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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸着媒体を含む吸着メソチャンネルとガス入口とを含む吸着層；及び
　該吸着層と熱接触している熱交換器
を含む吸着ポンプであって；
　該熱交換器が少なくとも１本のマイクロチャンネルを含み；且つ
　ガスが最初に接触器を通過せずに該ガス入口から導入され、吸着媒体と直接接触する、
前記吸着ポンプ。
【請求項２】
　少なくとも２層の吸着層を含む吸着ポンプであって、該吸着層それぞれが吸着メソチャ
ンネルを含み、該吸着メソチャンネルそれぞれが吸着媒体を含み、該吸着層は少なくとも
３つの熱交換器層と交互に配置されていて、該熱交換器層それぞれが少なくとも１本のマ
イクロチャンネルを含む、請求項１に記載の吸着ポンプ。

【発明の詳細な説明】
【発明の開示】
【０００１】
　　発明の分野
　本発明は、アメリカ合衆国エネルギー省から受けた契約DE-ACO676RLO 1830によって政
府の援助下で行なわれた。政府は本発明に関して一定の権利を有する。
【０００２】
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　　関連出願
　本出願は、２００１年４月３0日に出願された米国特許出願第０９／８４５，７７６号
の一部継続出願である。３５ U．S．C．sect．１１９(e)にしたがって、この出願は、２0
０２年３月１１日に出願された米国仮出願第６０／３6３，８５８号に対して優先権を主
張する。
【０００３】
　　発明の分野
　本発明は、吸着装置及びガス吸着法に関する。
【０００４】
　　発明の背景
　多くの工業プロセスにおいてガスの分離は重要であった。二酸化炭素の除去は、人間が
水中及び宇宙で生活するために空気を精製する場合おいて今なお重要である。ガス分離に
関する改良を利用できる他の重要な技術としては：燃料電池、アンモニア製造、肥料製造
、石油精製、合成燃料製造、天然ガススイートニング（natural gas sweetening）、油回
収及び鋼溶接が挙げられる。
【０００５】
　吸着剤上へのガス種の吸着能力は、通常は、文献として出版されている及び吸着剤の製
造者と供給者によって広範に出版されている吸着等温線及び吸着等圧線においてグラフ形
状で表される。ガス種の吸着に関して、その能力は、典型的には、吸着剤の単位質量あた
りに吸着されるガス種の平衡質量（例えば、種ｋｇ／吸着剤１００ｋｇ）として表される
。吸着能力は、温度及び吸着される種の分圧（濃度）の関数として変化する。充填率又は
能力は、典型的には、吸着剤床の温度が低下するか又はガス相における吸着された種の分
圧が増大するにつれて増加する。
【０００６】
　温度及び圧力による吸着能力の変動を用いて、ガス種を分離させることができる。例え
ば、圧力スイング吸着（ＰＳＡ）では、ガス種は、比較的高圧では、吸着剤上へと吸着さ
れ、供給流からガス種が除去される傾向がある。再生ＰＳＡプロセスでは、充填された吸
着剤床に関して絶対圧力を低下させるか（例えば、真空を施用する）又は充填された吸着
剤床中により低濃度のパージガスを押し流すことによってガス相における吸着された種の
分圧を低下させて、吸着剤を再生させる。ＰＳＡプロセスのサイクル時間は典型的には分
単位で測定される（Humphrey and Keller，"Separation Process Technology，McGraw Hi
ll，１９９７）。再生温度でのスイング吸着（ＴＳＡ）プロセス又は熱スイング吸着プロ
セスでは、低温では種は吸着され、その充填能力は比較的高く、また高温では、（少なく
とも部分的に）脱着されるので、更なるサイクルのために吸着能力が回復する。
【０００７】
　ガス種の分離に加えて、ＴＳＡを用いて、熱化学的にガスを圧縮することができる。熱
化学圧縮に基づく吸着は、冷凍サイクル及び熱ポンプサイクル（Sywulkaに与えられた米
国特許第５，４１９，１５６号を参照されたい）及び一般的な化学処理に対して適用可能
である。
【０００８】
　ガス吸着は、広範なガス種（例えば、Kohl and Nielsen，Gas Purification，５th Ed
．，Gulf Pubi．Co．，Houston，TXを参照されたい）に対して適用可能であることは公知
である。KohlとNielsenは、従来のＴＳＡガス精製プロセスでは、吸着剤床の充填サイク
ル及び未充填サイクルは典型的には約数時間であることを報告している。
【０００９】
　２０００年５月にＰＮＮＬウェブサイトに掲載されている報告（"Microscale Adsorpti
on for Energy and Chemical Systems"）では、Viswanathan，Wegeng及びDrostは、短時
間でのマイクロチャンネル吸着に関する研究のための計算及び実験の結果を報告していた
。ＣＯ２の９５％が、半無限拡散に基づいて３０秒でゼオライト粒子に到達するという報
告された推定からすると、この推定は、「フロースルー（flow-through ）」配置ではな
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く、「フローバイ（flow-by）」配置においてゼオライト吸着剤を含むことは明らかであ
る。「フローバイ」配置とは、吸着剤が、流路の全断面積未満を占有し、ガス流は主に吸
着剤の近傍に存在していて、吸着媒体と吸着されるガス種（一種又は複数種）との接触が
、吸着構造体中へと且つ該構造体を通過して質量拡散することによって主として生起する
ことが要求される配置であり、一方、「フロースルー」配置とは、流体が、吸着構造体に
隣接して流れるのではなく、直接に吸着構造体「中を通過して」流れるように、吸着剤が
流路内に実質的に配置されるような配置である。
【００１０】
　それらの従来知られている使用及び重要性にもかかわらず、ガス吸着分離技術に関する
複数の問題が今尚存在している。これらの問題としては：過剰なエネルギーの使用、大き
な装置又は低容量、コスト、及びガスの分離速度が遅い及び／又は分離されるガスの質量
が小さいことが挙げられる。
【００１１】
　　発明の概要
　一つの面では、本発明は、吸着媒体を含む吸着メソチャンネル（adsorption　mesochan
nel）を含む吸着層と、該吸着層と熱接触する熱交換器とを含む吸着ポンプを提供する。
熱交換器は少なくとも１本のマイクロチャンネルを含む。吸着層は、ガスが、最初に接触
器材料を通過せずに、吸着媒体と直接接触するようにガス入口を含む。
【００１２】
　別の面では、本発明は、吸着媒体を含む吸着メソチャンネルを含む少なくとも１つの吸
着層を含むガス吸着脱着装置を提供する。吸着メソチャンネルは、長さ、幅及び高さを有
し；高さは少なくとも１．２ｍｍである。装置は、１立方センチメートルあたり約０．６
７ｇのかさ密度を有する等体積の１３ｘゼオライトで吸着媒体を置換し、次に、７６０ｍ
ｍＨｇ及び５℃において二酸化炭素で飽和させ、更に次に、７６０ｍｍＨｇにおいて９０
℃以下に加熱すると、加熱開始から１分以内に、装置１ｍＬあたりＣＯ２が少なくとも０
．０１５ｇ脱着されるような能力を有する。「９０℃以下」に加熱するとは、典型的には
、熱交換器に９０℃の水を通すことを意味しているが；また、例えば電気抵抗ヒーターの
ような他の手段による加熱も包含している。好ましくは装置は、吸着層と熱接触する少な
くとも１つの熱交換器を含む。好ましい態様では、装置は、１立方センチメートルあたり
約０．６７ｇのかさ密度を有する等体積の１３ｘゼオライトで吸着媒体を置換し、次に、
７６０ｍｍＨｇ及び５℃において二酸化炭素に１分間曝露し、更に次に、７６０ｍｍＨｇ
において９０℃以下に加熱すると、加熱開始から１分以内に、装置１ｍＬあたりＣＯ２が
少なくとも０．０１５ｇ脱着される能力を有する。
【００１３】
　更に別の態様では、装置は、吸着剤が選択的に加熱されるように配置される。「選択的
に」とは、装置の他の部分に優先して吸着剤材料が加熱されるように、更に特に、吸着剤
は吸着層の一部分のみを占有していて、熱が、吸着層の他の部分に優先して吸着剤に加え
られるように装置が配置されていることを意味している。例えば、少なくとも１つの熱交
換器では、熱交換流体流路は吸着チャンネル（単数又は複数）の領域と実質的にオーバー
ラップするように配置できると考えられる。又は、装置は、吸着チャンネル（単数又は複
数）とオーバーラップしている比較的熱伝導性の材料と、吸着チャンネル又は吸着剤材料
と実質的にオーバーラップしていない比較的断熱性の材料とを含むことができると考えら
れる。「実質的にオーバーラップしている」とは、吸着チャンネル及び熱交換器が積重ね
られている流れの方向に対して直角な方向から見たときに、吸着チャンネル（単数又は複
数）及び熱伝導性材料の領域が少なくとも約８０％オーバーラップしていることを意味し
ている。
【００１４】
　更なる面では、本発明は、吸着媒体を含む吸着チャンネルを含む吸着層と、該吸着層と
熱接触しているメソチャンネル熱交換器とを含む吸着ポンプを提供する。メソチャンネル
熱交換器は、該熱交換器中を流れる高い熱拡散率を有する流体を有するので、メソチャン
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ネル熱交換器を併用した該流体に関する特有の熱輸送時間は１０秒以下である。
【００１５】
　また、本発明は、吸着／脱着セルが接続されていて総エネルギー効率が向上している装
置も提供する。各セルは、入口及び／又は出口を有する少なくとも１本の吸着メソチャン
ネルを含む。典型的には、各セルは、共通のヘッダー及びフッターを共有していて、且つ
一緒に運転される複数の吸着メソチャンネルを含む。好ましくは、各吸着チャンネルは、
少なくとも１つの熱交換器と熱接触している。各吸着チャンネルは吸着媒体を含む。典型
的には、装置は、熱源及びヒートシンクも含むか、又は熱源及びヒートシンクと一緒に用
いられる。いくつかの態様では、ヒートシンクは、装置中に通され且つ装置から除去され
る非吸着ガスであり得ると考えられる。装置は、各セルと熱源及びヒートシンクとの間に
伝熱管を含み、また各セルと少なくとも２つの他のセルとの間に伝熱管も含む。運転時は
、伝熱管は、熱交換流体を運ぶか、又は熱伝導性材料を含むことができる。また、装置は
、少なくとも１本の吸着チャンネル中に流れるガス流を制御できるバルブも含む。セル体
積は、一緒に運転される吸着チャンネル（単数又は複数）の体積と規定され、更に次のも
のが存在する場合は、熱交換チャンネル（単数又は複数）の体積、前記チャンネル間の体
積、セルの外壁の体積、及び入口と出口のフッターの体積を含む。
【００１６】
　更に、本発明は、吸着層中にガスを通してガスの少なくとも一部を吸着媒体上へと吸着
させて吸着されたガスを形成させる工程、その吸着層から、１ｃｍ、好ましくは２ｍｍ以
下の距離を介して熱交換器中へと熱を選択的に除去する工程；及び、続いて、熱交換器か
ら１ｃｍ、好ましくは２ｍｍ以下の距離を介して吸着媒体を選択的に加熱してガスを脱着
させる工程を含むガスの吸着脱着法を提供する。ガスは、最初に接触器材料を通過せずに
、吸着媒体と直接接触する。より迅速な伝熱（而して、より速いサイクリング）のために
は、吸着チャンネルは、例えば金属のフィン又はピン又はグラファイト繊維のような伝熱
剤を含むことができる。
【００１７】
　また、本発明は、吸着層中にガスを通してガスの少なくとも一部を吸着媒体上へと吸着
させて吸着されたガスを形成させる工程、その吸着層から、１ｃｍ以下の距離を介して熱
交換器中へと熱を選択的に除去する工程；及び、続いて、熱交換器から１ｃｍ以下の距離
を介して吸着媒体を選択的に加熱してガスを脱着させる工程を含むガスを吸着及び脱着す
る方法も提供する。いくつかの場合では、距離は、吸着層の中心線と熱交換器の中心線と
の間と規定される。該中心線は、図から明らかであるか、又は任意の積重ねられた（積層
された）デバイスにおいて確認できる；又は、この限定は、吸着剤中の任意のポイントが
熱交換器の上記距離（典型的には１ｃｍ）以内に存在するという等しい長さによる限定で
置き換えることができる。
【００１８】
　更に、本発明は、少なくとも１本の吸着メソチャンネルと少なくとも１つの熱交換器と
を含むガス吸着脱着装置においてガスを吸着及び脱着する方法も提供する。この方法では
、少なくとも１本の吸着メソチャンネル中にある吸着媒体中にガスが吸着され、同時に、
その吸着媒体から熱吸収熱交換器中に熱が取り出される。続いて、熱供給熱交換器から、
少なくとも１本の吸着メソチャンネル中にある吸着媒体へと熱が加えられ、その吸着媒体
からガスが脱着される。ガスを吸着しガスを脱着する組合せ工程は完全なサイクルを形成
し；完全なサイクルでは、装置１リットルあたり少なくとも０．１モルのガスが吸着及び
脱着される。装置は、複数の吸着メソチャンネル（例えば、２本、１０本以上）及び複数
の熱交換器を含むことができる。複数のメソチャンネル又は熱交換器を用いるときは、そ
れらは異なるタイプであることができる。例えば、熱供給熱交換器は電気抵抗ヒーターで
あることができ、熱吸収熱交換器は熱電気クーラーの要素であることができると考えられ
る。又は、熱供給熱交換器及び熱吸収熱交換器は、そこを通って低温流体次に高温流体が
流れる同じチャンネル（好ましくは、他で考察されるように、熱交換器はマイクロチャン
ネルを含む）であることができると考えられる。本方法のいくつかの態様では、吸着と脱
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着との間の吸着媒体の温度差は、好ましくは２００℃未満、更に好ましくは１００℃未満
であり、またいくつかの態様では、温度差は、５０℃ ～ ２００℃である。本方法のいく
つかの態様では、サイクル時間は、好ましくは５分未満、更に好ましくは２分未満であり
、またいくつかの態様では、０．５ ～ １０分である。本方法のいくつかの態様では、装
置１リットルあたり１分間につき０．１モル ～ １モルのガスが、完全なサイクルにおい
て吸着及び脱着される。この方法は、本明細書に記載してある特性及び条件のいずれかを
含むことができ、例えば、デバイス特性の任意の特性を用いることができると考えられる
。
【００１９】
　また、本発明は：各吸着セルが少なくとも１つの吸着層を含む少なくとも６つの吸着セ
ルと、少なくとも１つの熱交換器層とを含むマルチセル吸着ポンプも提供する。熱接続は
、各吸着セルを、少なくとも２つの他の吸着セルに対して且つ熱源に対して且つヒートシ
ンクに対して接続しており、その結果として、各吸着セルは、熱源から熱を受容する前に
該少なくとも２つの他の吸着セルから熱を連続的に受容し、次に、ヒートシンクへと熱を
捨てる前に少なくとも２つの他の吸着セルに対して熱を連続的に捨て、その結果として、
熱回収が提供されることによって、吸着から脱着へと熱的に循環でき、また吸着へと戻る
ことができる。
【００２０】
　また、本発明は、ガスの少なくとも一部が吸着媒体上へと吸着されて、吸着されたガス
を形成する第一吸着媒体を含む第一吸着層中にガスを通す工程、及び１ｃｍ以下の距離を
介して該吸着層から第一熱交換器中へと熱を除去する工程を含む第一工程を含むガスを吸
着及び脱着する方法も提供する。次に、第二工程では、吸着媒体を、第一熱交換器から１
ｃｍ以下の距離を介して加熱し、ガスを脱着させる。第一工程と同時に、熱交換器流体は
、熱交換器中を流れ、吸着剤と熱交換する。この熱交換流体は、第二熱交換器中へと流れ
、今度は、第二吸着媒体を含む第二吸着層と熱交換する。
【００２１】
　また、本発明は：熱源から少なくとも２つの第一セル中へと熱を伝達し、該少なくとも
２つの第一セルのそれぞれからガスを脱着させ、そして少なくとも２つの第二セルから少
なくとも２つの第三セルへと熱を伝達する第一工程；少なくとも２つの第二セルからヒー
トシンクに対して熱を伝達し、その少なくとも２つの第二セル中へとガスを吸着させ、そ
してその少なくとも２つの第一セルから少なくとも２つの第三セルへと熱を伝達する第二
工程；熱源から少なくとも２つの第三セル中へと熱を伝達し、少なくとも２つの第三セル
のそれぞれからガスを脱着させ、そして少なくとも２つの第一セルから少なくとも２つの
第二セルへと熱を伝達する第三工程；及び少なくとも２つの第一セルからヒートシンクへ
と熱を伝達し、少なくとも２つの第一セル中へガスを吸着させ、そして少なくとも２つの
第三セルから少なくとも２つの第二セルへと熱を伝達する第四工程を含むガスを吸着及び
脱着する方法も提供する。この方法では、各セルは、少なくとも１つの吸着剤及び少なく
とも１つの熱交換器を含む。
【００２２】
　また、本発明は、ＰＳＡ吸着を熱で増強させて、ＰＳＡ単独で達成されると考えられる
吸着媒体の利用率をより大きくする吸着脱着法も提供する。その方法は、吸着種（一種又
は複数種）のより多くの量を吸着できるように、吸着種（一種又は複数種）のある分圧に
おける吸着中に吸着媒体を冷却する工程、及び／又は脱着種（一種又は複数種）のより多
くの量を脱着できるように、脱着種（一種又は複数種）のより低い分圧における脱着中に
吸着媒体を加熱する工程を含む。一般的に、本明細書で説明される方法は、熱スイング吸
着、熱増強圧力スイング吸着、及び熱化学圧縮に適用可能である。
【００２３】
　別の面では、本発明は：吸着媒体を含む吸着メソチャンネルを含む吸着層；及び該吸着
層に隣接していて、且つ第一熱交換流体経路を含む第一領域と第二熱交換流体経路を含む
第二領域とを含む熱交換器層を含む吸着ポンプを提供する。第一流体経路はヘッダー及び
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フッターと接続している。第二流体経路も、ヘッダー及びフッターと接続している。第一
流体経路は、第二流体経路に比べて平均長が短い。長さは、熱交換器層を通る正味の流体
流の方向で測定される。第二流体経路の平均幅と平均高さとの積（幅ｘ高さ）は、第一流
体経路の平均幅と平均高さとの積（幅ｘ高さ）に比べて大きい。より広い面では、本発明
は、単独で又は熱交換を必要としている任意の層と一緒に、上記熱交換器を提供する。　
【００２４】
　「領域」という用語は、熱交換器層における選択された隣接体積を指している。その領
域は、任意に選択してもよいが、熱交換器中に配置されている流体経路の長さに対して平
行な二面を含んでいるべきである。「領域」の高さは、典型的には、熱交換器層の高さで
決まる。結合されていないスタック状態の熱交換器の高さは、熱交換器シム（単数又は複
数）の高さであるが、結合されたスタック又は一体型デバイスでは、熱交換流体経路の最
大の高さである。「流体経路」は、熱交換流体の流れを通すチャンネル、開放空間、又は
任意の領域である。
【００２５】
　更に、本発明は：第一温度において、吸着メソチャンネル中にある吸着剤上へとガスを
吸着させて、吸着されたガスを形成させる工程；第一温度に比べて高い温度の熱交換流体
を第一及び第二流体経路中に通す工程；及び吸着されたガスの少なくとも一部分を脱着さ
せる工程を含む、上記吸着ポンプのいずれかにおいてガスを吸着及び脱着させる方法も提
供する。
【００２６】
　別の面では、本発明は：中心軸の周囲に配置された少なくとも３つのセルを含み、且つ
各セルが少なくとも１つのユニットを含み、且つ各ユニットが熱交換器層と、その熱交換
器層に隣接している吸着層とを含む；その場合、前記層は、幅、高さ及び長さの相互に直
角な寸法を有する実質的な平面であって、その長さは各層中を流れる正味の流体流の方向
で測定され、各層の高さは、その幅に比べて小さく、その長さに比べて小さく、また、各
層の高さは、中心軸に対して実質的に平行である一体型マルチセル吸着ポンプを提供する
。
【００２７】
　本発明の様々な面は、水素を含む任意のガスに対して一般的に適用可能であるが、水素
に対して特に適しているいくつかの好ましい態様が存在する。例えば、水素は、金属水素
化物（金属水素化物吸着剤は、水素化物形態で、更に典型的には、その場で水素化物へと
転化される金属として、まず最初に供給することができる）中に吸着させることができ、
また本明細書で説明されている装置及び方法を用いて迅速に脱着させることができる。特
有な面では、本発明は、水素を吸着及び脱着する工程を含む燃料電池を始動させる方法を
提供する。この面では、本発明は：（ａ）改質装置から水素を製造し、改質装置によって
製造された水素の一部を、吸着ポンプ内にあるメソチャンネル中に配置されている水素吸
着剤に吸着させる工程、（ｂ）その吸着ポンプおいて、メソチャンネル中に配置されてい
る水素吸着剤を加熱して、水素を脱着させ；その脱着させた水素の少なくとも一部を動作
していない燃料電池中に通す工程；及び（ｃ）脱着させた水素を用いて燃料電池を始動さ
せる工程を含む燃料電池を始動させる方法を提供する。 
【００２８】
　一般的に、本発明は、本明細書で説明されている部材（例えば、独立したシム又はシム
の集合体）又はデバイス（例えば、積重ねシム、入口及び／又は出口を有し且つ／又は流
体管などに接続されている積重ねシム）のいずれかを提供する。シムのシリーズとして様
々な態様が示されているが、シムによって本発明が特徴付けられる必要はないが、ある種
の接続、流路、及び／又は吸着構造（adsorbent configurations）などを有するデバイス
によって特徴付けられることを認識すべきである。デバイス及び部材は、試験結果によっ
て証拠が提示された特性に限定されないが、それらの機能及び／又は特性によって（例え
ば、それらの効率によって）、更に、もしくは二者択一的に特徴付けられる（且つ請求さ
れる）。また、本発明は、例えば吸着ポンプ、熱交換器、及びガス吸着脱着装置のような



