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要  約 

ゼオライトのカチオン交換性を利用し、廃コンクリート等の廃材や天然鉱物に含まれる

アルカリ土類イオンと炭酸イオンの反応を促進し、安定なアルカリ土類炭酸塩として CO2

を固定化・有効利用を図ることを目的として、平成 15 年度は以下の 4 項目を実施した。 

 

（１）廃コンクリート等の廃材あるいは天然鉱物から速やかにアルカリ土類金属イオンを

取り出し、ゼオライト上のプロトンと交換するシステムの開発 

アルカリ土類金属を含有する物質として、スラグ、廃コンクリート、天然鉱物（ウォラス

トナイト）からのカルシウム溶出を検討した結果、スラグと廃コンクリートは酸性溶液中

で極めて容易にカルシウムイオンを溶出しうることが明らかとなった。また、固体酸（プ

ロトン型ゼオライト）もこれらの化合物からのカルシウムイオン抽出に有効であることを

見出した。 

 

（２）アルカリ土類イオンを溶出させるために使用する固体酸の選定等、抽出方法の検討

とその再生システム構築 

廃コンクリート・スラグ等の廃材からアルカリ土類イオンを溶出するための方法として、

種々の酸を使用した溶解法の検討を実施した。各種の有機酸、塩酸、固体酸による溶解に

ついて溶解性能の比較検討を実施した結果以下のような序列になることを見出した。 

  HCl ＞ 有機酸（２-エチル酪酸） ＞ H＋型ゼオライト（H＋-β） 

一方、Ca2+イオン抽出の選択性は上記とは逆の序列となり、ゼオライトを用いるとアルカ

リ土類金属イオンのみを選択的に抽出可能であることを見出した。また、ゼオライトはイ

オン交換により酸としての再生が容易であり、本プロセスに適用可能な材料である。 

 

（３）生成したアルカリ土類炭酸塩とゼオライトの分離システムの構築 

酸性条件下では CO2 吸収速度および吸収量が低く、CaCO3 の沈殿・分離が困難であること

から、CaCO3 の沈殿が形成しやすい塩基性条件下での吸収反応を検討した。またゼオライト

共存下で炭酸塩を沈殿させると両者の分離が困難となるため、ゼオライトの再生プロセス

の前に沈殿を形成させる新規吸収システムについての適用可能性を検討した。本吸収液

（NH4OH/CaCl2 混合溶液）を用いる CO2 吸収プロセスは、極めて有効な CO2 吸収溶液となる

ばかりでなく、ゼオライトのプロトン型への再生プロセスの前に炭酸塩を沈殿させるため、

両者の分離が極めて容易なプロセスとなることを明らかとした。 

 

（４）CO2 固定化プロセスと再生プロセスの循環がスムーズに行えるシステムの構築 

モルデナイト(SiO2/Al2O3=18)の Ca2+イオン交換容量は中間目標の 32mmol/100g を超える

61mmol/100g という最も高い値を示し、Ca2+と H＋、あるいは NH4
+と Ca2+とのスムーズな交

換が可能なことが明らかとなった。また、ゼオライトのイオン交換によらない新規な CO2

固定化プロセスを提案した。本提案では弱塩基と強酸の塩の水溶液が酸性を示すことを利

用し、スラグや廃コンクリートと 60～80℃程度のきわめて温和な条件下で接触させるだけ

で、アルカリ土類金属を選択的に抽出できることを見出した。 
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Summary 

The CO2 fixation process via carbonation of calcium component in waste concrete 

or slag or natural minerals by using ion exchange properties of zeolites has been 

investigated.  Calcium carbonate is thermodynamically stable and environmentally 

benign material.  In the second fiscal year (2003), 4 research items concerning the 

CO2 fixation process have been carried out as follows. 

 (1) Development of the conventional extraction method of alkaline metal ions from 

waste products or natural minerals: 

   Dissolution of calcium component from the materials containing alkaline metal ions, 

i.e., steelmaking slag, waste concrete, and natural mineral (Wollastonite) has been 

studied.  It was found that calcium dissolution from steelmaking slag and waste 

concrete occurred easily in acidic solution, and it was also found that the slurry 

of water and the solid acid(H+-form zeolite) was also effective for extraction of 

calcium ions form these materials. 

(2) Development of the selective calcium extraction method by acidic solution and 

the recycle use system of the acidic solution: 

   Selective calcium extraction method from steelmaking slag and waste concrete with 

organic acid, hydrochloric acid, and solid acid (H+-zeolite) was investigated.  The 

performance for the calcium extraction of these acids was in the follow sequence. 

   HCl > organic acid (2-Ethylbutyric acid) > H+-zeolite (H+-β) 

   On the other hand, the selectivity of extracted calcium showed exactly a reverse 

sequence. In addition, it is easy to regenerate zeolite as solid acid by ion exchange 

method.   H+-zeolite was effective for the selective extraction of calcium from 

steelmaking slag and waste concrete. 

 (3) Development of the separation system of carbonates and zeolite: 

   Ca2+ never reacts with CO2 to form CaCO3 and the dissolution of CO2 into solution 

is very less under acid condition.  In addition, because the separation of CaCO3 and 

zeolite will be difficult, the CO2 absorption process should be allocated before the 

zeolite regeneration process.  It was found that the new CO2 absorption process using 

the solution (NH4OH-CaCl2) is not only effective for CO2 absorption but also for the 

separation of CaCO3 and zeolite. 

 (4) Development of the circulation process of CO2 fixation and regeneration: 

   It was found that the ion exchange of zeolite between Ca2+ and H+, or NH4
+ 

and Ca2+ occurred smoothly, and the 61mmol/100g of ion exchange capacity of Ca2+ 

by mordenite (SiO2/Al2O3=18) was higher than the 32mol/100g of the interim goal.  

Moreover, a new CO2 fixation process without zeolite was proposed.  In the new 

process, Ca extraction from slag or waste concrete could be carried out under 

60-80℃ by using a solution containing a weak base‐strong acid salt. 




