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(57)【要約】
　流体流からＡｓ，Ｃｄ，ＨｇおよびＳｅの内の少なく
とも１種類を除去するプロセスにおいて、（Ｉ）複数の
細孔を画成する活性炭基質；硫黄；および流体流からの
Ａｓ，Ｃｓ，ＨｇおよびＳｅの内の少なくとも１種類の
除去を促進するために適合された添加剤を有してなるＡ
群の収着材料の複数のＡ群の粒子を提供する工程であっ
て、この添加剤が活性炭基質の全体に渡り分布している
工程、および（ＩＩ）この流体流をＡ群の収着材料の複
数のＡ群の粒子に接触させる工程を有してなるプロセス
が開示されている。このプロセスは、粉末注入、収着剤
充填床、収着剤流動床、およびそれらのそれらの組合せ
を含み得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体流からＡｓ，Ｃｄ，ＨｇおよびＳｅの内の少なくとも１種類を除去するプロセスで
あって、
　（Ｉ）　複数の細孔を画成する活性炭基質、
　　　　　硫黄、および
　　　　　流体流からのＡｓ，Ｃｄ，ＨｇおよびＳｅの内の少なくとも１種類の除去を促
進するために適合された添加剤、
を含むＡ群の収着材料の複数のＡ群の粒子を提供する工程であって、前記添加剤が、前記
活性炭基質の全体に渡り分布している工程、および
　（ＩＩ）　前記流体流を前記Ａ群の収着材料の複数のＡ群の粒子に接触させる工程、
を有してなるプロセス。
【請求項２】
　前記硫黄が、前記活性炭基質の全体に渡り分布していることを特徴とする請求項１記載
のプロセス。
【請求項３】
　工程（ＩＩ）において、前記複数のＡ群の粒子の少なくとも一部が、収着剤粉末の形態
でＡ群の粒子の導入位置で前記流体流中に導入され、
　前記収着剤粉末のＡ群の粒子が、前記流体流と共に、下流のＡ群の粒子の収集位置まで
移動することができ、
　前記プロセスが、
　（ＩＩＩ）　前記Ａ群の粒子の収集位置で前記収着剤粉末のＡ群の粒子の少なくとも一
部を収集する工程、
を含むことを特徴とする請求項１記載のプロセス。
【請求項４】
　工程（ＩＩＩ）が、
　繊維性粉末収集機、静電集塵機、またはそれらの組合せを使用することによって、前記
収着剤粉末のＡ群の粒子の大半を収集する工程を含むことを特徴とする請求項３記載のプ
ロセス。
【請求項５】
　工程（ＩＩ）において、前記複数のＡ群の粒子の少なくとも一部が収着剤床内に含まれ
ることを特徴とする請求項１記載のプロセス。
【請求項６】
　（Ｉ’）　前記Ａ群の収着材料の組成とは異なる組成を有するＢ群の収着材料の複数の
Ｂ群の粒子を提供する工程、および
　（ＩＩ’）　前記流体流を前記Ｂ群の収着材料の複数のＢ群の粒子に接触させる工程、
をさらに含むことを特徴とする請求項１記載のプロセス。
【請求項７】
　前記Ａ群の収着材料において、前記添加剤が、（ｉ）アルカリ金属およびアルカリ土類
金属のハロゲン化物、酸化物および水酸化物；（ｉｉ）貴金属およびその化合物；（ｉｉ
ｉ）バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ニオブ、モリ
ブデン、銀、タングステンおよびランタノイド元素の酸化物、硫化物および塩；および（
ｉｖ）（ｉ）、（ｉｉ）および（ｉｉｉ）の内の２つ以上の組合せおよび混合物：から選
択されることを特徴とする請求項１記載のプロセス。
【請求項８】
　前記Ａ群の収着材料において、前記添加剤が、（ｉ）マンガンの酸化物、硫化物および
塩；（ｉｉ）鉄の酸化物、硫化物および塩；（ｉｉｉ）（ｉ）とＫＩの組合せ；（ｉｖ）
（ｉｉ）とＫＩの組合せ；および（ｖ）（ｉ）、（ｉｉ）、（ｉｉｉ）および（ｉｖ）の
内の任意の２つ以上の組合せおよび混合物：から選択されることを特徴とする請求項１記
載のプロセス。
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【請求項９】
　複数の細孔を画成する活性炭基質；硫黄；および流体流からのＡｓ，Ｃｄ，Ｈｇおよび
Ｓｅの内の少なくとも１種類の除去を促進するように適合された添加剤を含む収着材料で
あって、前記添加剤が前記活性炭基質の全体に渡り分布している収着材料の粒子を製造す
るプロセスであって、
　（ａ）　炭素源材料、硫黄源材料、添加剤源材料および随意的な充填材料を含む複数の
バッチ混合物粒子を提供する工程であって、前記添加剤源材料が前記粒子中に実質的に均
一に分布している工程、
　（ｂ）　前記バッチ混合物粒子をＯ2欠乏雰囲気内で高温炭化温度に曝露することによ
って、該バッチ混合物粒子を炭化して、炭化したバッチ混合体を得る工程、および
　（ｃ）　前記炭化したバッチ混合物粒子をＣＯ2および／またはＨ2Ｏ含有雰囲気内で高
温活性化温度で活性化させる工程、
を含むプロセス。
【請求項１０】
　工程（ａ）が、
　（ａ１）　炭素源材料、硫黄源材料、添加剤源材料および随意的な充填材料を混合して
、実質的に均一な混合物を得る工程、
　（ａ２）　前記混合物から湿った粒子を形成する工程、および
　（ａ３）　前記湿った粒子を乾燥させて、乾燥したバッチ混合物粒子を得る工程、
を含むことを特徴とする請求項９記載のプロセス。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の説明】
【０００１】
　本出願は、ここに引用する、２００７年８月２９日に出願された米国仮特許出願第６０
／９６６６５７号への優先権の恩恵を主張するものである。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、流体流から毒性金属を除去するプロセスおよび毒性元素を除去するそのよう
なプロセスのための収着剤(sorbent)粒子を製造するプロセスに関する。特に、本発明は
、毒性元素を含む流体流を、活性炭と硫黄を含み、ガス流などの流体流から毒性元素を除
去できる収着材料の粒子と接触させる工程を有してなる毒性元素除去プロセス、および空
気乾燥法によりそのような収着材料の粒子を製造するプロセスに関する。本発明は、例え
ば、炭素の燃焼から生じる燃焼排ガスから水銀を除去するのに有用である。
【背景技術】
【０００３】
　水銀は、地球上の汚染物質であり、かつ自然の条件下で潜在的に毒性である種（例えば
、メチル水銀）に転換され得る汚染物質である。大気中に排出された水銀は、地球に堆積
する前に、数千キロメートルも移動し得る。大気からの水銀は排出源の近くの区域に堆積
し得ることが研究により示されている。人間、特に子供が水銀を摂取すると、様々な健康
問題を生じ得る。
【０００４】
　石炭火力発電所および医療廃棄物や都市ゴミの焼却が、大気への水銀排出に関連する人
間の活動の大元である。毎年、米国で石炭火力発電所から排出される水銀は４８トンであ
ると推測されている。しかしながら、これまで、適切な費用で利用できる、特に、水銀元
素の排出低減のための、効果的な水銀排出低減技術はない。
【０００５】
　水銀元素並びに酸化された水銀を制限する見込みのある最新技術は活性炭注入（ＡＣＩ
）である。ＡＣＩプロセスは、活性炭粉末を燃焼排ガス流中に注入し、繊維性フィルタ（
ＦＦ）または静電集塵機（ＥＳＰ）を用いて、水銀を吸着した活性炭粉末を収集する各工
程を含む。一般に、活性炭粉末材料の性能により制限される、ＡＣＩ技術では、所望の水
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銀除去レベル（＞９０％）を達成するために高い炭素対Ｈｇ比が必要であり、この結果、
収着材料の費用が高くなってしまう。この高い炭素対Ｈｇ比は、従来の活性炭材料を使用
したＡＣＩ技術では、炭素粉末の水銀収着能力を効率的に利用していないことを示唆して
いる。
【０００６】
　水溶性（酸化された）水銀は、高濃度のＳＯ2およびＨＣｌを含む歴青炭中の主な水銀
種であるので、歴青炭の火力発電所は、ＮＯｘおよび／またはＳＯ2制御技術と組み合わ
せて洗浄装置を使用して、９０％の水銀を除去できるであろう。水銀排出低減は、粒状物
質排出低減の同時利益として達成できる。キレート剤を洗浄装置に加えて、水銀が再度排
出されるのを防いでもよい。しかしながら、キレート剤は、金属洗浄装置の腐食とキレー
ト溶液の処理の問題のために、費用がかかる。しかしながら、水銀元素は、歴青炭や褐炭
の燃焼排ガスにおける主な水銀源であり、洗浄装置は、その系に追加の化学物質を加えな
い限り、水銀元素の除去にとっては効果的ではない。従来技術には、水銀の除去を支援す
るためにガス流に様々な化学物質を添加することが開示されている。しかしながら、燃焼
排ガス系中に追加の潜在的に環境に有害な物質を添加することは望ましくない。
【０００７】
　石炭のガス化において生成される合成ガスなどのある産業用ガスは、水銀に加え、ヒ素
、カドミウムおよびセレンなどの毒性元素を含有する可能性がある。合成ガスが産業用途
および／または住居用途に供給される前に、これらの毒性元素の全てを実質的に除去する
ことが極めて望ましい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　燃焼排ガスおよび合成ガスなどの流体流から水銀および／または他の毒性元素を高容量
で除去できる収着材料および／またはプロセスが本当に必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　したがって、本発明において、流体流からＡｓ，Ｃｄ，ＨｇおよびＳｅの内の少なくと
も１種類を除去するプロセスであって、
　（Ｉ）　複数の細孔を画成する活性炭基質、
　　　　　硫黄、および
　　　　　流体流からのＡｓ，Ｃｄ，ＨｇおよびＳｅの内の少なくとも１種類の除去を促
進するために適合された添加剤、
を含むＡ群の収着材料の複数のＡ群の粒子を提供する工程であって、この添加剤が、活性
炭基質の全体に渡り分布している工程、および
　（ＩＩ）　流体流を複数のＡ群の粒子に接触させる工程、
を有してなるプロセスが提供される。
【００１０】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、工程（Ｉ）は、
　（Ｉ．１）　Ａ群の収着材料から実質的になる、少なくとも１ｍｍ3の公称容積を有す
る前駆収着体を提供する工程、および
　（Ｉ．２）　前駆収着体を粉砕して、複数のＡ群の粒子を形成する工程、
を含む。
【００１１】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、工程（Ｉ．１）で、前駆収着体において
、硫黄が活性炭基質の全体に渡り分布している。
【００１２】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、工程（Ｉ．１）で、前駆収着体において
、添加剤が活性炭基質中に実質的に均一に分布している。
【００１３】
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　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、工程（Ｉ．１）で、前駆収着体において
、硫黄が活性炭基質中に実質的に均一に分布している。
【００１４】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、工程（Ｉ．１）は、以下の工程：
　（Ａ）　炭素源材料、硫黄源材料、添加剤源材料および随意的な充填材料を含むバッチ
混合材料から形成されたバッチ混合体を提供する工程であって、添加剤源材料がこの混合
体中に実質的に均一に分布している工程、
　（Ｂ）　このバッチ混合体をＯ2欠乏雰囲気内で高温炭化温度に曝露することによって
、バッチ混合体を炭化する工程、および
　（Ｃ）　炭化したバッチ混合体をＣＯ2および／またはＨ2Ｏ含有雰囲気内で高温活性化
温度で活性化させる工程、
を含む。
【００１５】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、工程（Ｉ）は、以下の工程：
　（ａ）　炭素源材料、硫黄源材料、添加剤源材料および随意的な充填材料を含む複数の
バッチ混合物粒子を提供する工程であって、添加剤源材料がこの粒子中に実質的に均一に
分布している工程、
　（ｂ）　このバッチ混合物粒子をＯ2欠乏雰囲気内で高温炭化温度に曝露することによ
って、バッチ混合物粒子を炭化する工程、および
　（ｃ）　炭化したバッチ混合物粒子をＣＯ2および／またはＨ2Ｏ含有雰囲気内で高温活
性化温度で活性化させる工程、
を含む。
【００１６】
　直ぐ上に記載された本発明の実施の形態のある特別な実施の形態によれば、工程（ａ）
は、
　（ａ１）　炭素源材料、硫黄源材料、添加剤源材料および随意的な充填材料を混合して
、実質的に均一な混合物を得る工程、
　（ａ２）　この混合物から湿った粒子を形成する工程、および
　（ａ３）　湿った粒子を乾燥させて、乾燥したバッチ混合物粒子を得る工程、
を含む。
【００１７】
　本発明のプロセスのある実施の形態（以後、「粉末の実施の形態」と称する）によれば
、
　工程（ＩＩ）において、複数のＡ群の粒子の少なくとも一部が、収着剤粉末の形態でＡ
群の粒子の導入位置で流体流中に導入され、
　収着剤粉末のＡ群の粒子が、流体流と共に、下流のＡ群の粒子の収集位置まで移動でき
、
　前記プロセスが、
　（ＩＩＩ）　Ａ群の粒子の収集位置で収着剤粉末のＡ群の粒子の少なくとも一部を収集
する工程、
をさらに含む。
【００１８】
　先の工程（ＩＩＩ）を含む本発明の粉末の実施の形態のある特別な実施の形態によれば
、収着剤粉末の複数のＡ群の粒子は実質的に同じ組成を有する。
【００１９】
　先の工程（ＩＩＩ）を含む本発明のプロセスの実施の形態のある実施の形態によれば、
工程（ＩＩＩ）は、繊維性フィルタ粉末収集機、静電集塵機、およびそれらの組合せを使
用することにより、収着剤粉末のＡ群の粒子の大半を収集する工程を含む。
【００２０】
　先の工程（ＩＩＩ）を含む本発明のプロセスの実施の形態によれば、収着剤粉末のＡ群
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の粒子は、１から２００μｍに及ぶ、ある実施の形態において５から１００μｍに及ぶ、
ある他の実施の形態において５から３０μｍに及ぶ平均粒径を有する。
【００２１】
　本発明のプロセスのある実施の形態（以後、「収着剤床の実施の形態」と称する）によ
れば、工程（ＩＩ）において、複数のＡ群の粒子の少なくとも一部が収着剤床を形成する
。ある特別な実施の形態において、収着剤床は収着剤充填床である。ある他の特別な実施
の形態において、収着剤床は収着剤流動床である。ある他の特別な実施の形態において、
収着剤床は、収着剤充填床と収着剤流動床の組合せである。
【００２２】
　本発明のプロセスの収着剤床の実施の形態のある特別な実施の形態によれば、収着剤床
中に含まれる複数のＡ群の粒子は、実質的に同じ組成を有する。
【００２３】
　工程（ＩＩ）において、複数のＡ群の粒子の少なくとも一部が収着剤充填床中に含まれ
ている、本発明のプロセスのある実施の形態によれば、収着剤充填床中に含まれる複数の
Ａ群の粒子は、５から１０００μｍに及ぶ、ある実施の形態において１０から２００μｍ
に及ぶ、ある他の実施の形態において１０から１００μｍに及ぶ平均粒径を有する。
【００２４】
　工程（ＩＩ）において、複数のＡ群の粒子の少なくとも一部が収着剤流動床中に含まれ
ている、本発明のプロセスのある実施の形態によれば、収着剤流動床中に含まれる複数の
Ａ群の粒子は、１から２００μｍに及ぶ、ある実施の形態において１から１００μｍに及
ぶ、ある他の実施の形態において１から５０μｍに及ぶ、ある他の実施の形態において１
から２０μｍに及ぶ平均粒径を有する。
【００２５】
　本発明のプロセスのある実施の形態（以後、「収着剤床と粉末の組合せの実施の形態」
と称する）によれば、
　工程（ＩＩ）において、複数のＡ群の粒子の一部が収着剤床中に含まれ、
　工程（ＩＩ）において、複数のＡ群の粒子の一部が、収着剤粉末の形態でＡ群の粒子の
導入位置で流体流中に導入され、
　収着剤粉末のＡ群の粒子が、流体流と共に、下流のＡ群の粒子の収集位置まで移動する
ことができ、
　前記プロセスが、
　（ＩＩＩ）　Ａ群の粒子の収集位置で収着剤粉末のＡ群の粒子の少なくとも一部を収集
する工程、
を含む。
【００２６】
　本発明のプロセスの収着剤と粉末の組合せの実施の形態のある特別な実施の形態によれ
ば、収着剤床は収着剤流動床である。他の特別な実施の形態において、収着剤床は収着剤
充填床である。
【００２７】
　本発明のプロセスの収着剤と粉末の組合せの実施の形態のある特別な実施の形態によれ
ば、収着剤粉末のＡ群の粒子の収集位置は、収着剤床に対して上流であり、ある他の実施
の形態によれば、収着剤粉末のＡ群の粒子の収集位置は、収着剤床に対して下流である。
【００２８】
　本発明のプロセスの収着剤と粉末の組合せの実施の形態のある特別な実施の形態によれ
ば、収着剤粉末のＡ群の粒子は実質的に同じ組成を有し、収着剤床中に含まれるＡ群の粒
子は実質的に同じ組成を有する。
【００２９】
　本発明のプロセスの収着剤と粉末の組合せの実施の形態のある特別な実施の形態によれ
ば、収着剤粉末のＡ群の粒子および収着剤床中に含まれるＡ群の粒子は、実質的に同じ組
成を有する。
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【００３０】
　本発明のプロセスの収着剤と粉末の組合せの実施の形態のある特別な実施の形態によれ
ば、収着剤粉末のＡ群の粒子および収着剤床中に含まれるＡ群の粒子は、実質的に異なる
組成を有する。
【００３１】
　本発明のプロセスのある実施の形態（以後、「複合の実施の形態」と称する）によれば
、このプロセスは、
　（Ｉ’）　Ａ群の収着材料の組成とは異なる組成を有するＢ群の収着材料の複数のＢ群
の粒子を提供する工程、および
　（ＩＩ’）　流体流をＢ群の収着材料の複数のＢ群の粒子に接触させる工程、
を含む。
【００３２】
　本発明のプロセスの複合の実施の形態のある特別な実施の形態によれば、Ｂ群の収着材
料は、複数の細孔を画成する活性炭基質を含み、硫黄を実質的に含まない。
【００３３】
　本発明のプロセスの複合の実施の形態のある特別な実施の形態によれば、Ｂ群の収着材
料は、複数の細孔を画成する活性炭基質を含み、Ａ群の収着材料中に含まれる添加剤を実
質的に含まない。
【００３４】
　本発明のプロセスの複合の実施の形態のある特別な実施の形態によれば、Ｂ群の収着材
料は、活性炭から実質的になる。
【００３５】
　本発明のプロセスの複合の実施の形態のある特別な実施の形態によれば、
　工程（ＩＩ）において、複数のＡ群の粒子の少なくとも一部は収着剤床中に含まれ、
　工程（ＩＩ’）において、複数のＢ群の粒子の少なくとも一部は、収着剤粉末の形態で
Ｂ群の粒子の導入位置で流体流中に導入され、
　収着剤粉末のＢ群の粒子は、流体流と共に、下流のＢ群の粒子の収集位置まで移動する
ことができ、
　前記プロセスは、
　（ＩＩＩ’）　収着剤粉末のＢ群の粒子の少なくとも一部をＢ群の粒子の収集位置で収
集する工程、
をさらに含む。
【００３６】
　本発明のプロセスの複合の実施の形態のある特別な実施の形態によれば、
　工程（ＩＩ’）において、複数のＢ群の粒子の少なくとも一部は収着剤床中に含まれ、
　工程（ＩＩ）において、複数のＡ群の粒子の少なくとも一部は、収着剤粉末の形態でＡ
群の粒子の導入位置で流体流中に導入され、
　収着剤粉末のＡ群の粒子は、流体流と共に、下流のＡ群の粒子の収集位置まで移動する
ことができ、
　前記プロセスは、
　（ＩＩＩ）　収着剤粉末のＡ群の粒子の少なくとも一部をＢ群の粒子の収集位置で収集
する工程、
をさらに含む。
【００３７】
　本発明のプロセスの複合の実施の形態のある特別な実施の形態によれば、工程（ＩＩ）
および（ＩＩ’）は、少なくとも部分的に同時に行われる。
【００３８】
　本発明のプロセスの複合の実施の形態のある実施の形態によれば、工程（ＩＩＩ）およ
び（ＩＩＩ’）は、少なくとも部分的に同じ位置で、少なくとも部分的に同時に行われる
。
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【００３９】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、硫黄は、Ａ群の収着材料の活性炭基質の
全体に渡り分布している。
【００４０】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、添加剤は、Ａ群の収着材料の活性炭基質
中に実質的に均一に分布している。
【００４１】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、硫黄は、Ａ群の収着材料の活性炭基質中
に実質的に均一に分布している。
【００４２】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料において、硫黄の少なく
とも一部が、Ｈｇと化学結合できる状態で存在している。ある特別な実施の形態では、Ａ
群の収着材料において、細孔の壁の表面上にある硫黄の少なくとも１０％が、ＸＰＳによ
り測定した場合、実質的にゼロ価である。
【００４３】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料において、添加剤は：（
ｉ）アルカリ金属およびアルカリ土類金属のハロゲン化物、酸化物および水酸化物；（ｉ
ｉ）貴金属およびその化合物；（ｉｉｉ）バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト
、ニッケル、銅、亜鉛、ニオブ、モリブデン、銀、タングステンおよびランタノイド元素
の酸化物、硫化物および塩；および（ｉｖ）（ｉ）、（ｉｉ）および（ｉｉｉ）の内の２
つ以上の組合せおよび混合物：から選択される。
【００４４】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料において、添加剤は：（
ｉ）マンガンの酸化物、硫化物および塩；（ｉｉ）鉄の酸化物、硫化物および塩；（ｉｉ
ｉ）（ｉ）とＫＩの組合せ；（ｉｖ）（ｉｉ）とＫＩの組合せ；および（ｖ）（ｉ）、（
ｉｉ）、（ｉｉｉ）および（ｉｖ）の内の任意の２つ以上の組合せおよび混合物：から選
択される。
【００４５】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料はアルカリ土類水酸化物
を含む。
【００４６】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料は、少なくとも９１質量
％の活性炭、硫黄および添加剤を含む。
【００４７】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料は、５０質量％から９７
質量％の炭素を含む。
【００４８】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料は、１質量％から２０質
量％の硫黄を含む。
【００４９】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料は、１質量％から２５質
量％の添加剤を含む。
【００５０】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料は、ＲＦＧ１に関して少
なくとも９１％の初期Ｈｇ除去効率を有する。
【００５１】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料は、ＲＦＧ２に関して少
なくとも９１％の初期Ｈｇ除去効率を有する。
【００５２】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料は、ＲＦＧ３に関して少