(7) JP 5016179 B2 2012.9.5

10

20

30

40

50

デバイスも含む。いくつかの態様では、これらのデバイスは、それらの機能と一緒に特徴
付けることができる。
【００２９】
　また、本発明は、部材又はデバイスのいずれか（本明細書で説明されている部材又はデ
バイスの任意の部分）を用いるプロセスも含む。また、本発明は、ガスを吸着及び／又は
脱着させる方法及び／又は熱を交換させる方法も含む。いくつかの態様では、本発明方法
は、本明細書で説明されている特性もしくは他の特徴又は上記デバイスもしくは本明細書
中の他の説明から得られる特性もしくは他の特徴と一緒に特徴付けることができる。
【００３０】
　本発明は、積重ねプレアセンブリとして結合させる前に、結合させて積層デバイス又は
積重ねシムとされたシムの群を含む。
　更に、本発明は、本明細書で説明されている特徴の１つ以上を有するシムを積重ねるこ
とを含む工程によって部材又はデバイスを作製する方法を提供する。積重ねたら、例えば
 拡散結合又は（低温用途には）接着剤のような方法によってシムを典型的に結合させる
。
【００３１】
　本発明の様々な態様は：迅速なサイクリング、迅速な吸着剤再生、必要とされる吸着剤
質量の関数として吸着時間の短縮及び／又は吸着されるガスの体積増加、優れたデバイス
安定性、低コスト、接触器を介しての拡散を必要としない吸着媒体中への直接吸着、吸着
器構造の他の要素に比べてより強く吸着媒体を選択的に加熱／冷却できるという利点、エ
ネルギー効率の良い温度スイング分離及び／又はよりエネルギー効率の良い熱化学圧縮を
可能にする伝熱式熱交換を有する吸着ユニットの構成を含む多くの利点を提供することが
できる。
【００３２】
　本発明の主題は、本明細書の結論部分で特に指摘され且つ厳密に請求される。しかしな
がら、構成及び運転方法の両方、ならびにそれらの更なる利点及び目的は、同じ参照番号
は同じ要素を指している添付の図面と一緒に記載される以下の説明を参照することによっ
て最も良く理解できる。
【００３３】
　　用語解説
　本発明において、「マイクロチャンネル」という用語は、好ましくはチャンネルを通る
正味の流れに対して直角な方向において、少なくとも１本の寸法が１ｍｍ以下であるチャ
ンネルを指している。「メソチャンネル」という用語は、チャンネルを通る正味の流れに
対して直角な方向において、少なくとも１本の寸法が１ｃｍ以下であるチャンネルを指し
ている。上記２種類のチャンネルに関して、最適な設計は、通常、迅速な熱及び／又は質
量輸送が望まれる方向にチャンネルの高さを配向させることを含む。フロースルーデバイ
スの「吸着層」は、吸着剤のみを含むが、積層フローバイデバイスでは、「吸着層」は、
吸着剤と接触器（存在する場合）と吸着剤及び／又は接触器に隣接している開放領域を含
む。
【００３４】
　吸着剤の量の「理論容量」は、それ以上ガスが実質的に吸着されなくなるまでの充分な
時間、第一温度において且つ吸着されるガス種（一種又は複数種）の分圧を固定した状態
で、吸着剤を維持する工程、次に、ガス流を停止させ、それ以上ガスが実質的に吸着され
なくなるまで、吸着されるガス種（一種又は複数種）に関して同じ固定分圧で又は別の固
定分圧において、第二温度まで加熱してガスを脱着させる工程、及び脱着されたガスの量
を測定する工程によって決定される；脱着されたガスの量は、そのプロセス条件のセット
に関する吸着材料の「理論容量」であると規定される。作動している吸着ポンプ内におけ
る実際の「利用された容量」は、同じ圧力及び温度条件ではあるが、選択された限られた
時間において測定されるので、理論容量に比べて下回っている可能性がある。
【００３５】
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　吸着ポンプは、システムが異なる温度及び／又は圧力に移行するときに、吸着媒体の表
面上へとガス又はガス内の成分を捕獲し、次に、捕獲したガスの少なくとも一部を脱着す
るデバイスと規定される。吸着ポンプは、温度及び／又は圧力の条件が変わるときに起こ
る吸着剤の平衡吸着能力における変化を利用する。メソチャンネル吸着ポンプは、メソチ
ャンネル内に吸着剤材料を含み、そのメソチャンネルは、熱交換器、好ましくはマイクロ
チャンネル熱交換器と熱接触していて、それにより、吸着剤メソチャンネルと熱交換器マ
イクロチャンネルとの間に迅速な伝熱が提供される。
【００３６】
　マイクロチャンネルとメソチャンネルとの間の輸送現象は、一般的に、ミリ秒から数十
秒の特有な熱及び質量輸送時間を示す。而して、適当に選択された伝熱流体を併用したマ
イクロチャンネルとメソチャンネルとのシステムは、およそ数十秒又は数秒以下で、過渡
的な熱及び質量の輸送応答速度を示すように設計することができ、而して、メソチャンネ
ル吸着ポンプは、数分以内に、又はいくつかの場合では、数十秒以下の内に、完全なＴＳ
Ａサイクルによって運転できるべきである。 
【００３７】
　ハードウェア体積又は装置体積に関して説明される本発明の面に関して、該体積は、吸
着媒体、熱交換器、エンドプレート及びヘッダーとフッターを含むが、外部導管を含まな
い。例えば、装置は、外部導管を除いて、図１５に示してある装置全体を含むと考えられ
る。
【００３８】
　　メソチャンネル吸着ポンプの理論及び設計
　ハードウェア体積あたりの生産性が高い吸着ポンプ設計を得るために、吸着媒体を迅速
に循環させる必要がある。それは、マイクロチャンネル及びメソチャンネルによって提供
することができるタイプの高速な熱輸送及び質量輸送によって促進される。
【００３９】
　マイクロチャンネル及びメソチャンネルにおける流体内の熱輸送及び質量輸送は、通常
は、拡散によって支配される；すなわち、マイクロチャンネルにおける流体流は、ほとん
ど常に、層流領域（すなわち、乱流ではない）にあるので、熱輸送及び質量輸送は、主に
、流体内における拡散によって得られる。
【００４０】
　メソチャンネル吸着ポンプの迅速なサイクリングでは、特に、以下で考察されるように
高度に効率的な熱回収が望まれる場合には、熱交換チャンネル、吸着チャンネル、及びこ
れら２セットのチャンネルを分離している壁の中における過渡的な熱応答に注意する必要
がある。好ましくは、メソチャンネル吸着ポンプは、壁を横断する熱輸送距離が、システ
ムのサイクル時間又は性能に有意に影響を与えないように充分に小さくなるように設計さ
れる。
【００４１】
　熱交換器チャンネルにおける特有な熱輸送時間（ｔｈｔ）は、実質的な程度の熱拡散が
生起するのに要する時間と関係がある。より厳密には、拡散によって熱輸送が支配されて
いるメソチャンネル内における層流に関しては、特有な熱輸送時間は、下式
　　　　　　　　　　ｔｈｔ　＝ ｈ２／∝　
（式中、ｈはチャンネルの高さであり、及び∝は流体の熱拡散率である）のように熱輸送
距離及び熱交換流体の熱拡散の関数であると規定される。例えば、高さ２５０ミクロンの
チャンネルを流れる水（３００Ｋ、１バールにおいて熱拡散率 ∝ ＝ １．４６ｘ１０－

７ｍ２／秒）は：
ｔｈｔ　＝ ｈ２／∝
　　  ＝ ［（２５０ミクロン）（１０－６ｍ／ミクロン）］２／（１．４６ｘ１０－８

ｍ２／秒）　
　　　＝ ０．４３秒
の特有な熱輸送時間を有する。この方法で特有な熱輸送時間を規定することは、数学的に
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は、無次元フーリエ数（Ｆ０）を１とおいたことに等しい。Ｆ０を１とおくプロセスに関
しては、実質的な量の拡散が起こったが；流体の過渡的な熱応答はまだ完了していない。
熱平衡が近づくにつれて正味の拡散は遅延するので、熱交換器チャンネル内における熱平
衡の望ましい近似を達成するためには、ｔｈｔの追加の時間刻み（time step）が必要で
あるかもしれない。
【００４２】
　比較すると、空気（３００Ｋ、１バールにおいて熱拡散率 ∝ ＝ ２．２０ｘ１０－５

