けられ、炭素を基板から抜き出す。続いて、基板８００は熱交換ゾーン８１８に移動し
てそこを通過し、ここで基板の温度は（例えば空気抽出ゾーンで基板を通過した空気やあ
らゆる追加の冷却装置によって）低められるが、これは、基板が移動して抽出ゾーン８１
４に戻った際に空気から二酸化炭素を効率的に除去できるようなレベルに基板の温度を低
くすることにおいて有用な場合もある。加えて、図８に記載のシステムは、その他の炭素
抽出ゾーン８１６を有していてもよく、ここでプロセス熱は、図６、７に関して上述した
ように基板に向けられ、炭素を基板から抜き出す。
【００４４】
　[0051]注目すべきことに、上述した本発明の形態全てにおいて、空気からの二酸化炭素
の除去は、少なくとも部分的に非平衡状態下で行ってもよい。加えて、注目すべきことに
、大気から二酸化炭素を抽出するための出願人の好ましい概念は、大気からの二酸化炭素
を除去する媒体（例えばアミン）を有する比較的薄く大きい表面積を有する基板を用いる
こと、および、媒体から二酸化炭素を除去するためにプロセス熱を用いることで構成され
る。大気中の二酸化炭素が比較的低濃度であるため（例えば煙道ガスで一般的に見出され
るような二酸化炭素が比較的高濃度の場合とは対照的に）、空気のフローの方向に垂直な
比較的大面積の基板を用いることが特に有用である。
【００４５】
　本発明に従って二酸化炭素を含む空気から二酸化炭素を除去するための新しいシステム
、構成要素および方法の概念
　吸着剤構造および吸着剤の一般的な作用
　[0052]図１２は、本発明の原理に従って吸着剤構造で用いることができる、コーニング
からセルコール（Celcor(R)）という商標名で製造されている多孔性セラミック基板構造
の概略図である。吸着剤（例えばアミン）は、大きい表面積を有しＣＯ２を含む空気が基
板を通過して流れる際の圧力損失が少ない１個またはそれより多くのセルコール（Ｒ）多
孔性セラミック基板の内部に担持される（例えば、その上にコーティングされるか、また
は、別の方法で固定される）。吸着剤構造は、例えば複数のセルコール（Ｒ）多孔性セラ
ミック基板で構成されていてもよいし、または、図６に関して上述したようなパンケーキ
型の（すなわち表面積が厚さよりもかなり大きい）単一の基板で構成されていてもよく、
さらにＣＯ２を含む空気は、吸着剤構造のセルを通過するように方向付けられる。また、
吸着剤構造は、一体型の吸着剤構造が形成されるように吸着材をセルコール（Ｒ）多孔性
セラミック構造中に埋め込むことによっても形成が可能であることも考慮される。
【００４６】
　[0053]加えて、注目すべきことに、基板は、好ましくはセラミック、すなわち無機材料
であるが、有機材料であってもよい。
　[0054]ＣＯ２を含む空気は吸着剤構造（好ましくはパンケーキ型である）を通過すると
、吸着剤構造は、吸着剤構造が特定の飽和レベルに達するか、または、吸着剤構造の出口
におけるＣＯ２レベルがＣＯ２の破過点に到達したことを示す特定の値に達するまでＣＯ

２と結合する（ここでＣＯ２の破過点は、吸着剤構造がＣＯ２で十分飽和し、その吸着剤
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構造では有意な量の追加のＣＯ２が捕獲されなくなる時点を意味する）。ＣＯ２濃度を測
定するシステムはよく知られている。
【００４７】
　[0055]吸着剤構造からＣＯ２を除去して回収する（さらに吸着剤構造を再生する）こと
が望ましい場合、以下で図１０ａ～ｈに関してさらに説明される方式で、吸着剤構造は二
酸化炭素を含む空気ストリームから取り除かれ、空気ストリームから、さらにその他の空
気進入ソースから隔離される。続いて水蒸気が吸着剤構造を通過する。水蒸気は、最初の
うちは凝集し、続いてその凝集による潜熱が吸着剤構造に移動すると予想される。最終的
に、吸着剤構造は飽和温度に達すると予想され、水蒸気は凝集することなく吸着剤構造を
通過すると予想される。凝集物、続いて水蒸気が吸着剤構造を通過してそれを加熱すると
、吸着剤構造によって捕獲されたＣＯ２が吸着剤構造から解放されると予想され、ここで
、吸着剤構造からＣＯ２を解放する反応に必要な熱が提供される際により多くの凝集した
水が生産され、続いてＣＯ２が水蒸気によって吸着剤構造から押し出されるかまたはファ
ン／ポンプによって抽出される。従って、吸着剤構造を通過し吸着剤からＣＯ２を放出す
る水蒸気とエネルギー効率のコストの理由で、用いられる水蒸気の量、すなわちＣＯ２と
混合される水蒸気の量を最小化することが求められる。従って、再生チャンバーから出る
ときに凝集されるもの（または凝集される可能性があるもの）が何であっても、凝集物は
、再生チャンバーで生成したものに添加され、それらをさらに使用するために加熱、変換
されて水蒸気に戻すのに再利用することができる。この技術は「水蒸気ストリッピング」
と称されており、以下でもさらに説明する。
【００４８】
　図１０ａ～１０ｆおよび１０ｈに記載の垂直エレベーターの概念
　[0056]図１０ａ、１０ｂ－１、２－１、２は、本発明の原理に従って二酸化炭素をＣＯ

２を含む空気から除去する原理をさらに発展させた構造および方法の概念の概略図である
。図１０ｃ～ｈ、図１０ａおよび１０ｂ－１、２－１、２は、吸収時間が再生時間よりも
有意に長い点で図１０ａとは異なるが、図１０ｂ－１、２－１、２においては、吸収時間
はほぼ再生時間と同じである。
【００４９】
　[0057]具体的に言えば、図１０ａにおいて長方形の二酸化炭素捕獲構造１０００が説明
されており、これは、本明細書において説明されているような吸着剤構造を有しており、
この吸着剤構造がＣＯ２を含む空気と接触してＣＯ２を含む空気から二酸化炭素を除去す
ることができる。長方形の二酸化炭素捕獲媒体は、上述の図６に記載のパンケーキ型の基
板に類似している。改善された二酸化炭素捕獲構造１０００は、上部部材１００２（これ
は、好ましくは固体金属プレートである）、および、上部部材１００２からぶら下がって
いる吸着剤構造１００４を含み、これらを（支持のための）垂直のバーだけで所定位置に
保持することにより、残りの４面で吸着剤の媒体が大気に晒されるようにしている。支持
体は、好ましくはステンレス鋼で形成されたものである。吸着剤構造１００４がＣＯ２を
含む空気のストリーム中に配置される場合、吸着剤構造１００４の大きい面積を有する面
がＣＯ２を含む空気ストリームに晒され、そこでこの大きい面積を有する面は、ファンま
たは卓越風２０４９によって空気がそこを通過するように方向付けられ、吸着剤構造を通
過して流れる二酸化炭素に結合することにより、吸着剤構造を通過するように方向付けら
れた二酸化炭素を含む空気のフローから二酸化炭素を捕獲する吸着剤を有する。吸着剤構
造１００４は、大きい表面積を有しＣＯ２を含む空気が吸着剤構造１００４を通過して流
れる際の圧力損失が少ない。
【００５０】
　[0058]二酸化炭素捕獲構造１０００は、エレベーター構造によって垂直に動くように支
持されており、この構造は、図１０ａおよび１０ｂ－１、２－１、２に関して示した全体
像で図説されており、その詳細は、図１０ｃ～ｆおよび１０ｈに関してさらに図説される
。図１０ａで示されるように、水圧（油圧）シリンダー１００６は、ピストンおよびロッ
ド２０３４、２０５９を介してトッププレート１００２と連結されており、このピストン
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は、周囲環境から水圧（油圧）シリンダーを保護する構造フレーム１００８内で動くこと
ができる。水圧（油圧）シリンダー１００６は、二酸化炭素を含む空気のフロー２０２４
、２０４９と同ライン上にある二酸化炭素捕獲の位置と再生位置（以下でさらに説明する
）との間で選択的に二酸化炭素捕獲構造１０００を動かすことができる。二酸化炭素捕獲
の位置において、二酸化炭素を含む空気のフロー（図１０ａにおいて「新しい空気の注入
口」と標識されている）は、二酸化炭素捕獲構造１０００を通過するように（例えばモー
ター１０１２で稼動するファン１０１０から生じた誘引通風を用いることによって）引き
寄せられる。二酸化炭素を含む空気は吸着剤の支持基板１００４を通って流れ、ここで吸
着剤は二酸化炭素と結合して、二酸化炭素捕獲構造１０００から出た空気が実質的に二酸
化炭素を含まなくなるように（好ましくは、二酸化炭素の約９５％を枯渇させた状態にな
るように）空気から二酸化炭素を除去することができる。
【００５１】
　[0059]二酸化炭素捕獲構造１０００は、再生位置に（水圧（油圧）シリンダー１００６
または同様の機能を有すると思われる滑車システムによって）選択的に動かすことができ
、ここで二酸化炭素を吸着剤構造１００４から分離して二酸化炭素を回収して封鎖し、さ
らに吸着剤構造を再生することで、吸着剤構造を二酸化炭素を含む空気のフローと同ライ
ンになるような位置に戻して引き続き空気からさらなる二酸化炭素を除去できるようにす
ることができる。再生ボックス１０１４は二酸化炭素捕獲構造１０００の下に配置されて
いる。再生ボックス１０１４は、５面が固体金属プレートで上面が開放されている構造を
有することが好ましく、それにより、二酸化炭素捕獲構造１０００がボックス１０１４の
中に降ろされると、トッププレート１００２によって再生ボックス１０１４の上面が閉じ
られ、ＣＯ２再生ボックス上面で実質的に空気漏れのない機械的な密閉が形成されると予
想される。
【００５２】
　[0060]再生ボックス１０１４は、熱を保存する目的で十分に断熱されており、（好まし
くはコジェネレーションシステムや、本明細書でさらに説明されるようなプロセスからの
）プロセス熱のフローによって選択的に加熱することができる。再生ボックス１０１４が
（好ましくは本明細書において説明される「水蒸気ストリッピング」プロセスによって）
加熱されると、二酸化炭素が封鎖されるように吸着剤構造から二酸化炭素が分離され抜き
出される。吸着剤構造から二酸化炭素が分離され再生ボックス１０１４から抜き出される
と、吸着剤構造は再生されるので、二酸化炭素捕獲構造１０００を二酸化炭素を含む空気
のフローと同ライン上になるような位置に移動させて二酸化炭素を含む空気から二酸化炭
素を除去できるようになる。
【００５３】
　[0061]図１０ｂ－１、２－１、２は、図１０ａに示された構造および技術の代替例を図
式的に示した図であり、ここで、一対の二酸化炭素捕獲構造１０００が提供されており、
これらはそれぞれ図１０ａに示された二酸化炭素捕獲構造に従って設計され、それぞれ炭
素捕獲位置（これは、炭素を含む空気のフローと同ライン上に炭素捕獲構造を有する）と
再生位置（ここで、図１０ａに示された再生ボックス１０１４と同じように設計されそれ
と同様の方式で稼働する再生ボックス１０１４に二酸化炭素捕獲構造が降ろされる）との
間で水圧（油圧）シリンダー１００２によって動かされる。図１０ｂ－１、２－１、２お
よび図１０ｂ－１、２－１、２に示された炭素捕獲構造および技術における唯一の必須の
相違点は、図１０ｂ－１、２－１、２において、一方の二酸化炭素捕獲構造が常に二酸化
炭素を含む空気のフローと同ライン上に置かれている間に、他方の二酸化炭素捕獲構造が
図１０ａに関して上述したように再生されることである。従って、図１０ｂ－１、２－１
、２において（図６に示されたのと同様の方式で）、第一の二酸化炭素捕獲構造１０００
が上側の位置（例えば、図１０ｂ－１、２－１、２で示された上側の位置）に存在する際
、二酸化炭素を含む空気は吸着剤構造を通過するように方向付けられ、吸着剤構造が二酸
化炭素を含む空気中の二酸化炭素と結合するようになる。第一の二酸化炭素捕獲構造１０
００が下側の位置に移動して再生ボックス１０１４の中に降ろされると、プロセス熱が基
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板に向けられ、吸着剤の支持構造から（ここでも好ましくは本明細書において説明される
「水蒸気ストリッピング」プロセスによって）二酸化炭素が除去（抽出）される。あるい
は、一対の二酸化炭素捕獲構造１０００を上側の位置と下側の位置との間で移動させても
よく、そのようにすることで、上側の位置における二酸化炭素捕獲構造によって二酸化炭
素を含む空気から二酸化炭素が除去され、二酸化炭素が下側の位置に存在する吸着剤構造
から除去されるようになる。
【００５４】
　[0062]当業者であれば当然のことながら、図１０ａおよび１０ｂ－１、２－１、２はい
ずれも、二酸化炭素を含む空気から二酸化炭素を除去して二酸化炭素吸着剤構造を再生す
るための吸着剤構造を一つしか示していないが（このような吸着剤構造はしばしば本明細
書においてユニットと称される）、実際には、グローバルサーモスタットシステムは多数
のユニットを有すると予想され、これらはいずれも上述の構造および技術に従って設計さ
れ稼働する。さらに図１０ｈは、さらに詳細にエレベーター構造を図示し説明しており、
さらに、図１０ｃ、ｄ、ｅおよびｆで示されるように、エレベーター構造は、例えば対の
水圧（油圧）シリンダーを含んでいてもよく、このようなシリンダーは吸着剤構造を通過
する二酸化炭素を含む空気のフローを妨げないように配置される。
【００５５】
　[0063]さらに、以下に示す図１０ａおよび１０ｂ－１、２－１、２の構造および技術の
追加の特徴にも留意すべきである。
　ａ．低レベルのプロセス熱ソース／供給ヘッダー２０２９（典型的には低圧の水蒸気）
のためのパイピング、バルブなど：これらは、多くの場合、図１０ａ、１０ｂ－１、２－
１、２に示される「寸法Ｗ」２０４４と平行に並べられた同一なグローバルサーモスタッ
ト（ＧＴ）ユニットの水平の列の真下に配置された水平の一続きのパイプラックであると
予想される。追加のプラットフォームの高さが適切な高さにある構造を構築することによ
って、グローバルサーモスタット（ＧＴ）ユニットの数をさらに垂直に上方向にも拡張す
る場合、追加のプラットフォームの高さが適切な高さにある構造に隣接する同一なＧＴユ
ニットの水平の列の一番端に配置された垂直のヘッダーまたは垂直の一続きのパイプラッ
クが設置されることも予想される。
【００５６】
　ｂ．低レベルのプロセス熱のリターンヘッダー２０２７（典型的には低圧の水蒸気の凝
集物）のためのパイピング、バルブなど：これらは、多くの場合、図１０ａ、１０ｂ－１
、２－１、２に示される「寸法Ｗ」と平行に並べられた同一なグローバルサーモスタット
（ＧＴ）ユニットの水平の列の真下に配置された水平の一続きのパイプラックであると予
想される。追加のプラットフォームの高さが適切な高さにある構造を構築することによっ
て、グローバルサーモスタット（ＧＴ）ユニットの数をさらに垂直に上方向にも拡張する
場合、追加のプラットフォームの高さが適切な高さにある構造に隣接する同一なＧＴユニ
ットの水平の列の一番端に配置された垂直のヘッダーまたは垂直の一続きのパイプラック
が設置されることも予想される。
【００５７】
　ｃ．任意の冷却水供給（ＣＷＳ）ヘッダー２０３０のためのパイピング、バルブなど：
これらは、多くの場合、図１０ａ、１０ｂ－１、２－１、２に示される「寸法Ｗ」と平行
に並べられた同一なグローバルサーモスタット（ＧＴ）ユニットの水平の列の真下に配置
された水平の一続きのパイプラックであると予想される。追加のプラットフォームの高さ
が適切な高さにある構造を構築することによって、グローバルサーモスタット（ＧＴ）ユ
ニットの数をさらに垂直に上方向にも拡張する場合、追加のプラットフォームの高さが適
切な高さにある構造に隣接する同一なＧＴユニットの水平の列の一番端に配置された垂直
のヘッダーまたは垂直の一続きのパイプラックが設置されることも予想される。
【００５８】
　ｄ．任意の冷却水リターン（ＣＷＲ）ヘッダー２０２８のためのパイピング、バルブな
ど：これらは、多くの場合、図１０ａ、１０ｂ－１、２－１、２に示される「寸法Ｗ」と
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平行に並べられた同一なグローバルサーモスタット（ＧＴ）ユニットの水平の列の真下に
配置された水平の一続きのパイプラックであると予想される。追加のプラットフォームの
高さが適切な高さにある構造を構築することによって、グローバルサーモスタット（ＧＴ
）ユニットの数をさらに垂直に上方向にも拡張する場合、追加のプラットフォームの高さ
が適切な高さにある構造に隣接する同一なＧＴユニットの水平の列の一番端に配置された
垂直のヘッダーまたは垂直の一続きのパイプラックが設置されることも予想される。
【００５９】
　ｅ．ＣＯ２（＞９５．００モル％）からＣＯ２産物の貯蔵ヘッダー２０２６のためのパ
イピング、バルブなど：これらは、多くの場合、図１０ａ、１０ｂ－１、２－１、２に示
される「寸法Ｗ」と平行に並べられた同一なグローバルサーモスタット（ＧＴ）ユニット
の水平の列の真下に配置された水平の一続きのパイプラックであると予想される。追加の
プラットフォームの高さが適切な高さにある構造を構築することによって、グローバルサ
ーモスタット（ＧＴ）ユニットの数をさらに垂直に上方向にも拡張する場合、追加のプラ
ットフォームの高さが適切な高さにある構造に隣接する同一なＧＴユニットの水平の列の
一番端に配置された垂直のヘッダーまたは垂直の一続きのパイプラックが設置されること
も予想される。
【００６０】
　ｆ．ＣＯ２受け取り／貯蔵所２０２６、および、高圧ＣＯ２除去パイプラインに連結ま
たは連携させるのに必要な様々な装置。
　ｇ．現存の工業施設（発電所、化学プラントまたは製油所など）における低レベルのプ
ロセス熱ソースへの供給およびリターンのための連携器具（パイピング、バルブなど）２
０２９：これらは、多くの場合、一般的な低圧の水蒸気供給／低圧の水蒸気凝集物のリタ
ーン２０２７であると予想される。
【００６１】
　ｈ．現存の工業施設（発電所、化学プラントまたは製油所など）における低いレベルの
冷却ソースへの供給およびリターンのための連携器具（パイピング、バルブなど）：これ
らは、多くの場合、一般的で汎用の冷却水供給（ＣＷＳ）／冷却水リターン（ＣＷＲ）２
０３０／２０２８であると予想される。
【００６２】
　ｉ．あらゆる機器、あらゆる電気設備（例えば変電所、配線など）、あらゆる一般的な
用途の連結部（例えば計器用空気、飲料水など）、あらゆる安全性および一時停止システ
ムなど：これらはさらに、典型的なコンピューターデータ自動記録装置／コンピューター
制御システムを備えた制御室を含むと予想される。
【００６３】
　ｊ．図１０ａ、１０ｂ－１、２－１、２に示される全ての遮断弁は、「漏れが最小の」
またはＴＳＯ（堅く遮断するための）遮断弁のいずれかの特徴を有しており、どちらにし
ても最も実用的であるかまたは最も実行可能性が高い。
【００６４】
　ｋ．図１０ａ、１０ｂ－１、２－１、２に示される全ての遮断弁は、（電動、水力また
は空気圧のいずれかによって作動する）完全に自動化された遮断弁であると予想される。
これらの遮断弁はいずれも、コンピューター制御されるタイマー／シーケンサーシステム
によって連動すると予想される。さらに制御油ポンプおよびＣＯ２産物／再利用ガス送風
機も、コンピューター制御されるタイマー／シーケンサーシステムに連結されてそれらに
よって連動されると予想される。
【００６５】
　ｌ．本明細書において説明される好ましい吸着剤構造は、セルコール（Ｒ）多孔性基板
の内部に（例えば、その上にコーティングするか、または、別の方法で固定することによ
り）担持された吸着材（すなわちアミン）を含むが、吸着剤構造は、一体型の吸着剤構造
が形成されるように吸着材をセルコール（Ｒ）多孔性構造中に埋め込むことによっても形
成が可能であることも考慮される。
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【００６６】
　ｍ．吸着剤構造の酸素による汚染（これは、吸着剤構造を酸化することによる酸素の有
害作用に起因すると予想される）を回避するために、吸着剤構造の再生の前と後の両方で
熱い吸着剤構造周辺の環境から酸素を除去することが重要な場合があることが認識されて
いる。以下で酸素の除去を行う方法を「パージガスを用いた水蒸気ストリッピング」と称
される技術を参照しながら説明する。
【００６７】
　水蒸気ストリッピング
　[0064]水蒸気ストリッピングプロセスについて考慮される技術が２つある。１つは、「
水蒸気のみを用いたストリームストリッピング」と称される技術である。もう一方は、「
パージガスを用いた水蒸気ストリッピング」と称される技術である。いずれの技術も図１
０ｇに模式的に示されるシステム構成要素およびプロセス工程を利用する。
【００６８】
　[0065]「水蒸気のみを用いた水蒸気ストリッピング」と称される技術は以下のように作
用する：
　ａ．空気は、吸着剤構造中でチャンネルを通過し、ＣＯ２は吸着剤構造が特定の飽和レ
ベルに達するか、または、吸着剤構造の出口におけるＣＯ２レベルがＣＯ２の破過点に到
達したことを示す特定の値に達するまで、または、試験によって決定された特定の期間に
わたり吸着剤構造によって空気から除去される。
【００６９】
　ｂ．吸着剤構造を空気ストリームから除去して、空気のフローと空気進入路から隔離し
、続いてそのＣＯ２除去位置２１０５に置かれた際にＣＯ２を空気の外へ移動させる。
　ｃ．低圧の水蒸気２１００が、吸着剤構造２１０５中でチャンネルを通過する。水蒸気
は、最初のうちは凝集し、続いてその凝集による潜熱は吸着剤構造の前部において吸着剤
構造に移動すると予想される。この凝集による熱によって吸着剤構造の温度が上昇し、エ
ネルギーが提供されて吸着剤構造からのＣＯ２脱離プロセスを駆動させる。最後に吸着剤
構造の前部は飽和温度に達すると予想され、解放されたＣＯ２は、水蒸気によって押し出
されるかまたはファンによって抽出されると予想される。このプロセスは、吸着剤構造の
前部から吸着剤構造のより深いところに移動すると予想され、そこでＣＯ２が解放される
まで水蒸気が入れられる（放出される比率は、吸着剤構造と用いられる水蒸気の温度によ
って様々であると予想されることに留意する）。用いられる水蒸気の量が最小化され、解
放されたＣＯ２と混合される水蒸気の量が最小化されるように、吸着剤構造からのＣＯ２