(9) JP 2010-537805 A 2010.12.9

10

20

30

40

50

なくとも９１％の初期Ｈｇ除去効率を有する。
【００５３】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料は、ＲＦＧ１に関して少
なくとも０．１０ｍｇ／ｇのＨｇ除去容量(removal capacity)を有する。
【００５４】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料は、ＲＦＧ２に関して少
なくとも０．１０ｍｇ／ｇのＨｇ除去容量を有する。
【００５５】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料は、ＲＦＧ３に関して少
なくとも０．１０ｍｇ／ｇのＨｇ除去容量を有する。
【００５６】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、流体流は、水銀を含むガス流であり、流
体流中の水銀の少なくとも１０モル％が元素状態にある。
【００５７】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、流体流は、水銀を含むガス流であり、流
体流中の水銀の少なくとも５０モル％が元素状態にある。
【００５８】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、流体流は、水銀および５０体積ｐｐｍ未
満のＨＣｌを含むガス流である。
【００５９】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、流体流は、水銀および少なくとも３体積
ｐｐｍのＳＯ3を含むガス流である。
【００６０】
　本発明のプロセスのある実施の形態によれば、流体流は、水銀および少なくとも３体積
ｐｐｍのＳＯ3を含むガス流である。
【００６１】
　本発明の第２の態様によれば、複数の細孔を画成する活性炭基質；硫黄；および流体流
からのＡｓ，Ｃｄ，ＨｇおよびＳｅの内の少なくとも１種類の除去を促進するように適合
された添加剤を含む収着材料であって、この添加剤が活性炭基質の全体に渡り分布するも
のである収着材料の粒子を製造するプロセスであって、
　（ａ）　炭素源材料、硫黄源材料、添加剤源材料および随意的な充填材料を含む複数の
バッチ混合物粒子を提供する工程であって、添加剤源材料がこの粒子中に実質的に均一に
分布している工程、
　（ｂ）　このバッチ混合物粒子をＯ2欠乏雰囲気内で高温炭化温度に曝露することによ
って、バッチ混合物粒子を炭化して、炭化したバッチ混合物粒子を得る工程、および
　（ｃ）　この炭化したバッチ混合物粒子をＣＯ2および／またはＨ2Ｏ含有雰囲気内で高
温活性化温度で活性化させる工程、
を含むプロセスが提供される。
【００６２】
　本発明の第２の態様のプロセスのある実施の形態によれば、工程（ａ）は、
　（ａ１）　炭素源材料、硫黄源材料、添加剤源材料および随意的な充填材料を混合して
、実質的に均一な混合物を得る工程、
　（ａ２）　この混合物から湿った粒子を形成する工程、および
　（ａ３）　湿った粒子を乾燥させて、乾燥したバッチ混合物粒子を得る工程、
を含む。
【００６３】
　本発明のある実施の形態は、以下の利点の内の１つ以上を有する。第１に、このプロセ
スのある実施の形態は、非常に高い初期Ｈｇ除去効率および非常に高いＨｇ除去容量を有
し得る。第２に、本発明のプロセスのある実施の形態は、酸化した水銀だけでなく、水銀
元素の収着にも効果的であり得る。さらに、本発明のある実施の形態によるプロセスは、
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高濃度および低濃度のＨＣｌを含む燃焼排ガスから水銀を同様に除去するのに効果的であ
り得る。第４に、本発明のある実施の形態によるプロセスは、高濃度のＳＯ3を含む燃焼
排ガスから水銀を除去するのに効果的であり得る。最後だからと言って重要ではないとい
うことでなく、本発明のプロセスのある実施の形態によるプロセスは、既存のＡＣＩ設備
を有する石炭燃焼火力発電所により従来のように利用できる。
【００６４】
　本発明の追加の特徴と利点は、以下の詳細な説明に述べられており、一部は、その説明
から当業者には容易に明らかであるか、またはその記載の説明と特許請求の範囲、並びに
添付の図面に記載されたように本発明を実施することによって認識されるであろう。
【００６５】
　先の一般的な説明および以下の詳細な説明は、本発明の単なる例示であり、特許請求の
範囲に記載された本発明の性質および特徴を理解する上での概要または構成を提供するこ
とが意図されているのが理解されよう。
【００６６】
　添付の図面は、本発明をさらに理解するために含まれており、本明細書に包含され、そ
の一部を構成する。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明によるその場で押し出された添加剤を含む収着剤のテストサンプルおよび
含浸添加剤を含むがその場で押し出された添加剤は含まない収着剤の水銀除去容量を、長
期間に亘り比較したグラフ
【図２】様々な入口水銀濃度での、本発明のある実施の形態による収着体の入口水銀濃度
（ＣＨｇ０）および出口水銀濃度（ＣＨｇ１）を示すグラフ
【図３】その場で押し出された添加剤を含む本発明による前駆収着体の断面の一部のＳＥ
Ｍ画像
【図４】後で活性化した含浸添加剤を含む比較の収着体の断面の一部のＳＥＭ画像
【図５】本発明のプロセスのある実施の形態を実施する装置の構成を示す概略図
【発明を実施するための形態】
【００６８】
　別記しない限り、成分の質量パーセント、寸法、および明細書と特許請求の範囲に用い
られるある物理的性質の値を表すものなどの全ての数は、全ての例において「約」という
用語により修飾されていると理解すべきである。明細書および特許請求の範囲に用いられ
る正確な数値は、本発明の別の実施の形態を形成することも理解すべきである。実施例に
おいて開示された数値の精度を確実にするために努力してきた。しかしながら、どの測定
した数値も、それぞれの測定技法に見られる標準誤差から生じるある程度の誤差を本質的
に含み得る。
【００６９】
　ここに用いたように、本発明を記載し、請求する上で、単数形の使用は「少なくとも１
つ」を意味し、そうではないと明白に示されていない限り、「たった１つ」に制限される
べきではない。それゆえ、例えば、「水銀含有化合物」の参照は、文脈が明らかにそうで
はないと示していない限り、そのような水銀含有化合物を２種類以上有する実施の形態を
含む。
【００７０】
　ここに用いたように、成分の「質量％」または「質量パーセント」は、具体的にそうで
はないと述べられていない限り、その成分が含まれる組成物または物品の総質量に基づく
。ここに用いたように、全てのパーセントは、別記しない限り、質量によるものである。
ガスに関する全てのｐｐｍは、別記しない限り、体積によるものである。
【００７１】
　本出願において、収着体および／または収着材料中に存在する各元素は、別記しない限
り、任意の酸化状態での任意のそのような元素を含む集合体で称される。それゆえ、ここ
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に用いたように「硫黄」は、特に、元素の硫黄（０）、硫酸塩（＋６）、亜硫酸塩（＋４
）、および硫化物（－２）を含む全ての酸化状態での硫黄元素を含む。それゆえ、硫黄の
パーセントは、材料中の硫黄の総量を計算する目的のために、他の酸化状態にある任意の
硫黄が元素状態に転化された、元素の硫黄に基づいて計算される。添加剤のパーセントは
、材料中の添加剤の総量を計算する目的のために、他の酸化状態にある任意の金属が元素
状態に転化された、元素の金属に基づいて計算される。
【００７２】
　「その場で押し出された」とは、硫黄および／または添加剤などの関連材料が、その源
材料の少なくとも一部をバッチ混合材料中に含ませることによって押出体中に導入され、
よって、その押出体がその中に源材料を含むことを意味する。
【００７３】
　本発明のプロセスに使用すべき収着体のＡ群の粒子は、様々なその場の製造プロセスを
使用することにより、またはペレット、ハニカムおよび他のモノリスなどのより大きな前
駆収着体を粉砕することにより、所望の粒径と粒径分布を有するＡ群の粒子として直接製
造されるであろう。前駆収着体は、本発明のプロセスの様々な実施の形態に使用すべきＡ
群の粒子として、実質的に同じ化学組成および全体の気孔率などの重要な物理的性質を有
することが望ましい。それゆえ、Ａ群の粒子の組成および物理的性質の特徴付けは、粒子
自体に対して、または前駆収着体に対して行ってもよい。
【００７４】
　本発明の収着体、Ａ群の収着材料の粒子、または押出バッチ混合体、もしくはバッチ混
合材料の断面に渡る硫黄、添加剤または他の材料の分布は、以下に限られないが、マイク
ロプローブ、ＸＰＳ（Ｘ線光電子分光法）、および質量分析と組み合わされたレーザアブ
レーションを含む、様々な技法により測定することができる。
【００７５】
　前駆収着体、粒子、または他の物体のある平断面におけるある材料（例えば、硫黄、添
加剤など）の分布を特徴付けるための方法論を以下に説明する。この方法論は、本出願に
おいて「分布特徴付け法」と称される。
【００７６】
　総断面が５００μｍ×５００μｍより大きい場合、少なくとも５００μｍ×５００μｍ
の断面の複数の標的テスト面積が選択される。全断面が、５００μｍ×５００μｍ以下で
ある場合、１つの標的テスト面積となる。標的テスト面積の総数はｐ（正の整数）である
。
【００７７】
　各標的テスト面積は、マス目によって多数の別個の２０μｍ×２０μｍの区域に分割さ
れる。４０μｍ2以上の有効面積（以下に定義される）を有する区域のみが検討され、４
０μｍ2未満の有効面積を有する区画は、以下のデータ処理において切り捨てられる。そ
れゆえ、標的テスト面積の全ての正方形のサンプル区域の総有効面積（ＡＴＥ）は：
【数１】