ｍ２／秒）及び液体ナトリウム（４７３Ｋ、１バールにおいて熱拡散率 ∝ ＝ ４．７８
ｘ１０－５ｍ２／秒）は、高さ２５０ミクロンのチャンネルにおいて、それぞれ２．８４
ミリ秒及び１．３１ミリ秒の特有な熱輸送時間を有する。
【００４３】
　また、メソチャンネル吸着ポンプの設計では、吸着チャンネル内における且つ吸着チャ
ンネル中への質量輸送に関して注意を払う必要もある。例えば、多くの用途では、吸着ポ
ンプがプロセス流体から溶質を実質的に除去することが期待される。例えば、燃焼ガス流
からＣＯ２を除去すること、又はプロセス流から酸性ガス（例えば、Ｈ２Ｓ，ＣＯ２など
）を除去することが望ましい。　
【００４４】
　このタイプのプロセスのためには、有意な設計調節（design tradeoff）を行なわなけ
ればならない。一つは、各サイクルにおいてほとんど完全に吸着媒体を充填して吸着媒体
能力を最大限に利用することであり、もう一つは、供給流から溶質をできる限り多く除去
することである。吸着媒体をまず最初に迅速に充填する。その場合、吸着媒体は、流動ガ
ス流に対して近い位置にあり、すなわち質量輸送距離が極めて短い。吸着床の完全な又は
実質的に完全な充填が起こり、流動ガス流から最も離れている吸着床の部分まで続く。こ
のために、流れの方向に対して直角方向において測定された、流動ガス流から吸着媒体の
最も離れている区画までの距離が重要である。
【００４５】
　吸着チャンネルにおける特有な質量輸送時間（ｔｍｔ）は、吸着チャンネル中へと及び
吸着チャンネル内において、実質的な程度の質量拡散が起こるのに要する時間と関係があ
る。特有な熱輸送時間と同様に、層流システムに関する特有な質量輸送時間は、下式：
　　　　　ｔｍｔ　＝ Ｌ２／Ｄｅ

（式中、Lは質量輸送距離であり、Ｄｅは全流体中の拡散種（一種又は複数種）の有効質
量拡散率である）のように、全流体内における、質量輸送距離と、溶質（一種又は複数種
）の有効質量拡散率との関数と規定される。而して、特有な質量輸送時間は、流体特性、
チャンネル寸法、及び吸着媒体の構造の属性である。特有な質量輸送時間を計算するため
に、有効質量拡散率は、流体質量拡散率と、吸着媒体のくねり係数（tortuosity factor
）及び多孔度との関数であると規定される。而して、　　　　
　　　　　　　Ｄｅ　＝ Ｄε／τ
（式中、Ｄは流体中にある吸着種（一種又は複数種）の質量拡散率であり、ε及びτは、
それぞれ吸着チャンネルに存在している吸着材料の多孔度及びくねり係数である）
と表される。
【００４６】
　特有な質量輸送時間を計算する場合、幾何学的配置を考えることが重要である。一般的
に、２つのタイプの吸着システムが重要である。１つのタイプは、「フロースルー」シス
テムと呼ばれており、処理されるガスを吸着チャンネルの中に直接流す。もう一方のタイ
プは、「フローバイ」システムと呼ばれているものであり、処理されるガスは吸着チャン
ネルを通過する；「フローバイ」システムに関しては、ガスを直接流しているチャンネル
から吸着媒体を分離させるために、Drostらに与えられた米国特許第６，１２６，７２３
号で説明されている接触器を用いることができる。この場合、ガスが接触器中に入り、そ
して吸着媒体中に拡散するときに吸着が起こる。又は、別の「フローバイ」システムは、
吸着媒体に隣接しているが、直接には吸着媒体中を通っていない優先流路（preferential
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 flow path）が存在するように、ガスを流すために用いられるのと同じメソチャンネル内
に配置された吸着媒体を有することを含む。例えば、吸着媒体は、チャンネルの壁上に又
はチャンネルの全高を占めない「挿入物（insert）」上に塗布される。
【００４７】
　吸着チャンネルが吸着構造によって実質的に充填される、接触器ベースの「フローバイ
」システムに関して、吸着チャンネルの高さは、吸着チャンネル内における質量輸送長さ
でもある。吸着剤に関する多孔度対くねり係数の比（ε／τ）が１／６であって、流体の
質量拡散率が１．６７ｘ１０－５ｍ２／秒（２９８Ｋで１ａｔｍにおけるＮ２流中のＣＯ