の脱離が達成されるのに十分な量の水蒸気だけが提供されると予想される。凝集物、続い
て水蒸気が吸着剤構造を通過して吸着剤を加熱すると、ＣＯ２が吸着剤構造から解放され
、水蒸気および凝集物に移行すると予想される。凝集物は、ＣＯ２を「保持する」能力は
あまりないと予想され、一度飽和すると「酸性」の水はそれ以上ＣＯ２を保持せずに、Ｃ
Ｏ２は、まるで水蒸気によって押し出されたかまたはファンで抽出されたかのように蒸気
相に残ると予想される。吸着剤構造に水蒸気が通過すると、水蒸気が凝集することになり
、ＣＯ２を解放する。これは、熱を除去するのに冷却水２１０８を利用するコンデンサー
２１０６で達成される。回収されたストリームは、可能な範囲内で最小化されたと予想さ
れるある程度の水蒸気が混合されていると予想され、続いてこの水蒸気が凝集することに
なり、ＣＯ２から分離されると予想される。あるいはこの水蒸気は、断熱されていないパ
イプまたはフィン付きのパイプ中で大気への放熱を利用して凝集させてもよい。この熱は
システムにとっては損失であるが、水蒸気を凝集させるのに吸着工程（上記の工程１）に
おいて吸着剤構造から出る空気を利用する代替法が用いられると予想される。それにより
吸着剤構造の出口における空気の温度を上昇させ、さらなる駆動力を提供することにより
、空気を移動させて吸着剤構造を通過させ、エネルギー必要量を低減させることができる
。
【００７０】
　ｄ．吸着剤構造からＣＯ２を除去させたら、吸着剤構造を持ち上げて空気ストリームに
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戻す。この空気によって吸着剤構造が冷却され、残りすべての水分が除去されると予想さ
れる。続いて吸着剤構造は所定の破過点に達するまでＣＯ２を除去し（工程１を参照）、
吸着剤構造は再生位置に降ろされ、このプロセスが繰り返されると予想される。
【００７１】
　ｅ．脱離プロセス（吸着剤構造からＣＯ２を除去すること）からの凝集物は、飽和状態
レベルのＣＯ２を含む。この凝集物２１０９は飽和温度に近いと予想され（システムには
ＣＯ２の除去を達成するのに十分な量の水蒸気だけが添加されるとき）、ボイラーに再利
用され、そこで施設（石油化学プラントまたは商用電力プラント）からの低圧の水蒸気が
、吸着剤構造を加熱するために用いられる水蒸気２０９８を再生するのに用いられる。Ｃ
Ｏ２飽和蒸気の再使用によって、大量の酸性の水を処理する必要がなくなる。
【００７２】
　[0066]「パージガスを用いた水蒸気ストリッピング」と称される技術は以下のように作
用する：
　ａ．空気が、吸着剤構造中でチャンネルを通過し、ＣＯ２は吸着剤構造が特定の飽和レ
ベルに達するか、または、吸着剤構造の出口におけるＣＯ２レベルがＣＯ２の破過点に到
達したことを示す特定の値に達するまで、または、試験によって決定された特定の期間に
わたり吸着剤構造によって空気から除去される。
【００７３】
　ｂ．吸着剤構造を空気ストリームから除去して、空気のフローと空気進入路から隔離し
、続いてＣＯ２を空気の外へ移動させる。
　ｃ．吸着剤構造中のチャンネルから酸素を除去するために、不活性ガスのパージが吸着
剤構造を短時間で通過する。
【００７４】
　ｄ．低圧の水蒸気が、吸着剤構造中でチャンネルを通過する。水蒸気は、最初のうちは
凝集し、続いてその凝集による潜熱は吸着剤構造の前部において吸着剤構造に移動すると
予想される。この凝集による熱によって吸着剤構造の温度が上昇し、エネルギーが提供さ
れて吸着剤構造からのＣＯ２脱離プロセスを駆動させる。最後に吸着剤構造の前部は飽和
温度に達すると予想され、解放されたＣＯ２は、水蒸気によって押し出されるかまたはフ
ァンによって抽出されると予想される。このプロセスは、吸着剤構造の前部から吸着剤構
造のより深いところに移動すると予想され、そこでＣＯ２が解放されるまで水蒸気が入れ
られる（放出された比率は、吸着剤構造と用いられる水蒸気の温度によって様々であると
予想されることに留意する）。用いられる水蒸気の量が最小化され、解放されたＣＯ２と
混合される水蒸気の量が最小化されるように、吸着剤構造からのＣＯ２の脱離が達成され
るのに十分な量の水蒸気だけが提供されると予想される。凝集物、続いて水蒸気が吸着剤
構造を通過して吸着剤を加熱すると、ＣＯ２が吸着剤構造から解放され、水蒸気および凝
集物に移行すると予想される。凝集物は、ＣＯ２を「保持する」能力はあまりないと予想
され、一度飽和すると「酸性の」水はそれ以上ＣＯ２を保持せずに、ＣＯ２は、まるで水
蒸気によって押し出されたかまたはファンで抽出されたかのように蒸気相に残ると予想さ
れる。吸着剤構造に水蒸気が通過すると、水蒸気が凝集することになり、ＣＯ２を解放す
る。これは、熱を除去するのに冷却水を利用するコンデンサー２１０６で達成される。回
収されたストリームは、可能な範囲内で最小化されたと予想されるある程度の水蒸気が混
合されていると予想され、続いてこの水蒸気が凝集することになり、ＣＯ２から分離され
ると予想される。あるいはこの水蒸気は、断熱されていないパイプまたはフィン付きのパ
イプ中で大気への放熱を利用して凝集させてもよい。この熱はシステムにとっては損失で
あるが、水蒸気を凝集させるのに吸着工程（上記の工程１）において吸着剤構造から出る
空気を利用する代替法が用いられると予想される。それにより吸着剤構造の出口における
空気の温度を上昇させ、さらなる駆動力を提供することにより、空気を移動させて吸着剤
構造を通過させ、エネルギー必要量を低減させることができる。
【００７５】
　ｅ．空気ストリーム中に戻した際に吸着剤構造へのダメージが起こらないように、吸着
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剤構造を空気ストリーム中で置き換える前に吸着剤構造を冷却するために、不活性ガスを
吸着剤構造に通過させて吸着剤構造を特定の温度まで冷却させる。
【００７６】
　ｆ．吸着剤からＣＯ２を除去して吸着剤構造を冷却したら、吸着剤構造を上昇させて空
気ストリーム中に戻す。この空気は、吸着剤構造を冷却し続け、残ったすべての水分を除
去すると予想される。続いて吸着剤構造は所定の破過点に達するまでＣＯ２を除去し（工
程１を参照）、吸着剤構造は再生位置に降ろされ、このプロセスが繰り返されると予想さ
れる。
【００７７】
　ｇ．脱離プロセス（吸着剤構造からＣＯ２を除去すること）からの凝集物は、飽和状態
レベルのＣＯ２を含む。この凝集物は飽和温度に近いと予想され（システムにはＣＯ２の
除去を達成するのに十分な量の水蒸気だけが添加されるとき）、ボイラー２１００に再利
用され、そこで施設（石油化学プラントまたは商用電力プラント）からの低圧の水蒸気が
、吸着剤構造を加熱するために用いられる水蒸気を再生するのに用いられる。ＣＯ２飽和
蒸気の再使用によって、大量の酸性の水を処理する必要がなくなる。
【００７８】
　[0067]注目すべきことに、上述したそれぞれの水蒸気ストリッピング技術において、熱
交換器によって連結された２つの近接した水蒸気ループがある。１つの水蒸気ループは、
プロセス熱を供給してボイラーに戻り、それにより水蒸気ストリッピングを行うループが
加熱されて熱い凝集物が生じる。他方の水蒸気ループは、水蒸気ストリッピングと吸着剤
構造の再生を行う水蒸気ループである。
【００７９】
　[0068]水蒸気ストリッピングは、上述したように、前述の方式で行われると予想され、
吸着剤構造は、図１０ａ、１０ｂ－１、２－１、２に関して図示され説明された再生ボッ
クス１０１４中に入れられる。吸着剤構造からＣＯ２を除去させたら、図１０ａ、１０ｂ
－１、２に関して図示し説明したように、吸着剤構造を再生ボックス１０１４から持ち上
げて二酸化炭素を含む空気ストリームに戻す。この二酸化炭素を含む空気ストリームは、
吸着剤構造を冷却して、残ったすべての水分を除去すると予想される。続いて吸着剤構造
は所定の破過点に達するまでＣＯ２を除去し、吸着剤構造は再生ボックス１０１４中の再
生位置に降ろされる。
【００８０】
　図１１ａ、１１ｂに示された吸着剤でコーティングされたペレット構造および概念
　[0069]図１１ａおよび１１ｂは、二酸化炭素を含む空気のフローから二酸化炭素を除去
して、本発明の原理に従って二酸化炭素を吸収または二酸化炭素と結合させるのに用いら
れた吸着剤を再生するための他の構造および技術の２つの例を示す。
【００８１】
　[0070]図１１ａおよび１１ｂの構造および技術において、粒子、好ましくはペレットサ
イズの粒子を、重力に従ってペレット供給ソース／貯蔵庫１１００に流動させる。このよ
うなペレットは、ペレットを通過して流れる二酸化炭素を含む空気のフロー中で二酸化炭
素と吸着または結合する吸着剤（例えばアミン）でコーティングされている。このような
ペレットは、バルブ構造１１０２を介して空気接触容器１１０４に選択的に供給すること
ができ、二酸化炭素を含む空気のフローは、吸着剤が二酸化炭素と吸着または結合して空
気から二酸化炭素が除去されるようにこの容器１１０４を通過するように方向付けられる
。再生箱１１０６は、空気接触容器１１０４の下に提供される。ペレットは選択的に再生
箱１１０６に方向付けることができ、ここでプロセス熱がペレットに方向付けられ、吸着
剤から二酸化炭素を除去して吸着剤を再生することができる。続いて再生した吸着剤を含
むペレットは垂直方向のリフト構造１１０８に方向付けられ、ここでこれらのペレットは
再び、それらを供給ソース／貯蔵庫１１００に導入して二酸化炭素除去プロセスを継続さ
せることができる位置に方向付けられる。垂直方向のリフト構造１１０８は、例えば、ペ
レットが二酸化炭素除去プロセスを開始できるような位置にペレットを戻すための、空気