【００７８】
であり、ここで、ａｅ（ｉ）は、区域ｉの有効面積であり、ｎは、ａｅ（ｉ）≧４０μｍ
2である場合、標的テスト面積における正方形のサンプル区域の総数である。平方マイク
ロメートルで表される個々の正方形区域の面積ａｅ（ｉ）は、以下のように計算される：

【数２】

【００７９】
ここで、ａｖ（ｉ）は、正方形区域ｉ内の１０μｍ2より大きい任意の空隙、細孔または
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自由空間の平方マイクロメートルで表された総面積である。
【００８０】
　各正方形区域ｉは、硫黄に関する単位有効面積当たりの硫黄原子のモル数、または添加
剤の場合には、他の関連材料のモル数で換算された平均濃度Ｃ（ｉ）を有するものと測定
される。次いで、全てのＣ（ｉ）（ｉ＝１からｎ）を降順で列記して、ＣＯＮ（１）がｎ
個の区域全ての中で最高のＣ（ｉ）であり、ＣＯＮ（ｎ）がｎ個の区域全ての中で最低の
Ｃ（ｉ）である、順序ＣＯＮ（１）、ＣＯＮ（２）、ＣＯＮ（３）、・・・ＣＯＮ（ｎ）
を形成する。最高濃度を有する標的テスト面積におけるｎ個の区域全ての５％の算術平均
がＣＯＮ（ｍａｘ）である。それゆえ：
【数３】

【００８１】
ここで、ＩＮＴ（０．０５ｘｎ）が、０．０５ｘｎ以上の最小の整数である。ここに用い
たように、演算子「ＩＮＴ（Ｘ）」が、Ｘ以上の最小の整数を与える。
【００８２】
　最低濃度を有する標的テスト面積におけるｎ個の区域全ての５％の算術平均がＣＯＮ（
ｍｉｎ）である。それゆえ：
【数４】

【００８３】
　標的テスト面積の算術平均濃度はＣＯＮ（ａｖ）である。それゆえ：
【数５】

【００８４】
　次いで、ｐ個の標的テスト面積の全てに関して、全てのＣＯＮ（ａｖ）（ｋ）（ｋ＝１
からｐ）を降順で列記して、ＣＯＮＡＶ（１）がｐ個の標的テスト面積全ての中で最高の
ＣＯＮ（ａｖ）（ｋ）であり、ＣＯＮＡＶ（ｐ）がｐ個の標的テスト面積全ての中で最低
のＣＯＮ（ａｖ）（ｋ）である、順序ＣＯＮＡＶ（１）、ＣＯＮＡＶ（２）、ＣＯＮＡＶ
（３）、・・・ＣＯＮＡＶ（ｐ）を形成する。ｐ個の標的テスト面積の全ての算術平均濃
度はＣＯＮＡＶ（ａｖ）である。それゆえ：
【数６】

【００８５】
　関連材料が、収着体、または活性炭基質、もしくは収着材料の全体に渡り分布している
、本発明のプロセスのある実施の形態において、粒子、前駆収着体、またはその両方とし
て使用できるあるＡ群の収着材料において、各標的テスト面積において、その分布は以下
の特徴：ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦３０、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（
ａｖ）≦３０を有することが望ましい。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／
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ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦２０、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦２０が望ましい。
ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦１５、およびＣＯＮ
（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１５が望ましい。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（
ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦１０、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１０が望
ましい。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦５、および
ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦５が望ましい。ある他の実施の形態において、ＣＯ
Ｎ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦３、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦３が望
ましい。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦２、および
ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦２が望ましい。
【００８６】
　本出願による物体または材料において「均一な分布」を有するように「均一に分布」す
べきある材料または成分について、分布特徴付け法によるその分布は、以下を満たす：各
標的テスト面積において、全てのＣＯＮ（ｍ）について、０．１ｎ≦ｍ≦０．９ｎ；０．
５≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦２。ある実施の形態において、０．６≦ＣＯＮ（ｍ
）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．７が望ましい。ある他の実施の形態において、０．７≦ＣＯＮ
（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．４が望ましい。ある他の実施の形態において、０．８≦Ｃ
ＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．２が望ましい。ある他の実施の形態において、０．９
≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．１が望ましい。ある実施の形態において、全ての
ＣＯＮ（ｍ）について、０．０５ｎ≦ｍ≦０．９５ｎ；０．５≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（
ａｖ）≦２、ある実施の形態において、０．６≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．７
。ある他の実施の形態において、０．７≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．４が望ま
しい。ある他の実施の形態において、０．８≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．２が
望ましい。ある他の実施の形態において、０．９≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．
１が望ましい。各個々の標的テスト面積に関してこの段落において先に挙げた特徴の内の
任意の１つに加え、本発明のプロセスのある実施の形態にとって有用な物体（前駆収着体
、押出混合体、粒子など）および材料のある実施の形態において、ｐ個の標的テスト面積
の全てに関する関連材料（例えば、硫黄、添加剤など）の分布は以下の特徴を有する：全
てのＣＯＮＡＶ（ｋ）について、０．１ｐ≦ｋ≦０．９ｐ；０．５≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／
ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦２、ある実施の形態において、０．６≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮ
ＡＶ（ａｖ）≦１．７。ある他の実施の形態において、０．７≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯ
ＮＡＶ（ａｖ）≦１．４が望ましい。ある他の実施の形態において、０．８≦ＣＯＮＡＶ
（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．２が望ましい。ある他の実施の形態において、０．９
≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．１が望ましい。ある他の実施の形態にお
いて、０．９５≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．０５が望ましい。ある実
施の形態において、全てのＣＯＮＡＶ（ｋ）について、０．０５ｐ≦ｋ≦０．９５ｐ；０
．５≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦２、ある実施の形態において、０．６≦
ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．７。ある他の実施の形態において、０．７
≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．４が望ましい。ある他の実施の形態にお
いて、０．８≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．２が望ましい。ある他の実
施の形態において、０．９≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．１が望ましい
。ある他の実施の形態において、０．９５≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１
．０５が望ましい。
【００８７】
　ある実施の形態において、Ａ群の収着材料の粒子は、燃焼排ガス流の経路のある位置（
Ａ群の粒子の導入位置）で石炭燃焼火力発電所の蒸気発生器の燃焼排ガス流などの、流体
流中に注入され、パイプライン内で燃焼排ガスと共に移動し、次いで、下流の位置（Ａ群
の粒子の収集位置）で収集することができる。この実施の形態は、Ａ群の収着材料の粒子
が、従来の活性炭粉末よりも高い初期Ｈｇ除去効率および高いＨｇ除去容量を有すること
が違うだけで、プロセスの実施に関して従来のＡＣＩ技術に似ている。Ａ群の収着材料の
粒子は、搬送ガスと共に燃焼排ガス流中に注入しても差し支えない。パイプライン内の移
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動中、粒子は、燃焼排ガスと混ざり合い、Ｈｇ，Ａｓ，ＣｄおよびＳｅなどの毒性金属を
収着する。この粉末の実施の形態に関する粒径は、典型的に、１から２００μｍ、ある実
施の形態において、５から１００μｍ、ある他の実施の形態において、５から３０μｍに
及ぶ。しかしながら、粒子が微細すぎる場合には、それらの粒子は、静電集塵機などの従
来の粉塵収集装置を使用することによって、収集位置で収集することが難しいかもしれな
い。
【００８８】
　ある実施の形態（「収着剤床の実施の形態」）において、Ａ群の収着材料の粒子は、処
理すべき流体流の経路の中程に取り付けられている収着剤床内に収容される。前述したよ
うに、粒子は、流体処理プロセス中に実質的に静止したままであり、それゆえ、この床は
実質的に充填床である。他の実施の形態において、粒子は流動床中に収容される。流動床
において、燃焼排ガス流などの流体流は、中に閉じ込められた粒子が床内で動き、流体流
中で実質的に懸濁されたままでいるように、十分な速度で床に進入する。収着剤充填床に
使用するためのＡ群の粒子は、典型的に、５から１０００μｍに及ぶ、ある実施の形態に
おいて、１０から２００μｍに及ぶ、ある他の実施の形態において、１０から１００μｍ
に及ぶ平均粒径を有する。流動床に使用するためのＡ群の粒子は、典型的に、１から２０
０μｍに及ぶ、ある実施の形態において、１から１００μｍに及ぶ、ある他の実施の形態
において、１から５０μｍに及ぶ、ある他の実施の形態において、１から２０μｍに及ぶ
平均粒径を有する。
【００８９】
　ある他の実施の形態（粉末と収着剤床の組合せの実施の形態）において、Ａ群の粒子の
一部が、粉末の実施の形態におけるように、処理すべき流体流中に注入され、Ａ群の粒子
の一部が、収着剤床の実施の形態におけるように、流動床または充填床などの収着剤床中
に収容される。ある粉末と収着剤床の組合せの実施の形態において、Ａ群の粒子を収容し
閉じ込めた収着剤床は収着剤流動床であることが好ましい。これらの組合せの実施の形態
のいくつかにおいて、収着剤床に閉じ込められずに、パイプライン内を移動するＡ群の粒
子は、収着剤床内に閉じ込められて収容された粒子よりも小さいサイズを有する傾向にあ
る。そのような小さな「飛行(flying)」粒子は、ある実施の形態において、都合よく、収
着剤床を通って移動することができる。飛行粒子が収着剤床を通って移動する場合、粒子
間での衝突が生じ得ると考えられる。また、衝突によって、飛行粒子のいくつかが凝集し
、収着剤床から出る飛行粒子の平均サイズが大きくなると考えられる。このことは、大き
くなった粒子は、静電集塵機などの従来の粉塵収集装置によって、捕捉し、収集し易くな
る傾向にあるという点で都合よいであろう。
【００９０】
　図５は、本発明の粉末と収着剤床の組合せの実施の形態を実施する装置５０１を図示し
ている。この図面において、Ａ群の粒子５０５の流れが、燃焼排ガス流５０３中に注入さ
れる。次いで、この混合物が収着剤の流動床または充填床５０７に進入する。粒子はその
後、静電集塵機５０９によって、下流の収集位置で収集される。清浄になった燃焼排ガス
５１１が静電集塵機５０９から排出される。
【００９１】
　この粉末と収着剤床の組合せの実施の形態において、収着剤床内に収容された粒子と、
収着剤床内に収容されていない粒子は、同じ平均組成を有していても、異なる平均組成を
有していても差し支えない。
【００９２】
　また、Ａ群の粒子を、異なる組成を有するあるＢ群の粒子と共に使用してもよいと考え
られる。例えば、Ｂ群の粒子は、ある実施の形態において、活性炭から実質的になってい
てもよい。Ｂ群の粒子は、Ａ群の収着材料中に含まれる硫黄または添加剤を実質的に含ま
なくてもよい。Ａ群の粒子とＢ群の粒子の両方を使用することにより、潜在的に、プロセ
スの全体のコストが減少し得る。
【００９３】
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　Ａ群の粒子およびＢ群の粒子を、緊密な混合物として使用しても、または流体流の経路
の異なる位置で別々に注入してもよいと推測できる。あるいは、Ａ群の粒子およびＢ群の
粒子を、Ａ群の収着材料のみを用いたプロセスの実施の形態について上述した粉末と収着
剤床の組合せの実施の形態と類似の実施の形態において、飛行粒子（収着剤床内に閉じ込
められたり収容されたりしていない粒子）および固定粒子（収着剤床内に閉じ込められて
収容された粒子）として、またその様々な組合せとして用いても差し支えない。
【００９４】
　本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料は、石炭の燃焼または廃棄物焼却から生じる
燃焼排ガス流もしくは石炭ガス化プロセス中に生成される合成ガスなどの流体流から、水
銀および他の毒性元素を除去するために適合される。上述したように、そのようなガス流
は、どのような除去手法も開始される前に、様々な量の水銀および／またはＡｓ，Ｃｄお
よびＳｅなどの他の毒性原子を含有することが一般に知られている。それらのガス流から
の水銀の除去は、環境上の重大な懸念の内の１つである。水銀は、供給材料（例えば、歴
青炭、亜歴青炭、都市ゴミ、および医療廃棄物）およびプロセス条件に応じて、そのよう
なガス流中に様々な比率で元素状態または酸化状態で存在し得る。
【００９５】
　本発明に有用なＡ群の収着材料は、活性炭基質、硫黄および処理すべき流体流からのヒ
素、カドミウム、水銀および／またはセレンの除去を促進するように適合された添加剤を
含む。この添加剤は金属元素を含む。物理的収着および化学的収着の組合せによって、Ａ
群の収着材料は、元素状態と酸化状態両方の水銀と結合し、捕捉することができると考え
られる。本発明のある実施の形態に有用な収着体および材料は、燃焼排ガス流中の元素状
態の水銀を除去するのに特に効果的である。このことは、水銀元素を除去するのに通常は
それほど効果的ではないある従来技術（従来のＡＣＩ技術などの）と比べて特に有利であ
る。
【００９６】
　本発明に有用な前駆収着体は様々な形状をとってもよい。例えば、前駆収着体は、粉末
、ペレット、注型体、および／または押出モノリスであってよい。本発明に有用な前駆収
着体および粒子は、処理すべき流体流がその中を流動する収着剤固定床内に組み込んでも
よい。ある用途において、特に、発電所における石炭燃焼排ガスまたは石炭ガス化プロセ
スにおいて生成される合成ガスの処理において、ガス流がそこを通過するどの固定床も圧
力降下が低いことが非常に望ましい。この目的のために、固定床内に充填された収着剤粒
子により十分なガスの通路が得られることが望ましい。ある実施の形態において、本発明
のプロセスに有用な前駆収着材料は、多数の通路を有する押出モノリスハニカムの形態に
あることが特に有利である。ハニカムのセル密度は、使用する際に様々な程度の圧力降下
を達成するために、押出プロセス中に調節することができる。ハニカムのセル密度は、あ
る実施の形態において、２５から５００セル／平方インチ（３．８８から７７．５セル／
ｃｍ2）、ある他の実施の形態において、５０から２００セル／平方インチ（７．７５か
ら３１．０セル／ｃｍ2）、およびある他の実施の形態において、５０から１００セル／
平方インチ（７．７５から１５．５セル／ｃｍ2）に及んで差し支えない。ガス流と収着
材料との間のより緊密な接触を可能にするために、ある実施の形態において、通路の一部
を収着体の一端で施栓し、通路の一部を収着体の他端で施栓することが望ましい。ある実
施の形態において、収着体の各端で、施栓された通路および／または未施栓の通路が市松
模様を形成することが望ましい。ある実施の形態において、ある通路が、収着体の一端（
「基準端」と称する）で施栓されるが、反対の端で施栓されない場合、それに最も近い通
路（関連する通路と少なくとも１つの壁を共有する通路）の少なくとも大半（ある他の実
施の形態において、好ましくは全て）が、収着体の基準端ではない他端で施栓されること
が望ましい。様々な使用条件の必要性を満たすために、多数のハニカムを様々な様式で積
み重ねて、様々なサイズ、使用期間などを有する実際の収着剤床を形成しても差し支えな
い。
【００９７】