２に相当する）である高さ１ｍｍの吸着チャンネルの場合は、特有な質量輸送時間は：
　ｔｍｔ ＝ Ｌ２／Ｄｅ 
　　　　 ＝ （１ｘ１０－３ｍ）２（６）／（１．６７ｘ１０－５ｍ２／秒）
　　　　 ＝０．３５９秒
と計算される。同様に、吸着チャンネルの高さが１ｃｍである場合、特有な質量輸送時間
は３５．９秒と計算される。
【００４８】
　特有な質量輸送時間の評価は、様々なメソチャンネル吸着ポンプ構造を考慮するときに
役立ち得るが；追加の詳細は吸着ポンプを設計するときに考えなければならない。過渡的
応答及びサイクル時間を評価するためには、吸着に関する化学（容量及び運動速度（kine
tic rate））、吸着チャンネルの正確な幾何学的形状及び寸法、及び吸着チャンネル中に
ある吸着媒体、ならびにシステムが達成することを意図している理論容量のパーセントに
対しても注意を払わなければならない。
【００４９】
　更に一般的には、メソチャンネル吸着ポンプのためのサイクリング速度は、化学、質量
輸送（全ガス流内における及び吸着チャンネル内における溶質の質量拡散を含む）、及び
熱輸送（吸着チャンネル内におけるガス及び固体物質の熱拡散率と、吸着チャンネル、任
意の熱交換チャンネル（単数又は複数）及びチャンネルを接続している構造材料の組合せ
に関する特有な熱輸送時間とを含む）の関数である。
【００５０】
　サイクルの吸着部分中に、吸着されたガスは相転移を経験し、熱（吸着熱）が放出され
る。吸着熱が発生したときに熱を除去しないと、吸着床内の温度が上昇し、それにより、
吸着できるガスの量が制限される。同様に、脱着中、ガスの発生はエネルギーを消費する
ので；吸着床を加熱（脱着の熱に相当する）しないと、温度が低下し、それにより、脱着
できるガス量が制限される。
【００５１】
　　熱増強ＰＳＡ
　メソチャンネル吸着ポンプは、ＰＳＡ吸着を行うこともでき、原則として、熱増強によ
ってＰＳＡ吸着サイクルの生産性を向上させることができる。上記したように、吸着シス
テムは、典型的には、吸着中には熱を発生し、また脱着中には、熱を消費するので、サイ
クルの脱着部分では吸着媒体の温度が低下する。従来のＰＳＡシステムでは、吸着熱は吸
着媒体内に残留しており、脱着熱はその吸着媒体から取り出され、吸着媒体は冷却される
。従来のＰＳＡシステムに関する正味の効果は、吸着中に熱を除去し及び／又は脱着中に
熱を加えた場合に比べて、吸着媒体の理論容量が低下するということである。
【００５２】
　熱増強は、通常は、従来のＰＳＡシステムに関して試みられる。なぜならば熱輸送距離
が非常に長いので、極めて長いサイクル時間が必要とされるからである。上記したように
、従来のＰＳＡシステムは、典型的には数分のサイクル時間を有するのに対して、従来の
ＴＳＡシステムは、典型的には数時間のサイクル時間を有する。
【００５３】
　しかしながら、メソチャンネル吸着ポンプは、ＰＳＡシステムと同様により短いサイク
ル時間を提供する。而して、メソチャンネル吸着ポンプは、熱増強されたＰＳＡ吸着及び
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／又は脱着を行うことができるので、所定量の吸着剤の利用度を向上させることができる
。更に詳しくは、熱交換及び吸着／脱着用にメソチャンネルが組み込まれている熱増強Ｐ
ＳＡ吸着ポンプは、ある圧力（又は分圧）におけるガス種（一種又は複数種）の吸着中に
おいて吸着媒体に冷却を提供し、且つ／又はより低い圧力（又は分圧）における脱着中に
吸着媒体に対して加熱を提供する。この運転は、典型的には、プロセスを動作させるため
に熱エネルギーを必要とするが、吸着システムの大きさは縮小し、吸着媒体の量は減少す
る。又は、いくつかの用途では、従来のＰＳＡシステムは、圧縮機の運転を支えるために
電気エネルギー又は機械エネルギーを要する吸着用高圧運転を必要とするかもしれないの
に対して、熱増強ＰＳＡメソチャンネル吸着ポンプは、より低い入口圧力を必要とする（
而して、圧縮機のコストが低下する）プロセスサイクルの一部として運転できると考えら
れる。特に、このことは、比較的低い温度熱と関係がある低位発熱量に比べて、電気的又
は機械的な力と関係がある高位発熱量が認められる運転にとっては価値があるかもしれな
い。特に廃熱が適当な質で別の運転から利用可能である場合には、価値があるかもしれな
い。
【００５４】
　　好ましい態様の説明
　図１は、吸着プロセスの単純化された概略図である。供給ガスは、管４及びバルブ６を
通し、入口７を通して、吸着層８の中に供給される。同時に、層８を通してガスを流すと
共に、冷却剤はバルブ９を通って流れ、次に、吸着層８から熱を除去する熱交換器１０を
通る。低温で更に多くのガスが吸着されるので、また吸着は熱を発生させるので、冷却は
必要である。吸着層で吸着されないガスは、出口１２及びバルブ１４を通って流れ出る。
吸着サイクルの最後には、供給ガスは止められる。
【００５５】
　脱着モード時の装置は図１ｂに概略示してある。熱交換媒体制御バルブ９を切り替えて
、熱交換器１０の中に比較的熱い流体を通す。高温では更に多くのガスが脱着されるので
、また脱着によって吸着層８が冷却されるので、熱が必要である。バルブ１４を切り替え
て、流れを向け直すことができ、所望ならば、脱着されたガスを捕集することができる。
【００５６】
　図２は螺旋状吸着メソチャンネル２２を有する吸着層２０のトップダウン図である。運
転中、吸着メソチャンネル２２は吸着媒体（図示されていない）を含む。熱交換流体ヘッ
ダー２４は、熱交換器チャンネルの多重層にへと流体を輸送できる。
【００５７】
　吸着チャンネル２２は様々な形状をとることができるが、螺旋形状はいくつかの用途に
とって望ましいかもしれない。吸着チャンネルの高さ（高さは、図２のページから外の方
向にあって、吸着チャンネルの底部から頂部まで測定される）は、１ｃｍ以下、更に好ま
しくは０．１ ～ １０ｍｍ、なお更に好ましくは１ ～ ５ｍｍである。高さを調節するこ
とは重要である。なぜならば、熱輸送及び質量輸送のための時間を限定し、サイクル時間
をより短縮できるからである。吸着チャンネル２２の長さは、ガス入口からガス出口まで
の正味の流れの方向に存在していて、通常は、許され得る圧力低下と、他の考慮事項、例
えば本発明が用いられることになる用途に基づいて決定される。チャンネルの長さに関し
ては制限はないが；ほとんどの用途のためには、吸着チャンネルの長さは、２５ｃｍ以下
、更に好ましくは１０ｃｍ以下、なお更に好ましくは１ ～ ６ｃｍである。吸着チャンネ
ル２２の幅は、特定の態様の設計の関数でもあって、しばしば、内部設計の考慮事項、例
えば吸着チャンネルの幅を画定して本発明の作製中に構造リブとして役立つ壁に関するニ
ーズに基づいて決定される。幅は、一般的に、高さ及び長さに対して直角であり、流路の
任意の横断面において測定され、好ましくは１０ｃｍ以下、更に好ましくは５ｃｍ以下、
又は、なお更に好ましくは５ ～ ３ｃｍである。
【００５８】
　吸着層用の構造材料は、金属でもよいが、好ましくは例えばプラスチックのような低熱
質量材料（low thermal mass material）である。吸着チャンネルに対する金属熱交換器
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インターフェイスと組合せたプラスチック吸着層は、時間の関数として脱着されるガスの
部分として測定される脱着特性が優れ、このためにより速いサイクル時間が可能になるこ
とを見出した。好ましくは、チャンネルは、吸着層を貫通して完全に切り開かれ、吸着媒
体は、好ましくは、２つの側面で熱交換器と接触する。吸着層が薄いと、デバイスサイズ
、重量及び熱質量が減少する（更に迅速な温度スイングが可能になる）。
【００５９】
　ガス吸着媒体（固体である）は、当業において公知であり、所望のガスに対する選択率
を基準にして選択できる。二酸化炭素及び水蒸気に関しては、１３Ｘゼオライトペレット
は一つの好ましい例である。容量を最大にするためには、吸着チャンネルに存在する吸着
媒体の量を最大にすることが望ましいが；質量輸送速度に関する制限とは二律背反であっ
て、吸着チャンネルが更に完全に充填されると、所定の圧力低下においてガス流量が減少
する。而して、粒子の間隙を通って流れ且つ拡散できるように、ペレット又は粒子を用い
ることが好ましい。他の好ましい吸着媒体の形態として、多孔質フロースルーフォーム、
フェルト及びハニカムが挙げられる。好ましい態様では、吸着チャンネルは、５０％超、
更に好ましくは少なくとも８０％充填される。吸着媒体は、吸着チャンネルの総体積の百
分率として測定され、粒子及びその間隙は「充填されている」とみなされる。他の好まし
い態様では、吸着媒体は、吸着チャンネルの少なくともある部分の横断面の少なくとも６
０％、更に好ましくは８０％、なお更に好ましくは少なくとも９０％を充填し、この方法
では、短い吸着チャンネルでも通過する実質的にすべてのガスが吸着媒体と接触する。ガ
スを直接に吸着剤中に通す利点としては、加熱／冷却流を吸着媒体の両側に配置すること
ができ、脱着がより小さい空隙中へと起こり、而して、（熱化学圧縮機用途のために）よ
り大きな圧縮が提供されるので、吸着媒体に対して加熱及び冷却を提供する機会がより良
好に与えられる点が挙げられる。吸着媒体に加えて、いくつかの好ましい態様では、吸着
チャンネルは、例えばチャンネル壁から突出しているフィン又はピンのような熱交換体、
又は例えばグラファイトもしくは金属繊維もしくは金属フレークのような散在された熱伝
導性材料も含む。
【００６０】
　本発明の装置は、好ましくは、吸着層と接触している少なくとも１つのマイクロチャン
ネル熱交換器を含む。「マイクロチャンネル」という用語は、１ｍｍ以下の少なくとも１
本の寸法を有するチャンネルを指している。マイクロチャンネルは、好ましくは最大の高
さ１ｍｍ及び幅１０ｃｍ以下及び任意の長さ（高さはチャンネルを通過する流体流の方向
である）を有し、更に好ましくは１００ ～ ５００マイクロメートル（μｍ）の高さを有
する。いくつかの好ましい構造では、各吸着層は熱交換器の間にサンドイッチされる。好
ましくは、熱交換器層は、熱交換流体チャンネルと、その熱交換チャンネルと吸着層との
間にある壁とを含んでいて、（吸着層（単数又は複数）への／からの熱輸送の方向におい
て）２００ ～ ２０００μｍの厚さを有する。
【００６１】
　好ましくは、熱交換器は、高度に熱伝導性の材料から完全に又は少なくとも部分的に構
成されており；熱交換構造にとっては低熱質量も望ましい。いくつかの好ましい態様では
、熱交換器は、熱交換器層内において、ヘッダー（単数又は複数）及びフッター（単数又
は複数）を接続している様々な長さのチャンネルを有していて；好ましくは、これらの異
なる長さのチャンネルの体積は、熱流束が熱交換領域（熱交換器及び吸着剤へと／から熱
が輸送される領域）全面で等しくなるように調節される。図１１ ～ １６に関する以下の
考察を参照されたい。いくつかの好ましい態様では、熱交換器の高度に熱伝導性の材料は
、好ましくは、吸着チャンネルとほぼ同じ形状を有する（例えば、螺旋形状の吸着チャン
ネルの上に及び／又は下にある螺旋形状の熱輸送材料）。なぜならば、この構造は、吸着
媒体を選択的に加熱するように動作して、デバイスの他の部材、例えば吸着層の他の部分
を加熱することが減り、また熱サイクル速度も速くなるかもしれないからである。いくつ
かの好ましい態様では、熱交換器の高度に熱伝導性の材料は、吸着チャンネル（単数又は
複数）と少なくとも８０％、更に好ましくは少なくとも９０％オーバーラップしている。
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逆に、吸着チャンネル（単数又は複数）は、熱交換器の流体流部分の好ましくは少なくと
も８０％、更に好ましくは少なくとも９０％とオーバーラップしている。「オーバーラッ
プ」は、積み重なっている方向を見て、一つの要素上におけるもう一方の要素の重複像を
計量することによって測定される。吸着チャンネルの形状に適合する螺旋構造に造形され
ている熱交換器に関してデバイスを試験したが、本発明者は、非熱伝導性材料から成る周
囲領域を有する成形された熱伝導性マイクロチャンネル領域を有する熱交換器層も構想し
ている。
【００６２】
　流体のためのチャンネルの代わりに又は流体のためのチャンネルに加えて、熱源は、電
気抵抗ヒーター、光吸収表面又は放射性同位体を含むことができる。例えば発熱化学反応
器（exothermic chemical reactor）又は原子力リアクターのような他のプロセス技術も
熱源となり得る。吸着媒体と接触するガスの非吸着成分は、吸着中に熱を除去することも
できるので、ヒートシンク又はヒートシンクの一部として役立つ。又は、熱源及び／又は
ヒートシンクは、それぞれ、吸着層からの低温熱を、脱着層のための高温熱へと上昇させ
るヒートポンプシステムの一部であってもよい。いくつかの態様では、他のプロセス技術
からの廃熱が本発明装置のための熱源であるように、又は本発明装置のためのヒートシン
クが、吸着中にもしくは吸着前に熱が除去されるおおよその温度において低温熱を必要と
する別のプロセス技術であってもよいように、本発明装置は、低温廃熱を生成する他のプ
ロセス技術と一緒に構成される。
【００６３】
　熱交換器における熱輸送流体は好ましくは水であるが、任意の適当な伝熱流体を用いて
もよい。例えば、液体金属、炭化水素ベース及びシリコーンベースの流体、多くのガス（
例えば、空気、窒素、二酸化炭素又は水素）及び相転移流体（例えば、冷媒）も、本発明
の様々な態様のための適当な熱伝達流体である。実施例のところで説明しているように、
流量が多いと熱変化速度が増すので、サイクル時間が短縮するが；過度に流量が増加する
と、熱力学的な不可逆性が増大するので、システムのエネルギー効率が低下することがあ
る。
【００６４】
　良好な熱輸送特性、コンパクトで且つ組み立て易いために、吸着層（単数又は複数）及
び熱交換器（単数又は複数）は、部材が互いの頂部上に積み重なるように、平らな表面又
は相補的な表面（鍵と鍵穴）を有することが好ましい。
【００６５】
　本発明の別の面では、熱交換流体を介する伝熱式熱交換が提供されるように吸着セルの
一群を配置する。図３には、１２個のメソチャンネル吸着セル（各セルは、吸着媒体を有
する１本以上のメソチャンネルと、１つ以上の熱交換器とを有する）を用いるこのアプロ
ーチに関する一つの概略図が記載してある。システムのある部分は吸着であるが、別の部
分は脱着であり、残りのセルは、熱交換流体を用いて、予熱（脱着のために）又は冷却（
吸着のために）されている。脱着セル（単数又は複数）からの熱交換流体は、吸着剤を予
熱している別のセル（単数又は複数）の中に入り、それと同時に、吸着セル（単数又は複
数）の熱交換器からの熱交換流体は、吸着剤を予冷している別のセル（単数又は複数）の
中に入る。熱交換流体は、各吸着／脱着セル内に埋設されているメソチャンネル中の経路
をとることができると考えられる。このアプローチは、米国特許第５，４１９，１５６号
（その内容を本明細書に引用したものとする）で説明されている概念と同様である。前記
特許は、吸着圧縮機に関して全般的な概念を一般的に説明しているが、メソチャンネル又
はマイクロチャンネルを用いる吸着／脱着に対して吸着圧縮機を適用していない。
【００６６】
　熱回収も、吸着に基づく吸着ポンプによって達成できる。例えば、図３の概略図は、マ
ルチセルメソチャンネル吸着ポンプに関する一つの可能な概念を図示している。そのサイ
クルは、Sywulkaに与えられた米国特許第５，４１９，１５６号で説明されているサイク
ルと同様である。概念的には、セルは、サイクル中は時計回りに移動するが、伝熱流体は
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、各セル中に存在する伝熱チャンネル中を反時計回りに循環する。脱着が起こっている図
の上部にあるセルでは、温度が最も高くなっている。伝熱流体が最も温度が高いこの段階
を出るとき、伝熱流体は、脱着工程の方へとサイクルしている左側にあるセルに対して熱
を連続的に捨てる。下部では、最低温度のセルが吸着している。伝熱流体がセルを通って
右側に上がると、該流体は、脱着工程の方へと下がっているセルを冷却する。この様式で
、熱質量と関係がある熱の大部分は、有効に回収される。脱着器では、いくらかの熱を提
供し、吸着器では除去して、システムを、圧縮仕事を行なう熱エンジンとして動作させな
ければならない。実際には、セルは物理的に回転させることはできないことに留意された
い。仮想の回転は、入口及び出口のポイントならびに加熱と冷却が起こるポイントを移行
させることによって達成できる。
【００６７】
　Sywulkaの概念では、実質的な量のバルビング（a substantial amount of valving）が
必要である。熱回収メソチャンネル吸着ポンプのための流体ポンプ及びバルブは、吸着ポ
ンプ構造内にバルブを埋設することによって、又は前記構造に接続されている導管に対し
て外部バルブを接触することによって、提供できる。
【００６８】
　熱回収に関する他のオプションはマルチセル吸着ポンプであり、該吸着ポンプの全般的
な目的は、冷却しているセルからの熱エネルギーを利用することであり、吸着を支援する
ことであり、及び加熱を必要とする別のセルに対して熱を提供して脱着を支援することで
ある。図４ａ ～ ４ｆに示してあるように、Sywulkaの連続流体プロセスループは、各セ
ルと直ぐ隣に存在するセルとの間の熱接続で代替される。熱接続は、熱交換流体ループを
用いて、又は例えば熱スイッチを用いることによって作ることができる。また、流体ポン
プ及びバルブを内部又は外部に提供することができる。
【００６９】
　エネルギー効率の良い運転では、伝熱式熱交換が高度に効率が良いことが必要である。
熱交換チャンネル及び吸着チャンネルは、システムを運転することに関わる熱エネルギー
の少なくとも６０％以上、又は更に好ましくは８０％以上、なお更に好ましくは９０％が
回収されるように、共同して働く。
【００７０】
　別の装置は図４ａ ～ ４ｆに概略示してある。好ましくは、このスキームでは、３の倍
数個のセルを利用する。図示されているデバイス（各図は上から見下ろしている図である
）は、９個のセルを含み、各セルは箱型で表してある。図４ａでは、熱は、矢印４２で示
してある経路に沿って熱源４０からセル４４中に伝達される。熱源４０は、例えば、パイ
プを通過する熱流体、光吸収表面、抵抗器、又は放射性同位体を有する容器、又は別のプ
ロセス技術から熱流を提供する熱スイッチもしくは他の熱導管を含むことができる考えら
れる。サイクルの最も高い温度で動作するセル４４は、ガス４６を脱着し、脱着されたガ
スはバルブ付出口（図示されていない）を通って出る。同時に、温セル４８は、隣接して
いる冷セル５０に対して熱４９を伝達する。
【００７１】
　図４ｂに図示してある次の工程では、セル４４の出口は閉じられ、セル４４からの熱５
１が移動されて、隣接セル５０を温める。同時に、ガス５２はセル４８に吸着され、熱５
４はヒートシンク（図示されていない）へと伝達される。そのヒートシンクは、例えば、
熱交換器中の冷却流体、ほぼ吸着温度もしくは吸着温度を下回る温度において熱を要求す
る別のプロセス技術、又は単純に大気であることができると考えられる。
【００７２】
　図４ｃに図示してある次の工程では、熱源からの熱は、吸着されたガスを脱着させるセ
ル５０へと伝達される。同時に、温セル４４は隣接冷セル４８へと熱を伝達する。
　図４ｄに図示してある次の工程では、セル５０の出口は閉じられ、セル５０からの熱は
伝達されて、隣接セル４８を温める。同時に、ガス５２はセル４４で吸着され、熱５４は
ヒートシンク（図示されていない）へと伝達される。次の工程は図４e及び４ｆに示して
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ある。
【００７３】
　また、本発明は、吸着層（単数又は複数）と熱交換器とを結合させることを含む吸着装
置を作製する方法も含む。すべて金属製のユニットでは、結合は、好ましくは拡散結合に
よるものである。プラスチック含有ユニットは、接着剤、圧縮取り付け、拡散、又は他の
方法によって結合させることができる。また、装置は、セラミックを含むか又はセラミッ
クから組み立てることができ、また様々な方法でシールすることができる。
【００７４】
　本発明のすべてのガス吸着法は、ガスを吸着媒体上へと吸着し、次に吸着させる工程を
含む。ある面では、ガスは、吸着媒体を含むチャンネル中に通され（好ましくは、最初に
接触器中を通過させることなく）、それと同時に、熱は、熱交換器へと、又は熱交換器か
ら、約１ｃｍ未満の正味の距離のところに存在する吸着媒体の任意のポイントへと輸送さ
れる。言い換えれば、吸着剤のすべてのポイントは、熱交換器から約１ｃｍ以下の距離内
にある。正味の効果は、ガスが濃縮又は圧縮されることであり、プロセスのためのエネル
ギーは熱エネルギー（熱）である。熱源及びヒートシンクが要求されるので、熱力学サイ
クルは、熱エンジンのそれである。更に、熱及び質量の輸送距離が短いので、マイクロチ
ャンネル及び／又はメソチャンネルの最も短い寸法に沿って、システムは速いサイクル速
度で動作する。吸着媒体の任意のポイントから最も長い熱輸送距離は、約１ｃｍ未満であ
り；更に好ましくは約８ｍｍ未満であり、なお更に好ましくは５ｍｍ未満である。いくつ
かの場合では、熱輸送距離はもっと長くてもよい。熱輸送を増強するために、多孔質導体
を吸着チャンネル中に配置できると考えられる。別の面では、熱は、選択的に加えられそ
して、吸着層の他の部分への伝熱が比較的低いレベルである吸着層から選択的に除去され
る。更に別の面では、熱は、高い熱伝導性材料から成る熱交換器と、比較的低い熱伝導性
材料から成る吸着層との間で伝達される。
【００７５】
　更にもう一つ別の面では、ガスは、圧力スイングによって、吸着チャンネル中にある吸
着剤から脱着される。熱交換器は圧力スイング吸着には必要ではないが、速さ及び／又は
容量を増強するためには熱交換器が存在できると考えられる。
【００７６】
　また、本発明は、プロセスにおける工程として本発明のガス吸着法を含むガス分離法も
含む。例としては、呼気からのＣＯ２の分離、天然ガスを「仕上げる」ために天然ガスか
らＨ２Ｓを除去すること、燃料電池発電所のために水素富化流から（例えば、改質装置か
ら）ＣＯ２及び／又はＣＯを除去すること、（空気を乾燥させるために）空気から水を除
去すること、及び更に複雑な分離が挙げられ、その場合、吸着デバイスは、例えば機器用
途のためのようにアルゴン又は窒素を精製するためのような、プロセスの一部分ではない
。
【００７７】
　サイズ、組成などに関して本発明を説明することとは別に又は説明することに加えて、
本発明は、他の測定可能な特性、例えば迅速なサイクル性（cyclability）及びハードウ
ェア体積の関数としてのガス吸着／脱着について説明することができる。
【００７８】
　細い吸着チャンネルを用いると、伝熱（伝熱出力密度として表すことができる）を更に
速くすることができる。迅速なサイクリングを可能にするために、熱は、吸着チャンネル
と熱交換チャンネルとの間で、１立方センチメートルあたり少なくとも０．５ワットの速
度で、更に好ましくは１立方センチメートルあたり少なくとも１．０ワットを超える速度
で、なお更に好ましくは１立方センチメートルあたり少なくとも５．０ワットを超える速
度で交換される。前記の値は、既に上で規定したように体積は吸着セル体積であって、完
全な冷却加熱サイクルに関して測定される。本発明における伝熱の上限は、吸着層の厚さ
が０に近づくにつれて限定される。いくつかの好ましい態様では、伝熱速度は、約１．０
 ～ ６．０Ｗ／ｃｃである。好ましい方法では、吸着剤の理論容量の少なくとも５０％、
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更に好ましくは少なくとも８０％、なあ更に好ましくは少なくとも９５％は、３分間、更
に好ましくは１分間、なお更に好ましくは２0秒以下の熱スイングサイクル（真空を施用
しない又はパージガスもしくはスイープガスを加えない）で利用され、いくつかの態様で
は３分 ～ ３０秒の熱スイングサイクルで利用される。
【００７９】
　いくつかの好ましい態様では、本発明装置は、吸着媒体を等体積の１３Ｘゼオライト（
１立方センチメートルあたり０．６７ｇのかさ密度を有する）で置換する場合、このゼオ
ライトを、７６０ｍｍＨｇ及び５℃において二酸化炭素で飽和させ、次に、７６０ｍｍＨ
ｇにおいて出力を保ちながら（熱交換器（単数又は複数）中に９０℃の水を通すことによ
って）９０℃まで温め、次に、ゼオライトの理論容量の少なくとも５０％が１分以内に脱
着されるような迅速な脱着能力を有する。更に好ましくは、吸着された二酸化炭素の少な
くとも７０％、なお更に好ましくは少なくとも９０％は１分以内に脱着される。また、本
発明は、生産性によって特徴付けられる。別の試験では、上記したものと同じ条件下で、
装置１ｍｌあたり少なくとも０．０１５ｇのＣＯ２、更に好ましくは少なくとも０．０２
５ｇ、いくつかの態様では０．０１５ ～ 約０．０４ｇのＣＯ２が１分以内に脱着される
。本発明の迅速な脱着能力は、一般的に、吸着媒体のタイプに影響されない；このような
本発明のある種の態様を特徴付ける目的は、ハードウェアの設計を特徴付けるために、而
して、本発明の迅速な脱着特性を特徴付けるために用いることができる測定可能な判定基
準を提供することにある。
【００８０】
　好ましい態様では、本発明は、吸着媒体の理論容量の少なくとも７０％（更に好ましく
は約８０％ ～ 約９５％）が少なくとも２つの連続吸着脱着サイクルにおいて用いられる
ような迅速なサイクル性を有する。前記各サイクルは、総ガス量が理論容量（時間が無限
大のときの吸着剤の容量）の１．５倍に等しくなるような流量で、各サイクルの吸着部分
のために、１分間、吸着チャンネル中にパージガスを通し、それと同時に、１０℃の水を
、熱交換器中に通し、次に、そのガス流を止め、各サイクルの脱着部分のときに、１分間
、熱交換器（単数又は複数）中に９０℃の水を通すことによって、吸着層（単数又は複数
）を加熱する試験によって測定すると、２分間で達成される。この測定では、選択された
吸着媒体のための典型的な標的ガスに適合するようにパージガスを選択すべきである。こ
の迅速なサイクリングは、真空を施用せず且つパージガス又はスイープガスを加えない純
粋な熱スイング吸着によって得られる。
【００８１】
　また、本発明のシステムは、優れた安定性も示すことができ、好ましい態様では、生産
性は、１００サイクル後でも１０％未満低下するだけである。
　典型的な用途では、複数の吸着層を複数の熱交換器層と交互に配置して単一ユニットに