(27) JP 5932771 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

を吹き込ませる構造、エレベーター、スクリューコンベヤーなどで構成されていてもよい
。図１１ａおよび１１ｂのシステムおよび技術の相違点は、図１１ａのシステムおよび技
術では二酸化炭素を含む空気は下方に流れて空気接触容器１１０４に含まれるペレット塊
を通過するが、図１１ｂのシステムおよび技術では二酸化炭素を含む空気は水平に流れて
ペレットを通過し、続いて空気接触容器１１０４に流れる点である。
【００８２】
　[0071]図１１ａ、１１ｂの構造および技術は、二酸化炭素を含む空気から二酸化炭素を
除去することにおいて有用であり、さらに別の状況で二酸化炭素が大気に放出されるソー
スから発生する煙道ガスから二酸化炭素を除去することにおいても有用な場合がある。具
体的に言えば、図１１ａおよび１１ｂの構造および技術は、上記ソースから発生した別の
状況で大気に放出される煙道ガスの軌道に吸着剤でコーティングされたペレットを直接提
供するのに用いることができる。吸着剤でコーティングされたペレットは、煙道ガスから
二酸化炭素を除去するのに用いることができ、続いて吸着剤をプロセス熱で処理して、ペ
レットから二酸化炭素を除去することができ（それにより、二酸化炭素が抽出されて封鎖
されるようになる）、さらに、ペレット上の吸着剤を再生することができる（それにより
、煙道ガスから二酸化炭素を除去するのに吸着剤を繰り返し使用できるようになる）。
【００８３】
　[0072]注目すべきことに、図１１ａ、１１ｂの構造は垂直に並べられているが、所定の
構造（例えば粒子床）の場合、傾いていることが望ましく（これは、再生中に水蒸気から
凝集した水が粒子床を覆わないように、水が粒子床の底部に落ちやすくするためである）
、または、水平に配置されていてもよい（これも、凝集した水の問題を処理するためであ
る）。
【００８４】
　本発明のさらなる実施態様の要約
　[0073]本発明はさらに、周囲空気単独から、または、周囲空気と比較的小さい割合の煙
道から発生するガスとの混合物から二酸化炭素を捕獲することができるシステム、構成要
素および方法を教示している。本明細書で用いられる用語「周囲空気」は、特定の位置に
おいて大気中に存在する材料の状態および濃度で囲まれていない空気を意味し、それらを
含む。
【００８５】
　[0074]本発明におけるさらなる改善によって、ＣＯ２を含む周囲空気を、好ましくは周
囲条件下で選択的に移動できるようにＣＯ２と結合（ＣＯ２を捕獲）する多孔質の吸着剤
構造を通過するように方向付けること、続いて、吸着剤構造を加熱して吸着剤構造からＣ
Ｏ２をストリッピングで除去するために、好ましくは低温の水蒸気の形態で、好ましくは
１２０℃以下の温度でプロセス熱を用いて、最も好ましくは熱のキャリアーとして水蒸気
を用いて、吸着剤構造からＣＯ２を除去（ストリッピング）すること（および、それによ
って効果的に吸着剤構造を再生すること）によって周囲大気からの二酸化炭素を除去する
システムおよび方法も提供される。吸着剤構造は、好ましくは表面にＣＯ２のためのアミ
ン結合部位を保持する多孔質の固体基板である。
【００８６】
　[0075]本発明によれば、空気は、単独で、または、空気／煙道「ブレンダー」で混合さ
れて吸着剤まで運搬されてそれらと接触するが、このような吸着剤は、二酸化炭素捕獲と
再生位置とを交互に移動することが好ましい。二酸化炭素捕獲工程の後、吸着剤は「スト
リッピング」再生位置に動かされ、ここでプロセス熱を利用したコジェネレーションによ
って得られた水蒸気を用いて吸着剤から二酸化炭素を「ストリッピング」することができ
、その後すぐに捕獲および再生サイクルが繰り返される。
【００８７】
　[0076]周囲温度でＣＯ２を捕獲することの予想外の利点は、プロセス熱を用いて、具体
的には大気圧で水蒸気を用いて吸着剤構造からＣＯ２を水蒸気ストリッピングすることに
よる予想外の有効性によってもたらすことが可能になる。さらに、このような低温の水蒸
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気が利用可能な理由は、水蒸気のメカニズムである。水蒸気の前方が吸着剤構造方向に進
みそれらを通過すると、水蒸気が凝集するにつてれ水蒸気は徐々に構造を加熱する。水蒸
気の前方より後には、水蒸気が存在するために低い分圧のＣＯ２が生じると予想され、そ
れにより、より多くのＣＯ２がストリッピングで除去されるように促進されると予想され
る。従って、水蒸気の前方より後ろで、水蒸気はスイープまたはパージガスとして機能す
る。すなわち、水蒸気の前方では、ＣＯ２は熱によって追い出され、水蒸気の前方の後ろ
では分圧の低下により追い出される。
【００８８】
　[0077]本発明の一実施態様によれば、ＣＯ２を捕獲する吸着剤構造は、好ましくは、選
択的にＣＯ２に結合するアミン結合部位を含む（高度に）多孔質の壁（骨格）を有するモ
ノリスを含む。その他の実施態様において、モノリスは、多孔質壁（基板）を有し、その
表面上またはその孔中に、ＣＯ２に選択的に結合するアミン基を含む材料が堆積されてい
る。その他の実施態様において、モノリスの高度に多孔質の骨格の表面上に、アミン基を
含む材料を選択的に支持する材料で形成された高度に多孔質の基板のコーティングが堆積
される。
【００８９】
　[0078]本発明のさらにその他の実施態様において、アミン基を含む材料は、比較的小さ
い固体粒子の形態で基板に担持され、ここでこのような基板は固定床でもよいし移動床で
もよい。
【００９０】
　[0079]さらにその他の好ましい実施態様において、基板そのものは重合アミンを含む骨
格で形成される。最も好ましくは、ほとんどの国々で受け入れられる条件下で、アミン吸
着剤は、第一アミン基のみを有する、すなわち窒素原子に２個の水素原子が連結されたポ
リマーである。しかしながら、アラスカのほぼ全土または北欧もしくはアジアでみられる
ように周囲条件が極めて低温（例えば０℃未満）の場合、高濃度の煙道ガスに適した比較
的弱い結合の第二および第三アミンが効果的であると考えられる。
【００９１】
　[0080]本発明は、周囲条件下で大気から二酸化炭素を捕獲するように設計される。周囲
条件は、実質的に大気圧、および、約－２０℃～約３５℃の範囲の温度を含む。当然のこ
とながら、周囲空気のＣＯ２濃度は一定ではない。
【００９２】
　[0081]捕獲されたＣＯ２は、好ましくはプロセス熱を飽和蒸気の形態で用いて吸着剤か
らストリッピングされ、その結果、吸着剤が再生される。飽和蒸気は、好ましくは、実質
的に大気圧かまたは大気圧に近い圧力であり、さらに、１００℃に近い温度、すなわち約
１３０℃以下温度、好ましくは１０５～１２０℃である。注目すべきことに、入ってくる
水蒸気の温度は、本発明のプロセスに供給される圧力で、すなわち再生チャンバー中の吸
着剤構造の圧力で平衡温度と予想される温度よりも高温で過熱されると予想される。ＣＯ

２が吸着剤からストリッピングされた後、水蒸気の凝集とＣＯ２の除去によってＣＯ２を
水蒸気から容易に分離させることができる。凝集したがまだ熱い水と全ての水蒸気は、相
当量の熱エネルギーを保存するためにプロセス水蒸気発生装置で再利用される。低濃度の
ＣＯ２しか含まない空気は排気されて、外部の（周囲の）空気に戻される。
【００９３】
　[0082]その上、上記形態のさらにその他の例において、本発明は、好ましくは、炭素燃
料を使用する工業的な現場に直接隣接したところで行われ、このような工業的な現場では
、そこに熱およびパワーを提供するために炭素を含む燃料を燃焼させており、ここで燃焼
する燃料から生じたガスは、少ない比率で、好ましくは約５体積％以下、最も好ましくは
約１～３体積％で空気と混合され、その後それらは吸着剤表面上に送られる。
【００９４】
　[0083]さらにその他の実施態様において、排ガスは、約２５体積％以下で空気に添加す
ることができる。上述したように、このような混合は、吸着の際に放出された熱が吸着剤
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を担持したモノリスの温度をＣＯ２捕獲効率が低下するようなポイントまで上昇させるほ
どＣＯ２捕獲速度が高くならないようなＣＯ２濃度に制限されることが重要である。留意
すべきことに、用語「排」ガスは、真の煙道ガス、すなわち化石燃料などの炭化水素の燃
焼から生じた煙道ガスを含んでいてもよい。しかしながら、排ガスはまた、石炭ガス化の
ＩＧＣＣプロセスなどの炭化水素燃料生成プロセスからの排出物であってもよいし、また
は、より広くみれば、炭化水素の燃焼に基づく発電システム、または、炭化水素の酸化に
よって起こる高温で操作される様々なプロセスからのあらゆる排気であってもよい。
【００９５】
　[0084]捕獲されたＣＯ２の比率は、ラングミュア等温式で示される方式で温度に依存し
ており、この場合、利用可能な第一アミン吸着剤に関して、その高い反応熱（すなわち約
８４ｋＪ／モル）のために温度に伴い指数関数的である。温度が２５℃から３５℃に上昇
すると、約ｅ－１の平衡状態でＣＯ２を捕獲できるアミン部位の比率が減少する。当然な
がら、寒冷気候においては、これはそれほど重要ではない制約であると予想される。例え
ば周囲温度が１５℃の場合、１０℃上昇すると、２５℃の場合と同じ性能が得られると予
想される。第一アミンに関するラングミュア等温式は、平衡状態でのアミン部位の比率に
関して約１５℃でほぼ最適であり、約１００℃でＣＯ２を回収して吸着剤を効果的に再生
するのにかなりの熱が必要である。図２７に、キャブレーター型の装置によって排ガスと
空気とを混合して温度上昇を解析する概念設計を示す。
【００９６】
　[0085]ＣＣＳプロセスの排出物と組み合わせることによって排ガスを直接混合すること
に付随する多くの問題が予防されるかまたは少なくとも最小化され、これは特に５％より
大きい比率で達成される。このような排ガスの直接注入に関する問題の一つに排ガスの高
い温度があり、これは空気に添加できる排ガスの量が比較的少ない（２５質量％以下）と
いった数々の問題をもたらす。空気ストリームと排ガスストリームとがいずれも低圧であ
ることから、圧力損失を増大させないように混合に使用できるこれらのストリーム中の効
果なエネルギーが存在しない。空気ストリームの温度は（プラントの場所に応じて）－３
０°Ｆ～＋１１０°Ｆの範囲で様々であってよい。それが高温だと、定量のフローとファ
ンに必要なパワーに影響を与える。低い空気温度は、排ガスが有意な量の水を含み、さら
に燃料のタイプ、過剰な空気の割合、燃焼用空気の含水量、不純物などに応じて１２０°
Ｆ～１４５°Ｆの範囲の露点を有するために、プロセスに影響を与える可能性がある。従
って、排ガスが空気と十分に混合されなかったり、または、排ガスのダクトが冷たい周囲
空気と接触したりすると、凝集が起こる可能性がある。排ガスの凝集物は腐蝕性であり、
このような凝集物が存在すると、適切な構造材が用いられない限り配管、ダクトまたは装
置に損傷を与える可能性がある。
【００９７】
　[0086]加えて排ガスは、基板に設けられた細い通路を長期にわたり目詰まりさせる原因
となり得る固体粒子を含む可能性がある（フィルター下流に、またさらにはバッグハウス
にも）。従って、通常運転中にこのような微粒子による妨害が起こる可能性を判断するた
めに特定の処置をとる必要がある。最後に、煙道ガス中の酸化硫黄などのその他の汚染物
質は、装置を腐蝕するだけでなく、吸着剤を失活させる可能性がある。
【００９８】
　[0087]これらの問題のほとんどは、本発明のシステムに本明細書において説明されてい
るようなキャブレーターの使用が含まれる場合、本発明のシステムを煙道ガス洗浄プロセ
ス（例えば周知のＣＣＳプロセス）に取り入れて、本発明のシステムおよび方法において
煙道ガスのＣＣＳプロセスからの排ガスを用いるようにすることによって回避される。
【００９９】
　[0088]さらに、本方法とＣＣＳプロセスとを組み合わせることによって全体的なコスト
も改善される。周知の通り、ＣＯ２除去率が高くなるにつれてＣＯ２除去にかかるメート
ルトンあたりのコスト増分が増加し、除去率が９０％から９５％になると非常に多大な費
用を要するようになる。捕獲率が所定のレベルより低いレベルに減少すると、ＣＯ２放出
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が調節されている状況において捕獲されなかったＣＯ２に関する不利益が増加するため、
および／または、そのソースが相当なＣＯ２放出源のままでありプロセス全体の価値を低
下させるためにより多大な費用を要するようになる。これらの理由のために、ＣＣＳプロ
セスにおける排ガスの到達目標点は、一般的には９０％の除去である。一方で、ＣＯ２濃
度が発熱性の捕獲による温度上昇によって吸着剤の有効性を低下させる濃度より低い限り
、排ガスを空気に添加することによりプロセスストリーム中のＣＯ２の比率が増加するた
めに、本発明に係るコストは低下する。
【０１００】
　[0089]本方法がＣＣＳプロセスに統合されると、煙道ガスそのものを直接用いる代わり
に、空気とＣＣＳプロセスの排ガスとを混合するためにキャブレーターシステムが用いら
れることが考えられる。ＣＣＳ段階について、１メートルトンのＣＯ２あたりのコストの
観点で最適なポイントがある。例えば、ＣＣＳプロセスによって煙道ガスから８０％のＣ
Ｏ２しか除去されない場合、排ガスをＣＣＳ段階から本発明の空気捕獲工程に送り、残り
のＣＯ２と混合する（８０％除去された時点で煙道ガス中に１０％のＣＯ２が存在する場
合、ＣＣＳ段階からの排ガスに２％残留する）。このようなケースにおいて、空気に混合
された排ガスストリーム１％毎に本発明に従って２％のＣＯ２を含むストリームを注入空
気に混合する場合、本発明のシステムへのＣＯ２濃度の投入量が約５０％増加すると予想
される。この実施態様に関して、それに伴う温度上昇を決定することができ、具体的に言
えば、温度上昇は、最初に吸着剤と接触する混成プロセスストリーム中のＣＯ２吸着率お
よびそれに伴うＣＯ２濃度に応じて変化する。
【０１０１】
　[0090]その他の例として、排ガスを５％混合すると、独立した空気捕獲プロセス全体で
コストは３分の１に減少すると予想され、その混成ストリーム中の濃度は空気単独におけ
る濃度よりも３倍高くなると予想される。このようなケースでの温度上昇は、キャブレー
ターで排ガスストリームを１００％混合した際のメタン１％のケースと類似の温度上昇を
示すか、または、約３．５℃である。最も重要なことには、空気捕獲において混成ストリ
ーム中のＣＯ２が７０％しか除去されなかったとしても、混成型プロセス（すなわちＣＣ
Ｓおよび本発明の方法）では、発電所から放出されたＣＯ２を１００％より多く除去する
と予想される。このような混成プロセスによって、二酸化炭素が生じないパワーが生産さ
せるか、または、エネルギー源として化石燃料を用いた他のプロセスが起こると予想され
る。このような混成プロセスによるコストは、各段階で除去されたＣＯ２の一部を最適化
することによって全てを一段階で行う試みにかかるコストよりも少ないと予想される。
【０１０２】
　[0091]ＣＣＳプロセスと本発明のＣＯ２プロセスそれぞれのコストを最適化することに
よる回収されたＣＯ２の１メートルトンあたりのコスト減による直接的な利点を達成する
こと意外にも、このようなプロセスの統合によるその他の利点も存在する。このような利
点としては、最初の煙道ガス処理から生じた排気ストリームに微粒子やその他の不純物が
含まれないこと、本発明を実施する前に煙道ガスを浄化することに関する問題／コストを
なくすこと、さらに効率を最適化してエネルギーコストを低くすること、が挙げられる。
ＣＯ２除去プロセスを実行する前後に多くの様々な燃焼を行ってもよく、さらにその後に
も燃焼が行われることも十分あり得る。第一の煙道ガス処理段階からの排気の混合される
量および可能性のある追加の処理の詳細は細部にわたって様々であると予想されるが、基
本概念はそのままであり、すなわち、煙道ガスまたはより一般的には「排ガス」を浄化し
、それからＣＯ２を部分的に除去し、続いて本発明のプロセスにおいてより大量の空気と
混合されたＣＯ２の除去を完了させる。
【０１０３】
　追加の図の簡単な説明
　ａ．図１６は、本明細書において、本発明に従って大気から二酸化炭素を除去するため
のシステムの一般的なブロック図である。
【０１０４】
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　ｂ．図１７Ａおよび図１７Ｂは、大気から二酸化炭素を除去し、炭素燃焼ソースからプ
ロセス熱を抽出し、比較的低コストの精製されたＣＯ２ストリームを得るための、本発明
に係る好ましいシステムにおける連続工程を示す汎用の流れ図を示す。
【０１０５】
　ｃ．図１８Ａおよび図１８Ｂは、大気から二酸化炭素を除去し、炭素燃焼によらないエ
ネルギー源からプロセス熱を抽出し、比較的低コストの精製されたＣＯ２ストリームを得
るための、本発明に係る好ましいシステムにおける連続工程を示す汎用の流れ図を示す。
【０１０６】
　ｄ．図１９は、大気から二酸化炭素を除去して比較的低コストの精製されたＣＯ２スト
リームを得るための、本発明に係る代替の好ましいシステムにおける連続工程を示す汎用
の流れ図を示す。
【０１０７】
　ｅ．図２０は、大気から二酸化炭素を除去して比較的低コストの精製されたＣＯ２スト
リームを得るための本発明に係る好ましいシステムにおける連続工程を示すより具体的な
流れ図を示す。
【０１０８】
　ｆ．図２１Ａおよび図２１Ｂは、本発明に係る、大気から１００万トンのＣＯ２を捕獲
するための好ましいシェブロン型フォーメーションの複数のモノリスモジュールを示す図
表である。
【０１０９】
　ｇ．図２２は、風がない場合にシェブロン型フォーメーションのＣＯ２の捕獲モジュー
ルによって空気のフローを提供するための複数のファンのフォーメーションを示す好まし
い形態の概略図を示す。
【０１１０】
　ｈ．図２３は、一次およびＣＯ２ストリッピングステーションを移動させるための好ま
しいエレベーターシステムの概略図である。
　ｉ．図２４Ａ～Ｃは、吸着剤構造を２つのステーション間で移動させるエレベーター構
造を示す概略図である。
【０１１１】
　ｊ．図２５、２６Ａおよび２６Ｂ、ＣＯ２捕獲段階への流入空気に熱い排ガスのごく一
部を注入する代替手段を示す概略図である。
　ｋ．図２７は、流入ガス中の最初のＣＯ２含量を様々に変化させた場合の、使用された
エネルギー量の変化および吸着剤の温度を示す図である。
【０１１２】
　ｌ．図２８は、本発明に係る２段階ＣＯ２除去プロセスの実施態様の流れ図を示す。
　本発明のさらなる実施態様の詳細な説明
　[0092]図１６に示される本発明のプロセスの一般的なブロック図を参照すると、段階１
は、一般的な比較的低濃度の大気中のＣＯ２を有する周囲空気の流動塊を比較的低い圧力
低下で（１００～１０００パスカルの範囲）移動させるために提供される。段階２におい
て、段階１からのＣＯ２を含む空気のフローは大面積のＣＯ２吸着剤層または複数の層を
通過するが、ここでこのような層は高い多孔率を有し、孔の壁面上に高活性のＣＯ２吸着
剤を有することを特徴とし、すなわちそこで比較的高い反応熱で吸着が起こる。
【０１１３】
　[0093]このような高活性のＣＯ２吸着剤は、好ましくは第一アミン基を含む物質であり
、さらにこのような物質にはいくつかの第二アミン基が存在していてもよい。第一アミン
基は、一般的には、約１０～２５℃の通常の周囲温度においてより効率的である。全ての
第一アミン基を利用することによって（特にポリマーの形態で）、処理量を最大にするこ
とができる。（排ガスとは対照的に）空気中におけるＣＯ２濃度は比較的低いため、強力
な吸着剤が必要である。第一アミンは８４ｋＪ／モル（ＣＯ２）の反応熱を有しており、
すなわちこれはより強い結合を示し、一方で第二アミンは７３ｋＪ／モルの反応熱しか有
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さない。ここで留意すべきことに、－１０～＋１０℃の比較的低温では、第二アミンも有
効になる可能性がある。
【０１１４】
　[0094]より一般的には、注目すべきことに、本発明は概して、周囲条件下での第一アミ
ンの有効性に基づいているだけでなく、吸着剤からのＣＯ２のストリッピングが比較的低
温で同様に実用的である限りは、周囲条件下で空気からＣＯ２を除去することは実用的で
あるという認識にも基づいている。従って本発明は、空気中のＣＯ２捕獲に関して第一ア
ミンの望ましい特性を有するその他の吸着剤の使用も考慮しており、このような吸着剤は
、本願で説明されている本発明のプロセスで使用されると予想される。
【０１１５】
　[0095]第一アミンは、周囲条件下で、（大気の空気からの）空気捕獲濃度で効果的に作
用する。ＣＯ２吸着能は、反応熱／Ｋ（ボルツマン定数）Ｔ（温度）の比率に強く依存す
る；上記で示したような第一アミンと第二アミンとの反応熱の差は、周知のラングミュア
等温式によれば吸着能において約１００倍の差が生じる可能性がある。これらのアミン基
は、好ましくはアミンに高い親和性を有する高度に多孔質の骨格に担持されるか、または
、このような骨格の上かまたはその中にアミンが堆積されていてもよい。
【０１１６】
　[0096]あるいはアミン基は、それ自身が高度に多孔質の骨格構造を構成するポリマーの
一部であってもよい。高度に多孔質のアルミナ構造は、アミンを支持する骨格として用い
る場合に極めて有用である。このようなセラミック骨格は多孔質の本体および表面を有し
ていることから、多孔質材料基板１グラムあたりのアミンの窒素部位（ミリモル）におい
て高いアミン含量を達成することができる。このような好ましい骨格の支持体材料は、２
３０セル／立方インチを有し、その厚さは６インチである。使用可能なその他の構造は、
キン青石として知られているシリカ多孔質材料に基づく構造であり、これは、コーニング
によってセルコールという商標名で製造販売されている。セルコール製品は、モノリス中
に伸びた直線状のマクロチャンネルが形成されており、そのチャンネルの内壁は多孔質材
料（例えばアルミナ）の被膜でコーティングされており、このような多孔質材料の孔中に
アミンが付着または堆積している（好ましくは、このような多孔質材料はアミン化合物に
接着性を有する）。
【０１１７】
　[0097]本プロセスのコストは、モノリスをより薄く作製して単位体積あたりの第一アミ
ン基の密度を高めることによって削減することができ、従って、層を吸着と再生の間で移
動させて水蒸気ストリッピングを実施する時間よりも吸着時間を長くするには、モノリス
体積がより小さいことが必要である。これは、それ自身が第一アミンベースのポリマーで
作製されたモノリスの接触器の骨格を利用することによって達成できるが、少なくとも部
分的にはアルミナのモノリス構造を形成することによっても達成される。アルミナはキン
青石のように構造的に長持ちする構造を形成しないが、空気捕獲の周囲温度において、ま
たは、周囲温度でアミンに吸着させたＣＯ２をストリッピングで除去することができるよ
うな比較的低温において生じる状況では、アルミナの構造強度は十分である。
【０１１８】
　[0098]前述の改変は、構造の作製にかかるコストに加えてアミン支持構造をストリッピ
ング温度まで加熱するのに必要なエネルギー量にかかるコストを最小化するため、このよ
うな改変は空気捕獲にとって重要である。
【０１１９】
　[0099]また、吸着と再生のサイクルを迅速にまわすことによる高いＣＯ２処理能を有す
る比較的薄い接触器を提供することも有用である。これは、タンデム型の２つの層を利用
すると予想され、ここで一方の層は吸着用であり、他方の層は再生用である。平坦なパン
ケーキ型の層を利用してもよく、このような層の空気のフロー方向の厚さは、約０．０３
インチ～約２０インチの範囲であり、または、好ましくはそれより薄い。より好ましい厚
さの範囲は、約８インチ以下であり、最も好ましくは約３インチ以下の厚さである。
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【０１２０】
　[00100]アルミナでコーティングされたセルコール（キン青石）、または、モノリスの
厚みを貫通するチャンネルを備えたあらゆるモノリス構造を用いる場合、空気のフローの
方向の接触器の長さは、固定の圧力損失、および、固定の空気の層流、および、固定のボ
イド率で、セルコールモノリス中の正方形のチャンネル開口部個々の面積と同じようにし
て測定し；および、吸着剤がＣＯ２で飽和状態になるまでの時間、または、ある程度固定
されたレベルのＣＯ２吸着が達成された時間によって決定されたサイクル時間も、同じフ
ァクターを用いて測定する。ボイド率は、空気のフローに対向するモノリス前面の全注入
領域に対する開口した注入領域の比率である。モノリスのボイド率は、好ましくは０．７
～０．９であり、すなわち７０％～９０％が開口チャンネルである。
【０１２１】
　[00101]従って、固定のボイド率でモノリスの個々の開口部のサイズを小さくすると、
圧力損失を固定した場合のチャンネル長さ、すなわちモノリス構造の厚さは開口部の面積
に比例して減少すると予想されるが、一方で、吸着が固定値に到達するかまたは飽和に達
するまでの吸着時間は、チャンネル長さが減少するのと同じ比率で比例的に減少すると予
想される。厚さが薄くなるに従ってコストは減少する（装置が薄くなればなるほど、チャ
ンネル長さにほぼ比例してコストは低くなる）と予想されるため、壁をより薄くしたモノ
リスの作製は、サイクル時間短縮とコストの削減で生じ得る追加コストによって制限され
る。またどの程度までチャンネル長さを短くさせることができるかも、吸着剤の含有量（
例えばモノリスの壁の単位体積あたりの壁の孔中に保持させることができるアミン基の数
）によって制限されると予想され、すなわち、固定されたサイクル時間で、含有量が高け
れば高いほど、モノリスの厚さを薄くすることができる。
【０１２２】
　[00102]上記のパラメーターを用いれば、ある程度の一定した（吸着剤の基、例えば第
一アミン基の）吸着能が達成されると推測される。加えて、上記の見解では入ってくる空
気の速度は一定と想定されていた。しかしながら空気のフローの速度が増加するにつれて
１メートルトンの捕獲されたＣＯ２あたりの圧力損失が増加し、それにより、風力のよう
な自然の力が十分ではない場合に望ましい空気のフローを達成するのに必要な程度まで空
気を移動させるための電気にかかるコストが増加することを理解する必要がある。空気の
フローの速度が増加すれば、電気コスト以外のプロセス全体にかかるコストは減少する。
従って、空気のフローの速度は、空気のフローの速度が増加するにつれて減少する資本コ
ストと、空気のフローの速度を増加させると増加する運転費用との折り合いがつくように
選択される。好ましくは、２～４ｍ／秒の範囲で入ってくる空気のフローを用いて稼動さ
せることである。相対的なコストは、それぞれのプラント用地における地域の状態、例え
ば実用的な卓越風が存在するかどうか、および、その地域の電気料金に応じて様々である
と予想される。
【０１２３】
　[00103]さらに、ＣＯ２の捕獲時間は、ＣＯ２ストリッピング時間よりも数倍長くする
ことができることも見出された。従って、層を１つのみ用いた場合、吸着時間を移動時間
と水蒸気ストリッピング時間との合計よりも９倍長くすることができ、資本コストを節約
することができる。水蒸気ストリッピング時間は、再生中に水蒸気フローの速度を増加さ
せることによって短くすることができる。あるいは同じストリッピングチャンバーを用い
て吸着剤層を２つまたはそれより多くに分けることができるタンデム型の層の実施態様を
使用してもよい。このような実施態様において、２つの層それぞれのフロー方向の厚さを
薄くすることによってさらに資本コストの節約が改善されると予想される。２つの吸着層
を用いて稼働させることにより、それぞれの吸着剤層の厚さを大規模に、例えば１０分の
１またはそれ以下に薄くすることができる。具体的に言えば、２またはそれより多くの薄
い吸着材構造を、空気捕獲位置とストリッピングチャンバーとの間で移動させることが可
能になる。このようにすることにより、一方の層でストリッピングを行い（層をストリッ
ピング温度から周囲温度に冷却することを含む）、一方で、他方の再生した層は空気のフ