(16) JP 2010-537805 A 2010.12.9

10

20

30

40

50

　活性炭は、典型的に高い比表面積のために、石炭燃焼火力発電所の燃焼排ガス流から水
銀を除去するために使用されてきた。しかしながら、上述したように、活性炭のみでは、
十分な除去容量を有していない。水銀除去のために硫黄と活性炭の組合せを使用すること
が知られている。そのような組合せにより、水銀の除去容量は、活性炭のみの場合よりも
穏やかに改善されるが、特に固定床内に使用する場合、さらに高い水銀除去効率と容量を
有する収着材料が非常に望ましい。
【００９８】
　ここに用いたように、「活性炭基質」は、本発明にとって有用な収着体、収着材料また
は粉末中の相互接続した炭素原子および／または粒子により形成される網状構造を意味す
る。この基質は、活性炭材料に典型的なように、複数の相互に接続した細孔を画成する壁
構造を備えている。活性炭基質は、硫黄および添加剤と共に、収着体および／または収着
材料の主構造を提供する。その上、活性炭基質中の細孔の大きな累積面積により、水銀収
着が直接行われ得る、またはさらに水銀の収着を促進させる硫黄および添加剤が分布でき
る、複数の部位が提供される。活性炭基質により画成される細孔は、本発明に有用な収着
体または収着材料中に実際に存在する細孔と異なり得ることに留意されたい。活性炭基質
により画成される細孔の一部は、添加剤、硫黄、無機充填剤、およびそれらの組合せと混
合物により充填されてもよい。
【００９９】
　本発明のプロセスのある実施の形態に有用なＡ群の収着材料は、５０質量％から９７質
量％、ある実施の形態において、６０質量％から９７質量％、ある他の実施の形態におい
て、８５質量％から９７質量％の炭素を含む。通常、炭素の濃度が高くなるほど、以下に
詳述するそのような物体を製造するプロセスにより、同じレベルの炭化と活性化で、より
大きい気孔率がもたらされる。
【０１００】
　本発明のプロセスに有用な収着材料において活性炭基質により画成される細孔は、１０
ｎｍ以下の直径を有するナノスケールの細孔、および１０ｎｍより大きい直径を有するマ
イクロスケールの細孔の２つの範疇に分類される。本発明のプロセスに有用な収着材料に
おける細孔径とその分布は、例えば、窒素吸着などの従来技術において利用できる技法を
使用することによって測定できる。ナノスケールの細孔およびマイクロスケールの細孔の
表面の両方が一緒になって、本発明のプロセスに有用な収着材料の全体の高い比表面積を
提供する。本発明のプロセスに有用な収着材料のある実施の形態において、ナノスケール
の細孔の壁面は、収着体および／または収着材料の比表面積の少なくとも５０％を構成す
る。ある他の実施の形態において、ナノスケールの細孔の壁面は、収着体および／または
収着材料の比表面積の少なくとも６０％を構成する。。ある他の実施の形態において、ナ
ノスケールの細孔の壁面は、収着体および／または収着材料の比表面積の少なくとも７０
％を構成する。ある他の実施の形態において、ナノスケールの細孔の壁面は、収着体およ
び／または収着材料の比表面積の少なくとも８０％を構成する。ある他の実施の形態にお
いて、ナノスケールの細孔の壁面は、収着体および／または収着材料の比表面積の少なく
とも９０％を構成する。
【０１０１】
　本発明に有用な収着体および／または収着材料は、大きな比表面積により特徴付けられ
る。本発明のある実施の形態において、収着体および／または収着材料は、５０から２０
００ｍ2／ｇに及ぶ比表面積を有する。ある他の実施の形態において、本発明に有用な収
着体および／または収着材料は、１００から１８００ｍ2／ｇに及ぶ比表面積を有する。
ある他の実施の形態において、本発明に有用な収着体および／または収着材料は、２００
から１５００ｍ2／ｇに及ぶ比表面積を有する。ある他の実施の形態において、本発明に
有用な収着体および／または収着材料は、３００から１２００ｍ2／ｇに及ぶ比表面積を
有する。収着体および／または収着材料のより大きい比表面積により、毒性元素の収着の
ためのより大きく活性部位を材料に提供できる。しかしながら、収着体および／または収
着材料の比表面積が極めて大きい、例えば、２０００ｍ2／ｇより大きい場合、その収着
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体および／または収着材料は極めて多孔質となり、収着体の機械的健全性が損なわれてし
まう。このことは、収着体の強度がある閾値の要件を満たす必要がある用途にとっては望
ましくないかもしれない。
【０１０２】
　先と以下に示すように、本発明のプロセスに有用な収着体および／または収着材料は、
ある量の無機充填材料を含んでもよい。収着体および／または収着材料の高い比表面積を
得るために、無機充填剤が含まれる場合、そのような無機充填剤それ自体が、多孔質であ
り、収着体および／または収着材料の高い比表面積に部分的に寄与することがさらに望ま
しい。それにもかかわらず、前述したように、本発明のプロセスに有用な収着材料の高い
比表面積のほとんどは、活性炭基質の細孔、特にナノスケールの細孔により与えられる。
活性炭の比表面積に匹敵する比表面積を有する無機充填剤は、通常、本発明のプロセスに
有用な収着材料中に含まれるのが難しいかまたは高くつく。したがって、そのような無機
充填剤は、最終的な収着体および／または収着材料にもたらす典型的な機械的補強と共に
、収着体および／または収着材料の全体の比表面積を損なう傾向にある。このことは、あ
る実施の形態においては非常に望ましくないかもしれない。前述したように、収着体およ
び／または収着材料の高い表面積は、通常、毒性元素の収着のためのより多い活性部位（
毒性元素を収着できる炭素部位、毒性元素の収着を促進するか直接収着できる硫黄部位、
および毒性元素を促進できる添加剤部位を含む）を意味する。収着体および／または収着
材料における３つの範疇の活性収着部位が密接に近接していることは、全体の収着容量に
寄与する。多量の無機充填剤を含ませることにより、活性炭基質中の添加剤と硫黄が希釈
され、これら３つの範疇の活性部位の間の全体の平均距離が増す。それゆえ、本発明のプ
ロセスに有用なＡ群の収着材料が、炭素、硫黄含有無機材料および添加剤以外の無機材料
を比較的低いパーセントしか有さないことが望ましい。本発明のプロセスに有用なＡ群の
収着材料のある実施の形態において、材料は、炭素、硫黄含有無機材料および添加剤以外
に、１０質量％未満（ある実施の形態において、８質量％未満、ある他の実施の形態にお
いて、５質量％未満、ある他の実施の形態において、ある他の実施の形態において、３質
量％未満、ある他の実施の形態において、２質量％未満）の無機材料を含むことが望まし
い。
【０１０３】
　Ａ群の収着材料中に含まれる添加剤は、典型的に、金属元素を含む。接触した際の、処
理すべき流体流からの、毒性元素または化合物、特に、水銀、ヒ素、カドミウムまたはセ
レンの除去を促進できる任意の添加剤が、本発明のプロセスに有用な収着材料中に含まれ
て差し支えない。その添加剤は、特に、そのような毒性元素の除去を促進するために、以
下の様式の内の１つ以上で機能できる：（ｉ）毒性元素の一時的または永久的化学収着（
例えば、共有結合および／またはイオン結合により）；（ｉｉ）毒性元素の一時的または
永久的物理収着；（ｉｉｉ）収着材料の他の成分による毒性元素の反応／収着を触発する
；（ｉｖ）毒性元素の周囲雰囲気との反応を触発して、ある形態から別の形態に転化させ
る；（ｖ）収着体および／または収着材料の他の成分により既に収着された毒性元素の捕
捉；および（ｖｉ）毒性元素の活性収着部位への移送の促進。貴金属（Ｒｕ，Ｔｈ，Ｐｄ
，Ａｇ，Ｒｅ，Ｏｓ，Ｉｒ，ＰｔおよびＡｕ）および遷移金属とその化合物が、そのよう
なプロセスを触発するのに効果的であることが知られている。本発明のプロセスに有用な
収着材料中に含ませることのできる添加剤の非限定的例としては、先に挙げた貴金属とそ
の化合物；アルカリおよびアルカリ土類ハロゲン化物、水酸化物または酸化物；並びにバ
ナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ニオブ、モリブデン
、銀、タングステン、およびランタノイド元素の酸化物、硫化物、および塩が挙げられる
。添加剤中の金属原子は、様々な価数であって差し支えない。例えば、添加剤中に鉄が含
まれる場合、鉄は、＋３、＋２または０の価数で、もしくは異なる価数の混合物として存
在してもよく、金属の鉄（０）、ＦｅＯ、Ｆｅ2Ｏ3、Ｆｅ3Ｏ8、ＦｅＳ、ＦｅＣｌ2、Ｆ
ｅＣｌ3、ＦｅＳＯ4などとして存在し得る。別の例として、添加剤中にマンガンが存在す
る場合、マンガンは、＋４、＋２または０の価数で、もしくは異なる価数の混合物として
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存在してもよく、金属のマンガン（０）、ＭｎＯ、ＭｎＯ2、ＭｎＳ、ＭｎＣｌ2、ＭｎＣ
ｌ4、ＭｎＳＯ4などとして存在し得る。
【０１０４】
　本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料のある実施の形態において、有利に含まれる
添加剤は、アルカリハロゲン化物；並びにマンガンおよび鉄の酸化物、硫化物および塩で
ある。本発明に有用な収着体および／または収着材料のある実施の形態において、有利に
含まれる添加剤は、ＫＩと、マンガンの酸化物、硫化物および塩との組合せ；ＫＩと、鉄
の酸化物、硫化物および塩との組合せ；ＫＩと、マンガンおよび鉄の酸化物、硫化物およ
び塩との組合せである。これらの組合せは、水銀、特に、ガス流からの水銀元素を除去す
る上で特に効果的であることが分かった。
【０１０５】
　本発明のある実施の形態によれば、Ａ群の収着材料および／またはその前駆収着体は、
毒性元素の除去を促進するための添加剤として、Ｃａ（ＯＨ）2などのアルカリ土類金属
水酸化物を含む。Ｃａ（ＯＨ）2は、ガス流からのヒ素、カドミウムおよびセレンの除去
を促進するのに特に効果的であり得ることが実験により示されている。
【０１０６】
　本発明に有用なＡ群の収着材料および／またはその前駆収着体中に存在する添加剤の量
は、使用される特定の添加剤、収着体を使用する用途、並びに収着材料の所望の毒性元素
の除去容量および効率に応じて、選択することができる。本発明に有用なＡ群の収着材料
のある実施の形態において、添加剤の量は、材料の総質量の１質量％から２０質量％、あ
る他の実施の形態において、２質量％から１８質量％、ある他の実施の形態において、５
質量％から１５質量％、ある他の実施の形態において、５質量％から１０質量％に及ぶ。
【０１０７】
　本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料中に１種類しか添加剤が存在しない場合、そ
の添加剤は、活性炭基質の全体に渡り分布する。多数の添加剤が存在する場合、それらの
内の少なくとも１種類が、活性炭基質の全体に渡り分布する。「活性炭基質の全体に渡り
分布する」とは、関連する特定の材料（添加剤、硫黄など）が、収着体および／または収
着材料の外面すなわちセル壁上だけではなく、収着体および／または収着材料の奥深くに
も存在することを意味する。それゆえ、特定の添加剤の存在は、例えば、（ｉ）活性炭基
質により画成されるナノスケールの細孔の壁面上にある；（ｉｉ）活性炭基質により画成
されるマイクロスケールの細孔の壁面上にある；（ｉｉｉ）活性炭基質の壁構造内に隠れ
ている；（ｉｖ）活性炭基質の壁構造内に部分的に埋め込まれる；（ｖ）活性炭基質によ
り画成されるある細孔を部分的に充填および／または封鎖する；および（ｖｉ）活性炭基
質により画成されるある細孔を完全に充填および／または封鎖することがあり得る。状況
（ｉｉｉ）、（ｉｖ）、（ｖ）および（ｖｉ）において、添加剤は、実際に、収着体およ
び／または収着材料の細孔の壁構造の一部を形成する。本発明のプロセスに有用な収着材
料のある実施の形態において、多数の添加剤が存在し、その全てが活性炭基質の全体に渡
り分布する。しかしながら、本発明のプロセスに有用な収着材料の全ての実施の形態にお
いて、全ての添加剤が活性炭基質の全体に渡り分布することは必要ではない。それゆえ、
本発明のプロセスに有用な収着材料のある実施の形態において、多数の添加剤が存在し、
それらの内の少なくとも１種類が活性炭基質の全体に渡り分布し、それらの内の少なくと
も１種類が、収着体および／または収着材料の外面および／またはセルの壁面に、および
／または外面および／またはセルの壁面の下の薄層内に主に実質的に分布している。した
がって、ある実施の形態において、添加剤の一部は、炭素または硫黄などの、収着体およ
び／または収着材料の他の成分と化学結合していてもよい。ある他の実施の形態において
、添加剤の一部は、活性炭基質または他の成分と物理的に結合してもよい。さらに他の実
施の形態において、添加剤の一部は、ナノスケールまたはマイクロスケールのサイズを有
する粒子の形態で収着体および／または収着材料中に存在する。
【０１０８】
　本発明に有用な収着体および／または収着材料または他の物体または材料中の添加剤の
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分布は、先に記載した分布特徴付け法によって測定し、特徴付けることができる。本発明
のプロセスに有用なＡ群の収着材料または収着体のある実施の形態において、添加剤の分
布は以下の特徴を有する：各標的テスト面積において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ
）≦３０、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦３０。ある他の実施の形態におい
て、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦２０、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ
）≦２０が望ましい。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）
≦１５、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１５が望ましい。ある他の実施の形
態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦１０、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯ
Ｎ（ａｖ）≦１０が望ましい。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（
ｍｉｎ）≦５、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦５が望ましい。ある他の実施
の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦３、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／Ｃ
ＯＮ（ａｖ）≦３が望ましい。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（
ｍｉｎ）≦２、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦２が望ましい。
【０１０９】
　本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料または収着体のある実施の形態において、少
なくとも１種類の添加剤が、先に記載した分布特徴付け法にしたがって、活性炭基質の全
体に渡って均一に分布している。それゆえ、各標的テスト面積において、全てのＣＯＮ（
ｍ）について、０．１ｎ≦ｍ≦０．９ｎ；０．５≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦２。
ある実施の形態において、０．６≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．７が望ましい。
ある他の実施の形態において、０．７≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．４が望まし
い。ある他の実施の形態において、０．８≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．２が望
ましい。ある他の実施の形態において、０．９≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．１
が望ましい。ある実施の形態において、全てのＣＯＮ（ｍ）について、０．０５ｎ≦ｍ≦
０．９５ｎ；０．５≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦２、ある実施の形態において、０
．６≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．７。ある他の実施の形態において、０．７≦
ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．４が望ましい。ある他の実施の形態において、０．
８≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．２が望ましい。ある他の実施の形態において、
０．９≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．１が望ましい。Ａ群の収着材料および／ま
たはその収着体のある実施の形態において、各個々の標的テスト面積に関してこの段落に
おいて先に記載した特徴の内の任意の１つに加えて、ｐ個の標的テスト面積全てに関する
関連材料（例えば、硫黄、添加剤など）の分布は、以下の特徴を有する：全てのＣＯＮＡ
Ｖ（ｋ）について、０．１ｐ≦ｋ≦０．９ｐ；０．５≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（
ａｖ）≦２、ある実施の形態において、０．６≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）
≦１．７。ある他の実施の形態において、０．７≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ
）≦１．４が望ましい。ある他の実施の形態において、０．８≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯ
ＮＡＶ（ａｖ）≦１．２が望ましい。ある他の実施の形態において、０．９≦ＣＯＮＡＶ
（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．１が望ましい。ある他の実施の形態において、０．９
５≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．０５が望ましい。ある実施の形態にお
いて、全てのＣＯＮＡＶ（ｋ）について、０．０５ｐ≦ｋ≦０．９５ｐ；０．５≦ＣＯＮ
ＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦２、ある実施の形態において、０．６≦ＣＯＮＡＶ（
ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．７。ある他の実施の形態において、０．７≦ＣＯＮＡＶ
（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．４が望ましい。ある他の実施の形態において、０．８
≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．２が望ましい。ある他の実施の形態にお
いて、０．９≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．１が望ましい。ある他の実
施の形態において、０．９５≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．０５が望ま
しい。
【０１１０】
　本発明のある実施の形態において、添加剤は、本発明に有用なＡ群の収着材料および／
またはその前駆収着体のマイクロスケールの細孔の壁面の大部分に存在する。本発明のあ
る他の実施の形態において、添加剤は、マイクロスケールの細孔の壁面の少なくとも７５
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％に存在する。本発明のある他の実施の形態において、添加剤は、マイクロスケールの細
孔の壁面の少なくとも９０％に存在する。本発明のある他の実施の形態において、添加剤
は、マイクロスケールの細孔の壁面の少なくとも９５％に存在する。
【０１１１】
　本発明のある実施の形態において、添加剤は、本発明に有用なＡ群の収着材料および／
またはその前駆収着体のナノスケールの細孔の壁面の少なくとも２０％に存在する。本発
明のある他の実施の形態において、添加剤は、ナノスケールの細孔の壁面の少なくとも３
０％に存在する。本発明のある他の実施の形態において、添加剤は、ナノスケールの細孔
の壁面の少なくとも４０％に存在する。本発明のある他の実施の形態において、添加剤は
、ナノスケールの細孔の壁面の少なくとも５０％に存在する。本発明のある他の実施の形
態において、添加剤は、ナノスケールの細孔の壁面の少なくとも７５％に存在する。本発
明のある他の実施の形態において、添加剤は、ナノスケールの細孔の壁面の少なくとも８
５％に存在する。本発明のある実施の形態において、収着体および／または収着材料の比
表面積の大半は、ナノスケールの細孔の壁面により提供される。これらの実施の形態にお
いて、ナノスケールの細孔の壁面上に高い比率で添加剤が分布していることが望ましい。
【０１１２】
　本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料は硫黄を含む。硫黄は、元素の硫黄（０価）