する。好ましくは、一体化されたユニットは、２つの熱交換器の間に各吸着層をサンドイ
ッチしている。更に好ましくは、ユニットは少なくとも５つの吸着層及び６つの熱交換器
層を含む。いくつかの態様では、５１の熱交換器と交互に配置された少なくとも５０の吸
着層を含むユニットによってより大量のガスを分離することができる。
【００８２】
　好ましい態様では、メソチャンネル吸着セルは、結合後に吸着媒体を加えたり除去でき
るように設計される。吸着チャンネル（単数又は複数）は、熱交換チャンネルに比べて、
より長く作ることができるか又は片側に付け加えて配置できる。この設計では、セルは（
例えば、切ったり又はボルトを取り除くことによって）開けることができ、熱交換チャン
ネルを開けなくても吸着媒体を取り出したり且つ／又は加えたりできる。ユニットは、溶
接、圧縮固定又は他の方法によって再シールされる。
【００８３】
　図５には宇宙飛行士などのための空気処理システムが図示してある。水吸着器はシリカ
ゲル、又はゼオライト、又は他の適当な吸着剤を含むことができ；同様に、ＣＯ２吸着器
はゼオライト又は他の好ましい吸着剤を含むことができる。吸着されるそれぞれの種（例
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えば、水及びＣＯ２）のために、２種類の吸着セルが存在し、一つは、処理のために所定
の時間用いられる吸着セルであり、もう一つは、熱を添加することによって再生されてい
る吸着セルである。好ましい態様では、システムは、それぞれの種のための複数の吸着セ
ルから成っていて、改良された熱回収を提供する。同じ吸着媒体を用いる非再生システム
に比べて、同時再生を行なうと、要求される吸着剤質量は減少する。要求される質量及び
体積は、サイクル時間が短くなるにつれて線形的に減少する。典型的な４時間の運転のた
めに、４分のサイクルで再生されるシステムでは、従来の非再生システムに比べて、要求
される吸着剤量は約１／６0未満である。
【００８４】
　特に好ましいマルチセル吸着ポンプは図１１ ～ １６に図示してある。単一フローバイ
セルにおける単一フローバイユニットの横断面概略図は図１１に示してある。面と面を接
触させて積重ねられた一対のシムＡは熱交換器を形成し；シムＢそれぞれはシムを通過し
て吸着メソチャンネルを創出しているチャンネルを有し；シムＣはガス流チャンネルを提
供し；及びシムＤそれぞれは、吸着剤とガス流チャンネルとの間に拡散質量輸送を可能に
する多孔質接触器である。Ａ，Ｂ，及びＤがそれぞれ２つ及びＣが１つである７つのシム
によって繰返しユニットが創出される。言い換えると、複数の繰返しユニットを積重ねる
と、吸着セル中において、吸着チャンネルの数と吸着剤体積とが垂直方向に増大し、熱及
び質量の輸送効率において不利益は無い。そのようなセルにおけるシムの適当な設計及び
結合によって、熱交換流体は、吸着剤と吸着ガスとを含むチャンネルから密閉隔離される
。
【００８５】
　図１２は、平面図で示された八角形対称（octagonal symmetry）の８セルフローバイ吸
着器のための４つのシム設計を図示していおり、図１３は、同じシムの斜視図である。好
ましくは、多孔質接触器１２０のためのシム材料（例えば、チタン）は、パターンをエッ
チングすることによって二次加工されて、メッシュ様のパターンを創出する孔及び／又は
肋状組織（ribbing）を提供する。この二次加工は、光化学エッチング又は他の公知の手
段によって達成できる。シムの台形オクタントのそれぞれの内にある２つの三角形のカッ
トアウト１７０、１７１は、繰返しユニット及びセルのための熱交換流体ヘッダー及びフ
ッターを形成する。
【００８６】
　図１２及び１３は、フローバイ吸着器のための繰返しユニットの積層順序を示している
。フロースルーデバイスは、繰返しユニットからガス流と多孔質接触器シムＣ及びＤとを
除去することによって、図１１ ～ １３で規定されたシムから容易に得られる。そのユニ
ットは、望ましい容量のために、例えば、少なくとも２、少なくとも１２又は２ ～ １０
０の繰返しユニットを繰返して積重ねることができる。好ましくは、更に１本の熱交換チ
ャンネルを、繰返しユニットスタック（repeat unit stack）の各末端で用いて、熱交換
チャンネルの末端をキャップする。
【００８７】
　結合された形態のデバイスの構造は図１４に示してある。吸着ガスヘッダー／フッター
プレート１６０を機械加工し取り付けると、図１４の結合構造は図１５に示した８セル吸
着器にすることができる。エンドプレート１４０は、結合プロセスで有益であり、熱交換
流体のための外部ヘッダーフッター接続のために用いることができる。典型的な製造プロ
セスでは、シムを積層し（好ましくは、拡散結合によって）、その側面は、切り離され、
吸着剤を吸着チャンネル中に挿入する。次に、プレート１６０で開放面をキャップし、そ
れを溶接することができる。好ましくは、プレート１６０は、吸着層の中に及び吸着層の
外へとガス流を指向するヘッダー及びフッター（図示されていない）を含む。結合後にエ
ンドプレートから材料の有意な部分（fraction）を除去することは、２つの機能に役立つ
：すなわち、第一はデバイス質量を減少させること、第二は熱サイクル中にデバイス質量
を加熱し冷却する仕事を減少させることに役立つ。後者は、エンドプレート材料が熱伝導
性であって、大きな熱容量を有する場合は、特に重要である。冷却され加熱される吸着剤
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以外の他の構造の質量が減少する場合、又は熱エネルギーがサイクルからサイクルまで効
率的に回収される場合、冷から熱から冷などのセルの熱サイクリングと関係があるエネル
ギー損失が最少化される。
【００８８】
　いくつかの態様では、吸着器の「熱質量」を更に最小化するために、また結合された金
属によって提供される耐久性を維持するために、ステンレス鋼に比べてより低密度でより
熱容量が低い材料、例えばチタンを用いることが望ましい。チタンは、ステンレス鋼の体
積を基準にすると、密度はほぼ半分であり、熱容量もほぼ半分である。
【００８９】
　フローバイ吸着ポンプの特に好ましい態様では、ガスは入口１１１を通り、（好ましく
は吸着層の全高まで延びている）壁１１５の周囲を流れ、そして吸着されていないガスは
出口１１７を通って流れ出る。入口及び出口は、結合された装置の８つの側面のそれぞれ
から壁１１９を除去することによって、創出される。ガスは、多孔質接触器１２０を通っ
て、チャンネル１１８中に含まれている吸着剤中に又は吸着剤から外へ拡散する。好まし
くは、吸着層中にある全空間１１８は吸着剤で充填される。熱交換流体は導管１５２を経
て熱交換ヘッダー中に流れ、そして各セルに取り付けられている導管１５４を経て熱交換
フッターから出る。ガスは、プレート１６０において導管１５６を通って、装置中に存在
するセルの中に流れ、そして導管１５８を通ってセルから出る。いくつかの好ましい態様
では、ガス流及び熱交換流体流は、同じ一体化マルチセルデバイス内で一つのセルから別
のセルへと送られる。そのルーティング（routing）は、本明細書の他の部分で提供され
るマルチセル運転の説明にしたがって指示される。
【００９０】
　熱交換シムＡの詳細は図１６に示してある。平らな熱伝達表面は吸着層と接触している
。シムソリッドオーバーラップ（shim solids overlap）がオーバーラップしている領域
において、前記表面と吸着シムＢとを効果的に結合（例えば、金属の場合は拡散結合）さ
せると、熱交換チャンネル中にある流体から、吸着層内にある吸着剤とガスとが密閉隔離
される。
【００９１】
　図１６は、同じ熱交換シムの他の表面を示していて、その表面では、熱交換流体チャン
ネル及びフィンを表面改質（例えば、光化学エッチング）することによって画定できる。
この場合では、図面のハッチングされた領域は、例えば、シムの厚さの半分である深さ０
．００５インチ（０．１２５ｍｍ）でエッチング（又は機械加工又はスタンプ）できる。
ハーフエッチングされた部分は流体チャンネル１７４を画定し、各チャンネルの間にある
エッチングされない材料は熱伝達フィン１７３である。
【００９２】
　図１６で認められるように、フィンは、台形の内側（より小さい）エッジの方へより広
くなっていて、チャンネルはより狭くなっている。この設計の特徴により、吸着層と、吸
着層に隣接している支持構造とに対して、ほとんど一定の熱束を提供する。その設計は、
熱伝達領域全体にわたって一定の熱束を可能にする。前記熱伝達領域は、最も広い流体チ
ャンネルによって外側エッジ上に、最も狭い流体チャンネルによって内側エッジ上に、及
び三角形の流体ヘッダー及びフッター１７０，１７１によって末端上に結合されている。
而して、いくつかの好ましい態様では、熱交換器は、複数の（好ましくは、少なくとも６
、更に好ましくは少なくとも１６）の熱交換チャンネル（好ましくは、マイクロチャンネ
ル）を含む。その熱交換チャンネルにおいては、そのチャンネルは、セル部材の外側（よ
り大きな）エッジの方へとより広く及び／又はより深くなっている。
【００９３】
　様々なチャンネル及びフィンの幅に関するニーズは、ヘッダー及びフッターを接続する
流体チャンネルの長さに起因している。ヘッダー及びフッターは比較的大きく且つ開放し
ているので、ヘッダー及びフッターそれぞれの中の圧力は実質的に一定である。言い換え
ると、ヘッダー又はフッター内を流れている流体の圧力低下は、ヘッダー及びフッターを
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接続するチャンネル中を流れている流体の圧力低下に比して、無視できる。ヘッダー内の
一定の流体圧力と、フッター中のより低い一定の圧力とを仮定すると、接続長方形チャン
ネルにおける体積流量は、圧力差（ΔＰ）、流体粘度、及びチャンネル長、幅及び高さの
関数である。そこで、チャンネルの高さは、エッチングの深さによって画定され、一定と
考えられるが、二次加工されるユニットで変化させることができる。チャンネル幅が一定
である場合、流量は最も短いチャンネル（台形の内側エッジ上にある）で最も多くなる。
流量が多くなると共に、チャンネル内の流体で運ばれる熱容量はより大きくなり、そして
比較的高い熱束により、チャンネルに隣接している局所的な熱伝達領域が生じる。而して
、チャンネルを通る体積流量を減少させるために、また熱伝達領域全体にわたって一定の
熱束を提供するために、最も短いチャンネルをより狭くすることが望ましい。熱は、吸着
層へ、及びフィンならびに流体チャンネルに（の上に又はの下に）隣接している関連構造
要素へ伝達されるので、フィン幅も変化する。フィンそれら自体が、考慮しなければなら
ない熱質量を有し、またフィンは、熱交換流体チャンネルによって与えられる局所的な熱
伝達領域（及び総熱質量）を画定するのに役立つ。
【００９４】
　８セル部材１７８は中心軸１７２の周囲に配置される。説明のために、各セル部材は、
任意の数の領域を有するものとして見ることができる；例えば、セル部材１７８は、フィ
ン１７９によって分離された２つの領域、すなわち、熱交換流路（この場合は、９つの熱
交換チャンネル）の少なくとも一部を含む中心軸方向に向かっている側面上にある第一領
域と、熱交換流路（この場合は、８つの熱交換チャンネル）の少なくとも一部を含む装置
の外側エッジ方向に向かっている第二領域へと分割されたものとして見ることができる。
位置合せ穴１７６を有する位置合せタブ１７５は、シムを結合させて積層デバイスを形成
した後で除去される。図示されている装置は、温度をモニターするためのアクセスポート
１７７を含む。
【００９５】
　特定の態様が図１１ ～ １６に示してあるが、（１）本明細書の他のところで考察した
ファクター（例えば、好ましい吸着剤タイプ及び厚さ、運転条件など）のすべてがマルチ
セル態様に対して施用でき、また（２）本発明は、詳細に説明した態様に比べて発明の範
囲ははるかに広範である、ことを認識すべきである。マルチセルデバイスは２，３つ以上
のセル（例えば、８つ以上）を有することができる。好ましくは、セルは、中心軸の周囲
に配置され、またセルを互いの隣に配置するとき、セルは、中心軸から離れて延びていく
のでサイズが大きくなる。好ましくは、熱交換器を通る流路は、中心軸からの距離が増大
すると、それに比例して、その長さが増す。その流路はメソチャンネルであることができ
、更に好ましくはマイクロチャンネルであることができる。複数のチャンネルが好ましい
が、熱交換器は、単一流路；例えば、熱交換チャンネル中にエッチングされ、且つ中心軸
から離れて延びて行く（図１６で考察した同じ方向に流れる）ときに傾斜している（高さ
及び体積の増加）台形形状の流路を有することができると考えられる。
【００９６】
　好ましいマルチセル構造では、熱交換流体は、共通のヘッダー及びフッターを介して、
セル中のすべての熱交換流体層へと送達され、またすべての熱交換流体層から集められ、
そして吸着ガス種は、第二の共通のヘッダー／フッターシステムによって送達され集めら
れる。それによって、セルに対する外部の流体接続の数が最少化される。本発明のいくつ
かの他の態様では、１つ以上の熱交換流体をデバイスに送達できる。層内の複数のフッタ
ー及びヘッダー、ならびにセル内の複数の共通のフッター及びヘッダーは、複数の熱交換
器流体チャンネルへと送達される及び熱交換器流体チャンネルから集められるいくつかの
分離熱交換流体を収容できる。例えば、第一熱交換流体は、第一の共通の熱交換器流体ヘ
ッダー及びフッターを介して、複数の熱交換器チャンネル（又は層）へと送達でき、且つ
複数の熱交換器チャンネル（又は層）から集めることができる。第二熱交換器流体は、第
二の共通の熱交換器流体ヘッダー及びフッターを介して、複数の熱交換器チャンネル（又
は層）へと送達でき、且つ複数の熱交換器チャンネル（又は層）から集めることができる
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。而して、複数の熱交換流体は、各熱交換器流体の専用とされる複数の共通のヘッダー及
びフッターを用いることによって、収容できる。
【００９７】
　同様に、吸着ガス種を含む複数のガスは、複数の共通のヘッダー及びフッターを用いる
ことによって、流す。例えば、第一ガス流の吸着ガス種は、第一の共通のヘッダー及びフ
ッターによって送達され且つ集められ、及び第二ガス流は、第二の共通のヘッダー及びフ
ッターによって送達され且つ集められる。而して、単一デバイスは、異なるガス流及び／
又は異なる熱交換流体を、同時に（すなわち、上記したように平行に）、又は連続して（
例えば、外部バルビングを用いて、異なる熱交換流体又は異なるガス流を送達する）収容
できる。ガス流及び／又は熱交換流体のこの多様性は、（例えば、マルチユニット積層物
から成る様々なユニットにおいてヘッダー及びフッターを配管することによって）単一セ
ル中で達成でき、又はマルチセル装置において達成できる。例えば、マルチセル（例えば
、８つのセル１０１ ～ １０８）は、複数の（例えば、８つの異なる）熱交換器流体及び
複数の（例えば、８つの異なる）ガス流を収容できるように設計できる。この設計では、
複数の共通のヘッダー及びフッター（例えば、８つの共通のヘッダー及び８つの共通のフ
ッター）は、複数の熱交換器流体及びガスフローラインを収容できる。
【００９８】
　マルチセルマルチチャンネルデバイスでは、吸着及び脱着の工程は同時であることがで
き、１つ以上のセルは、その中に含まれている吸着剤上にガス種を吸着すると同時に、１
つ以上の他のセルは吸着剤からガスを脱着又は発生させる。このアプローチでは、吸着及
び脱着を続けることができる。
【００９９】
　本発明の吸着熱化学圧縮機を用いて圧縮比を増加させる一つの方法は、吸着及び脱着間
の温度差を広げることである。各サイクルにおける、ユニットセル体積あたりで脱着され
る量が正味に増加すると、最終分圧がより高くなる。
【０１００】
　複数の吸着熱化学圧縮機段階を連続して運転すると、固定温度範囲において、圧縮比が
増加する。例えば、図１５に示してあるタイプの２つの装置は、二段階システムの各段階
と考える。第一段階では、１２．５ｘの圧縮比、例えば０．８ｋＰａ（６トル） ～ １０
．０ｋＰａＣＯ２が容易に達成できる。第二段階では、第一段階脱着セル（単数又は複数
）からの圧縮されたＣＯ２を、冷却された吸着セル（単数又は複数）に供給する。第一段
階と同じ（又は、任意には異なる）温度範囲及び動作特性を用いて、第二段階で熱スイン
グ吸着／脱着プロセスによって、ＣＯ２を更に圧縮する。第二段階圧縮比１０ｘが達成さ
れる場合、総圧縮係数１２５ｘが実現され、０．１ＭＰａの最終ＣＯ２分圧が達成される
。計算によると、多くの段階を連続して動作させると、特定の速度及び圧縮比で、圧縮さ
れた吸着流を生成させるのに必要とされる吸着剤の総量が減少する。而して、少なくとも
２つの圧縮機を連続して運転すると、より高い圧縮が得られる。
【０１０１】
　図１５に記載されている吸着圧縮機のユニットハードウェア体積あたりの予測されるＣ
Ｏ２生成速度は、図１７に示してある。特定生産性は、圧縮比と、吸着及び脱着運転温度
との関数として変化する。図は、設計の基準となるユニットの運転特性を強調している。
設計基準（design basis）は、吸着温度０℃及び脱着温度１００℃で運転し、マーズ・サ
ンプル・リターンミッションのために０．８１ｋｇＣＯ２／時を生成し、そして火星の分
圧０．８ｋＰａ ～ １０．８ｋＰａから１３．５だけＣＯ２を圧縮するフローバイ吸着圧
縮機である。このハードウェアは、１２５ ～ ０．１ＭＰａ（１バール）だけＣＯ２を圧
縮できる２つの同じユニットの第一段階である。予期されるように、流出流（脱着された
流れ）及び供給流（吸着された流れ）におけるＣＯ２分圧の割合と規定される圧縮比が減
少すると、特定生産性は増大する。
【０１０２】
　所定の圧縮比では、特定生産性は、吸着温度及び脱着温度の関数であって、吸着温度が
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低く（固定された脱着温度に対して）又は脱着温度が高い（固定された吸着温度に対して
）と、特定生産性が高くなる傾向がある。設計の基準となるハードウェアを、－５０ ～ 
１００℃又は０ ～ ２００℃で運転すると、一段でＣＯ２を１２５倍圧縮できる。１２５
倍圧縮では、これらの高いΔＴの場合の特定生産性は、設計の基準となる要求条件（３．
５ｇ ＣＯ２／分／Ｌハードウェア）に比べて大きい。而して、全設計容量で運転すると
、総ＣＯ２生産量は、目標の０．８１ｋｇ ＣＯ２／時を超える。ハードウェア体積は、
一体型熱交換チャンネルと、その中で吸着チャンネルを充填しているゼオライト１３Ｘと
、及び構造を密閉しているすべてのヘッダープレート及びエンドプレートとを含む吸着ユ
ニット全体の体積である。
【０１０３】
　図１７の結果は、吸着剤のタイプ及び質量、供給流の組成（二成分、１つの種のみが吸
着された）、サイクル周波数、及び吸着脱着運転温度限界の関数として、理論的な吸着質
生成（ストリッピング）速度、圧縮係数、及び熱エネルギー要求条件を評価するために開
発された平衡に基づくモデルから計算された。図１７の結果を得るために、次の仮定をし
た：すなわち、分圧０．８ｋＰａにおける９５％純粋なＣＯ２供給；ＣＯ２に関して吸着
剤容量の９０％が各サイクルで用いられる；及びＴＳＡサイクル時間２分。また、上記モ
デルからは、吸着ポンプ構造の質量と体積も明らかになり、図１７に示された結果による
とチタンであると仮定された。所定の温度における分圧の関数として、吸着質の特定容量
に関する情報を提供する吸着等温線は、モデルの重要な要素である。製造供給元の文献か
ら得られたゼオライト１３ｘに関する吸着等温線を、モデルにおいて適用するために、La
ngmuir－Freundlich等温式に適合させた。
【０１０４】
　熱伝達フィン１７３は、結合プロセスにおいて構造要素として役立つことができる。例
えば、熱伝達フィン１７３は、面と面を接触させて積重ねられた２つの熱交換シムのため
の結合領域を提供する。好ましくは、フィンは、少なくとも０．０２０インチ（０．５ｍ
ｍ）の最小幅を有し、また隣接している流体チャンネルは、好ましくは０．０７０インチ
（１．８ｍｍ）の最大幅を有する。最小のチャンネル幅は、圧力低下を考慮して選択する
ことができ、一定の大きさに合理的に作られたチャンネルによって供給されるフィン領域
を保つ。チャンネルが極めて小さくなると、チャンネルフィンのペアのほとんどすべての
幅はフィンに起因するものである。チャンネルにおける流体流が熱伝達のために要求され
る場合、有限チャンネル幅は維持されなければならない。
【０１０５】
　本発明は、二酸化炭素に特に注目して説明してきたが、本発明の装置及び方法は他のガ
スにも等しく適用可能であることを認めるべきである。例えば、条件及び吸着媒体を適当
に選択することによって、本発明の装置及び方法を用いて：冷媒、Ｈ２Ｓ、ＣＯ、Ｈ２Ｏ
、ＣＯ２、Ｈ２、炭化水素ガス、及び多くの他の有機及び無機のガス種又は蒸気種などの
分圧を分離又は変更することができると考えられる。
【０１０６】
　　燃料電池の始動
　燃料電池を動力源とする乗物に関する問題の一つは、炭化水素燃料から、燃料電池用の
水素を生成する化学反応器システムによって要求される始動時間が長いことである。この
問題の解決法は、通常の運転中に製造される水素の少量を貯蔵し、次に、その貯蔵された
水素を放出して燃料電池を再始動させる方法である。典型的には、運転中に生成される水
素の極めて少量、好ましくは１０％未満、更に好ましくは１％未満を吸着ポンプに貯蔵す
る。少なくとも１つの水素貯蔵吸着ポンプから少なくとも１つの燃料電池へと水素が流れ
るシステムは、一体型ユニットか、又は適当な導管によって接続された分離ユニットであ
ることができる。そのシステムは、改質装置からの生成物のすべて又はほんの一部が吸着
ポンプ（単数又は複数）を通過するように配置することができる。典型的には、本発明の
システムは、単一の燃料電池に対してガスを提供する単一の改質装置ユニットと一緒に動
作するが（ガス精製手段及び水素吸着ポンプを介在させる）；複数のユニット（例えば、
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２つ以上の燃料電池、２つ以上の改質装置、又は２つ以上の吸着ポンプ）をシステム内に
組み込み得ることを評価すべきである。好ましくは、本発明のシステムは、乗物に積載さ
れ、動力を提供するために二次的な非燃料電池システムを必要とせずに、燃料電池を動力
源とする乗物を短い始動時間で動作させることを可能にする。このシステムは再使用可能
であり、外部から水素を供給する必要も無く、１０，１００，１０００以上の運転サイク
ルが可能である。
【０１０７】
　水素貯蔵吸着ポンプは、金属水素化物のような水素吸着剤を含むメソチャンネル（単数
又は複数）（又はマイクロチャンネル）を含む。吸着剤はメソチャンネル（又はマイクロ
チャンネル）中に存在しているので、吸着された水素は、比較的少ない加熱で迅速に高い
割合で脱着される。熱は、任意の市販されている熱源から吸着剤に供給できるが；いくつ
かの好ましい態様では、熱は、１本以上の隣接している熱交換器チャンネル（好ましくは
、熱交換器チャンネル（単数又は複数）はマイクロチャンネル（単数又は複数）である）
を介して吸着剤に供給される。いくつかの好ましい態様では、脱着中の熱交換流体は、小
型の燃焼器によって生成される燃焼ガスであるか又は燃焼ガスを含む。
【０１０８】
　水素貯蔵及び燃料電池の始動に用いることができる一つの好ましい吸着ポンプは図１４
に示してある。更に一般的には、そのような吸着ポンプは、積層デバイスにおいて、吸着
メソチャンネルを、好ましくは２、更に好ましくは少なくとも１０含む。
【０１０９】
　また、追加の吸着ポンプ（単数又は複数）を用いて、水素を圧縮して、水素貯蔵吸着ポ
ンプ（単数又は複数）中に入って行く圧力を高めることもできる。
　多くの場合において、燃料電池システム（及び、金属水素化物を含む水素貯蔵吸着ポン
プと組合せるとき）は、「不純な」ガス又は非水素生成物ガスに対して敏感である。而し
て、好ましい態様では、燃料電池システムには、水、ＣＯ２、炭化水素などを除去し、精
製された水素流を生成する、本明細書で説明されているタイプの吸着ポンプ（単数又は複
数）が組み込まれる。分離ポンプを用いて、異なる成分（例えば、水及びＣＯ２）を除去
でき、又は単一の一体型ポンプ内にある個々のセルもしくはユニットを用いて異なる成分
を除去できると考えられる。そのような精製システムは補助水素貯蔵吸着ポンプと一緒に
システムで用いることができるが、もちろん前記システムは、ガス精製を利用する任意の
燃料電池システム及びこれらのシステムにおいて有利に用いることができる（水素貯蔵吸
着ポンプを有しない態様も本発明の一部である）。
【０１１０】
　　実施例
　小縮尺において熱伝達及び質量伝達の速度を向上させるという理由から、メソチャンネ
ル吸着床及び／又は熱交換器を用いる比較的小さい吸着分離熱化学圧縮ユニットが可能で
ある。これらの改良により、更に迅速に循環でき、且つ目標の分離を達成するのに要する
吸着剤の量を減少させることができるＴＳＡデバイスが得られる。
【０１１１】
　　（実施例１）迅速な熱サイクリングのための吸着剤質量の減少
　実用試験として、ほぼ大気圧においてゼオライト１３Ｘから純粋なＣＯ２を吸着及び脱
着することについて考察する。製造供給元から与えられた、ＣＯ２圧力７６０ｍｍＨｇに
おけるゼオライト１３Ｘ等圧線は、以下の関係
　　　ｑ ＝ ２４．９－０．１１５Ｔ／１００
　　　　 ＝ ０．２４９－０．００１１５Ｔ　　　　　　　　（１）
にしたがって、平衡ＣＯ２容量ｑが－５０℃ ～ １００℃の範囲で温度Ｔと共にほぼ線形
に変化することを示している。ｑの単位は、ｋｇＣＯ２／ｋｇゼオライトであり、Ｔはセ
ルシウス（Ｃ）である。低い床温度Ｔｌにおける吸着及びより高い温度Ｔｈにおける脱着
に関する一サイクルあたりの理論的作業容量ｑｗは、
　　ｑｗ　＝　０．００１１５（Ｔｈ－Ｔｌ）
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　　　　 ＝　０．００１１５ΔＴ＝ｍｄｅｓＣＯ２／ｍａｄｓ　　　　　（２）　
と表される。Ｔｌにおいて平衡充填までガスが吸着されるとき、作業容量ｑｗは、Ｔｈで
脱着されたガスの最大量である。実験的には、実作業容量は、吸着床中のゼオライトの公
知の量と、脱着されたＣＯ２の体積とから決定された。脱着体積は、理想気体の法則によ
って脱着されたＣＯ２の質量と関係がある。
【０１１２】
　上記の単純な場合では、単一吸着ユニットは、図１に示した概略図にしたがう吸着段階
及び脱着段階で運転される。ガス吸着相と脱着相との組合せは、一つのサイクル時間ｔｃ