(34) JP 5932771 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

ローと対向させることが可能になると予想される。
【０１２４】
　[00104]薄い接触器に限定すると、セラミックのモノリスは、フレキシブルな薄いシー
トまたはファブリックタイプの接触器で置き換えることができ、ここでこのようなシート
（例えばファブリック）は吸着剤で覆われていてフレキシブルであることから、それらを
エレベーターで断続的に移動させるのではなくローラー上で連続的に移動させることがで
きる。上記限定下で、このようなフレキシブルなシートは、連続プロセスにすることがで
き、このような場合、吸着剤を有するシートは一連のローラーで吸着段階と再生段階との
間を連続的に移動するが、このような場合、本プロセスの捕獲段階とストリッピング段階
との間で効果的な密閉が形成されることが必要である。上記限定下で、例えば長さを短く
するような場合、その他の実施態様も可能になる。例えば、このようなその他の実施態様
としては、例えば薄いシートまたはファブリックで作製された薄いフレキシブルな接触器
が挙げられる。フレキシブルな接触器は、例えば数個の連続したローラー型の装置上で、
吸着位置と再生位置との間を連続的に移動することができる。これは、接触器の一部を吸
着チャンバーに移動させ、その他の部分をは再生チャンバーに移動させるという点で、本
明細書において詳細に説明されているエレベーターの実施態様のタンデム型の形態に論理
上類似していると思われる。従って、バッチ型のエレベーターの設計は実質的に連続移動
プロセスに変換される。この設計は、吸着チャンバーを再生チャンバーから分離して、同
時にフレキシブルな接触器をチャンバー間で移動させることができるようなしっかりした
密閉が可能かどうかに依存する。
【０１２５】
　[00105]以下の計算モデルは、本発明のＣＯ２捕獲プロセスおよびシステムの効率を最
適化するのに有用な手順を提供する。このモデルは、以下の主要なプロセス性能パラメー
ターに基づく。
【０１２６】
　[00106]主要なプロセス性能パラメーター：
　Ｃｓｈ＝支持体骨格材料の比熱（ジュール／ｋｇ°Ｋ）、
　ｄ＝骨格の平均孔径、
　ＨＲｓ＝吸着剤（アミン）の反応熱（ジュール／モル（ＣＯ２））、
　ｌ．＝吸着量（モル（ＣＯ２）／ｋｇ（吸着剤構造））、
　Ｌｄ／ａ＝実際の吸着量（２３０セルのコーニング製モノリスへの空気注入領域１平方
メートルあたりのＣＯ２量（ｋｇ））、
　Ｎｓ＝多孔質表面上のＣＯ２吸着部位の密度（部位の数／平方メートル（孔表面））で
ある。
【０１２７】
　[00107]一般的に、吸着量を高めるには、ＣＯ２と結合できるアミン部位の存在比で定
義されるアミン効率を高めることが要求される。これが、第一アミンが好ましい理由であ
り、さらには孔の目詰まりが最小化されるように吸着量を調節する理由でもある。実験結
果から、有機アミンが付着するかまたは有機アミンがその孔内に堆積する多孔質基板／骨
格に対して有機アミン含量が４０～６０体積％であることが、アミン効率と吸着量増加と
のバランスをとった最適な含量であることが示された。
【０１２８】
　[00108]Ｐｃｍ＝骨格材料（例えばシリカまたはアルミナ）の密度（ｋｇ／立方メート
ル）、
　ＰＯＲｃ＝多孔率、
　ＰＵＲ＝捕獲された空気に対する放出されたＣＯ２の比率、すなわちＣＯ２の純度、
　ＲＨ＝反応熱；再生中の反応熱ＲＨに対する顕熱の比率（ＳＨ／ＲＨ）、
　Ｓａｖｃ＝骨格の単位体積あたりの表面積（ｌ／表面の平方メートル／立方メートル）
、
　ＳＨ＝顕熱、
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　ＴＡ＝ＣＯ２を飽和するまで充填するのにかかる時間、すなわち吸着時間、
　ＴＳ＝水蒸気ストリッピングを用いて再生するのに要する時間、
　ｗ＝骨格の孔の壁の厚さである。
【０１２９】
　本プロセスの設計においてみなされる重要な設計パラメーター
　[00109]多孔質構造は、平均の孔／チャンネルの大きさｄ、および、壁の厚さｗによっ
て特定される。多孔率ＰＯＲｃは、空気のフローに垂直な方向の全表面積に対する開口し
た壁の面積の比率である。このモデルにおいて、これは、平均の全面積に対する平均の開
口したチャンネルの面積の比率に等しい。この概算のために、多孔質媒体の壁のチャンネ
ルの曲がりくねった性質は無視した。従って、ＰＯＲｃ＝ｄ２／（ｄ＋ｗ）２である。単
位体積あたりの表面積は、Ｓａｖｃ＝４ｄ／（ｄ＋ｗ）２＝４ＰＯＲｃ／ｄで示される。
圧力損失は、チャンネルにおける開口部のサイズ、モノリスのボイド率、長さおよび空気
のフローの速度に依存する。
【０１３０】
　[00110]吸着剤構造および吸着剤の一般的な操作
図１２は、本発明の原理に従って吸着剤構造で用いることができる、コーニングによって
セルコール（Ｒ）という商標名で生産されている多孔性セラミック基板構造の概略図であ
る。吸着剤（例えばアミン）は、大きい表面積を有しＣＯ２を含む空気が基板を通過して
流れる際の圧力損失が少ない１個またはそれより多くのセルコール（Ｒ）多孔性セラミッ
ク基板の内部に担持される（例えば、その上にコーティングされるか、または、別の方法
で固定される）。吸着剤構造は、例えばレンガのように積み重ねられた複数のセルコール
（Ｒ）多孔性セラミック基板を含んでいてもよいし、または、図６に関して上述したよう
なパンケーキ型の（すなわち前方の表面積が厚さよりもかなり大きい）単一の基板を含ん
でいてもよく、さらにＣＯ２を含む空気は、吸着剤構造のセルを通過するように方向付け
られる。また、吸着剤構造は、モノリスの吸着剤構造が形成されるように吸着材を例えば
セルコール（Ｒ）多孔性セラミック構造の壁面にコーティングされたアルミナ中に埋め込
むことによって形成が可能であることも考慮される。
【０１３１】
　[00111]また、さらに好ましい構造は、シリカやキン青石の代わりに、多孔質アルミナ
のレンガで形成されることにも留意する。アルミナ構造は、物理的および／または熱的に
シリカ構造ほど強健ではないが、本発明に係る周囲温度での捕獲プロセス、および、比較
的低温のストリッピングプロセスで生じる状況はそれほど過酷ではないため、それほど強
健ではない構造でも使用が可能である。
【０１３２】
　[00112]加えて、注目すべきことに、無機材料のセラミック構造の基板に加えて、吸着
剤構造は有機材料であってもよく、例えば、アミンポリマーを架橋して固体ポリマーを形
成することにより重合ポリアミンから形成される吸着剤構造でもよく、ここでこのような
固体ポリマーは、ポリマーが吸着剤の再生に用いられるストリッピング水蒸気の温度で、
すなわち１２０℃以下の温度で揮発したり軟化したりしないような十分低い温度で押出し
が可能なものあると予想される。
【０１３３】
　[00113]多孔質構造中の結合部位は、多孔質構造中に存在するアミンの量と分散の状態
によって決定される。本発明の状況において用いられてきた一般的によく知られている種
類の担持アミン吸着剤としては、３種が挙げられる。現時点で好ましい第１の種類の吸着
剤は、単量体のアミンまたは高分子アミンで含浸させた多孔質の支持体をベースとする（
図１２）。従ってこのようなアミン種は、支持構造の孔の上またはその中に物理的に担持
されている。この種類の吸着剤は、例えば、Xu, X.C., et al., Preparation and charac
terization of novel CO2 “molecular basket” adsorbents based on polymer-modifie
d mesoporous molecular sieve MCM-41. Microporous Mesoporous Mat., 2003. 62(1-2):
 p.29-45、および、Xu, X.C., et al., Influence of moisture on CO2 separation from
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 gas mixture by a nanoporous adsorbent based on polyethylenimine-modified molecu
lar sieve MCM-41. Ind. Eng. Chem. Res., 2005. 44(21); p.8113-8119、および、Xu, X
.C., et al., Novel polyethylenimine-modified mesoporous molecular sieve of MCM-4
1 type as high-capacity adsorbent for CO2 capture. Energy Fuels, 2002. 16(6): p.
1463- 1469などの技術文献で説明されている。第２の種類の吸着剤は、固体支持体に共有
結合したアミンをベースとしたものである。このような第２の種類の吸着剤を本発明の多
孔質構造中に形成する方法は、当分野でよく知られている。これは、ほとんどの場合、シ
ランの化学的性質を利用するかまたはアミンを含む側鎖を有する高分子支持体を作製して
セラミック製モノリスの多孔質の壁（例えばシリカ酸化物またはアルミナ酸化物）にアミ
ンを結合させることによって達成されている。
【０１３４】
　[00114]第３の種類の吸着剤は、開始物質としてアミンを含む単量体を用いてその上に
アミノポリマーをその場で重合させた多孔質の支持体をベースとしたものである。この第
３の種類のタイプは、Hicks, J.C., et al., Designing adsorbents for CO2 capture fr
om effluent gas-hyperbranched aminosilicas capable, of capturing CO2 reversibly.
 J. Am. Chem. Soc., 2008. 130(10): p.2902-2903、および、Drese, J.H., et al., Syn
thesis-Structure-Property Relationships for Hyperbranched Aminosilica CO2 Adsorb
ents. Adv. Funct. Mater., 2009. 19(23): p.3821-3832によればＣＯ２を捕獲する吸着
剤として使用するものとして説明されている。これらの吸着剤の種類はいずれも、ＣＯ２