、硫化物（例えば、－２価）、亜硫酸塩（例えば、＋４価）、硫酸塩（例えば、＋６価）
の形態で存在してよい。硫黄の少なくとも一部は、流体流から除去すべき毒性元素と化学
結合できる価数で存在することが望ましい。この目的のために、硫黄の少なくとも一部が
－２価および／またはゼロ価で存在することが望ましい。硫黄の一部は、活性炭基質の壁
面に化学的または物理的に結合してもよい。硫黄の一部は、硫化物（ＦｅＳ、ＭｎＳ、Ｍ
ｏ2Ｓ3など）の形態で、先に示したような結合剤に化学的または物理的に結合してもよい
。ある実施の形態において、収着体および／または収着材料中の硫黄の少なくとも４０モ
ル％がゼロ価であることが望ましい。ある他の実施の形態において、収着体および／また
は収着材料中の硫黄の少なくとも５０モル％がゼロ価であることが望ましい。ある他の実
施の形態において、収着体および／または収着材料中の硫黄の少なくとも６０モル％がゼ
ロ価であることが望ましい。ある他の実施の形態において、収着体および／または収着材
料中の硫黄の少なくとも７０モル％がゼロ価であることが望ましい。
【０１１３】
　硫黄が導入された活性炭は、ガス流から、水銀に加え、ヒ素、カドミウム並びにセレン
を除去するのに効果的であり得ることが実験により示された。元素の硫黄を含む収着体が
、元素の硫黄を含まないが、実質的に同じ総硫黄濃度を有するものよりも高い水銀除去容
量を有する傾向にあることが実験により示された。
【０１１４】
　本発明に有用な収着体および／または収着材料中に存在する硫黄の量は、使用する特定
の添加剤、収着体の使用法（例えば、充填床内、流動床内、または飛行粒子として）、並
びに収着体および／または収着材料の所望の毒性元素除去容量および効率に応じて、選択
することができる。本発明に有用な収着体および／または収着材料のある実施の形態にお
いて、硫黄の量は、収着体／材料の総質量の１質量％から２０質量％、ある実施の形態に
おいて、１質量％から１５質量％、ある他の実施の形態において、２質量％から１０質量
％、ある他の実施の形態において、３質量％から８質量％に及ぶ。
【０１１５】
　本発明のある実施の形態において、硫黄は、活性炭基質の全体に渡り分布している。「
活性炭基質の全体に渡り分布している」とは、硫黄が、収着体および／または収着材料ま
たはセル壁の外面上だけでなく、収着体および／または収着材料および／またはそのセル
壁骨格内の奥深くにも存在することを意味する。それゆえ、硫黄の存在は、例えば、（ｉ
）ナノスケールの細孔の壁面上にある；（ｉｉ）マイクロスケールの細孔の壁面上にある
；（ｉｉｉ）活性炭基質の壁構造内に隠れている；および（ｉｖ）活性炭基質の壁構造内
に部分的に埋め込まれている：ものであって差し支えない。状況（ｉｉｉ）および（ｉｖ
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）において、硫黄は、収着体および／または収着材料の細孔の壁構造の一部を実際に形成
する。したがって、ある実施の形態において、硫黄のあるものは、炭素または添加剤など
の、収着体および／または収着材料の他の成分と化学結合してもよい。ある他の実施の形
態において、硫黄のあるものは、活性炭基質または他の成分と物理的に結合してもよい。
さらにある他の実施の形態において、硫黄のあるものは、ナノスケールまたはマイクロス
ケールのサイズを有する粒子の形態で収着体および／または収着材料中に存在する。
【０１１６】
　本発明による収着体または他の物体または材料中に硫黄の分布は、先に記載した分布特
徴付け法により、測定し、特徴付けることができる。
【０１１７】
　ある実施の形態において、任意の標的テスト面積内の硫黄の分布は、以下の特徴を有す
る：ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≧１００。ある他の実施の形態において、ＣＯ
Ｎ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≧２００。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａ
ｘ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≧３００。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ）／Ｃ
ＯＮ（ｍｉｎ）≧４００。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ｍ
ｉｎ）≧５００。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≧
１０００。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≧５０。あ
る他の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≧１００。ある他の実施
の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≧２００。ある他の実施の形態にお
いて、ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≧３００。ある他の実施の形態において、ＣＯ
Ｎ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≧４００。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ
）／ＣＯＮ（ａｖ）≧５００。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ
（ａｖ）≧１０００。
【０１１８】
　本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料および／またはその前駆体のある実施の形態
において、収着体および／または収着材料中に分布した硫黄に関して、ｐ個の標的テスト
面積の全てにおけるその分布は、以下の特徴を有する：ＣＯＮＡＶ（１）／ＣＯＮＡＶ（
ｎ）≧２。ある他の実施の形態において、ＣＯＮＡＶ（１）／ＣＯＮＡＶ（ｎ）≧５。あ
る他の実施の形態において、ＣＯＮＡＶ（１）／ＣＯＮＡＶ（ｎ）≧８。ある他の実施の
形態において、ＣＯＮＡＶ（１）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≧１．５。ある他の実施の形態に
おいて、ＣＯＮＡＶ（１）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≧２。ある他の実施の形態において、Ｃ
ＯＮＡＶ（１）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≧３。ある他の実施の形態において、ＣＯＮＡＶ（
１）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≧４。ある他の実施の形態において、ＣＯＮＡＶ（１）／ＣＯ
ＮＡＶ（ａｖ）≧５。ある他の実施の形態において、ＣＯＮＡＶ（１）／ＣＯＮＡＶ（ａ
ｖ）≧８。ある他の実施の形態において、ＣＯＮＡＶ（１）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≧１０
。
【０１１９】
　本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料および／またはその前駆体のある他の実施の
形態において、収着体および／または収着材料中に分布した硫黄に関して、各標的テスト
面積において、その分布は以下の特徴を有する：ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦３
０。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦２０。ある他の
実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦１５。ある他の実施の形態に
おいて、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦１０。ある他の実施の形態において、ＣＯ
Ｎ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦５。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／Ｃ
ＯＮ（ｍｉｎ）≦３。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）
≦２。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦３０。ある他
の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦２０。ある他の実施の形態
において、ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１５。ある他の実施の形態において、Ｃ
ＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１０。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ
）／ＣＯＮ（ａｖ）≦５。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａ
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ｖ）≦３。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦２。
【０１２０】
　本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料および／またはその前駆体のある実施の形態
において、硫黄の分布は以下の特徴を有する：各標的テスト面積において、ＣＯＮ（ａｖ
）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦３０、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦３０。ある他
の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦２０、およびＣＯＮ（ｍａ
ｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦２０が望ましい。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）
／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦１５、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１５が望ましい
。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦１０、およびＣＯ
Ｎ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１０が望ましい。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ
（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦５、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦５が望ま
しい。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦３、およびＣ
ＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦３が望ましい。ある他の実施の形態において、ＣＯＮ
（ａｖ）／ＣＯＮ（ｍｉｎ）≦２、およびＣＯＮ（ｍａｘ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦２が望ま
しい。
【０１２１】
　本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料および／またはその前駆体のある実施の形態
において、硫黄は、先に記載した分布特徴付け法により、活性炭基質の全体に渡って均一
に分布している。それゆえ、各標的テスト面積において、全てのＣＯＮ（ｍ）について、
０．１ｎ≦ｍ≦０．９ｎ；０．５≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦２。ある実施の形態
において、０．６≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．７が望ましい。ある他の実施の
形態において、０．７≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．４が望ましい。ある他の実
施の形態において、０．８≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．２が望ましい。ある他
の実施の形態において、０．９≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．１が望ましい。あ
る実施の形態において、全てのＣＯＮ（ｍ）について、０．０５ｎ≦ｍ≦０．９５ｎ；０
．５≦ＣＯＮ（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦２、ある実施の形態において、０．６≦ＣＯＮ（
ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．７。ある他の実施の形態において、０．７≦ＣＯＮ（ｍ）／
ＣＯＮ（ａｖ）≦１．４が望ましい。ある他の実施の形態において、０．８≦ＣＯＮ（ｍ
）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．２が望ましい。ある他の実施の形態において、０．９≦ＣＯＮ
（ｍ）／ＣＯＮ（ａｖ）≦１．１が望ましい。各個々の標的テスト面積に関してこの段落
において先に挙げた特徴の内の任意の１つに加え、本発明に有用なＡ群の材料および／ま
たは前駆体のある実施の形態において、ｐ個の標的テスト面積の全てに関する関連材料（
例えば、硫黄、添加剤など）の分布は以下の特徴を有する：全てのＣＯＮＡＶ（ｋ）につ
いて、０．１ｐ≦ｋ≦０．９ｐ；０．５≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦２、
ある実施の形態において、０．６≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．７。あ
る他の実施の形態において、０．７≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．４が
望ましい。ある他の実施の形態において、０．８≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ
）≦１．２が望ましい。ある他の実施の形態において、０．９≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯ
ＮＡＶ（ａｖ）≦１．１が望ましい。ある他の実施の形態において、０．９５≦ＣＯＮＡ
Ｖ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．０５が望ましい。ある実施の形態において、全ての
ＣＯＮＡＶ（ｋ）について、０．０５ｐ≦ｋ≦０．９５ｐ；０．５≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／
ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦２、ある実施の形態において、０．６≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮ
ＡＶ（ａｖ）≦１．７。ある他の実施の形態において、０．７≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯ
ＮＡＶ（ａｖ）≦１．４が望ましい。ある他の実施の形態において、０．８≦ＣＯＮＡＶ
（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．２が望ましい。ある他の実施の形態において、０．９
≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．１が望ましい。ある他の実施の形態にお
いて、０．９５≦ＣＯＮＡＶ（ｋ）／ＣＯＮＡＶ（ａｖ）≦１．０５が望ましい。
【０１２２】
　本発明のある実施の形態において、硫黄は、本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料
および／またはその前駆収着体のマイクロスケールの細孔の壁面の大半に存在する。本発
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明のある他の実施の形態において、硫黄はマイクロスケールの細孔の壁面の少なくとも７
５％に存在する。本発明のある他の実施の形態において、硫黄はマイクロスケールの細孔
の壁面の少なくとも９０％に存在する。本発明のある他の実施の形態において、硫黄はマ
イクロスケールの細孔の壁面の少なくとも９５％に存在する。
【０１２３】
　本発明のある実施の形態において、硫黄は、本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料
および／またはその前駆収着体のナノスケールの細孔の壁面の少なくとも２０％に存在す
る。本発明のある他の実施の形態において、硫黄は、ナノスケールの細孔の壁面の少なく
とも３０％に存在する。本発明のある他の実施の形態において、硫黄は、ナノスケールの
細孔の壁面の少なくとも４０％に存在する。本発明のある実施の形態において、硫黄は、
ナノスケールの細孔の壁面の少なくとも５０％に存在する。本発明のある実施の形態にお
いて、硫黄は、ナノスケールの細孔の壁面の少なくとも７５％に存在する。本発明のある
実施の形態において、硫黄は、ナノスケールの細孔の壁面の少なくとも８５％に存在する
。本発明のある実施の形態において、収着体および／または収着材料の比表面積の大半は
、ナノスケールの細孔の壁面により提供される。これらの実施の形態において、ナノスケ
ールの細孔の壁面上に高い比率（少なくとも４０％、ある実施の形態において、少なくと
も５０％、ある他の実施の形態において、少なくとも６０％などの）で硫黄が分布してい
ることが望ましい。
【０１２４】
　本発明のある他の実施の形態において、活性炭、硫黄および添加剤に加え、収着材料お
よび／またはその収着体は、無機充填剤をさらに含んでもよい。そのような無機充填剤は
、特に、コストの減少、および収着体および／または収着材料の物理的性質（例えば、熱
膨張係数；破壊係数）または化学的性質（例えば、耐水性；高温耐性；耐食性）の改善の
目的のために含んでよい。そのような無機充填剤は、酸化物ガラス、酸化物セラミック、
または他の耐火性材料であって差し支えない。本発明のプロセスに有用な収着材料中に含
んでもよい無機充填剤の非限定的例としては、シリカ；アルミナ；ジルコン；ジルコニア
；ムライト；コージエライト；耐火金属などが挙げられる。本発明のプロセスに有用な収
着材料のある実施の形態において、無機充填剤は本質的に多孔質である。無機充填剤の高
い気孔率により、比表面積を過度に犠牲にせずに、収着体および／または収着材料の機械
的強度を改善することができる。無機充填剤は、収着体および／または収着材料の全体に
渡り分布してもよい。無機充填剤は、収着体および／または収着材料中に分布した極小粒
子の形態で存在してもよい。収着体および／または収着材料の用途および他の要因に応じ
て、ある実施の形態において、収着体および／または収着材料は、例えば、収着体および
／または材料の総質量に基づいて、５０質量％まで、ある他の実施の形態において、４０
質量％まで、ある他の実施の形態において、３０質量％まで、ある他の実施の形態におい
て、２０質量％まで、ある他の実施の形態において、１０質量％までの無機充填剤を含ん
でよい。
【０１２５】
　ある実施の形態において、本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料および／またはそ
の前駆収着体は、収着体または材料の総質量に基づいて、少なくとも９０質量％（ある実
施の形態において、少なくとも９５質量％、ある他の実施の形態において、少なくとも９
８質量％）の活性炭、硫黄および添加剤を含む。
【０１２６】
　本発明のＡ群の収着材料は、石炭ガス化プロセス中に生成される典型的な合成ガス流か
らヒ素、カドミウム、水銀およびセレンを除去できると考えられる。本発明のプロセスに
有用なＡ群の収着材料は、燃焼排ガス流から水銀を除去するのに特に効果的であることが
分かった。ある毒性元素、例えば、水銀に関するＡ群の収着材料の除去容量は、典型的に
、２つのパラメータ、初期除去効率および長期除去容量により特徴付けられる。水銀に関
して、初期水銀除去効率および長期水銀除去容量を特徴付けるために、以下の手法を使用
する：
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【０１２７】
　テストすべき収着体および／または収着材料を、１６０℃にある特定の組成を有する基
準燃焼排ガスを７５００ｈ-1の空間速度でその中を通過させる固定床中に装填する。この
排ガス流中の水銀濃度を、収着剤床の前後で測定する。任意の所定の時点で、瞬間水銀除
去効率（Ｅｆｆ（Ｈｇ））は、以下のように計算される：
【数７】