ｙｃを規定する。供給ガスからストリップされた且つ「生成物」ガス（この場合はＣＯ２

）として脱着されたガスの大量生産速度は、単純に下式
　　   ｒｇａｓ ＝ ｒＣＯ２ ＝ ｍｄｅｓＣＯ２／ｔｃｙｃ　　　　　　　　（３）
によって得られる。（３）を（２）に代入すると、サイクル時間と、所定の生成速度を達
成するのに要する吸着剤の質量との間の関係が得られる。
【０１１３】
　　　　ｍａｄｓ ＝ ｒＣＯ２ｔｃｙｃ／０．００１１５ΔＴ
　　　　　　　　 ＝ ｒｇａｓｔｃｙｃ／ｑｗ　　　　　　　 　　（４）
而して、メソチャンネル吸着デバイスにおいて達成できる迅速サイクルでは、所定量のガ
スを処理するのに必要とされる吸着剤の量は減少する。吸着剤の質量は、メソチャンネル
を用いる方法に比べて１／１００超減少する。なぜならば、作業容量が頻繁に再使用され
るからである。
【０１１４】
　一体化されたマイクロチャンネル熱交換器を有するいくつものメソチャンネル吸着器を
、定圧（大気圧、典型的には～７５０ｍｍＨｇ）条件下で試験し、二相サイクルで運転し
た。一つの試験では、ゼオライト１３Ｘ（粒径１８０ ～ ２１２μｍ）を１．２ｇ含むス
テンレス鋼製デバイス（実施例４で詳細に説明している）を、１２℃の最低吸着温度Ｔｌ

及び７７℃の最高吸着温度Ｔｈで運転した（水は８０ｍＬ／分で熱交換器中に流し、ホッ
トリザーバ及びコールドリザーバはそれぞれ９０℃及び５℃に設定した）。純粋なＣＯ２

を、～５０ｍＬ／分の速度で～６０秒間、ゼオライトに供給した。吸着相中の吸着剤はＴ

ｈからＴｌまで冷却した。ＴｌからＴｈかまで加熱する時間を含む脱着相も～６０秒であ
った。既に規定したように、サイクル時間ｔｃｙｃは２分であった。ＣＯ２０．０８４ｇ
に相当するＣＯ２ 約４６ｍＬ（室温（～２２℃）で測定した）を脱着した。これらの条
件から方程式（２）により決定される理論的作業容量はＣＯ２０．０９０ｇである。而し
て、実験で得られた作業容量は、理論的作業容量の９３％であった。デバイスの最大作業
容量を下回った原因は、吸着剤の部分的な水「被毒」によるものであると考えられる。水
はゼオライト１３Ｘ上に強力に吸着され、吸着デバイスは、ＣＯ２実験前にすへての水を
除去するのに充分に加熱されなかった。
【０１１５】
　図６は、一連の１，２，６及び１０分の吸着／脱着サイクルの床温度を示している。各
脱着サイクルの最後に測定されたガスの体積は白丸で示してある。脱着されたＣＯ２の体
積は、常に、６分及び１０分のサイクル時間で４６ｍｌに達し、２分のサイクル時間では
約４２ｍｌに達した。１分のサイクルではわずか約２２ｍｌのＣＯ２が脱着されたが；吸
着スイング中にはわずか約２５ｍｌのＣＯ２が床に送達された。より多い供給流量による
試験では、回収されたガス体積はより大きかった。測定された温度差に基づく理論的作業
容量は、６分及び１０分のサイクルに関しては約５２ｍｌであり、２分のサイクルに関し
ては約４７ｍｌであった。而して、これらのサイクルのそれぞれにおいて、理論的作業容
量の８０％を超えていた。図において認められるように、デバイスは、優れたサイクル一
貫性を示した。
【０１１６】
　（実施例２）熱化学圧縮スキームに関する吸着剤の質量減少
　実施例１は、定圧プロセスを説明しているが、多くの吸着プロセスは定圧プロセスでは
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ない。例えば、メソチャンネル吸着システムを用いて熱化学的にＣＯ２圧縮を達成する用
途について考察する。その用途では、熱スイング吸着プロセスを用いて、低温及び低圧（
例えば、～６ｍｍＨｇ）でＣＯ２を捕集（吸着）し、より高温及び高圧（例えば、７６０
ｍｍＨｇ）でＣＯ２を燃料製造化学反応器へと送達することが提案される。脱着ではなく
吸着は、吸着されるガス種のより高い分圧によって有利になるので、熱化学圧縮サイクル
それぞれにおいてガスの正味の生成を有するのに充分な温度範囲にわたって熱スイングを
運転する必要がある。
【０１１７】
　実証するために、－５０℃及びＣＯ２６ｍｍＨｇにおける吸着と、１００℃及びＣＯ２