の捕獲と水蒸気再生の研究に用いることができる。
【０１３５】
　[00115]極めて好ましい吸着剤構造は、第一アミンがモノリス構造そのものに取り込ま
れているものであり、これを作製するには１工程しか必要ではない。このような具体的な
実施態様は、プラスチック／ポリマーから製造することができ、さらに、本発明のシステ
ムでは穏やかな条件が利用されているために使用に耐える。このようなモノリスは、無機
の非高分子材料を含む複合材料であってもよく、このような複合材料は、強度、多孔率、
安定性に関して有用となり得る特性を有すると予想される。
【０１３６】
　[00116]以下の手法に従って、ＰＱ社製の市販の微粒子状シリカ（ＰＱ－９０２３）ま
たはメソ多孔性発泡体上に担持されたアミン吸着剤を提供することができる。全ての吸着
剤の製造において、シリカ基板を使用前にまず真空中で１００℃で２４時間乾燥させて表
面上に吸収された水を除去した。支持体として、ＰＱ社製の市販の微粒子状シリカ（ＰＱ
－９０２３）と実験室で合成されたメソ多孔性発泡体を用いた。市販のシリカは、３０３
ｍ２／ｇの表面積、１．６４ｃｃ／ｇの平均細孔容積、および、６０ｎｍの平均細孔径を
特徴とする。上記メソ多孔性発泡体は、以下の文献、Wystrach, V.P., D.W. Kaiser, and
 F.C. Schaefer, PREPARATION OF ETHYLENIMINE AND TRIETHYLENEMELAMINE. J. Am. Chem
. Soc., 1955. 77(22): p.5915-5918に記載の方法に従って製造した。具体的に言えば、
典型的な合成において、テンプレート物質として１６ｇのプルロニックＰ１２３ＥＯ－Ｐ
Ｏ－ＥＯトリブロックコポリマー（シグマ－アルドリッチ）を用い、２６０ｇの脱イオン
水中に４７．１ｇの濃塩酸と共に溶解させた。続いて４０℃で１６ｇのトリメチルベンゼ
ン（ＴＭＢ，９７％，アルドリッチ）を添加して２時間撹拌した後、この溶液に３４．６
ｇのオルトケイ酸テトラエチル（９８％，アルドリッチ）を添加した。この溶液を４０℃
で２０時間維持し、その後１８４ｍｇのＮＨ４Ｆ（水２０ｍＬ中）を添加した。この混合
物を１００℃でさらに２４時間ねかせた。得られたシリカをろ過し、水で洗浄し、オーブ
ン中で乾燥させ、空気中で５５０℃で６時間焼成して、さらなる使用の前に有機性のテン
プレートを除去した。メソ多孔性発泡体シリカは、６１５ｍ２／ｇの表面積、２．６４ｃ
ｃ／ｇの平均細孔容積、および、１２ｎｍおよび５０ｎｍの開口部とセルの平均直径を特
徴とする。
【０１３７】
　[00117]一般的に、第１の種類の吸着剤について、アミン化合物は、液体または蒸気相
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への物理的な含浸によって多孔質基板構造に塗布することができる。アミン化合物は、基
板構造の孔に放散させてもよい。この実施態様においては細孔容積がアミン含量を決定す
る重要なパラメーターになり、ここで５～１５ｎｍの孔が好ましいが、結論的には、物理
的にも強化してモノリスが構造的に強くなるように、可能な限り薄い壁、従って可能な限
り高い多孔率が好ましい。第１の種類の吸着剤の製造例の一つとして、１８ｋｇの低分子
量のポリ（エチレンイミン）（ＰＥＩ，ＭＮ約６００，Ｍｗ約８００，アルドリッチ）、
および、９０Ｌのメタノール（９９．８％，アルドリッチ）をまず１時間混合した。その
後、３０ｋｇの無定形微粒子状シリカ（ＰＱ社，ＰＤ－０９０２３）［または適切なセル
コール（Ｒ）モノリス基板（１７５平方インチ）］を添加し、この液体をさらに１２時間
撹拌した。後でメタノール溶媒をロータリーエバポレーターで除去し、得られた担持吸着
剤（「ＰＱ－ＰＥＩ」）をさらに使用前に７５℃で一晩真空中で乾燥させた。
【０１３８】
　[00118]第２の種類の吸着剤の製造について、９０Ｌの無水トルエン（９９．５％，ア
ルドリッチ）、および、３ｋｇの微粒子状シリカ（ＰＱ社）または適切なモノリス基板（
例えば、３６平方インチの前方の表面積、および、１７５平方インチの孔表面積を有する
セルコール（Ｒ）モノリスのレンガ）を圧力容器で１時間混合し、続いてこの混合物に３
０ｋｇの３－アミノプロピルトリメトキシシラン（ＡＰＴＭＳ，アルドリッチ）を添加し
た。この混合物を力強く撹拌しながら室温で２４時間維持した。得られた担持吸着剤（Ｐ
Ｑ－モノ）をろ過によって回収し、トルエンおよびアセトンで洗浄し、続いて７５℃で真
空中で一晩乾燥させた。
【０１３９】
　[00119]第３の種類の吸着剤について、微粒子状のメソ多孔性シリカ発泡体（ＭＣＦ）
［［または適切なセルコール（Ｒ）モノリスの基板（１７５平方インチ）］］は、文献で
報告された方法（Hicks, J.C., et al., Designing adsorbents for CO２ capture from 
effluent gas-hyperbranched aminosilicas capable, of capturing CO2 reversibly. J.
 Am. Chem. Soc., 2008. 130(10): p.2902-2903）と同じようにしてアジリジン（高い反
応性を有するが、毒性の物質である）と反応する。この合成について、適切な圧力容器中
で３０ｋｇのＭＣＦを９０Ｌのトルエンに分散し、この混合物を１時間撹拌し、その後、
使用直前に６０ｋｇのアジリジン（これは、以下に記載された手順、Wystrach, V.P., D,
W. Kaiser, and F.C. Schaefer, PREPARATION OF ETHYLEN1MINE AND TRIETHYLENEMELAMIN
E. J. Am. Chem. Soc., 1955. 77(22): p.5915-5918に従って合成された）を添加する。
２４時間連続的に撹拌した後、得られた担持吸着剤（ＭＣＦ－ＨＡＳ）をろ過し、トルエ
ンとエタノールで洗浄し、７５℃で真空中で一晩乾燥させる。
【０１４０】
　[00120]ＣＯ２を含む空気は吸着剤構造（好ましくはパンケーキ型）を通過する方向、
すなわち空気のフロー方向の寸法は、空気のフローの軌道上にあたる面を定める他の２つ
の寸法よりも２桁もの規模で小さく、さらに、吸着剤構造上のアミン部位は吸着剤構造が
特定の飽和レベルに達するか、または、吸着剤構造の出口におけるＣＯ２レベルがＣＯ２

の破過点に到達したことを示す特定の値に達するまでＣＯ２と結合する（ここでＣＯ２の
破過点は、吸着剤構造がＣＯ２で十分飽和し、その吸着剤構造では有意な量の追加のＣＯ

２が捕獲されなくなる時点を意味する）。
【０１４１】
　[00121]以下で図１０ａ～ｈに関してさらに説明される方式で吸着剤構造からＣＯ２を
除去して回収する（さらに、吸着剤構造を再生する）ことが望ましい場合、吸着剤構造は
二酸化炭素を含む空気ストリームから取り除かれ、空気ストリームから、さらにその他の
空気進入ソースから隔離される。続いて水蒸気が吸着剤構造を通過する。水蒸気が吸着剤
構造の前部を通り抜けるとき、最初のうちは水蒸気は凝集し、続いてその凝集による潜熱
が、吸着剤構造全体が飽和温度に達するまで吸着剤構造に移動すると予想され、その後、
水蒸気が加熱された吸着剤と接触すると、水蒸気はさらに凝集して、およそ２モルの水蒸
気が凝集して十分な量の潜熱を解放することにより、第一アミン吸着剤から１モルのＣＯ
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２を解放するのに必要な反応熱が提供されるようになる。凝集物、続いて水蒸気が吸着剤
構造を通過してそれを加熱すると、それまでに吸着剤構造によって捕獲されたＣＯ２が吸
着剤構造から解放され、ここで吸着剤構造からＣＯ２を解放する反応に必要な熱が提供さ
れる際により多くの凝集した水が生産されて、続いてＣＯ２が水蒸気によって吸着剤構造
から押し出されるかまたは排気ファン／ポンプによって抽出されると予想される。この技
術は「水蒸気ストリッピング」と称されており、以下でもさらに説明される。水蒸気が吸
着剤構造を通過すると、吸着剤からＣＯ２が放出される；エネルギー効率にかかるコスト
の理由から、用いられる水蒸気の量、すなわちＣＯ２排ガスと混合される水蒸気の量を最
小化することが求められる。従って、再生チャンバーから出るときに凝集されるもの（ま
たは凝集される可能性があるもの）が何であっても、凝集物は、再生チャンバーで生成し
たものに添加され、それらをさらに使用するために加熱、変換して水蒸気に戻すのに再利
用することができる。
【０１４２】
　[00122]ストリッピングプロセスは通常、水蒸気の破過点を通過したときに終わると予
想され、その時点から、吸着剤構造の後端から発生した凝集されていない水蒸気の量が新
たに解放されるＣＯ２と比較して多くなる。新しい水蒸気の注入を停止させる正確な条件
は、例えば用いられる水蒸気の単位エネルギーあたりの解放されたＣＯ２の比率の観点か
ら水蒸気プロセスの効率が低くなるときに、除去されたＣＯ２の比率の増加とエネルギー
のコスト増加とのバランスをとることによって決定されると予想される。このエネルギー
は、水蒸気および凝集物が次のストリッピングサイクルのために再加熱される場合、置き
換える必要がある。正確な明細は、熱の回収効率や具体的な適用で用いられるプロセス熱
のコストに応じて様々であると予想される。
【０１４３】
　[00123]システム：本発明を取り入れた商品化しようとうするシステムの構造の設計に
おいて、以下の設計パラメーターを考慮すべきである。Ｎｓが孔表面の単位平方メートル
あたりのＣＯ２結合部位の数であり、Ａｖがアボガドロ数であり、骨格構造材料の密度が
Ｐｃｍとすると、多孔質の骨格は、以下の式：Ｐｃ＝（１－ＰＯＲｃ）Ｐｃｍで示される
密度Ｐｃを有すると予想され；続いて吸着剤構造１キログラムあたりのモルで示される吸
着量のＬは、以下の式によって示される：
Ｌ＝Ｎｓ Ｓａｖｃ／Ａｖ Ｐｃ＝４Ｎｓ ＰＯＲｃ／Ａｖ ｄ Ｐｃｍ（１－ＰＯＲｃ）
上記の式をＰＯＲｃについて解くと、以下のようになる。
Ｌ＝（４Ｎｓ／Ａｖ Ｐｃｍ）（１／（２ｗ＋ｗ２／ｄ））。
【０１４４】
　[00124]構造に吸着したＣＯ２量を最大化することが要求されており、そこでポリアミ
ン吸着剤は望ましい高いＮｓを示す。どのような場合においても、上記の解析から、多孔
質の支持体中の孔／チャンネル間に可能な限り薄い壁を有することが好ましいことは明ら
かである。吸着量（モル／ｋｇ）は、孔径とは独立してＳａｖｃの減少と一次関数の関係
にあり、孔径をより大きくすることによって多孔率が増加すると、多孔質支持体の密度Ｐ
ｃｍの減少によって一次関数的に相殺される。
【０１４５】
　[00125]ＡｖおよびＰｃｍに２，５００Ｋｇ／ｍ３（注：石英と石英ガラスとを用いた
値の差の平均値）の値を挿入してＮｓをＮｓｎに変換することができ（ここでＮｓｎは、
１立方ナノメートルあたりの付着部位の数であり、ｗおよびｄはナノメートルで示される
）、その結果、Ｌ＝１．３３（Ｎｓｎ／ｗ（１＋ｗ／２ｄ））モル／ｋｇ（骨格構造）と
いう値を得た。Ｎｓｎ＝５部位／立方ナノメートル、および、ｗ＝２ナノメートル、およ
び、ｄ＝５ナノメートルの場合、約０．５の多孔率によって、１グラムあたりの表面積４
００ｍｍ２、および、Ｌ＝２．５モル／ｋｇ（骨格構造）が得られる。
【０１４６】
　[00126]ｋｇ／ｍ３（注入空気）、Ｌｄ／ａで示される実際のＣＯ２吸着能（ここで支
持体の壁の厚さはＷｃであり、モノリスの（空気のフロー方向の）長さはＬｍである）は
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、Ｌｄ／ａ＝Ｌ（．０４４）（Ｐｃｍ（１－ＰＯＲｃ））ＳａｖｍＷｃＬｍで示され、こ
こでＬを置換すると、
Ｌｄ／ａ＝（Ｎｓ Ｓａｖｃ／Ａｖ Ｐｃｍ（１－ＰＯＲｃ））（．０４４）（Ｐｃｍ（ｌ
－ＰＯＲｃ））ＳａｖｍＷｃＬｍ；
Ｌｄ／ａ＝Ｎｓ（．０４４）／Ａｖ）（Ｓａｖｃ Ｓａｖｍ Ｗｃ Ｌｍ）
であり、
Ｓａｖｃを置換すると、
Ｌｄ／ａ＝Ｎｓ（．０４４）／Ａｖ）（Ｓａｖｍ Ｗｃ Ｌｍ）（４／ｄ（１＋ｗ／ｄ）２