【０１２８】
ここで、Ｃ0は、収着剤床の直前の燃焼排ガス流中のμｇ・ｍ-3で表された総水銀濃度で
あり、Ｃ1は、収着剤床の直後の燃焼排ガス流中のμｇ・ｍ-3で表された総水銀濃度であ
る。初期水銀除去効率は、新たなテスト収着材料が装填された後の最初の１時間のテスト
中の平均水銀除去効率と定義される。典型的に、収着剤固定床の水銀除去効率は、収着剤
床にますます水銀が付着するにつれて、時間の経過と共に減少する。水銀除去容量は、蒸
気のテスト条件下で瞬間水銀除去効率が９０％に減少するまでの、収着材料の単位質量当
たりの収着剤床により捕捉された水銀の総量と定義される。水銀除去容量は、典型的に、
収着材料１ｇ当たりの捕捉された水銀のｍｇで表される（ｍｇ・ｇ-1）。
【０１２９】
　例示のテスト基準燃焼排ガス（ここではＲＦＧ１と称する）は、以下の体積組成を有す
る：５％のＯ2；１４％のＣＯ2；１５００ｐｐｍのＳＯ2；３００ｐｐｍのＮＯx；１００
ｐｐｍのＨＣｌ；２０～２５μｇ・ｍ-3のＨｇ；残りの量のＮ2；ここで、ＮＯxは、ＮＯ

2、Ｎ2ＯおよびＮＯの組合せであり；Ｈｇは、元素の水銀（Ｈｇ（０）、５０～６０モル
％）および酸化水銀（４０～５０モル％）の組合せである。
【０１３０】
　本発明のある実施の形態において、本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材料は、少な
くとも９１％、ある実施の形態において、少なくとも９２％、ある他の実施の形態におい
て、少なくとも９５％、ある他の実施の形態において、少なくとも９７％、ある他の実施
の形態において、少なくとも９８％、ある他の実施の形態において、少なくとも９９％、
ある他の実施の形態において、少なくとも９９．５％のＲＦＧ１に関する初期水銀除去効
率を有する。
【０１３１】
　本発明のある実施の形態において、Ａ群の収着材料は、５％のＯ2；１４％のＣＯ2；１
５００ｐｐｍのＳＯ2；３００ｐｐｍのＮＯx；２０～２５μｇ・ｍ-3のＨｇを含み、高濃
度のＨＣｌと低濃度のＨＣｌを同様に有する燃焼排ガスについて、少なくとも９１％の高
い初期水銀除去効率を有することが都合よい。「高濃度のＨＣｌ」は、処理すべきガス中
のＨＣｌ濃度が少なくとも２０ｐｐｍであることを意味する。「低濃度のＨＣｌ」は、処
理すべきガス中のＨＣｌ濃度が多くとも１０ｐｐｍであることを意味する。本発明のある
実施の形態の収着体および／または収着材料は、以下の組成：５％のＯ2；１４％のＣＯ2

；１５００ｐｐｍのＳＯ2；３００ｐｐｍのＮＯx；５ｐｐｍのＨＣｌ；２０～２５μｇ・
ｍ-3のＨｇ；残りの量のＮ2；を有する燃焼排ガス（ＲＦＧ２と称する）について、少な
くとも９１％（ある実施の形態において、少なくとも９５％、ある他の実施の形態におい
て、少なくとも９８％、ある他の実施の形態において、少なくとも９９．０％、ある他の
実施の形態において、少なくとも９９．５％）の高い初期水銀除去効率を有することが都
合よい。低ＨＣｌ燃焼排ガスに関する本発明のＡ群の収着材料のこれらの実施の形態の高
い水銀除去効率は、従来技術と比較して特に都合よい。従来の活性炭粉末の注入を含む従
来技術のプロセスにおいて、典型的に、そこそこの初期水銀除去効率を得るために、燃焼
排ガスにＨＣｌを加える必要がある。低ＨＣｌ濃度で高い水銀除去効率を示す本発明の実
施の形態により、ＨＣｌを燃焼排ガス流中に注入する必要なく、このガス流から水銀を効
率的かつ効果的に除去することができる。
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【０１３２】
　本発明のある実施の形態において、Ａ群の収着材料は、５％のＯ2；１４％のＣＯ2；１
５００ｐｐｍのＳＯ2；３００ｐｐｍのＮＯx；２０～２５μｇ・ｍ-3のＨｇを含み、高濃
度のＳＯ3（５ｐｐｍ、８ｐｐｍ、１０ｐｐｍ、１５ｐｐｍ、２０ｐｐｍ、３０ｐｐｍな
どの）と低濃度のＳＯ3（０．０１ｐｐｍ、０．１ｐｐｍ、０．５ｐｐｍ、１ｐｐｍ、２
ｐｐｍなどの）を同様に有する燃焼排ガスについて、少なくとも９１％の高い初期水銀除
去効率を有することが都合よい。「高濃度のＳＯ3」は、処理すべきガス中のＳＯ3濃度が
少なくとも３体積ｐｐｍであることを意味する。「低濃度のＳＯ3」は、処理すべきガス
中のＳＯ3濃度が３体積ｐｐｍ未満であることを意味する。本発明のある実施の形態の収
着体および／または収着材料は、以下の組成：５％のＯ2；１４％のＣＯ2；１５００ｐｐ
ｍのＳＯ2；３００ｐｐｍのＮＯx；５ｐｐｍのＳＯ3；２０～２５μｇ・ｍ-3のＨｇ；残
りの量のＮ2；を有する燃焼排ガス（ＲＦＧ３と称する）について、少なくとも９１％（
ある実施の形態において、少なくとも９３％、ある実施の形態において、少なくとも９５
％、ある実施の形態において、少なくとも９８％、ある実施の形態、少なくとも９９％、
ある他の実施の形態において、少なくとも９９．５％）の高い初期水銀除去効率を有する
ことが都合よい。高ＳＯ3燃焼排ガスについて、本発明のプロセスに有用なＡ群の収着材
料および／またはその前駆体のある実施の形態の高い水銀除去効率は、従来技術と比べて
特に都合よい。従来の活性炭粉末の注入を含む従来技術のプロセスにおいて、典型的に、
そこそこの初期水銀除去効率を得るために、燃焼排ガスからＳＯ3を除去する必要がある
。高ＳＯ3濃度で高いの水銀除去効率を示す本発明の実施の形態により、燃焼排ガス流か
らＳＯ3を先に除去する必要なく、このガス流から水銀を効率的かつ効果的に除去するこ
とができる。
【０１３３】
　さらに、本発明のある実施の形態において、Ａ群の収着材料は、少なくとも０．１０ｍ
ｇ・ｇ-1、ある実施の形態において、少なくとも０．２０ｍｇ・ｇ-1、ある実施の形態に
おいて、少なくとも０．２５ｍｇ・ｇ-1、ある実施の形態において、少なくとも０．３０
ｍｇ・ｇ-1の、ＲＦＧ１に関する高い水銀除去効率を有することが都合よい。
【０１３４】
　さらに、本発明のある実施の形態において、Ａ群の収着材料は、少なくとも０．１０ｍ
ｇ・ｇ-1、ある他の実施の形態において、少なくとも０．２０ｍｇ・ｇ-1、ある他の実施
の形態において、少なくとも０．２５ｍｇ・ｇ-1、ある他の実施の形態において、少なく
とも０．３０ｍｇ・ｇ-1の、ＲＦＧ２に関する高い水銀除去効率を有することが都合よい
。それゆえ、これらの実施の形態による収着体は、低ＨＣｌ燃焼排ガス流に関して高い水
銀除去効率を有する。このことは、従来技術の水銀除去プロセスと比べて特に都合よい。
【０１３５】
　さらに、本発明のある実施の形態において、Ａ群の収着材料は、ＲＦＧ３に関して、少
なくとも０．２０ｍｇ・ｇ-1、ある実施の形態において、少なくとも０．２５ｍｇ・ｇ-1

、ある実施の形態において、少なくとも０．３０ｍｇ・ｇ-1の高い水銀除去効率を有する
ことが都合よい。それゆえ、これらの実施の形態による収着体は、高ＳＯ3燃焼排ガス流
に関して高い水銀除去効率を有する。このことは、従来技術の水銀除去プロセスと比べて
特に都合よい。
【０１３６】
　収着体および／または収着材料の流体流からの元素の水銀の除去能力のために、このプ
ロセスの特に都合よい実施の形態は、水銀原子の少なくとも１０モル％が元素の状態にあ
る、水銀を含むガス流内に収着体および／または収着材料を配置する工程を含む。ある実
施の形態において、ガス流中に含まれる水銀原子の少なくとも２０％、ある他の実施の形
態において、少なくとも３０％、ある他の実施の形態において、少なくとも４０％、ある
他の実施の形態において、少なくとも５０％、ある他の実施の形態において、少なくとも
６０％、ある他の実施の形態において、少なくとも７０％が、元素の状態にある。
【０１３７】
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　本発明のある実施の形態の収着体および／または収着材料の流体流からの水銀の除去能
力のために、このガス流がＨＣｌを非常に低いレベルで含む場合でさえも、そのプロセス
の特に都合よい実施の形態は、水銀と、ＨＣｌを、５０体積ｐｐｍ未満、ある実施の形態
において、４０ｐｐｍ未満、ある他の実施の形態において、３０ｐｐｍ未満、ある他の実
施の形態において、２０ｐｐｍ未満、ある他の実施の形態において、１０ｐｐｍ未満のＨ
Ｃｌ濃度で含むガス流内に収着体および／または収着材料を配置する工程を含む。
【０１３８】
　収着体および／または収着材料の流体流からの水銀の除去能力のために、このガス流が
ＳＯ3を高いレベルで含む場合でさえも、そのプロセスの特に都合よい実施の形態は、水
銀と、ＳＯ3を、３体積ｐｐｍより高い、ある実施の形態において、５ｐｐｍより高い、
ある他の実施の形態において、８ｐｐｍより高い、ある他の実施の形態において、１０ｐ
ｐｍより高い、ある他の実施の形態において、２０ｐｐｍより高いＳＯ3濃度で含むガス
流内に収着体および／または収着材料を配置する工程を含む。
【０１３９】
　本発明に有用なＡ群の収着材料の前駆体は、以下の工程：
　（Ａ）　炭素源材料、硫黄源材料、添加剤源材料および随意的な充填材料を含むバッチ
混合材料から形成されたバッチ混合体を提供する工程であって、添加剤源材料がこのバッ
チ混合材料中に実質的に均一に分布している工程、
　（Ｂ）　このバッチ混合体をＯ2欠乏雰囲気内で高温炭化温度に曝露することによって
、バッチ混合体を炭化して、炭化したバッチ混合体を得る工程、および
　（Ｃ）　炭化したバッチ混合体をＣＯ2および／またはＨ2Ｏ含有雰囲気内で高温活性化
温度で活性化させる工程、
を含むプロセスにより製造することができる。
【０１４０】
　ある実施の形態において、この炭素源材料としては、合成炭素含有高分子材料；活性炭
粉末；チャコール粉末；コールタールピッチ；石油ピッチ；木粉；セルロースおよびその
誘導体；小麦粉；木の実の殻の粉末；デンプン；コークス；またはこれらの任意の２種類
以上の混合物または組合せが挙げられる。これらの材料の全ては、本発明のプロセスに有
用な収着材料の最終的な活性炭基質中に少なくともある程度保持できる、分子レベルの構
造単位で炭素原子を含むある成分を含有する。
【０１４１】
　ある実施の形態において、合成高分子材料は、周囲温度で溶液または低粘度液体の形態
にある合成樹脂であって差し支えない。あるいは、合成高分子材料は、周囲温度で固体で
あり、加熱または他の手段によって液化できる。有用な高分子炭素源材料の例としては、
熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂（例えば、ポリ塩化ビニリデン、ポリ塩化ビニル、ポリ
ビニルアルコールなど）が挙げられる。さらにまた、ある実施の形態において、約５０か
ら１００センチポアズの例示の粘度範囲を有する、比較的低粘度の炭素前駆体（例えば、
熱硬化性樹脂）が好ましいことがある。別の実施の形態において、任意の高炭素収率樹脂
を使用して差し支えない。この目的のために、高い炭素収率は、樹脂の出発質量の約１０
％より多くが、炭化の際に炭素に転化されることを意味する。別の実施の形態において、
合成高分子材料は、フェノール樹脂またはフラン樹脂などのフルフリルアルコール系樹脂
を含んで差し支えない。フェノール樹脂は、低粘度、高い炭素収率、他の前駆体と比べて
硬化の際の高度の架橋、および低コストのために、再度、好ましいことがある。例示の適
したフェノール樹脂は、プリオフェン樹脂などのレゾール樹脂である。例示の適切なフラ
ン液体樹脂は、米国、インディアナ州所在のＱＯケミカルス社からのＦｕｒｃａｂ－ＬＰ
である。本発明において合成炭素前駆体として使用するのによく適している例示の固形樹
脂は固形フェノール樹脂またはノボラックである。さらにまた、ノボラックおよび１種類
以上のレゾール樹脂の混合物を、適切な高分子炭素源材料として使用しても差し支えない
と理解すべきである。フェノール樹脂は、バッチ混合材料を形成するために他の材料と混
合したときに、予備硬化しても未硬化であってもよい。フェノール樹脂を予備硬化する場
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合、予備硬化材料は、予め添加された、硫黄、添加剤または随意的な無機充填剤を含んで
いるであろう。先に示したように、ある実施の形態において、硬化性の未硬化樹脂が、バ
ッチ混合材料中に炭素源材料の一部として含まれることが望ましい。硬化性材料は、熱可
塑性でも熱硬化性でも、連鎖成長、架橋などのある反応を経て、穏やかな熱処理、照射、
化学的活性化などの、硬化条件に曝露されたときに、高度に重合した硬化材料を形成する
。
【０１４２】
　ある実施の形態において、押出プロセスに典型的に用いられる有機結合剤が、同様に、
炭素源材料の一部であって差し支えない。使用できる例示の結合剤は、セルロースエーテ
ルなどの可塑化有機結合剤である。典型的なセルロースエーテルとしては、メチルセルロ
ース、エチルヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシブチルセルロース、ヒドロキシブ
チルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒ
ドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチル
メチルセルロース、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、およびそれらの混合物が挙
げられる。さらに、本発明の実施において、メチルセルロースおよび／またはメチルセル
ロース誘導体が、有機結合剤として特に適しており、メチルセルロース、ヒドロキシプロ
ピルメチルセルロース、またはそれらの組合せが好ましい。
【０１４３】
　本発明のプロセスのある実施の形態において、炭化可能な有機充填剤を炭素源材料の一
部として用いてもよい。例示の炭化可能な充填剤は、天然と合成、疎水性と親水性、繊維
性と非繊維性両方の充填剤を含む。例えば、ある天然の充填剤は、針葉樹、例えば、松、
トウヒ、アメリカスギなど；広葉樹、例えば、セイヨウトネリコ、ブナ、樺の木、カエデ
、ナラなど；おが屑、殻の繊維、例えば、粉砕されたアーモンドの殻、ココナツの殻、ア
ンズの種の殻、落花生の殻、ペカンの殻、ウォールナッツの殻など；綿繊維、例えば、コ
ットンフロック、綿織物、セルロース繊維、綿実繊維、裁断食物繊維、例えば、麻、ココ
ナツ繊維、ジュート、サイザル、およびトウモロコシの穂軸、柑橘類パルプ（乾燥）、大
豆ミール、ミズゴケ、小麦粉、綿繊維、トウモロコシ、ジャガイモ、米、タピオカ、など
の他の材料である。ある合成材料は、再生セルロース、レーヨン織物、セロファン等であ
る。ある特にに適した炭化可能な繊維充填剤は、ニューヨーク州、ノース・トナウォンダ
所在のインターナショナル・フィラー社(International Filler Corporation)により供給
されるセルロース繊維である。この材料は、以下の篩分析を有する：１～２％が４０メッ
シュ（４２０マイクロメートル）に引っかかり、９０～９５％が１００メッシュ（１４９
マイクロメートル）を通り、５５～６０％が２００メッシュ（７４マイクロメートル）を
通る。ある疎水性有機合成充填剤は、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維（フ
ロック）、ナイロン繊維、ポリプロピレン繊維（フロック）または粉末、アクリル繊維ま
たは粉末、アラミド繊維、ポリビニルアルコールなどである。そのような有機繊維質充填
剤は、一部は、炭素源材料として、一部は、バッチ混合体への機械的性質の向上剤として
、また一部は、炭化の際にほとんどが気化する一時的細孔形成剤として可能するであろう
。
【０１４４】
　添加剤源材料の非限定的例としては、アルカリおよびアルカリ土類のハロゲン化物、酸
化物および水酸化物；バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜
鉛、ニオブ、モリブデン、銀、タングステン、およびランタノイド元素の酸化物、硫化物
および塩が挙げられる。添加剤源材料中に金属元素は、様々な価数であって差し支えない
。例えば、添加剤源材料中に鉄が含まれる場合、鉄は、＋３、＋２または０価で、または
異なる価数の混合物として存在してよく、金属の鉄（０）、ＦｅＯ、Ｆｅ2Ｏ3、Ｆｅ3Ｏ8