７６０ｍｍＨｇにおける脱着を行なって、１２５倍超の圧縮を提供することを考える。実
施例１で考察した実験結果から、ゼオライト１３Ｘ上ＣＯ２に関する市販の吸着等圧線及
び吸着等温線を用いて吸着システムをうまく評価できることが分かる。前記文献から得ら
れた低温及び高温平衡ＣＯ２容量値における差は、これらの運転条件に関する吸着サイク
ルあたりの理論的容量（ｑｗ）である。
【０１１８】
　　ｑｗ ＝ ０．０４８５ ＝ ｍｄｅｓＣＯ２／ｍａｄｓ　　　　　（５）
また、所定の速度で圧縮ＣＯ２を生成させるのに要するゼオライトの質量はサイクル時間
と線形の関係にあることも実施例１における考察から分かる。
【０１１９】
　　ｍａｄｓ ＝ ｒＣＯ２ｔｃｙｃ／０．０４８５ηａｄｓ　　　　　（６）
式中、ｒＣＯ２は、より高い圧力で生成されるＣＯ２の速度であり、ｔｃｙｃはサイクル
時間である。効率因子ηａｄｓは、システムが容量１００％で運転されない場合、必要と
される追加の吸着剤質量を明らかにするために方程式（６）に含まれている。必要とされ
る追加の吸着剤質量を明らかにすることが求められるのは、平衡状態が達成されるまでシ
ステムが運転されない（すなわち、最大ｑｗが各サイクルで達成されない）場合又はＣＯ

２のための床容量の分率が他の種（例えば、水）によって失われる場合であるかもしれな
い。定圧条件に関する実験結果に基づいて、０．９を超える効率係数は、適当に配置され
且つ調節されたメソチャンネル吸着装置において可能である（実施例１を参照されたい）
。
【０１２０】
　両方のプロセスに関して、温度圧力動作限界及び理想的な効率因数０．９を仮定すると
、２つの方法のための吸着剤質量要求条件を比較できる。方程式（６）によると、サイク
ル時間４分のメソチャンネルデバイスにおいて、中間速度（例えば、ｒＣＯ２≒２０ｋｇ
／日）で圧縮ＣＯ２を生成させるのに必要なゼオライト１３Ｘはわずか～１．３ｋｇであ
る。一方、典型的な従来のＴＳＡプロセスの場合では、４時間で一周期の吸着熱化学圧縮
プロセスには約６０倍のゼオライト質量（～８０ｋｇ）が必要である。
【０１２１】
　　（実施例３）実証されたメソチャンネルデバイスにおける迅速な熱スイング吸着サイ
クル
　図７は、一連の１分間の加熱相冷却相における全金属製の吸着器に関する迅速な熱スイ
ング吸着能力を示している。（分離試験では、図に記載されている熱交換表面で測定され
た温度は、１ ～ ２℃以内にあるゼオライト床温度の代表温度であることが測定された）
。熱交換流体流量が２０ｍＬ／分から８０ｍＬ／分に増加すると、最高及び最低吸着器温
度は、ホット（７０℃）リザーバ温度及びコールド（５℃）リザーバ温度に近づく。吸着
サイクルと脱着サイクルとの間の温度差が大きくなると、ゼオライトの作業容量が増加し
、而して、水の流量が増すと、より高い吸着剤作業容量が予期される。また、図７は、熱
交換流体流量が増加すると、最高（又は最低）温度への接近がより速くなることも示して
いる。熱曲線は、指数関数的減衰関数に適合しており、指数関数的な時間定数が推定され
た。時間定数は、水流量８０，４０及び２０ｍＬ／分に関して約６秒、９秒、及び19秒で
あった。これらのデータは、熱伝達の観点から、メソチャンネル吸着器における迅速な熱
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サイクリングの可能性を実証している。
【０１２２】
　上記実施例１及び図６と図７が得られた実験では、吸着デバイスはすべてステンレス鋼
製の部材から作製した。他の吸着試験デバイスは、プラスチック部材又はプラスチック部
材と金属部材との組合せから作製した。プラスチックを用いる目的は、総質量ならびに熱
質量を減少させるためである。熱質量は、吸着サイクル及び脱着サイクルにおいて加熱及
び冷却しなければならない構造（理想的には、周囲構造ではなく吸着剤だけを加熱及び冷
却する）の質量を意味している。より低い密度で断熱性の材料（例えば、プラスチック）
を用いると、熱質量が減少する。熱交換チャンネル中に含まれる流体から、隣接層中に含
まれる吸着材料への直接熱伝達の速度を速めるために、低質量で熱伝導性の材料から界面
を作製することが好ましい。この利得は、比較的熱伝導性の熱伝達界面（例えば、薄い銅
シート又は熱伝導性ポリイミドシート）を有する金属プラスチック複合材料製デバイス及
びすべてプラスチック製のデバイスで達成できる。
【０１２３】
　実施例４で詳細に説明される代表実験デバイスを、実施例１にしたがう定圧条件下で試
験した。図８は、脱着サイクル中における３つの異なるメソチャンネル吸着デバイスの熱
伝達及び質量伝達の性能を比較している。すべての場合では、水は、８０ｍＬ／分で、９
０℃のリザーバから吸着器熱交換器へと送達した。図８ａは、全金属製デバイス及び金属
・プラスチック複合材料製デバイスに比べて、全プラスチック製デバイスにおける温度変
化の速度はいくぶん遅い。しかしながら、～７０秒後、全プラスチック製デバイスにおけ
る温度は、全金属製デバイスにおける温度と一致しており、更に時間が経過すると、全プ
ラスチック製デバイスにおける温度は、全金属製デバイスにおける温度に比べて数度だけ
高い。これは、プラスチック製ユニットと関連がある熱質量及び熱損失が小さいことに起
因している。（ステンレス鋼製デバイスに関して示された温度は、外面に関して測定され
た温度であるのに対して、他のデバイスに関する温度は、ゼオライトチャンネルに埋設さ
れた皮下熱電対（hypodermic thermocouple）で測定されたことにも留意すべきである。
全金属製デバイスにおける内部温度は、実際には、外面に比べて、最大数度まで高い。）
金属・プラスチック複合材料製吸着器に関する温度プロフィールは、他のユニットのそれ
ぞれに比べて優れた質を示す。前記温度プロフィールは、吸着器床への迅速な熱伝達を示
しており、温度変化速度は、～１５秒後には、全金属製デバイスを超える。金属・プラス
チック複合材料では、全金属製デバイスに比べてわずかに高い最高温度も得られた。その
ことは、全プラスチック製デバイスと同様に比較的熱損失が低いことを示唆している。こ
れら３種類のデバイスからのガス発生のプロフィール（図８ｂ）は同様な傾向を示してい
る。ガスの脱着は、金属・プラスチック製デバイスで最も速く、全プラスチック製ユニッ
トで最も遅い。その結果は、質量伝達に比べて熱伝達が、これらのフロースルーメソチャ
ンネル吸着器の回収プロセスにおける主な制限であることを示唆している。
【０１２４】
　図８ｂでは、ガス体積分率は、脱着された総体積によって標準化された絶対的なガス体
積を表している。一般的に、一サイクルあたりに脱着されるＣＯ２の絶対体積、すなわち
作業容量は、プラスチックを含むデバイスにおける場合（最大で理論容量の６２％）に比
べて、全金属製吸着器における場合（理論容量の最大９３％まで）の方が高いことが観察
された。これは、全金属製デバイス（～１９５℃）に比べて、プラスチックを有するユニ
ットと一緒に用いられるより低温のデバイス調節温度（～１２５℃）に主として起因して
いると考えれる。大気圧条件に曝露される吸着器の組み立て中に、ゼオライト１３Ｘ上に
吸着される水蒸気は、ゼオライトが水に対して強力な親和性を有しているので、低温では
吸着剤からストリップし難い。１９５℃でも、いくらかの水はゼオライトに付着している
。１９５℃のオーブンで調節された全金属製デバイスに関する作業容量は理論容量の～８
１％であった。１９５℃においてゼオライトが充填された吸着器を更に状態調節（窒素で
パージされた真空オーブンにおける処理を含む）すると、作業容量は理論容量の～９３％
まで増加した。これらのＣＯ２回収結果は、ゼオライト吸着剤による低温運転においては
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、水被毒に関して事前に注意していなければならないことを示唆している。もちろん、本
発明で開発される吸着デバイスは、ゼオライト吸着剤（又はＣＯ２加工）に対して特異的
ではなく、水に対してより感受性の低い他の吸着剤を用いてもよい。
【０１２５】
　　（実施例４）実験的なメソチャンネル吸着デバイスに関する詳細
　３種類の実験的なメソチャンネル吸着デバイスタイプ、すなわちステンレス鋼、プラス
チック、及び金属・プラスチック複合材料の二次加工に関する詳細を説明する。図１はデ
バイスアーキテクチャを極力単純化した概略図であることに注意されたい。実際に、熱交
換チャンネルは、図に示されているように片側だけでなく、吸着剤床の両側に取り付けた
。吸着チャンネルそれぞれが２つの熱伝達表面によって接触されるように、生産メソチャ
ンネル吸着セルは、（少なくともフロースルー吸着チャンネルの場合）熱交換チャンネル
間に積層された一連の吸着チャンネルから成ると考えられる。共通のヘッダー及び共通の
フッターは、吸着セルにおいて吸着チャンネルを接続していて、分離経路（separate pat
h）は熱交換チャンネルを接続している。吸着チャンネル及び熱交換チャンネルの特定の
設計は、本明細書に記載されているチャンネルに限定されない。生産ユニットのための組
み立て方法も、有意に変えてもよい。例えば、全ステンレス鋼製デバイスは、様々な層を
接合させるために、従来の溶接又は接着剤（例えば、ＲＴＶシリコーン）を用いる代わり
に、拡散結合プロセス（多くの他のマイクロチャンネルデバイス及びメソチャンネルデバ
イスを作製するために典型的に用いられる）によって作製されると考えられる。
【０１２６】
　　ステンレス鋼製試験デバイス：
　図２には、最終組み立て前の吸着層が図示してある。組み立てられたデバイスは、螺旋
状吸着剤床シム（シート又はラミネートとも呼ばれる）をサンドイッチしている２つの熱
交換チャンネルアセンブリ（図示されていない）を含んでいた。組み立て中に、螺旋状チ
ャンネルをゼオライト又は他の吸着剤材料で充填した。この実験的な試験デバイスの部材
を、ＲＴＶシリコーンを用いて一時的に結合させて、分解を容易にし、且つ異なる吸着剤
と共に再使用した。熱交換アセンブリは、ガス及び熱交換流体の入口管及び出口管が溶接
されたブランクステンレス鋼製ヘッダーシム（blank stainless steel header shim）か
ら成っていた。熱交換チャンネルを、本来は別のマイクロチャンネルデバイス用に設計さ
れたマイクロチャンネル熱交換シムと一緒にヘッダープレートに隣接させて形成した。
【０１２７】
　全ステンレス鋼製吸着器のサンプルアセンブリ：すなわち、（ａ）チャンネル（ｃ）か
ら吸着剤が失われないように口を覆っている多孔質金属スクリーンを含む吸着チャンネル
へと供給され且つ吸着チャンネルから回収される流体のための厚さ０．０２０インチ（０
．５１ｍｍ）のステンレス鋼製ヘッダープレート；（ｂ）該ヘッダープレート（ａ）に面
しているエッチングされた表面を有する厚さ０．０２０インチのステンレス鋼製シムスタ
ック中にエッチングされた高さ～０．０１０インチ（０．２５ｍｍ）の熱交換流体チャン
ネル；（ｃ）典型的には厚さ０．０６０インチ（１．５ｍｍ）のステンレス鋼製螺旋状吸
着剤シム；（ｄ）ヘッダープレート（ｅ）に面しているエッチングされた表面を有する別
の熱交換流体チャンネル（ｂ）；及び（ｅ）該熱交換流体チャンネルへと供給され且つ該
熱交換流体チャンネルから回収される流体のための厚さ０．０２０インチのステンレス鋼
製ヘッダープレート。螺旋状吸着メソチャンネルは、例えばフライス削り（milling）の
ような技術によって作製でき、またマイクロチャンネル熱交換器中のマイクロチャンネル
は、例えば放電加工のような技術によって作製できる。又はどちらも、光化学機械加工又
は他の適当な機械加工技術によって作製できる。
【０１２８】
　　全プラスチック製試験デバイス：
　ステンレス鋼製デバイスと同様に、全プラスチック製メソチャンネル吸着器は、螺旋状
のメソチャンネル吸着床シムを取り囲んでいる２つの熱交換マイクロチャンネルアセンブ
リを含んでいた。しかしながら、プラスチックユニットでは、吸着シムと熱交換チャンネ
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ルの両方をポリイミドから作製し、ヘッダープレートは、例えばポリカーボネートのよう
な透明なプラスチックから作製した。全プラスチック製デバイス及びプラスチック／－金
属複合材料製デバイスにおける熱交換器シムは、波長２４８ｎｍで運転されたResonetics
 Maestro ＵＶエキシマーレーザーを用いてパターニングした。熱交換チャンネルの螺旋
設計は、吸着チャンネルを辿って、吸着剤への有効な熱伝達を最大にした。様々なデバイ
ス層を、適当なパターンに切り取られた両面接着フィルムの薄いシートを用いて組み立て
た。そのユニットを、実験室用プレス機でプレスして、結合を促進させた。
【０１２９】
　全プラスチック製吸着器を次に示したシム順序で組み立てた：すなわち、（ａ）吸着チ
ャンネルへと供給され且つ吸着チャンネルから回収される流体のための厚さ０．２５イン
チのポリカーボネート製ヘッダープレート；（ｂ）接着フィルム；（ｃ）ポリイミドフィ
ルム中にレーザーでレーザーカットされた厚さ～０．０１１インチの螺旋状の熱交換流体
チャンネル；（ｄ）接着フィルム；（ｅ）ポリイミド又は熱伝導性ポリイミドから作られ
た薄い（例えば、厚さ０．０３０インチ）熱交換表面フィルム；小さな穴のパターンを、
上記した金属スクリーン［全ステンレス鋼製デバイスの層（ａ）］として役立つシムのコ
ーナーにおいてレーザー加工した；（ｆ）接着フィルム；（ｇ）全金属製デバイスにおい
て用いられているものと同じパターンで機械加工され且つゼオライトで充填された典型的
には厚さ０．０５０インチ（１．３ｍｍ）のポリイミド螺旋状吸着シム（図２を参照され
たい）；（ｈ）接着フィルム；（ｉ）レーザー加工された吸着スクリーンを用いていない
以外は熱交換表面（ｅ）；（ｊ）接着フィルム；（ｋ）螺旋状熱交換チャンネル（ｅ）；
（ｌ）接着フィルム；及び（ｍ）熱交換流体チャンネルへと供給され且つ回収される流体
のための厚さ０．２５インチのポリカーボネート製ヘッダープレート。
【０１３０】
　　金属・プラスチック試験デバイス：
　金属・プラスチック複合材料製デバイスも作製し試験した。熱交換表面フィルム（ｅ）
及び（ｉ）を薄い銅シムと取り替えた以外は、全プラスチック製デバイスについて説明し
たようにしてユニットを用意した。このタイプの複合材料製デバイスに関する結果は、図
８に示してある。
【０１３１】
　金属・プラスチック製メソチャンネル吸着器の別の変体を作製し、限られた数の実験で
用いた。前記変体は、中心吸着シム（ｃ）を、他の金属・プラスチック製及び全プラスチ
ック製の吸着器で用いられたものと同様なポリイミド等価物と取り替えた以外は、上記全
ステンレス鋼製デバイスと同じである（例えば、厚さ０．０５０インチ、１．３ｍｍ）。
【０１３２】
　全プラスチック製及び金属・プラスチック製の吸着器では、熱交換器の設計は同じであ
った。全金属製吸着器では、熱交換器の設計は、いくぶん異なっているが、流体チャンネ
ルの厚さは同等であった（０．０１０インチ、０．２５ｍｍ）。各デバイスの吸着チャン
ネルはゼオライト１３Ｘ吸着剤（PQ Corp．製、篩分率１８０ ～ ２１２μｍ）で充填し
た。試験台は、供給ガス（純粋なＣＯ２）及び熱交換流体（水）流量を制御し、且つ吸着
器及び熱交換流体の温度、圧力低下、及び発生されるガスの体積をモニターできるように
、組み立てた。タイプＫ表面実装（Type K surface mount）及び水浸探触子熱電対（imme
rsion probe thermocouple）はすべての試験で用い；いくつかの試験では、タイプＴ皮下
熱電対（Omega）を吸着媒体に埋設して、吸着媒体の温度を直接測定した。温度は、出力
され、パソコン上でOmegaデータ取得システムに記録された。吸着サイクルと脱着サイク
ルをスイッチするのに必要な一連のバルブ（図１）は手動で調節した。脱着中、ガスは、
実質的に周囲圧力において発生し、管を通って、水で部分的に充填されていて且つその開
口部が室温の水リザーバ中に沈んでいる倒立メスシリンダー（inverted graduated cylin
der）のヘッドスペースへと流れた。シリンダーから押しのけられた水で、発生したガス
の体積を測定した。時間の関数としてガス発生をモニターするために、シリンダーから押
しのけられた水の体積を、ガスが発生している間ビデオに録画した。理論的作業容量と比
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較するために、理想気体の法則を適用して、放出されたＣＯ２の等価質量を決定した。
【０１３３】
　　（実施例５）理論生産性
　本明細書で説明しているメソチャンネル吸着ポンプを用いると、熱スイング吸着による
ガス処理のためのプロセス強化手段が提供される。吸着ポンプの単位体積あたりで処理さ
れる標的ガスの質量として規定される生産性は、プロセス強化の尺度である。生産性は、
サイクル速度、ガス流組成、吸着及び脱着の温度と圧力、及び吸着剤のタイプと状態を含
む多くのファクターと関連がある。
【０１３４】
　生産性グラフ（図１０を参照されたい）は、基準条件のセットを用いている本発明のい
くつかの吸着デバイスに関する生産性を示している。前記条件としては：（ａ）チャンネ
ル１ｍＬあたりゼオライト～０．６７ｇの密度まで、清浄で乾燥したゼオライト１３Ｘ粒
子で充填された吸着チャンネル；（ｂ）５℃の熱伝達流体を熱交換チャンネル中に流し、
また、純粋なＣＯ２を図１ａにしたがって吸着剤中に流すことによって、７６０ｍｍＨｇ
及び５℃において平衡に達するまで吸着されたＣＯ２；及び（ｃ）図１ｂにしたがって熱
交換チャンネルを通過する９０℃の熱伝達流体流（脱着温度を限定する）から生じる圧力
７６０ｍｍＨｇにおけるＣＯ２の脱着が挙げられる。この試験に関する更なる制約条件は
、高温熱交換流体が吸着ユニットを通って流れ始める時間又は加熱が開始される時間から
１分（又は未満）で起こるデバイスの単一脱着に関して生産性が規定されるということで
ある。而して、生産性グラフにおける生産性の結果は、上記制約条件下にある吸着ポンプ
構造の単位体積あたりの単一脱着で脱着されたＣＯ２の質量を表している。これらの条件
下で脱着されたＣＯ２の理論的最大質量は、方程式（２）と、デバイス中に含まれている
吸着剤の体積及び密度（質量）とを用いて、推定できる。既に指摘したように、前記運転
の実際の作業ＣＯ２生産は、水蒸気で吸着剤が部分的に充填されているというような様々
なファクターに起因して、１００％未満である可能性がある。また、吸着剤が熱交換流体
の温度に達していない場合、最大生産性は達成されない。このタイプの非効率を説明する
ために、計算では０．８５の効率因子を適用した。効率因子は通常の運転では合っている
か又は超えることが予期される。生産性グラフにおける結果は、最大理論生産性の８５％
である。
【０１３５】
　生産性グラフから、生産性が吸着ポンプの設計と強い相関があることが分かる。これは
、吸着ポンプ構造の単位体積あたりに含まれる吸着剤量の直接的な結果である。構造体積
は、吸着ユニットの外壁（例えば、プレート）によって画定され、吸着メソチャンネル、
熱交換チャンネル、及び熱交換チャンネルと吸着チャンネルから流体を送達且つ集めるの
に必要とされる内部ヘッダー及びフッターのチャンネルを含む。生産性グラフに示されて
いるケースでは、吸着ポンプは、各吸着チャンネルが２つの熱交換表面によって接触され
るように、１１の熱交換チャンネルが散在している１０の吸着メソチャンネルから成って
いた。熱交換チャンネルの高さ、外壁の熱さ、ヘッダーとフッターのチャンネル横断面、
及び吸着チャンネルの幅（５ｃｍ）は固定したが、チャンネルの長さ及び吸着メソチャン
ネルの高さ（厚さ）は変えた。生産性グラフは、長さ１ｃｍ，３ｃｍ及び５ｃｍのチャン
ネルに関する計算結果を示している。任意の所定のチャンネル長さにおいて、予期される
最大生産性は、吸着メソチャンネルの厚さ（高さ）が増加するにつれて、増大する。なぜ
ならば、吸着剤によって占められるデバイス構造の分率が増加するからである。無限吸着
チャンネル高の極限では、吸着ポンプ構造の体積は吸着剤によって支配され、生産性に関
して漸近極限が得られる。しかしながら、実際には、吸着チャンネルの厚さは、生産速度
を増加させるために、迅速な熱伝達及び迅速なサイクリングに影響を及ぼすように限定さ
れなければならない（実施例１及び２を参照されたい）。また、生産性グラフは、所定の
吸着メソチャンネル厚さにおいて、生産性がチャンネル長さの増加と共に増大することも
示している。これもまた、長さが長くなることによって吸着剤によって占められる構造体
積の分率が増加することに起因している。実際には、チャンネル長さは、圧力低下を考慮
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して制限しても良い。
【０１３６】
　上記した基準試験条件下では、本発明の様々な構造から得られる生産性が、吸着ポンプ
構造体積１ｍＬあたりＣＯ２０．０１５ｇであるか又はそれを超えることが認められる。
　表１には、Karperos，"Operating Characteristics of a Hydrogen Sorption Refriger
ator - Part I．Experimental Design and Results，" Proceedings of the Fourth Inte
rnational Cryogenic Conference，Easton，Maryland （１９８６）で説明されている吸
着圧縮機に関して計算したＣＯ２生産性の推定が要約してある。計算は、吸着剤タイプと
、吸着及び脱着の温度及び圧力の動作限界と、本発明のために生産性を決定するのに用い
られ且つ生産性グラフと共に説明されている脱着サイクル時間とに関する仮定に基づいて
行なった。しかしながら、Karperosのデバイスに関する評価では、運転は、効率１００％
と仮定しており、その仮定のもとに最大の潜在的な生産性を推定した。Karperosは、吸着
チャンネル内で密度２０％の銅フォームを用いて熱伝達を促進させていると記載しており
；本明細書の計算では、吸着チャンネルの２０％がフォームによって占められていて、圧
縮機内の吸着剤体積が実質的に減少していると仮定した。
【０１３７】
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【表１】