）
である。
【０１４７】
　[00127]一例において、２３０セルのコーニング製セルコールモノリスを使用する場合
、孔のフロー長さＬｍは０．１４６メートルであり、モノリスの単位体積あたりの表面積
Ｓａｖｍは約２０００ｍ２／ｍ３であり、モノリスの孔の壁の厚さＷｍは０．２６５ｍｍ
であり、ｋｇ／ｍ２（空気注入領域）で示されるＣＯ２量はＬｄ／ａ＝Ｌ（．０４４ｋｇ
／モル）（Ｐｃ Ｓａｖｍ．１４６Ｗｍ）から決定された。一般的な設計基準は、圧力損
失の制約を受ける、すなわち風および／または一連のファンの力によって制限されるＬお
よびＬｄ／ａを可能な限り大きくすることであり、これは、２３０セルのコーニング製モ
ノリスのＳａｖｍ、および、空気のフロー方向における孔の長さ０．１４６ｍ、および、
注入空気のフローの速度２．５ｍ／秒を用いた場合のモデリング結果を用いた本発明の第
一の実施態様で示された。
【０１４８】
　[00128]モノリスの壁は、高いＮｓｎが提供されるように望ましいＰＯＲｃおよび付着
部位の数を有すると予想される。Ｗｍは、圧力損失／Ｓａｖｍを最適化（最小化）するこ
とにより決定され、続いてこれは、その他の制約に基づいて許容できる吸着量になるよう
に、どれだけＷｍを小さくできるかという制約を受けると予想される（以下参照）。注目
すべきことに、ｗが減少してｄが増加するに従ってＬは増加するが、Ｌｄ／ａは減少し、
ここでｗを固定すると孔径は増加するが、これはなぜなら多孔率が増加するとＰｃが減少
するためである。一般論として、最適な設計は、可能な限り最も小さいｗと、以下で説明
される性能パラメーターにおける孔径の影響とのバランスをとった多孔率とを有する。こ
こで留意すべきことに、アミン化合物をモノリスの孔構造の壁面上に保持させることに加
えて、または、その代わりに、モノリスの孔にアミン化合物を液体として含浸させてもよ
い。
【０１４９】
　[00129]本発明に従って行われる空気捕獲は、比較的穏やかな条件でなされる。この本
発明の特徴により、それほど強健ではないモノリス構造の使用が可能になる。具体的に言
えば、これは、孔に吸着剤が堆積された多孔性材料で作製された比較的薄い壁の使用を可
能にし、このような材料の一つはアルミナである。それにより、一般的にあまり強健では
ない、従ってあまり製造費用がかからない材料が用いられるのでコストが節約されると予
想される。
【０１５０】
　[00130]性能パラメーター
ＳＨ／ＲＨ比：本発明について上記で示したように、吸着剤の支持構造（ＳＨ）の顕熱と
再生中に失われる吸着剤の反応熱（ＨＲｓ）との比率は、主要な性能を示す要素（このケ
ースにおいて高い吸着量を要する主な原因）である。この比率は、吸着量Ｌ、すなわちＳ
Ｈ／ＨＲ＝Ｃｓｈ．ΔＴ／Ｌ．ＨＲｓ．ＷＣに依存しており、ここで上記式中、Ｃｓｈは
、基板の比熱であり（ジュール／ｋｇ／°Ｋで示される）、ＨＲｓは、１モルのＣＯ２あ
たりの吸着の反応熱であり（１モルのＣＯ２あたりのジュールで示される）、ＷＣは、用
いられるプロセスにおける層の実際の吸着能である（例えば、各サイクルで捕獲された吸
着量の比率）。
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【０１５１】
　[00131]固体基板に関して約１ｋＪ／ｋｇ°ＫのＣｓｈと（控えめに）仮定すると、８
０℃のＡＴ、および、第一アミンに関してＨＲｓ＝８４ｋＪ／モル（約３５ＫＴ）、およ
び、ＷＣ＝ｌ／２、ＳＨ／ＨＲ＝１．９／Ｌである。２５℃の周囲温度で、さらに空気中
のＣＯ２分圧が低い状態でＮｓ部位の優れた吸着量を達成するために、このプロセスは、
第一アミンの高いＨＲｓを必要とする。第一アミンのみを用いることによって、ＣＯ２と
結合する部位の比率が周囲温度および周囲のＣＯ２濃度で増加し、高温の排ガス（４５～
６５℃）中の高濃度のＣＯ２を用いた場合の結果とまったく同様の結果が得られると予想
される。この驚くべき結果こそが、第一アミンを効果的なＣＯ２の空気捕獲に利用するこ
と可能にする要因である。従来技術において、空気捕獲の成功には、吸着剤としてかなり
強い結合／より高い反応熱（第一アミンの反応熱の２～４倍）を有する水酸化ナトリウム
の使用が必要と考えられていた。このアプローチは、水酸化ナトリウムを再生するのにか
なりの高温を要するため、結果的により大量の高価なエネルギーが必要となりかなり不経
済である。
【０１５２】
　[00132]本発明に係る全般的な設計基準は、ＳＨ／ＨＲについては可能な限り小さくし
て、ＳＨ再生については可能な限り高くすることである。ただしいずれの場合においても
、ＳＨ／ＨＲは１未満またはそれに等しい値であるべきであり、最も好ましくは１／２～
１の範囲である。この条件は、モル／ｋｇ（構造）で示される固有の吸着量によってのみ
決定され、従って同様に表面付着の場合については、Ｎｓｎ／ｗ増加によってのみ一次的
に決定されることに留意することが重要である。しかしながら、孔径が減少するにつれて
ＳＨ／ＲＨ比が減少する二次的な決定も存在する。
【０１５３】
　[00133]ＴＡ、すなわち吸着時間（Adsorption Time）は、吸着が完了するまでの時間で
あるが、ＴＡは、（空気のフロー方向の）厚さが６インチの２３０セル／立方インチのコ
ーニング製セルコールモノリスについてモデル化されている。それらの結果を用いれば、
以下の関係式：ＰＣＯ２Ｖｉｎ ＦＣ ＴＡ ＝ Ｌａ／ｄ ＦＳ ＷＣ、
からＴＡを決定することができ：ここで上記式中、左辺は装置に入り捕獲されるＣＯ２量
であり、右辺は、アミンによって捕獲されたのものと水蒸気ストリッピング中に回収され
たもの注入ＣＯ２の比率であり、
ＰＣＯ２は、空気中のＣＯ２の密度であり、７．６×１０－４ｋｇ／ｍ３であり、
Ｖｉｎは、注入空気の速度であり、
ＦＣは、捕獲された比率であり、
ＦＳは、達成された層の飽和の比率であり、および、
ＷＣは、捕獲され回収されたＣＯ２の比率である。
従って、ＴＡ＝Ｌａ／ｄ ＦＳ ＷＣ／Ｐ ＣＯ２．Ｖｉｎ ＦＣ＝
Ｎｓ（．０４４）／Ａｖ）（Ｓａｖｍ Ｗｃ Ｌｍ）（４／ｄ（１＋ｗ／ｄ）２）ＦＳ．Ｗ
Ｃ／ＰＣＯ２．Ｖｉｎ ＦＣ、
である。
【０１５４】
　[00134]非常に気温の低い地域においては第二アミンも同様に使用する可能性も考えら
れ、実際には、熱のアウトプットを制限するために第一アミンと第二アミンとの比率を変
化させることによって本発明のシステムを調節することができる。一般的に、ＷＣまたは
Ｌを増加させると、プロセスのエネルギー効率も高まり、外部の熱を提供するのに要する
コストは減少する。
【０１５５】
　[00135]従って、上述したように、ｗが小さくなるにつれてどちらも改善されるように
、ＳＨ／ＨＲはｌ／ｗ（１＋ｗ／２ｄ）に従って変化し、吸着時間ＴＡもｌ／ｄ（１＋ｗ
／ｄ）に従って変化する；ただし、ｄが小さくなるにつれて、ＳＨ／ＨＲは低下するが、
ＴＡは改善（すなわち短縮）される。ＴＡを推測するために、Ｌの推測に用いた値と同じ
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値、すなわちｗは２ｎｍ、ｄは５ｎｍを使用し、それによりその骨格構造について０．５
の多孔率が得られる。物理的な含浸の場合、多孔率がより高いことが望ましく、ここで多
孔率はモノリスに要求される構造安定性の制約しか受けない。
【０１５６】
　[00136]ＰＵＲ（回収されたＣＯ２の純度）：最終的な性能を示す要素として、ストリ
ッピングされるＣＯ２を、石油増進回収または封鎖のどちらかに利用されるパイプライン
輸送のために圧縮しようとするような状況においては、回収されたＣＯ２の純度が重要で
ある。ＣＯ２をパイプライン輸送しようとする際の第一の懸念は、捕獲された空気につい
てであり、圧縮の初期段階で容易に除去される水蒸気ではない。二酸化炭素をそれほど圧
縮させなくてもよいその他の用途、例えば藻類用の飼料またはその他のプロセスへの導入
などについて、空気の存在は問題にはならいことが多い。ＣＯ２の純度は、主に捕獲シス
テム中で捕獲された空気が水蒸気ストリッピングで処理した際の空気の量の影響を受ける
。従って、ＣＯ２の純度のために、ＣＯ２ストリッピングを開始する前、例えばストリッ
ピング水蒸気を導入する前に、このようにして捕獲された空気を除去する工程を提供する
ことが必要となる。特に水蒸気の存在下でシステムがストリッピング温度に加熱される場
合、空気中に酸素がすると吸着剤の不活性化を引き起こす可能性があるために、捕獲され
た全ての空気を除去することも望ましい。
【０１５７】
　[00137]酸素は、ストリッピング温度に加熱する前に支持構造から空気をポンプで抜き
出して少なくとも部分的に真空状態をつくることによって容易に除去することができる。
予想外の利点として、吸着剤として第一アミン基を用いた場合、構造中の圧力を減少させ
ても、ポンプによる排気によって分圧が低下したときに吸着剤が比較的周囲温度で存在す
る場合、すぐさまそれに伴う吸着したＣＯ２の損失が起こらないと予想される。このよう
な低い温度では、ＣＯ２はアミンから自発的に放出されない。このような放出は、実験的
に観察されたように少なくとも９０℃のストリッピング温度を必要とする。
【０１５８】
　[00138]このプロセスは、最初の捕獲相が吸着剤上において実質的にＣＯ２が飽和した
状態になるような場合、または、例えば約６０～８０％のみのＣＯ２飽和状態になるまで
行うことができる。これは、実質的に捕獲サイクルの時間を比例的に４０％も短縮すると
予想され、それにより継続的なプロセス循環によりより大きい単位時間あたりのＣＯ２抽
出量が得られるようになる。一般的に、吸着剤が飽和に近づくほど吸着は遅くなる。
【０１５９】
　[00139]本発明の好ましい実施態様の詳細を、以下のＣＯ２の捕獲およびストリッピン
グシステムの具体例に関して添付の図面を参照しながら示す。
　[00140]図１７ａ、図１７ｂおよび図１８ａ、図１８ｂは、本発明の原理に従って大気
から二酸化炭素を除去することができる数種の方法の概略図である。
【０１６０】
　[00141]吸着剤構造（例えば第一アミン吸着剤を担持する基板）がＣＯ２の捕獲位置（
例えば、図６においては基板６００の位置、または、図１７ａおよび１８ａにおいては２
００３の位置）に存在する場合、空気のフローが基板を通過して吸着剤と接触するときに
、基板表面上で二酸化炭素が吸着媒体と接触して実質的に空気から除去されるように、（
２００４からの）二酸化炭素を含む空気は基板に向けられる（例えば、図６においては点
線で示される単一の大きいファン６０４によって、または、図２２～２３で示されるよう
にそれより小さい複数のファン２００４によって）。従って二酸化炭素を含む空気が基板
に向けられ基板を通過すると、空気中の二酸化炭素が媒体と接触した状態になりその媒体
によって二酸化炭素が実質的に空気から除去されるようになり、続いて二酸化炭素が実質
的に除去されたＣＯ２非含有の空気またはＣＯ２含量が低い空気２００８が基板から離れ
て大気に戻るように方向付けられる。
 
【０１６１】
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　[00142]上記の図の実施態様において、基板は、ＣＯ２捕獲ゾーンとＣＯ２ストリッピ
ング／再生チャンバー２００６との間で移動する。基板がＣＯ２ストリッピングチャンバ
ー２００６に移動する際に、すなわち図６、１７ｂおよび１８ｂで示されるように下側の
位置に移動する際に、基板は実質的に周囲温度であり、ここで吸着活性の反応熱は、ＣＯ

２量よりもはるかに大量のＣＯ２が除去された塊または空気が吹き込まれることによる対
流効果によって除去される。
【０１６２】
　[00143]基板２００２およびチャンバー２００６において捕獲された全ての空気は、例
えば排気ポンプ２０２３によってポンプで抜き出すこともでき、または、排気ファンでチ
ャンバー２００６中に部分的な真空を形成することによっても可能である。次に、例えば
飽和蒸気の形態の水蒸気コジェネレーター２０１９からのプロセス熱を、ストリッピング
チャンバー２００６中でＣＯ２を含む基板６０２、２００２を通過するように方向付ける
。
【０１６３】
　[00144]二酸化炭素は比較的熱い過熱蒸気のフローによって吸着剤から除去される（ス
トリッピングによって除去される）；入ってくる水蒸気は、１３０℃以下の温度であり、
好ましくは１２０℃以下、最も好ましくは１１０℃以下の温度である。このような蒸気は
、主として二酸化炭素とある程度の飽和蒸気を含み、ストリッピングチャンバー２００６
から排気導管２００８を通過してセパレーター３００９に流れ、ここで存在する全ての水
蒸気が凝集される。凝集した液状の水はストリッピングされたガス状のＣＯ２から分離さ
れる。ストリッピングプロセス中に吸着剤構造本体で凝集された水蒸気の一部は、再生チ
ャンバー底部にある排水管で（例えばこの構造を水平からわずかに傾けることによって）
回収されるか、または、水蒸気ストリッピングプロセスが完了した後に再生チャンバー中
でポンプで吸引し減圧することで蒸発させると予想される。このような凝集した水蒸気の
蒸発によって、吸着剤構造は冷却されると予想され、その後、再度空気と接触してさらな
るＣＯ２捕獲が可能になる（それによってさらに、酸素によって吸着剤が酸化されて吸着
剤が失活する傾向も軽減されると予想される）。また多孔質構造中に残存した一部の水は
、吸着工程中に空気が装置を通過する作用によって除去することもできる（これは周囲湿
度に依存すると予想される）。しかしながら、捕獲の有効性は水分の存在下で増加するこ
とが実験的に証明されている。これは当分野では周知のことであり、乾燥した吸着剤は、
吸着剤にＣＯ２を結合させるために２つのアミン部位を使用しなければならず、すなわち
高い湿度の存在下で捕獲されたＣＯ２に対して１つのアミン結合部位しか要しない１００
％の予想アミン効率に比べて、乾燥状態では５０％のアミン効率であるという事実に基づ
いている。予想アミン効率はさらに、吸着プロセスを停止させて吸着剤構造を再生工程に
移す前における孔の目詰まり、および、どれぐらい多くの層がＣＯ２で飽和し得るかの実
際的な決定によって制限される場合がある。
 
【０１６４】
　[00145]再生した吸着剤からストリッピングで除去されたＣＯ２は、続いて貯蔵所２０
１２にポンプで送られ、この貯蔵所で、例えばＣＯ２豊富な大気を提供して藻類の増殖を
促進するためにすぐに使えるようにわずかに高い圧力でＣＯ２を維持してもよいし、また
は、長期保存２０１４のために、または、例えば封鎖などの遠隔地での最終用途に向けて
パイプライン輸送するために、または、生産向上のために油井または天然ガス井戸を処理
するために二酸化炭素ガスをコンプレッサー２０１４を用いてより高い圧力にＣＯ２を圧
縮させてもよい。最初の圧縮相の間に、残り全ての水蒸気を凝集させ、続いてその凝集物
としての水を既知の手段によって除去することにより、ＣＯ２をさらに精製する。
 
【０１６５】
　[00146]あるいは基板６０２、２００２は、例えばサブシステム２０３０によって制御
される滑車または水圧（油圧）リフト２０２１によるエレベーターシステムを用いること
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により例えば上側の位置と下側の位置２００３、２００６との間で移動する。サイクル時
間が速ければ速いほど、捕獲されたＣＯ２の年間生産量を達成するのに要する全体のコス
トは低くなることが認識されている。ほとんどの時間にわたり（９０％）層を吸着モード
で用いた場合、層の移動、最初の空気のポンプでの抜き取り、水蒸気ストリッピング時間
および冷却期間を含むストリッピング工程に必要な時間、ならびに吸着段階に戻す時間を
、１つの層の実施態様の場合にかかるＣＯ２捕獲工程の時間よりも数分の１に短縮するこ
とができることが見出された。あるいは、移動と水蒸気ストリッピングにかかる時間で制
限される時間を極めて短時間にすることができ、さらに、２またはそれより多くの吸着剤
構造が１つのストリッピングチャンバーで連続的にストリッピングされるような実施態様
も使用することもできる。
 
【０１６６】
　[00147]
このようなＣＯ２抽出施設を商業的に設置する場合、一つの選択肢として、そのような施
設を大気から１年あたり１，０００，０００メートルトンの規模でＣＯ２を除去できるよ
うな容量になるように拡大することが期待される。このような施設は、このような相互に
移動する基板モジュールを少なくともおよそ５００個利用すると予想され、ここで各モジ
ュールは、面積が約５０平方メートルもの大きさで、フロー方向の厚さが最も好ましくは
約６インチ以下で、一般的にはそれよりも薄く、例えば０．０６インチ（１．５ｍｍ）も
の薄さである、空気のフローに対して垂直方向に伸びる長方形の主要な面を有すると予想
される。各モノリスモジュールは、好ましくはレンガ型のモノリス単位から形成されるが
、各モジュールの望ましい厚さは、約６インチ×６インチの表面を有するこのようなレン
ガ約２０００個を積み重ねて一体化し各モジュールを形成することができるような厚さで
ある。
【０１６７】
　[00148]これらのモジュール配列は、好ましくは図２１ａ、ｂに示されるシェブロン型
のパターンに配置され、ここで好ましくは、モジュール全てが卓越風および／または本明
細書において説明される空気のフローを提供するファンまたはその他の手段に晒されるよ
うにシェブロンの頂点が卓越風の方向を向いており、シェブロンのアームにそってモジュ
ールが配置される。シェブロンの列と列との間の間隔は、第一の列から出た低いＣＯ２濃
度の空気が周囲空気と効果的に混合されることにより第二の列に入る空気が周囲空気の濃
度と近い濃度になるようにして決定される。一般的に、計算から、この間隔は、１００メ
ートルの規模であると予想される。しかしながら、所定の状況に応じてこの距離を短くす
る場合もあり、例えば吸着チャンバーが地表から上に離れている場合、または、卓越風の
存在、または、格別に有益な地形はいずれも混合効率を高めるため、必要とされる間隔を
短くすると予想される。
【０１６８】
　[00149]図１７Ａで示されるように、空気２００４に排ガスが低い体積比率で混合され
るような混合法において、一実施態様において、第一の列は周囲空気のみを含むようにし
、続いて第二の列へ導入する空気には空気を少なくして排ガスを混合してもよい。空気に
一定量の排ガスしか混合されないようなケースや、全体で排ガス中に放出されたＣＯ２量
よりも相当多いＣＯ２量を除去することが要求されているようなケースにおいて、空気と
混合される煙道ガスの比率を調節すること、および／または、ユニットを分割して、ユニ
ットごとに煙道ガスと空気ストリームとの混合物を変化させることによって（例えばその
うちいくつかは純粋な空気捕獲である）空気と混合される煙道ガスとの相対量を調節する
ことができる。従って、空気／煙道ガスのブレンダー２００９を用いて、一般的に、煙道
に放出されたＣＯ２量を超える回収されたＣＯ２総量の比率を望ましいあらゆるレベルに
調節することができる。
 
【０１６９】
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　[00150]吸着剤の媒体は、好ましくは、ＣＯ２の活性捕獲部位として主に第一アミン基
を有するが、いくつかの第二アミン基を含んでいてもよい。このような本発明に係る構造
上に担持することができる適切な吸着性化合物の例としては、ポリエチレンイミン、超分
岐アミノポリマー、および、プロピルエチレンジアミンが挙げられ、これらはいずれも上
記で第１、第２および第３の種類について考察した通りである。
【０１７０】
　[00151]本発明の方法およびシステムの効率をさらに改善する手段として、図１７ａお
よび１９で示されるように、ＣＯ２捕獲プラントに隣接する一次プロセスで用いられる炭
化水素燃料によるエネルギー源からの排ガスを低い比率で添加することが有用な場合があ
る。図面で模式的に示されているように、一次プロセス２０４１ａからの排ガス２０４１
ｂはまず前処理段階２０３２を通過して、あらゆる固形または液状不純物、および例えば
硫黄－酸素化合物などの吸着剤の効率に干渉する可能性があるあらゆるガス状物質を除去
するための処理が行われる。続いて、ガスブレンダー２００４でこのようにして処理され
た排ガスを好ましくは５体積％以下でブレンドして入ってくる周囲空気と混合し、その後
ＣＯ２の捕獲のために吸着剤構造２００３を通過させる。添加される排ガスの量は、より
好ましくは３体積％以下、最も好ましくは２体積％以下である。このようにして処理され
た排ガスを少量添加しても、吸着剤構造２００３に入ってくる空気のフローの温度に有意
な影響を与えないと予想されるが、入ってくる空気のＣＯ２濃度を実質的に増加させると
予想され、従ってＣＯ２捕獲がより効率的になる。理論上の計算を用いると、排ガスを３
％の比率で添加して混合物の有効なＣＯ２濃度を高めることにより、空気中のＣＯ２濃度
が５倍～９倍に高められる可能性が示されるが、それでもなお空気中のＣＯ２濃度は排ガ
スのＣＯ２濃度よりも３０分の１以下に低い。しかしながら、少量の排ガス添加によって
得られた上記濃度よりも濃度が高くなると、反応の吸着熱からの温度上昇が深刻になり、
周囲空気からのＣＯ２の捕獲効率を減少させることから、排ガスのための設計を使用する
必要がでてくる。従って、添加される排ガスの量を制限することが、過熱を防ぐのに必要
な冷却を提供するのに付随するコストを回避する方法である。
 
【０１７１】
　[00152]注目すべきことに、適切なプロセス熱のソース２０４１、２０４１ａが隣接し
ていることに加えて、このようなＣＯ２抽出施設のための好ましい敷地は、風が吹くパタ
ーンが規則的である地域に存在すべきである。この方式で、強風が利用できる場合、ファ
ンを駆動させる余分なパワーを必要とすることなく自然の風の流れを利用して空気を基板
に通過させることができる。自然に発生する風の結果として、ファンにかかるエネルギー
を、卓越風または太陽光で駆動するソース（これは例えば熱で稼動する気流を提供するこ
とができる）によって少なくとも部分的に置き換えることができ、そうすることにより大
気の空気からの二酸化炭素抽出にかかるエネルギー効率およびコストの削減をさらに改善
すると予想される。
 
【０１７２】
　[00153]さらに、適切なセンサーおよび制御要素２００３ｃを有する適切なバルブおよ
びパイプの配置を提供することにより、捕獲チャンバー位置と再生（ストリッピング）チ
ャンバー位置との間で吸着剤を有する基板を移動させるための代替例として、図１９で模
式的に示されるように、吸着剤構造モジュールを実質的に一つの位置にとどめて、吸着剤
を通過して離れていくフローを制御してもよい。図１９に示された自動化システムにおい
て、当業者には容易に理解できるものと予想されるが、空気から二酸化炭素を捕獲して媒
体から二酸化炭素を抽出するときに、バルブを用いて、空気のフロー、プロセス熱のフロ
ーおよび基板から離れた二酸化炭素のフローを生成する手段を入れ替えてもよい。
 