、ＦｅＳ、ＦｅＣｌ2、ＦｅＣｌ3、ＦｅＳＯ4などとして存在し得る。別の例として、添
加剤源原料中にマンガンが存在する場合、マンガンは、＋４、＋２または０価で、または
異なる価数の混合物として存在してよく、金属のマンガン（０）、ＭｎＯ、ＭｎＯ2、Ｍ
ｎＳ、ＭｎＣｌ2、ＭｎＣｌ4、ＭｎＳＯ4などとして存在し得る。
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【０１４５】
　硫黄源材料の非限定的例としては、硫黄粉末；硫黄含有粉末樹脂；硫化物；硫酸塩；お
よび他の硫黄含有化合物；またはこれらの任意の２種類以上の混合物または組合せが挙げ
られる。例示の硫黄含有化合物としては、硫化水素および／またはその塩、二硫化炭素、
二酸化硫黄、チオフェン、硫黄無水物、硫黄ハロゲン化物、硫酸エステル、亜硫酸、スル
ファシド(sulfacid)、スルファトール(sulfatol)、スルファミン酸、スルファン(sulfan)
、スルファン(sulfane)、硫酸およびその塩、亜硫酸、スルホン酸、スルホベンジド、お
よびそれらの混合物が挙げられる。元素の硫黄粉末を使用する場合、ある実施の形態にお
いて、約１００マイクロメートル以下の平均粒径を有することが好ましい。さらにまた、
ある実施の形態において、元素の硫黄粉末が約１０マイクロメートル以下の平均粒径を有
することが好ましい。
【０１４６】
　無機充填剤は、バッチ混合材料中に存在する必要はない。しかしながら、その充填材料
は、存在する場合、例えば、酸化物ガラス；酸化物セラミック；または他の耐火性材料で
あって差し支えない。使用できる例示の無機充填剤としては、粘土、ゼオライト、タルク
などの酸素含有鉱物またはその塩、炭酸カルシウムなどの炭酸塩、カオリン（アルミノケ
イ酸塩粘土）、飛散灰（火力発電所における石炭燃焼後に得られるアルミノケイ酸塩灰）
などのアルミノケイ酸塩、ケイ酸塩、例えば、ウォラストナイト（メタケイ酸カルシウム
）、チタン酸塩、ジルコン酸塩、ジルコニア、ジルコニアスピネル、ケイ酸マグネシウム
アルミニウム、ムライト、アルミナ、アルミナ三水和物、ベーマイト、スピネル、長石、
アタパルジャイト、およびアルミノケイ酸塩繊維、コージエライト粉末などが挙げられる
。特に適した無機充填剤のいくつかの例は、コージエライト粉末、タルク、粘土、および
Ｆｉｂｅｒｆａｘの名称で、ニューヨーク州、ナイアガラフォール所在のカーボランダム
社(Carborundum Co.)により提供されているようなアルミノケイ酸塩繊維、およびこれら
の組合せである。Ｆｉｂｅｒｆａｘアルミノケイ酸塩繊維は、直径が約２～６マイクロメ
ートルであり、長さが約２０～５０マイクロメートルである。無機充填剤の追加の例は、
炭化ケイ素、炭化チタン、炭化アルミニウム、炭化ジルコニウム、炭化ホウ素、および炭
化アルミニウムチタンなどの様々な炭化物；重曹、ナーコ石、方解石、ハンクス石および
リオットタイトなどの炭酸塩または炭酸塩含有鉱物；窒化ケイ素などの窒化物である。
【０１４７】
　バッチ混合材料は、成形助剤、一時的充填剤（典型的に、その後の炭化工程および／ま
たは活性化工程中になくなって、成形体中に空隙を残す充填材料）などの他の成分をさら
に含んでもよい。この目的のために、例示の成形助剤としては、石鹸、オレイン酸、リノ
ール酸などの脂肪酸、ポリオキシエチレンステアレートなど、またはそれらの組合せが挙
げられる。ある実施の形態において、ステアリン酸ナトリウムが好ましい成形助剤である
。随意的な押出助剤の最適化量は、組成と結合剤による。バッチの押出および硬化特徴を
改善するのに有用な他の添加剤は、リン酸および油である。リン酸は、硬化速度を改善し
、吸着容量を増加させる。リン酸は、含まれる場合、典型的に、バッチ混合材料中に約０
．１質量％から５質量％の量で含まれる。さらにまた、油添加剤は、押出しを支援し、表
面積および気孔率の増加をもたらすことができる。この目的のために、随意的な油を、バ
ッチ混合材料の約０．１から５質量％の範囲の量で加えることができる。使用できる例示
の油は、パラフィン系および／または芳香族および／または脂環式化合物を含有する、約
２５０から１０００の分子量を有する石油が挙げられる。主にパラフィン構造および脂環
式構造からなるいわゆるパラフィン油が好ましい。これらは、市販の油中に通常存在する
防錆剤や酸化防止剤などの添加剤を含有してもよい。ある有用な油は、ニュージャージー
州、ウェーン所在のレキット・インド・コールマン社(Reckitt and Coleman Inc.)からの
３・ｉｎ・１家庭用油、または３Ｍ社からの３・ｉｎ・１油である。他の有用な油として
は、合成油系のポリ（アルファオレフィン）、エステル、ポリアルキレングリコール、ポ
リブテン、シリコーン、ポリフェニルエーテル、ＣＴＦＥ油、および他の市販の油が挙げ
られる。ヒマワリ油、ゴマ油、ピーナッツ油などの植物油も有用である。特に適している
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のは、約１０から３００センチポアズ、好ましくは約１０から１５０センチポアズの粘度
を有する油である。
【０１４８】
　最終的な収着材料において所望の細孔構造を得るために、バッチ混合材料中に随意的な
細孔形成剤を含ませても差し支えない。ある実施の形態において、例示の細孔形成剤とし
ては、高温（＞４００℃）で不活性雰囲気中において分解して、ほとんどまたはまったく
残留物を残さない、ポリプロピレン、ポリエステルもしくはアクリル粉末または繊維が挙
げられる。追加の細孔形成剤としては、天然と合成のデンプンが挙げられる。例えば、細
孔形成剤としてデンプンが用いられるときなどの、ある場合において、炭化プロセスの前
に、水分解により、ハニカムを硬化した後に水溶性細孔形成剤を除去してもよい。あるい
は、別の実施の形態において、適切な細孔形成剤は、粒子の膨張により、マクロ細孔を形
成することができる。例えば、塩化水素酸、硫酸または硝酸などの酸を含有する、挿入(i
ntercalated)グラファイトは、加熱された結果、酸の膨張によりマクロ細孔を形成する。
さらにまた、マクロ細孔は、ある一時的材料を溶解させることによって形成しても差し支
えない。例えば、所望の細孔径に対応する粒径を有する重曹、炭酸カルシウムまたは石灰
石を炭質材料と共に押し出して、モノリス収着剤を形成しても差し支えない。重曹、炭酸
カルシウムまたは石灰石は、炭化および活性化プロセス中に水溶性酸化物を形成し、これ
は、その後、モノリス収着剤を水中に浸漬することによって、浸出せしめられて、マクロ
細孔を形成することができる。
【０１４９】
　最終的な収着体および／または収着材料の全体に渡る添加剤の分布を得るために、炭素
源材料および添加剤源材料が緊密に混合されて、バッチ混合材料を形成することが非常に
望ましい。この目的のために、ある実施の形態において、様々な供給源材料を、微粉、ま
たはできれば溶液の形態で提供し、次いで、効果的な混合装置を使用して緊密に混合する
ことが望ましい。粉末を使用する場合、粉末は、ある実施の形態において、１００μｍ以
下、ある他の実施の形態において、１０μｍ以下、ある他の実施の形態において、１μｍ
以下の平均サイズで提供される。
【０１５０】
　様々な装置およびプロセスを用いて、バッチ混合材料を所望の形状のバッチ混合体に形
成してもよい。バッチ混合体の造形に、例えば、押出し、注型、プレス成形などを用いて
よい。これらの内で、ある実施の形態において、押出しが特に好ましい。ハニカム、ペレ
ット、ロッド、スパゲッティ状などの様々な形状と構造を持つ収着体を製造するために、
標準的な押出機（一軸、二軸など）および特注の押出ダイを使用することによって、押出
しを行うことができる。押出しは、流体通路として機能できる複数の空の通路を有するモ
ノリスハニカム体を製造するのに特に効果的である。押出しは、押出プロセス中に全ての
供給源材料を同様に極めて緊密に混合できるという点で都合よい。
【０１５１】
　ある実施の形態において、バッチ混合材料は未硬化の硬化性材料を含むことが望ましい
。それらの実施の形態において、バッチ混合体の形成の際に、収着体および／または収着
材料は、典型的に、硬化性成分が硬化するような硬化条件、例えば、熱処理に施され、そ
の結果、硬化したバッチ混合体が形成される。硬化したバッチ混合体は、その硬化する前
のものよりも良好な機械的性質を有する傾向にあり、それゆえ、下流での加工処理工程に
おいてより取扱いし易い。さらに、どのような特定の理論により拘束する意図も必要性も
ないが、その硬化工程により、炭素主鎖を有する高分子網目構造が形成され、結果として
、この主鎖は、その後の炭化および活性化工程中に炭素網目構造の形成に寄与し得ると考
えられる。ある実施の形態において、硬化は、一般に、空気中において大気圧で、典型的
に、形成されたバッチ混合体を約１００℃から約２００℃の温度で約０．５から約５．０
時間に亘り加熱することよって行われる。あるいは、ある硬化剤（例えば、フルフリルア
ルコール）を使用する場合、硬化は、室温で、酸添加剤などの硬化添加剤を添加すること
によって行っても差し支えない。硬化は、ある実施の形態において、炭素中の毒性金属を



(30) JP 2010-537805 A 2010.12.9

10

20

30

40

50

吸着する添加剤の分布の均一性を維持するように働くことができる。
【０１５２】
　バッチ混合体の形成、その乾燥、または随意的なその硬化の後、成形体に炭化工程が施
され、ここで、バッチ混合体（硬化済みまたは未硬化の）は、Ｏ2欠乏雰囲気中で高温炭
化温度に加熱される。炭化温度は、６００から１２００℃、ある実施の形態において、７
００から１０００℃に及び得る。炭化雰囲気は、主に、Ｎ2、Ｎｅ、Ａｒ、それらの混合
物などの非反応性ガスを含み、不活性であり得る。Ｏ2欠乏雰囲気中の炭化温度で、バッ
チ混合体中に含まれる有機物質が分解して、炭質残留物が残る。予測されるように、この
高温工程において、複雑な化学反応が生じる。そのような反応としては、特に：
　（ｉ）　炭質体を残す、炭素源材料の分解、
　（ｉｉ）　添加剤源材料の分解、
　（ｉｉｉ）　硫黄源材料の分解、
　（ｉｖ）　硫黄源材料と炭素源材料との間の反応、
　（ｖ）　硫黄源材料と炭素との間の反応、
　（ｖｉ）　硫黄源材料と添加剤源材料との間の反応、
　（ｖｉｉ）　添加剤源材料と炭素源材料との間の反応、および
　（ｖｉｉｉ）　添加剤源材料と炭素との間の反応、
が挙げられる。
【０１５３】
　最終的な効果としては、特に、（１）添加剤源材料および／または添加剤の再分布、（
２）硫黄の再分布、（３）硫黄源材料（硫酸塩、亜硫酸塩などの）からの元素の硫黄の形
成、（４）硫黄源材料（元素の硫黄などの）からの硫黄含有化合物の形成、（５）酸化物
形態にある添加剤の形成、（６）硫化物形態にある添加剤の形成、（７）添加剤源材料の
一部の減少：が挙げられる。硫黄の一部（特に、元素状態にあるもの）および添加剤源材
料の一部（ＫＩなどの）は、炭化中の炭化雰囲気により一掃されるであろう。
【０１５４】
　炭化工程の結果、硫黄と添加剤がその中に分布した炭質体が得られる。しかしながら、
この炭化したバッチ混合体は、典型的に、毒性元素の効果的な収着にとって望ましい比表
面積を有していない。高い比表面積を有する最終的な収着体および／または収着材料を得
るために、さらに、炭化したバッチ混合体を、ＣＯ2および／またはＨ2Ｏ含有雰囲気内に
おいて高温活性化温度で活性化させる。活性化温度は、６００℃から１０００℃、ある実
施の形態において、６００℃から９００℃に及び得る。この工程中、炭化したバッチ混合
体の炭質構造は穏やかに酸化され：
【化１】