【０１３８】
　　（実施例６）熱伝達出力密度
　メソチャンネル吸着ポンプの生産性は、吸着チャンネルと熱交換チャンネルとの間の熱
相互作用において得ることができる熱伝達出力密度（heat transfer power density）に
一部依存している。計算を行なって、７６０ｍｍＨｇから０．５ ～ １０バールだけ高い
圧力までＣＯ２を熱化学圧縮するためにメソチャンネル吸着ポンプセルがＣＯ２を捕集す
るのに必要とする熱伝達出力密度を推定した。上記したように、熱伝達出力密度とは、１
立方センチメートルあたりのワット数の単位で、熱が、吸着セルに加えられる速度又は吸
着セルから除去される速度である。計算のために、高さ７５０μｍ、幅１ｃｍ及び長さ５
ｃｍを有していてゼオライト１３Ｘを含む吸着メソチャンネルと、高さ２５０μｍ、幅１
ｃｍ及び長さ５ｃｍを有するマイクロチャンネル熱交換器とを組み込んでいる「フローバ
イ」設計を想定した。ステンレス鋼製構造を、冷却しているセルからの熱エネルギーが加
熱しているセルへと伝達されるSwyulkaの回収熱伝達サイクル（recuperative heat trans
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fer cycle）であると仮定した。各サイクルの「デルタＴ（脱着温度と吸着温度の温度差
を表している）」を変化させた。各計算ではデルタＴは１００℃ ～ ２００℃と仮定して
いる。このセットの境界計算（bounding calculation）に関しては、２分及び４分のサイ
クルも仮定された。
【０１３９】
　計算では、各セルに関する完全な加熱及び冷却の要求条件を考慮した（ユニットの熱質
量及び吸着と脱着の熱に関する考慮を含む）。一般的に、この運転（exercise）から計算
された熱伝達出力密度は、１．１０ワット／ｃｍ３ ～ ５．９９ワット／ｃｍ３であり、
最高熱伝達出力密度は最短サイクル時間と一サイクルあたりの最大デルタとに対応してい
る。
【０１４０】
　この運転で計算された熱伝達出力密度は、メソチャンネル熱交換器を組み込んでいるシ
ステムで得ることができる規模であり；実際、ほぼ一桁高い熱伝達出力密度を得ることは
困難なことではない。また、熱伝達流体の圧力低下が小さいということは、メソチャンネ
ル吸着ポンプによって、より短いサイクル時間も達成可能であることが示唆される。
【０１４１】
　また、より長いサイクル時間、例えば一サイクルあたり約１０分のサイクル時間を仮定
した場合、熱伝達出力密度はいくぶん低いと考えられる。而して、メソチャンネル吸着ポ
ンプは、１ワット／ｃｍ３を超える、また恐らくは数十ワット／ｃｍ３を超える熱伝達出
力密度を要求する特定生産性（ユニットハードウェア体積あたりの出力）を得ることがで
きると推定される。
【０１４２】
　実施例で説明したデバイスはすべて単一チャンネルデバイスであったが；その設計は、
ハードウェア体積あたりで考えた場合、少なくとも同等な作業容量性能を有するマルチチ
ャンネルユニットに適している。
【０１４３】
　　結語
　本発明の好ましい態様を示し説明したきたが、より本発明の広い面において、本発明か
ら逸脱せずに、多くの変更及び改良を行なうことができる。而して、添付の請求項は、本
発明の真の精神及び範囲内にあるすべての前記変更及び改良を含むことを意図している。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１ａ】単純化された吸着プロセスの概略図である。
【図１ｂ】単純化された脱着プロセスの概略図である。
【図２】螺旋状の吸着チャンネルを有する吸着層のトップダウン図である。
【図３】一体化された吸着／脱着サイクルを行なうシステム及び方法を概略示している図
である。
【図４ａ】一体化された吸着／脱着サイクルを行なうシステム及び方法を概略示している
図である。
【図４ｂ】一体化された吸着／脱着サイクルを行なうシステム及び方法を概略示している
図である。
【図４ｃ】一体化された吸着／脱着サイクルを行なうシステム及び方法を概略示している
図である。
【図４ｄ】一体化された吸着／脱着サイクルを行なうシステム及び方法を概略示している
図である。
【図４ｅ】一体化された吸着／脱着サイクルを行なうシステム及び方法を概略示している
図である。
【図４ｆ】一体化された吸着／脱着サイクルを行なうシステム及び方法を概略示している
図である。
【図５】宇宙飛行士などのために空気を回収するためのシステム及び方法を概略示してい
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【図６】脱着されたガス体積に関する選択測定値が白丸で示してある、本発明装置の複数
サイクルの時間に対する吸着剤温度について実験的に得られたプロットである。
【図７】熱交換器を通る熱交換流体の様々な流量における、本発明装置の１サイクルの時
間に対する吸着剤温度について実験的に得られたプロットである。
【図８ａ】全プラスチック製、全金属製、及び金属・プラスチック複合材料製である装置
において、同じ条件下で加熱したときの時間に対する吸着剤温度ついて実験的に得られた
プロットである。
【図８ｂ】全プラスチック製、全金属製、及び金属・プラスチック複合材料製である装置
において、同じ条件下で加熱したときの時間に対する脱着ガス体積分率ついて実験的に得
られたプロットである。
【図９】多孔質吸着剤において距離Ｌが０．８ｍｍの場合の半無限拡散（ε＝０．５，τ
＝３，及びＤ＝１．６７ｘ１０－５ｍ２／ｓ）に関して、時間（上）及び特有な質量輸送
時間の回数（下）の関数としての相対ＣＯ２濃度の予測変動を示している質量拡散グラフ
である。
【図１０】特定の基準条件下で試験した場合における本発明による吸着ポンプの予測生産
性に関するプロットである。
【図１１】フローバイマルチチャンネル吸着器の１つの繰返しユニットに関する横断面図
である。
【図１２】８セル吸着器の八角形対称を示している繰返しユニット中にあるシムに関する
平面図である。
【図１３】フローバイ吸着器のための繰返しユニット中にあるシムに関する斜視図である
。
【図１４】最終仕上げ前の結合されたマルチセルマルチチャンネル吸着器である。
【図１５】８つのセルのそれぞれ上にある吸着ガスヘッダー／フッタープレートと、エン
ドプレートの周囲から延びている熱交換流体ヘッダー／フッター管スタブとを有する完成
吸着器である。
【図１６】表面が、可変幅フィンと交互に並んでいる可変幅エッチド流体チャンネル（ハ
ッチングされた領域）を含む本発明の態様のための熱交換シムの表面に関する図である。
【図１７】吸着脱着運転温度の３つのセットに関して、図１５に示してあるような吸着圧
縮機のユニットハードウェア体積あたりの予測ＣＯ２ガス生成速度を圧縮比の関数として
示している図である。
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