【０１７３】
　[00154]基板に向けられた空気が基板を通過して流動できるように、基板２００２およ
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び３００１（図１７～１８および２２～２４において）は多孔質である。基板が空気抽出
位置（例えば、図１７Ａにおいて基板２００２の位置）に存在する場合、二酸化炭素を含
む空気は（例えば点線で示されるファン７０４によって）基板に向けられ、そこで空気の
フローが基板を通過するときに二酸化炭素が媒体と接触して実質的に空気から除去される
ようになる。従って二酸化炭素を含む空気が、基板に向けられ基板を通過すると、二酸化
炭素が媒体と接触した状態になりその媒体によって二酸化炭素が実質的に空気から除去さ
れるようになり、続いて二酸化炭素が実質的に除去された空気は基板から離れるように方
向付けられる。基板を炭素抽出位置に移動させる場合（例えば、２００６と表示された基
板の位置）、プロセス熱は、飽和蒸気の形態で基板に向けられ（例えば図１７Ｂにおいて
は２００５）、媒体から除去された二酸化炭素を基板から抜き出すセパレーター３００９
（図１７Ａの場合）で、または、それに隣接したところで、導管７１０（図７）中に配置
された吸引ソースによって二酸化炭素は（図７において、矢印７０８で示された方向の）
残った全ての水蒸気と共に除去される。
 
【０１７４】
　[00155]２つの物理的な位置の間で基板を移動させるのではなく、当業者には容易に理
解できるものと予想されるが、空気から二酸化炭素を捕獲して媒体から二酸化炭素を抽出
するときに、空気のフロー、プロセス熱のフロー、ならびに基板への二酸化炭素のフロー
および基板から離れた二酸化炭素のフローを生成するための導管を切り換えてもよい。
【０１７５】
　[00156]注目すべきことに、上述の本発明の形態全てにおいて、空気からの二酸化炭素
の除去は、ＣＯ２抽出段階によって完全にアミン基が飽和しないように、すなわち吸着媒
体が平衡状態に達しないように行ってもよい。それにより、サイクル時間をより短くする
ことができ、さらに、長いプロセス稼動時間にわたって、アミンがその平衡飽和点に達す
ると吸着速度が比較的遅くなるために、より短いサイクル時間を用いることによって大気
からのＣＯ２抽出がより効果的になる可能性がある。
【０１７６】
　[00157]図１０ａ～１０ｆおよび１０ｈ、ならびに図２２ｆ、図２３ａ、２３ｂ、およ
び、図２４ａ～２４ｃで示された垂直エレベーターの概念
　これらの図は、本発明の原理に従ってＣＯ２を含む空気から二酸化炭素を捕獲してプロ
セス熱の水蒸気を用いてストリッピングするシステムをさらに強化するエレベーターおよ
びチャンバー構造と設計を示す概略図である。さらに、再生段階がより低い位置の場合に
、エレベーターを垂直に動かすことによって、上面から支えられている配列の質量によっ
て、ボックスがそれ自身で密封されるようになる。
【０１７７】
　[00158]具体的に言えば、これらの図面において長方形の二酸化炭素捕獲構造１０００
、３０００が説明されており、これは、本明細書において説明されているような吸着剤構
造３００１を有しており、このような吸着剤構造は、ＣＯ２を含む空気と接触して空気か
ら二酸化炭素を捕獲する位置間で移動することができる。長方形の吸着剤構造３００１は
、空気のフローに垂直な方向に厚さと比較して大きい面積を有しており、実質的に水平の
ＣＯ２を含む空気のフローに対して垂直に並べられる。二酸化炭素吸着剤捕獲構造３００
１は、固形の非多孔質の上部部材１００２、３００２（これは、好ましくは固体金属プレ
ートである）；上部部材および底部部材３００２、３００３の間に保持される吸着剤構造
３００１を含む。また底部部材は、ストリッピング／再生チャンバーからの空気の押し出
しにおいて補助的機能を有するため、固形のプレート３００３であってもよい（これは、
好ましくは固体金属プレートである）。吸着剤構造３００１がＣＯ２を含む空気のストリ
ーム中に配置される場合、吸着剤構造３００１が、一連の排気ファン３０１０または卓越
風によってその大きい面積を有する面を通過するように方向付けられたＣＯ２を含む空気
ストリームに晒される；吸着剤構造を通過する空気から吸着剤が二酸化炭素を捕獲する。
高度に多孔質の吸着剤構造３００１、１００４によって、大きい表面積と低い圧力損失が
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もたらされる。
【０１７８】
　[00159]吸着剤が空気から望ましい量の二酸化炭素を捕獲したら、その空気のフローは
、必要に応じて封鎖してもよい。空気が吸着剤を通過して流れる間に、吸着剤構造３００
１からの排気は、実質的に二酸化炭素が枯渇した状態である（二酸化炭素の約９５％が除
去されていることが好ましい）。当然のことながら、ある種の状況において捕獲およびス
トリッピングチャンバーの相対的に垂直な配置を反対にしてもよいが、地表よりも高い位
置でより多くの混合がなされることから、一般的には捕獲ユニットが上部にあるほうが好
ましい。
【０１７９】
　[00160]続いて、再生位置において、吸着剤構造３００１は、（好ましくは、本明細書
でさらに説明されているようにコジェネレーションシステムおよびプロセスから出た）プ
ロセス熱のフローによって加熱される。上述したように、プロセス熱は、好ましくは熱交
換器を介して飽和蒸気に変換され、この飽和蒸気は空気が排気された後に下方の密封チャ
ンバーに入り、上述したように熱と水蒸気との複合的な作用により吸着剤からＣＯ２をス
トリッピングして除去する。再生ボックス１０１４が（好ましくは本明細書において説明
される「水蒸気ストリッピング」プロセスによって）加熱されると、吸着剤構造から凝集
されていない水蒸気と共に二酸化炭素が分離され分離チャンバーに抽出され、そこで残っ
た全ての液状の水が除去され、より多くの水蒸気が冷却されるにつれて凝集するようにな
る。続いて精製した二酸化炭素は、要求に応じて使用してもよいし、または、加圧して封
鎖してもよい。吸着剤構造３００１から二酸化炭素がストリッピングされて、密封したチ
ャンバーから抽出されたら、一連の図２３ａ～ｃで示したように、かつ図１７Ａ－Ｂおよ
び１８Ａ－Ｂで模式的に示したように、このようにして再生した吸着剤構造を上向きに移
動させてＣＯ２捕獲位置に戻す。
【０１８０】
　[00161]図１０ｂ－１、２は、図１０ａに示された構造および技術の代替例を図式的に
示した図である。あるいは、一対の二酸化炭素捕獲構造１０００を上側の位置と下側の位
置との間で移動させてもよく、そのようにすることで、上側の位置における二酸化炭素捕
獲構造によって二酸化炭素を含む空気から二酸化炭素が除去され、下側の再生またはスト
リッピング位置に存在する吸着剤構造から二酸化炭素が除去されるようになる。これら２
種の吸着剤構造はまた、それらが上下に動く際に互いに釣り合いおもりとしても作用する
ことができる。
【０１８１】
　水蒸気ストリッピング
　ａ．水蒸気ストリッピングプロセスについて考察される２つの技術がある。好ましい技
術は、「水蒸気のみを用いた水蒸気ストリッピング」と称される。
【０１８２】
　ｂ．注目すべきことに、吸着剤層を上昇させて吸着位置に戻す前に、吸着剤層を気化冷
却する追加の工程を行うことによって、空気中の酸素が高温で吸着剤と接触部する際の分
解の危険を減少させると予想される。これは、十分強いポンプを用いてストリッピングチ
ャンバーから排気し、その結果生じたより低い圧力で少なくとも一部の凝集した水蒸気を
気化させることによりその潜熱を除去し、結果的に吸着剤モノリスを冷却させることによ
って達成される。
【０１８３】
　[00162]水蒸気ストリッピングは、上述したように、添付された図１７～２３に関して
前述した方式で行われると予想される。
　[00163]
一般的に、吸着剤構造を形成する吸着剤は、低い（周囲）温度および濃度でＣＯ２を吸着
（捕獲）し、それより高温および高濃度（のプロセス熱の水蒸気）で再生するという能力
を特徴とする（なぜなら吸着剤構造によって捕獲されたＣＯ２は、ストリッピングが起こ
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る際に高いＣＯ２濃度になると予想されるためである）。ＣＯ２を含む空気中のＣＯ２濃
度は、排ガス（大気中のＣＯ２存在に関する主な要因である）中のＣＯ２濃度よりも３０
０分の１の規模で低い。周囲温度で（例えば多くの気候において約２０℃で）ＣＯ２を含
む空気のストリームからＣＯ２を捕獲することができる；および、上述の水蒸気ストリッ
ピングプロセスで用いられる水蒸気の温度は、ラングミュア等温式またはラングミュア吸
着等温式（これらは当業者によく知られている）に基づいて約１００～１２０℃の温度で
ある。空気捕獲中の吸着剤構造の温度は高すぎてはいけないが、好ましくはＣＯ２が捕獲
されるときは比較的低い周囲温度を保つべきである。他の観点からも、上記吸着剤によっ
て達成することができるＣＯ２吸着量は、例えば周知のラングミュア等温式で説明されて
いるように温度上昇により減少すると予想される。従って、吸着材は好ましくはアミンで
あるが、多様な気候に応じて、本発明のシステムおよびプロセスが用いられると予想され
る捕獲および再生サイクルそれぞれで回収される正味のＣＯ２が最適化されるように特定
のアミン材料またはその他の適切な吸着剤を適宜変えることができる。
【０１８４】
　コジェネレーションおよびプロセス熱
　[00164]上記で説明したように、本発明によれば、プロセス熱を用いて、本明細書にお
いて説明される「水蒸気ストリッピング」プロセスおよびシステムで用いられる水蒸気を
提供することができ、それにより吸着剤構造からＣＯ２を除去して吸着剤構造を再生する
ことができる。また、コジェネレーションプロセスおよびシステムによってプロセス熱を
提供することも好ましく、このような場合、一次プロセス（例えば石油化学プラント、公
益施設など）は、本発明のシステムに直接提供され、吸着剤構造からＣＯ２を除去して吸
着剤構造を再生するのに用いられる水蒸気を生産する。
【０１８５】
　[00165]発電所のような工業プラントや石油化学プラントは、大量の水蒸気を生成する
。水蒸気が生成する圧力が高ければ高いほど達成することができる熱効率も高くなり、コ
ジェネレーションシステムの使用（ガスタービンによって発電する場合、タービンからの
熱いガスを用いてより多くの水蒸気を生成する）も、本発明の原理に基づくＣＯ２の捕獲
システムおよびプロセスの全体的な熱効率を改善する。
【０１８６】
　[00166]石油化学産業において、ポンプおよび圧縮機のための電気やタービンによる推
進力、塔のリボイラーに必要な温度および予熱効率などを様々に組み合わせることによっ
て水蒸気システムを多様に設計できる。これらは、生成した水蒸気の量だけでなく、水蒸
気がプロセスに供給される際の圧力レベルの数にも影響を与える。これらの条件を考慮す
ると、「典型的な」石油化学系の水蒸気システムの設計は、大型のボイラーおよびコジェ
ネレーション施設で超高圧（ＶＨＰ）で生成した水蒸気を含む。このＶＨＰ水蒸気は、モ
ーターまたは圧縮機を駆動させるのに用いられるタービンを通過すると、より低い圧力で
排気としての水蒸気が生じる。次の水蒸気レベルはＨＰおよびＭＰであり、これらは、抽
気タービンから提供されるか、または、主要なＶＨＰ水蒸気からの直接的な減衰によって
も提供される。最終的な水蒸気レベルはＬＰであり、これは、タービンから出た水蒸気に
よって、および、直接の減衰によって提供される。それぞれの水蒸気レベルにおいて様々
な使用者に向けた水蒸気が提供され、余剰の水蒸気は全て次の水蒸気レベルに受け渡され
る。従ってＬＰ水蒸気は、比較的高い水蒸気レベルでは有効に使用することができない水
蒸気を全てを受け継ぐ。石油化学系施設において、水蒸気システムは柔軟でなければなら
なず、プロセスのセクションが変れば、それに応じてオフラインであったり、または、始
動状態、停止状態であることもあり、または、時期が異なれば設計時の速度よりも速度が
低いこともあるということを認識することが重要である。ここが、一つの目的のために発
電するのに水蒸気しか使用しない商用電力プラントとは異なる点である。
【０１８７】
　[00167]水蒸気の価値は圧力レベルによって決まる。ベースとなるＶＨＰ水蒸気のコス
トは、生成にかかる資本および運転費用によって固定されている。それゆえに、水蒸気が
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タービンを通過して稼動させた後に水蒸気の圧力が減少すると、追加の電気を生産するに
は効果が低くなり、水蒸気の価値も減少する。
【０１８８】
　吸着剤の特徴
　[00168]ここで提唱されている吸着剤構造からＣＯ２を放出させるために雰囲気圧で過
熱蒸気を利用する場合、典型的な大型の石油化学系施設にとっては以下の利点があるとみ
られる：
　ａ．本発明に関して提唱されている水蒸気レベル（２～１０ｐｓｉｇ）、必要な水蒸気
のコストは、典型的な施設の場合は極めて低いと予想されるが、これは、利用可能なＬＰ
水蒸気の量に応じて施設ごとに様々であると予想される。
【０１８９】
　ｂ．およそ６０ｐｓｉｇでの水蒸気ストリッピングを必要とする従来の排ガス捕獲シス
テムにおけるアミンシステムと比べると、本発明において用いられる水蒸気のコストはそ
れよりもかなり低い。加えて、利用可能な６０ｐｓｉｇの十分な供給が見込めない可能性
が高いこと、および、余分なＶＨＰ水蒸気の生成が起こる可能性が高いこともあり得る。
そのため、ＶＨＰ水蒸気の全費用を支払うか、または、パワーを回復させるために追加の
タービンを取り付けるか（ただしこれはかなりの資本コストを要するであろう）のいずれ
かが必要となり、６０ｐｓｉｇの水蒸気のコストを上昇させると予想される。
【０１９０】
　[00169]ほとんどの発電所において、水蒸気の供給は低圧のタービンから抽出されて、
システムへの供給水を加熱する。この抽出された水蒸気は、電気と産業熱のコジェネレー
ションに提供されるのと同様に、ここで提唱されている本発明のプロセスでの吸着剤構造
からＣＯ２を除去するための使用に適していると予想される。電気およびＣＯ２のコジェ
ネレーションにおいて、本発明のこの実施態様で説明されているように、極めて低い圧力
を使用することが可能であり（大気圧を超える２ｌｂ、および、約１０５℃の温度）、さ
らに、用いられるプロセス熱は水蒸気の潜熱のみであり、実質的に１００℃の凝集物がボ
イラーに戻されるために、凝集物を戻してボイラーを加熱することができる。電気および
産業熱のコジェネレーションでは生産される電気は少ないが生成した熱を有用なエネルギ
ーに利用する全体の熱効率を３５～４０％から８５～９５％に上昇させる。従って、低温
および低圧の水蒸気（通常は１２０℃、大気圧よりも高い２ｌｂの水蒸気）についてはす
ぐ近くで使用することが好ましい。電気およびＣＯ２捕獲のコジェネレーションにおいて
、低温および低圧の水蒸気を使用するために十分に近い施設を配置してもよく；および、
さらに低い圧力および温度の水蒸気を使用して、プロセス熱の水蒸気ループ中で熱い凝集
物を再循環させて戻しボイラーを加熱できるようにすることによって、発電、すなわち水
蒸気のコストに与える影響を最小化することができる。
【０１９１】
　周囲空気と排ガスとの混合に関する追加の見解
　[00170]排ガスから二酸化炭素を捕獲しないで周囲空気のみから二酸化炭素を捕獲する
本発明の能力に加えて、本発明の原理は、ＣＯ２を含む空気と（例えば化石燃料プラント
からの）排ガスとの組み合わせからのＣＯ２除去を強化してより効率的にするために新規
で有用な方式で適用することができる。比較的大きい体積比（例えば９７～９９％）のＣ
Ｏ２を含む空気を、比較的小さい体積の排ガス（好ましくは約３％以下の排ガス、および
、より好ましくは２％以下の排ガス）と混合する。排ガスは比較的高濃度のＣＯ２を含む
ため、排ガス中のＣＯ２によって十分な量のＣＯ２が空気に添加された流体ストリームを
生産することにより、混成ガスからのＣＯ２除去にかかるコストを抑えることができ、さ
らにＣＯ２を含む空気が排ガスを冷却するという点でも利点がある。このような混成ガス
ストリームを生産するために本発明の原理を適用すれば、上述した本発明のプロセスを特
に効率的にすると考えられる。ＣＯ２を比較的大きい体積比で含む混成空気中のＣＯ２は
、本発明のパラダイムの基本概念によればそれでもなお比較的低濃度である；少量の排ガ
スによって流体ストリーム中のＣＯ２濃度を増加させることができ、本出願人によるプロ
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セスも周囲の流体ストリームからＣＯ２を除去する方式でよりいっそうコスト効果が高く
なる。同時に、混成ガスによって、吸着剤の温度が、発明のプロセスが吸着剤としてアミ
ンを用いた場合に最も効率的となる温度範囲内にとどまるように、大量の周囲空気によっ
て排ガスが冷却される。
【０１９２】
　[00171]図２５および図２６に排ガスと空気とを混合する有用な方法の例を示す。図２
５で示されるように、周囲空気のフローに排ガス３０３１の噴射が注入され、混合物が形
成されたら、図２２で示されるように一連のファンを通過する。図２６において、具体的
な設計が示されており、ここで排ガスは、中心に配置されたパイプ３０３５を通り、中央
の排ガス注入口の周りを取り囲む複数の孔を有することを特徴とする同軸のリング型ヘッ
ダーを通過した空気ストリームに向かって注入される。再度この混合物は、吸着剤に入る
前にさらに混合するためにファンを通過する。このケースにおいて、当然ながら、ファン
は、空気を吸着剤構造を通って抜き出す排気ファンとして作用しない。
【０１９３】
　まとめ
　[00172]従って、図１０ａ～１０ｈおよび図１７～２３の構造および技術を参照すれば
、二酸化炭素を含む空気は、二酸化炭素と吸着または結合して空気から二酸化炭素を除去
することができる吸着剤を有する垂直に並べられた二酸化炭素捕獲構造１０００、２００
２を通過するように方向付けられる。炭素捕獲が完了したら、垂直に並べられた二酸化炭
素捕獲構造を、再生ボックス１０１４、２００６に向かって降下させ、そこでプロセス熱
を二酸化炭素捕獲構造に向かわせて、吸着剤から二酸化炭素を分離して吸着剤を再生させ
る。二酸化炭素捕獲構造１０００、２００２を周囲温度付近に冷却した後に、二酸化炭素
を含む空気のフローと同じライン上の位置に再生ボックスから選択的に上昇させて、再生
した吸着剤が二酸化炭素を含む空気のフローから二酸化炭素を吸着または捕獲するのに引
き続き使用できるようにする。加えて、本発明は、図１１ａ、１１ｂの構造および技術を
用いて行うことができ、ここで二酸化炭素除去チャンバー１１０４に吸着剤を有する多孔
質粒子のフローが選択的に供給される；空気は、二酸化炭素捕獲チャンバー中の粒子を通
過するように方向付けられ、それにより吸着剤によって二酸化炭素が吸収または捕獲され
るようになる。二酸化炭素捕獲が完了したら、粒子は二酸化炭素ストリッピング／再生チ
ャンバー１１０６に向けられ、ここで粒子によって担持された吸着剤から二酸化炭素を分
離して吸着剤を再生するのにプロセス熱が用いられる。続いて再生した吸着剤を含む粒子
は、粒子の供給ソースに戻るよう方向付けられ、再生した吸着剤を含む粒子を空気から二
酸化炭素を吸着または捕獲するのに再使用できるようになる。
【０１９４】
　[00173]さらにその上、本発明の原理は、（体積が）少量の排ガスをＣＯ２を含む空気
のフローに添加することによるＣＯ２捕獲方法において用いることができる。このような
空気中のＣＯ２濃度は、何も添加されていないＣＯ２を含む空気のフロー中のＣＯ２濃度
と比較して有意に高くなり、このような流体フローが空気中のＣＯ２を捕獲する吸着剤構
造を通過する。
【０１９５】
　[00174]前述の開示を考慮すれば、本発明の原理に従って、周知であるかまたは周知に
なると予想され、本発明を行うにあたり有用であると予想されるが、それ自身は本発明の
一部ではない様々な従来の工程および構成要素の使用を含む、流体から二酸化炭素を除去
する様々な他の方法が当業者には明白であると考えられる。本発明の範囲は、以下の請求
項で請求される本発明の範囲に従う。
（１）　二酸化炭素を含む空気から二酸化炭素を除去して濃縮する方法であって、該方法
は、二酸化炭素を含む空気のフローを、二酸化炭素を吸着するかまたは解放できるように
結合して空気から二酸化炭素を除去することができる吸着剤を含む二酸化炭素捕獲構造を
通過するように方向付けること（ここで該吸着剤は、二酸化炭素が固体塊の表面上で吸着
剤に吸着または結合できるように、多孔質の固体塊の表面上に担持されている）；プロセ
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ス熱を二酸化炭素を含む捕獲構造に方向付けて、二酸化炭素を吸着剤からより濃縮した形
態のＣＯ２で分離して、吸着剤を再生すること；および、再生した吸着剤が追加の二酸化
炭素を含む空気のフローから追加の二酸化炭素を吸着または結合させて追加の二酸化炭素
が除去されるように、他の二酸化炭素を含む空気のフローを再生した二酸化炭素捕獲構造
通過するように方向付けること；を含む、上記方法。
（２）　前記二酸化炭素を含む空気のフローが、除去チャンバーを通過するように方向付
けられ、前記プロセス熱が、再生チャンバー中で二酸化炭素を含む捕獲構造に方向付けら
れ；および、前記方法はさらに、二酸化炭素を含む捕獲構造を除去チャンバーと再生チャ
ンバーとの間で交互に移動させることを含む、（１）に記載の方法。
（３）　前記二酸化炭素を含む捕獲構造が、除去チャンバーと再生チャンバーとの間で垂
直に移動し、再生チャンバーは、二酸化炭素を含む捕獲構造が再生チャンバー中にあると
きに密閉することができる、（２）に記載の方法。
（４）　前記除去チャンバーに流れ込む空気が、実質的に周囲温度である、（２）に記載
の方法。
（５）　前記空気が、除去チャンバーに入る前に、二酸化炭素を含む排ガスと低い比率で
混合される、（２）に記載の方法。
（６）　前記空気が、排ガスと２５体積％以下で混合される、（５）に記載の方法。
（７）　前記空気が、排ガスと５体積％以下で混合され、ここで該排ガスは、炭化水素の
燃焼から生じた煙道ガスである、（６）に記載の方法。
（８）　前記プロセス熱が二酸化炭素を含む捕獲構造に方向付けられる前に、再生チャン
バー中の二酸化炭素を含む捕獲構造からまず空気が除去される、（２）に記載の方法。
（９）　前記二酸化炭素を含む捕獲構造を再生した後、捕獲構造は冷却されてから除去チ
ャンバーに戻される、（８）に記載の方法。
（１０）　前記プロセス熱が、飽和蒸気の形態で、１３０℃以下の温度で二酸化炭素を含
む捕獲構造に方向付けられる、（２）に記載の方法。
（１１）　前記飽和蒸気が、約１０５℃～１２０℃の温度である、（１０）に記載の方法
。
（１２）　前記捕獲構造を通過した後に除去チャンバーから出る空気中のＣＯ２濃度を測
定することにより、いつ捕獲構造を除去チャンバーから再生チャンバーに移動させるかを
決定する、（２）に記載の方法。
（１３）　前記吸着剤がＣＯ２で完全に飽和する前に、捕獲構造を再生チャンバーに移動
させる、（１２）に記載の方法。
（１４）　前記捕獲構造を通過した後に再生チャンバーから出る水蒸気中のＣＯ２濃度を
測定することにより、いつ捕獲構造を再生チャンバーから移動させるかを決定する、（１
２）に記載の方法。
（１５）　前記吸着剤から全てのＣＯ２がストリッピングされる前に、捕獲構造を再生チ
ャンバーから移動させる、（１４）に記載の方法。
（１６）　前記捕獲構造を通過した後に除去チャンバーから出たＣＯ２および水蒸気を冷
却し凝集させることによりＣＯ２から水を分離して、高純度のＣＯ２を得る、（２）に記
載の方法。
（１７）　炭素を含む燃料を燃焼させることにより一次生産プロセスに熱エネルギーを提
供して、使用に適したプロセス熱を生成する工程（ここで前記一次プロセスは、プロセス
熱を伴う１種またはそれより多くの排ガスを放出し、ここで前記排ガスは、実質的に周囲
空気よりも高い温度であり、実質的に周囲空気よりも高い二酸化炭素濃度を有する）；排
ガスからの前記プロセス熱の一部を利用して飽和蒸気をコジェネレーションする工程；前
記排ガスから望ましくない成分を除去して、処理済の排ガスを生産する工程；処理済の排
ガスの一部を前記周囲空気と混合して、混合物中の二酸化炭素濃度が５パーセント未満に
なるように処理済の排ガスを低率で含む空気との混合物を作製する工程；をさらに含む、
（１６）に記載の方法。
（１８）　前記多孔質の捕獲構造が、複数の高度に多孔質の粒子を含み、ここで各粒子は
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、その孔内に吸着剤を担持する、（１）に記載の方法。
（１９）　前記複数の高度に多孔質の粒子が、除去部位と再生部位との間を移動する移動
層を形成し、ここで各粒子が孔内に吸着剤を担持する基板を構成し、ここでこの粒子で構
成される基板はセラミック材料を含み、吸着剤は第一アミンを含む、（１７）に記載の方
法。
（２０）　前記多孔質の固体塊が、その孔の表面上に流体から二酸化炭素を吸収または結
合することができる二酸化炭素吸着剤を担持する高度に多孔質のモノリス基板を含む、（
１）に記載の方法。
（２１）　前記基板がセラミック材料を含み、前記吸着剤が第一アミンである、（１９）
に記載の方法。
（２２）　前記多孔質の固体塊が、表面全体がアミン部位で形成されたモノリシックなポ
リマー材料を含む、（１９）に記載の方法。
（２３）　二酸化炭素を含む空気から二酸化炭素を除去するためのシステムであって、該
システムは、大きい表面積を有する多孔質の固体塊と、その表面上に分散させた可逆的に
二酸化炭素に吸着または結合することができる吸着剤とを含む、二酸化炭素捕獲構造；二
酸化炭素を含む空気のフローを二酸化炭素捕獲構造に運搬してそこを通過させるための空
気導管；捕獲構造上で二酸化炭素が吸着した吸着剤にプロセス熱を向けて吸着剤から二酸
化炭素をストリッピングするための、高温の流体導管；および、捕獲構造から分離した二
酸化炭素を運び去るための、流体導管；を含む、上記システム。
（２４）　前記多孔質の固体塊が、高度に多孔質のシリカ粒子の層を含み、ここで各粒子
は、表面上に吸着剤を担持している、（２２）に記載のシステム。
（２５）　前記多孔質の固体塊が、表面全体に吸着剤を担持する高度に多孔質のモノリシ
ックなセラミック構造を含む、（２２）に記載のシステム。
（２６）　前記多孔質の固体塊が、垂直に並べられた炭素捕獲構造の形態であり、前記シ
ステムは、流体が流動できるように空気導管と連結された、捕獲構造を入れるための除去
チャンバー；流体が流動できるように高温の流体導管と連結された、捕獲構造を入れるた
めの再生チャンバー；捕獲構造が入ると密閉される再生チャンバー；および、吸着剤フレ
ームを捕獲チャンバーと放出チャンバーとの間で交互に移動させるためのキャリッジ；を
さらに含む、（２２）に記載のシステム。
（２７）　前記高温の流体導管が、飽和蒸気を運搬し、飽和蒸気を再生チャンバーに導入
する前に捕獲構造および再生チャンバーから残留した空気を除去するための圧力手段をさ
らに含む、（２５）に記載のシステム。
（２８）　除去チャンバーから捕獲構造を取り除いたときに測定が行われるように、捕獲
構造と接触させた後に空気のＣＯ２含量を測定するための除去チャンバーの出口に配置さ
れたＣＯ２測定装置、および、水蒸気のフローを止めて再生チャンバーから捕獲構造を取
り除いたときにを測定が行われるように、再生チャンバーの出口に配置されたＣＯ２測定
装置をさらに含む、（２５）に記載のシステム。
（２９）　一対の垂直に並べられた炭素捕獲構造を含み、ここで、キャリッジが、このよ
うな垂直に並べられた炭素捕獲構造を連続して除去チャンバーと再生チャンバーとに交互
に移動させ、それと共に一対の垂直に並べられた炭素捕獲構造のうち一方を逆方向に移動
させることにより、このような垂直に並べられた炭素捕獲構造の一方がプロセス熱で加熱
されて、吸着剤からこれまでに吸着させた二酸化炭素を分離させて多孔質の支持体上で吸
着剤が再生させる際に、他方の炭素捕獲構造が空気からＣＯ２を吸着する除去チャンバー
中に存在するようにする、（２６）に記載のシステム。
（３０）　炭素捕獲構造に二酸化炭素を含む空気を交互に且つ連続的に通過させ、続いて
炭素捕獲構造にプロセス熱を通過させることにより、吸着剤から二酸化炭素を分離させて
吸着剤を再生するように設計して適応させた、自動的に稼動するバルブシステムを含む、
（２３）に記載のシステム。
（３１）　生成された使用に適した廃棄プロセス熱を用いて一次生産プロセスにエネルギ
ーを提供することにより周囲空気から二酸化炭素を捕獲するためのシステムであって、前
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記一次プロセスから１種またはそれより多くの排ガスの排熱が放出され、ここで前記シス
テムは：熱交換器ハードウェア；プロセス熱を前記一次プロセスから前記熱交換器ハード
ウェアに運搬するための導管（ここで前記運搬されたプロセス熱は、前記排ガスの熱から
実質的に独立していることを特徴とする）；飽和蒸気をコジェネレーションするために前
記運搬されたプロセス熱の一部を利用するボイラー；吸着剤を担持する吸着剤フレーム；
二酸化炭素捕獲チャンバー（該捕獲チャンバーにおいて周囲空気と接触する）；二酸化炭
素放出チャンバー；吸着剤フレームを捕獲チャンバーと放出チャンバーとの間で交互に移
動させるためのキャリッジ；前記放出チャンバーから空気を除去して、吸着剤フレームか
ら放出された加圧された二酸化炭素を除去するためのポンプ；および、加圧された二酸化
炭素を保存するための貯蔵手段；を組み合わせて含む、（２３）に記載のシステム。
（３２）　周囲条件下で周囲空気から二酸化炭素を捕獲する方法であって、該方法は：コ
ジェネレーションによって得られた使用に適したプロセス熱を用いて一次生産プロセスに
エネルギーを提供する工程；前記一次プロセスからのコジェネレーションによって得られ
たプロセス熱を適用して、雰囲気圧で過熱された水蒸気をコジェネレーションする工程；
吸着剤を捕獲段階とストリッピング／再生システム段階とに交互に繰り返して晒す工程（
ここでこれらの段階は：捕獲段階の間、吸着剤が周囲空気から二酸化炭素を捕獲してＣＯ