【０１５５】
その結果、炭質体の構造がエッチングされ、ナノスケールとマイクロスケールの複数の細
孔を画成する活性炭基質が形成される。活性化条件（時間、温度および雰囲気）は、所望
の比表面積および組成を有する最終生成物を生成するように調節することができる。炭化
工程と同様に、この活性化工程の高温のために、複雑な化学反応と物理的変化が生じる。
活性化工程の終わりに、添加剤が活性炭基質の全体に渡り分布していることが非常に望ま
しい。活性化工程の終わりに、添加剤が活性炭基質の全体に渡って実質的に均一に分布し
ていることが非常に望ましい。活性化工程の終わりに、添加剤が細孔の壁表面積の少なく
とも３０％、ある実施の形態において、少なくとも４０％、ある他の実施の形態において
、少なくとも５０％、ある他の実施の形態において、少なくとも６０％、ある他の実施の
形態において、少なくとも８０％に存在することが非常に望ましい。活性化工程の終わり
に、硫黄が活性炭基質の全体に渡り分布していることが非常に望ましい。活性化工程の終
わりに、硫黄が活性炭基質の全体に渡って実質的に均一に分布していることが非常に望ま
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しい。活性化工程の終わりに、硫黄が細孔の壁表面積の少なくとも３０％、ある実施の形
態において、少なくとも４０％、ある他の実施の形態において、少なくとも５０％、ある
他の実施の形態において、少なくとも６０％、ある他の実施の形態において、少なくとも
８０％に存在することが非常に望ましい。
【０１５６】
　ある実施の形態において、全ての添加剤源材料および全ての硫黄源材料が、現場での押
出し、注型などの現場成形によって、バッチ混合体中に含まれる。このプロセスには、特
に、（ａ）活性炭体上への添加剤および／または硫黄の装填のその後の工程（含浸などの
）を避け、それゆえ、プロセスの工程を潜在的に減少させ、全体のプロセス収率を増加さ
せ、プロセスコストを減少させる、（ｂ）含浸により典型的に得られるものよりも、収着
体および／または収着材料中の活性収着部位（添加剤および硫黄）がより均一に分布する
、および（ｃ）長い使用期間に亘り処理すべき流体流の流れに耐えることのできる、収着
体および／または収着材料中の添加剤および硫黄の耐久性のある堅固な固定が得られる：
の利点がある。含浸は、外部のセル壁、大きな細孔（マイクロメートル規模の細孔）の壁
面上の被含浸種（添加剤および硫黄など）の好ましい分布をもたらし得る。ナノスケール
の細孔の壁面の高い比率に被含浸種を装填することは、時間がかかり、難しいことがある
。４００から２０００ｍ2・ｇ-1の高い比表面積を有する活性炭の表面積のほとんどは、
ナノスケールの細孔によるものである。それゆえ、典型的な含浸工程により、そのような
活性炭材料の比表面積の大半に被含浸種を装填することは難しいと考えられる。さらに、
典型的な含浸工程により、大きな細孔の外部のセル壁および／または壁面に被含浸種の厚
く比較的緻密な層が形成される可能性があり、この層によって、より小さいな細孔に出入
りする流体通路が遮断され、活性炭の収着機能が効果的減少してしまうと考えられる。さ
らにまた、収着体および／または収着材料内の典型的な含浸工程中の被含浸種の固定は、
主に比較的弱い物理的力によるものであると考えられ、この力は、流体流中に長期に亘り
使用するのに不十分であろう。
【０１５７】
　それでもなお、前述したように、ある実施の形態において、実質的に均一はともかく、
全ての添加剤および／または硫黄が、活性炭基質の全体に渡り分布する必要はない。これ
らの実施の形態において、添加剤源材料および硫黄源材料の全てが、バッチ混合体中に現
場で形成されるわけではない。活性化工程後、ある添加剤および／または硫黄の含浸の工
程を行ってもよいと考えられる。あるいは、活性化工程後、硫黄含有および／または添加
剤含有雰囲気による活性炭の処理工程を行ってもよい。そのような添加剤の活性化後の装
填は、有機金属化合物、例えば、アセチルアセトン鉄に基づくものなどの、炭化および／
または活性化工程に耐えられない添加剤にとっては特に有用である。
【０１５８】
　本発明のプロセスに有用な活性化済み収着材料が一旦形成されたら、この材料に、ペレ
ット化、研削、積層による集成などの後仕上げ工程を行ってもよい。次いで、本発明の様
々な形状と組成の収着体を処理すべき流体流内に位置される固定床中に装填してもよい。
【０１５９】
　先に述べたように、Ａ群の粒子は、先に記載した方法などの任意の方法により形成され
たＡ群の前駆体を粉砕することによって形成することができる。
【０１６０】
　あるいは、Ａ群の粒子は、以下の工程：
　（ａ）　前述のような炭素源材料、前述のような硫黄源材料、前述のような添加剤源材
料および前述のような随意的な充填材料を含む複数のバッチ混合物粒子を提供する工程で
あって、添加剤源材料が粒子中に実質的に均一に分布している工程、
　（ｂ）　バッチ混合物粒子をＯ2欠乏雰囲気内において高温炭化温度に曝露することに
よって、バッチ混合物粒子を炭化して、炭化したバッチ混合物粒子を得る工程、および
　（ｃ）　炭化したバッチ混合物粒子をＣＯ2および／またはＨ2Ｏ含有雰囲気内において
高温炭化温度で活性化させる工程、
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を含むプロセスによって形成しても差し支えない。
【０１６１】
　炭化されたバッチ混合物粒子をそのまま使用しても、Ａ群の粒子として使用する前に、
さらに粉砕してもよい。
【０１６２】
　ある実施の形態において、工程（ａ）で、バッチ混合物粒子は、炭素含有樹脂、硫黄源
材料および添加剤源材料を含む混合物を流動乾燥させることによって、形成する。次いで
、このように流動乾燥された粒子をその後の工程において炭化し、活性化して、Ａ群の粒
子またはその前駆体を得る。
【０１６３】
　本発明を、収着材料および収着体並びにその製造プロセスの以下の非限定実施例によっ
てさらに説明する。
【実施例】
【０１６４】
　実施例１：
　押出組成物を、４６％の液体フェノールレゾール樹脂、１％の潤滑油、１３％のコージ
エライト粉末、９％の硫黄粉末、７％のアセチルアセトン鉄、１８％のセルロース繊維、
５％のＭｅｔｈｏｃｅｌ結合剤および１％のステアリン酸ナトリウムにより配合した。こ
の混合物を混ぜ合わせ、次いで、押し出した。次いで、押出ハニカムを乾燥させ、空気中
において１５０℃で硬化させ、その後、窒素中での炭化および二酸化炭素中での活性化を
行った。次いで、この活性炭ハニカムサンプルを水銀除去容量についてテストした。テス
トは、２２μｇ・ｍ-3の元素の水銀の入口濃度で１６０℃で行った。水銀の搬送ガスは、
Ｎ2、ＳＯ2、Ｏ2およびＣＯ2を含んでいた。ガスの流量は７５０ｍｌ／分であった。全水
銀除去効率は８６％であり、一方で、元素の水銀の除去効率は１００％であった。
【０１６５】
　実施例２：
　別の押出組成物を実施例１と同様に押し出したが、１３％の代わりに１２％のコージエ
ライト粉末を、７％のアセチルアセトン鉄の代わりに４％のアセチルアセトン鉄と４％の
ヨウ化カリウムを用いた。活性化後、これらのサンプルは、９０％の全水銀除去効率およ
び１００％の元素の水銀の除去効率を示した。それゆえ、組成物中にＫＩが存在したこと
により、効率が増加した。
【０１６６】
　実施例３：
　この実験において、押出組成物は、５９％のフェノール、１％のリン酸、１％の油、９
％の硫黄粉末、３％の酸化鉄、１９％のセルロース繊維、７％のＭｅｔｈｏｃｅｌ結合剤
および１％のステアリン酸ナトリウムであった。これらのサンプルを押し出し、硬化させ
、炭化し、活性化し、水銀除去性能について実施例１におけるようにテストした。水銀除
去効率は、全水銀と元素の水銀、それぞれについて、８７％と９７％であった。
【０１６７】
　実施例４：
　この実験において、６％のＭｎＯ2、１３％のコージエライト、７％の硫黄、１９％の
セルロース繊維、５％のＭｅｔｈｏｃｅｌ結合剤、１％のステアリン酸ナトリウム、４７
％のフェノールレゾール、１％のリン酸および１％の油からなる組成物について、酸化マ
ンガンを添加剤として用いた。この組成物に基づくサンプルの水銀除去効率は、全水銀と
元素の水銀、それぞれについて、９２％および９８％であった。
【０１６８】
　実施例５：
　この実施例において、元素の硫黄の代わりに、ＭｎＳとして、マンガンと組み合わせた
硫黄を加えた。その組成は、１５％のコージエライト、１０％のＭｎＳ、２０％のセルロ
ース繊維、５％のＭｅｔｈｏｃｅｌ結合剤、１％のステアリン酸ナトリウム、４７％のフ
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ェノールレゾール、および１％の油であった。
【０１６９】
　硬化、炭化および活性化を行い、これらのハニカムの水銀除去効率は、全水銀と元素の
水銀について、８４％および９３％であった。
【０１７０】
　実施例６：
　実施例５の実験を繰り返したが、添加剤として二硫化モリブデン（ＭｏＳ2）を用いた
。これらのサンプルにより、全水銀と元素の水銀について、９０％および９６％の水銀除
去効率が得られた。
【０１７１】
　これらの実験は、押し出し組成物中に現場での触媒として含まれたときの添加剤の様々
な組合せにより、高い水銀除去効率の活性炭ハニカムが得られることを示している。
【０１７２】
　これらのハニカムは、燃焼排ガスからの、並びに石炭ガス化における、セレン、カドミ
ウムおよび他の毒性金属などの他の汚染物質の除去にも有用であると予測される。
【０１７３】
　実施例７：
　この実験において、押出組成物は、１４％の木炭、４７％のフェノール樹脂、７％の硫
黄、７％の酸化マンガン、１８％のセルロース繊維、５％のミシカル(mythical)結合剤お
よび１％のステアリン酸ナトリウムであった。これらのサンプルを、実施例１におけるよ
うに、押し出し、硬化させ、炭化し、活性化させた。
【０１７４】
　次いで、これらのサンプルを水銀除去容量についてテストした。このテストは、２４μ
ｇ／ｍ3の元素の水銀の入口濃度で１４０℃で行った。水銀の搬送ガスは、Ｎ2、ＨＣｌ、
ＳＯ2、ＮＯx、Ｏ2およびＣＯ2を含んでいた。ガスの流量は６５０ｍｌ／分であった。水
銀除去効率は、全水銀と元素の水銀、それぞれについて、１００％および９９％であった
。以下の表IIを参照のこと。
【０１７５】
　実施例８：
　この実施例において、押出組成物は、１６％の硬化した硫黄含有フェノール樹脂、４５
％のフェノール樹脂、８％の硫黄、７％の酸化マンガン、１８％のセルロース繊維、４％
のミシカル結合剤および１％のステアリン酸ナトリウムであった。これらのサンプルを、
実施例１におけるように、押し出し、硬化させ、炭化し、活性化させた。この活性炭サン
プルを実施例７におけるようにテストした。水銀除去効率は、全水銀と元素の水銀、それ
ぞれについて、１００％および９９％であった。以下の表IIを参照のこと。それゆえ、実
施例７および８の両方は、優れた水銀除去結果を達成した。
【０１７６】
　異なる添加剤を含む様々な収着体を、水銀除去効率についてテストした。テスト結果が
以下の表Ｉに列記されている。本出願における全ての表と図面において、Ｈｇ0またはＨ
ｇ（０）は元素の水銀を意味し、ＨｇTまたはＨｇ（Ｔ）は、元素の水銀と酸化した水銀
を含む全水銀を意味する。Ｅｆｆ（Ｈｇ0）またはＥｆｆ（Ｈｇ（０））は、元素の水銀
に関する瞬間の水銀除去効率を意味し、Ｅｆｆ（ＨｇT）またはＥｆｆ（Ｈｇ（Ｔ））は
、全ての酸化状態での水銀に関する瞬間の水銀除去効率を意味する。先に丁度記載したよ
うに、Ｅｆｆ（Ｈｇ（ｘ））は、以下のように計算され：
【数８】

【０１７７】
ここで、Ｃ0およびＣ1は、所定のテスト時間での、それぞれ、Ｈｇ（ｘ）の入口濃度およ
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【０１７８】
　表Ｉにおけるサンプル記号ＣおよびＤの比較により、添加剤としてＭｎＳを含むＡ群の
収着材料は、バッチ混合材料中に元素の硫黄を含まない場合よりも、含む場合のほうが、
高い性能を有する傾向にあることが明らかに示される。
【０１７９】
　図１は、時間の経過による、本発明による収着剤と比較の収着剤のテストしたサンプル
の水銀除去容量を比較したグラフである。左側の縦軸は、テストした収着剤のテストサン
プルによって捕捉された単位質量当たりの水銀の総量（ＭＳＳ、ｍｇ・ｇ-1）である。右
側の縦軸は、テストした収着剤の瞬間水銀除去効率（Ｅｆｆ（Ｈｇ））であり、これは、
測定され、先の式にしたがって計算された瞬間の全水銀除去効率である。横軸は、サンプ
ルがテストガスに曝露される時間である。この図におけるＥｆｆ（Ｈｇ）データの一部が
、以下の表IIIにも示されている。本発明による収着剤は、添加剤として、硫黄と、現場
で押し出されたＭｎＯ2、および無機充填剤として約４５質量％のコージエライトを含む
。サンプル２．２は、現場で押し出された添加剤を含まず、匹敵する量の硫黄とコージエ
ライト、および添加剤としての含浸ＦｅＳＯ4とＫＩを含む比較収着剤である。曲線１０
１および１０３は、それぞれ、本発明による収着剤のＥｆｆ（Ｈｇ）およびＭＳＳを示し
ている。曲線２０１および２０３は、それぞれ、比較収着剤のＥｆｆ（Ｈｇ）およびＭＳ
Ｓを示している。この図および表IIIのデータから分かるように、この収着剤は、約２０
のμｇ・ｍ-3で全水銀を含む擬似燃焼排ガスへの２５０時間の曝露後でさえも、水銀除去
効率の急激な低下を示さず、飽和状態（または水銀の破過点）に到達する前に、Ａ群の収
着材料によってかなり多量の水銀を捕捉できることを表している。曲線２０１および表II
Iのデータは、比較収着剤が、テストを終わらせた約７０時間後まで、５０時間以内で瞬
間水銀除去効率が急激に連続的に低下し、収着剤の早い飽和を表すことを示している。曲
線１０１および２０３は、テスト期間の初期段階ではある程度まで重複するが、２０３は
約６９時間で終わる。
【０１８０】
　図１は、現場で押し出された添加剤を含むこの実施の形態の収着剤が、含浸された添加
剤を有する収着剤よりも、特に長期間で、ずっと高い水銀除去容量を有し得ることを示し
ている。特定の理論により拘束する意図も必要性もなく、本発明の収着体のすぐれた性能
は、添加剤のより均一な分布、および添加剤により活性炭基質内の細孔がそれほど閉塞さ
れないことによると考えられる。
【０１８１】
　図２は、様々な入口水銀濃度での、本発明のある実施の形態による収着体の入口水銀濃
度（ＣＨｇ０）および出口水銀濃度（ＣＨｇ１）を示すグラフである。この図は、本発明
のある実施の形態の収着体を用いて、様々な水銀濃度（７０超から約２５μｇ・ｍ-3まで
に及ぶ）で水銀を効果的に除去できることを明らかに示している。
【０１８２】
　図３は、現場で押し出した添加剤を含む本発明による収着体の断面の一部のＳＥＭ画像
である。この画像から、添加剤または硫黄の優先的な蓄積は観察されない。図４は、活性
化後に含浸された添加剤を含む比較の収着体の断面の一部のＳＥＭ画像である。セル壁上
の明らかに見える材料の白い層は含浸された添加剤である。添加剤のこの比較的緻密な含
浸層が、セル壁内の多くのマクロスケールとナノスケールの細孔中への入口を閉塞し、比
較収着体の全体の性能を減少させ得ると考えられる。
【０１８３】
　本発明の範囲および精神から逸脱せずに、本発明に様々な改変と変更を行えることが当
業者には明らかであろう。それゆえ、本発明は、本発明の改変と変更を、それらが添付の
特許請求の範囲およびその同等物に入るという条件で、包含することが意図されている。
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【表２】
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【表３】

【符号の説明】
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【０１８４】
　　５０１　　装置
　　５０３　　燃焼排ガス流
　　５０５　　Ａ群の粒子
　　５０７　　収着剤の流動床または充填床
　　５０９　　静電集塵機
　　５１１　　清浄になった燃焼排ガス

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】
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【国際調査報告】
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