２を含む吸着剤が形成されるように吸着剤を周囲空気のフローに晒すこと；このようにし
て捕獲された二酸化炭素が吸着剤からストリッピングされるように、再生相にいる間にＣ
Ｏ２を含む吸着剤をコジェネレーションした水蒸気に晒すこと；を含む）を含む、上記方
法。
（３３）　周囲空気から二酸化炭素を捕獲するためであり、ここで前記方法は：処理済の
排ガスの少なくとも一部を周囲空気と混合して５％以下の排ガスを含む空気－排ガスブレ
ンドを形成すること；および、二酸化炭素と排出された水との混合物から水を分離して、
より濃縮した二酸化炭素ガスを得て、再生チャンバーからＣＯ２を排気すること；再生チ
ャンバー内で吸着剤構造を冷却すること；および、冷却した吸着剤構造を再生チャンバー
から空気－排ガスブレンドと再度接触させる位置に移動させること；および、吸着剤構造
をＣＯ２豊富なガスを吸着させる位置と再生チャンバーとの間で交互に移動させて、ＣＯ

２を吸着して吸着剤を再生するサイクルを循環させること；をさらに含む、（３２）に記
載の方法。
（３４）　捕獲位置に入る二酸化炭素濃度と捕獲位置から出る二酸化炭素濃度とを感知す
る工程をさらに含む、（３３）に記載の方法。
（３５）　前記再生チャンバー内の二酸化炭素濃度を感知する工程をさらに含む、（３３
）に記載の方法。
（３６）　周囲空気および排ガスから二酸化炭素を捕獲するためであり、前記方法はさら
に：処理済の排ガスの少なくとも一部を周囲空気と混合して、２５体積％以下の排ガスを
含む空気－排ガスブレンドを形成すること、を組み合わせて含む、（３３）に記載の方法
。
【符号の説明】
【０１９６】
　　１　従来技術の大気から二酸化炭素を除去するためのシステム
　　２　本発明に従って大気から二酸化炭素を除去するためのシステム
　　１０　太陽光集熱器
　　２０　任意の補充エネルギー源
　　３０　発電機
　　４０　空気抽出システム
　　４２　空気抽出システム
　　５０　回収システム
　　２０００、２００２　ライン
　　２００３１　ライン
　　２００３２　ライン
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　　２００３３　ライン
　　４１　空気接触装置
　　４３　苛性化装置
　　４５　石灰消和装置
　　４７　か焼炉
　　４９　捕獲ユニット
　　２０１４　ライン
　　１００　本発明に係る大気から二酸化炭素を除去するためのシステム
　　１１０　再生可能エネルギー源
　　２０１６１、２０１６２、２０１６３、２０１６４、２０１９　ライン
　　１３０　発電機
　　１４２　空気抽出システム
　　１５０　回収システム
　　１４２　空気抽出システム
　　２０１７　ライン
　　６００、６０２　基板
　　６０４　ファン
　　６０６　流体導管
　　６０８　矢印
　　６１０　吸引ソース
　　７００、７０２　基板
　　７０４　ファン
　　７０６　流体導管
　　７０８　矢印
　　７１０　吸引ソース
　　９１２　太陽熱利用塔またはチムニー
　　９１３　スカート
　　９００、９０２　基板
　　８００　吸着剤
　　８１４　空気抽出ゾーン
　　８００　基板
　　８１６　炭素抽出ゾーン
　　８１８　熱交換ゾーン
　　８１４　抽出ゾーン
　　１０００　二酸化炭素捕獲構造
　　１００２　上部部材
　　１００４　吸着剤構造
　　２０４９　ファンまたは卓越風
　　１００６　水圧（油圧）シリンダー
　　２０３４、２０５９　ピストンおよびロッド
　　１００８　構造フレーム
　　２０２４、２０４９　二酸化炭素を含む空気のフロー
　　１０１０　ファン
　　１０１４　再生ボックス
　　２０３０、２０２８　冷却水供給（ＣＷＳ）ヘッダー
　　２０２６　貯蔵ヘッダー
　　２０２９　連携器具
　　２０２７　一般的な低圧の水蒸気供給／低圧の水蒸気凝集物のリターン
　　２０３０、２０２８　一般的で汎用の冷却水供給（ＣＷＳ）／冷却水リターン
　　２１００　低圧の水蒸気
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　　２１０５　吸着剤構造
　　２１０８　冷却水
　　２１０６　コンデンサー
　　２１０９　凝集物
　　２０９８　水蒸気
　　２１００　ボイラー
　　１１０６　再生箱
　　１１０４　空気接触容器
　　１１００　供給ソース／貯蔵庫
　　１１０８　リフト構造
　　２００２　基板
　　２００４　ファン
　　２００６　ＣＯ２ストリッピング／再生チャンバー
　　２０２３　排気ポンプ
　　２０１９　水蒸気コジェネレーター
　　２００６　ストリッピングチャンバー
　　２００８　排気導管
　　２０１４　コンプレッサー
　　２０３２　前処理段階
　　２００４　ガスブレンダー
　　２００３　吸着剤構造
　　２００２、３００１　基板
　　２００９　セパレーター
　　７１０　導管
　　３００１　吸着剤構造
　　３００２　底部部材
　　３００３　プレート
　　３０１０　排気ファン
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