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要 約 
 

燃焼排ガスなどから排出される CO2 を削減するため、エネルギー消費が少なく、

安価で、妨害要素がない CO2 分離・回収技術の開発が求められている。現時点では化

学吸収法であるアミン系吸収液による CO2 分離回収技術が先行しているが、多量の吸

収液の加熱・冷却による大量のエネルギー消費が問題となっている。この問題を解決

するため、CO2 を吸収した生成物のみを吸収液から取り出して CO2 を回収することに

より、CO2 吸収液の循環量を極力削減することと、CO2 を吸収した生成物を熱分解する

際に必要なエネルギー消費を少なくすることができれば、CO2 分離回収のエネルギー

消費の削減が可能となると考えられる。本研究はと酸化亜鉛（ZnO）スラリーによる

CO2 吸収「ZnO + CO2 ⇔  ZnCO3」で生成した炭酸亜鉛（ZnCO3）を ZnO スラリーから

分離した後、ZnCO3 の熱分解で ZnO を再生し、CO2 を回収する CO2 分離回収技術の開

発を目的とした。  

本研究では、まず、ZnO スラリーと CO2 の反応特性を詳しく調べた。ZnO スラリ

ーと CO2 の反応からの生成物は塩基性炭酸亜鉛（3Zn(OH)2・2ZnCO3）であった。ZnCO3

の生成反応は CO2 濃度の一次反応と ZnO 濃度の一次反応であり、活性化エネルギーは

－13.1kJ/mol であった。 

ZnCO3 生成速度は多く研究されていたモノエタノールアミン（MEA）より遅いこ

とから、ZnCO3 生成を促進できる方法を検討した。その結果、炭酸アンモニウム、重

炭酸カリウム及び重炭酸ナトリウムを ZnO スラリーに添加することにより ZnO スラリ

ーの CO2 吸収速度及び吸収能力を向上できることを見出した。炭酸アンモニウムの添

加で、生成物 ZnCO3 と NH3ZnCO3 の選択率は 大 97％であった。ZnCO3 生成速度も無

添加より約５倍増加した。  

次に ZnO 固体層（充填層）を用いて、ZnO による CO2 吸収を調べた。その結果、

ZnO 固体層では、SV 値が高くても、ZnO 粒子に NaHCO3 を含浸混合したものの CO2

吸収速度は ZnO のみより著しく増加することができた。ZnO と NaHCO3 の含浸混合物

での CO2 吸収速度は 5％の MEA より高く 2.5x10-4 mol/l/s に達した。 
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Summary 
 

In order to reduce CO2 emission from combustion exhaust gases, development of CO2 

separation processes of a lower operation cost and higher stability has been required. 

Although CO2 separation processes using chemical absorption, such as using aqueous 

alkanolamine solutions, have been developed already, those processes still have a problem of 

huge energy consumption used for heating or cooling a large amount of CO2 absorption 

solution. The energy consumption would be reduced if CO2 absorbed chemicals could be 

simply separated out from the absorption solution and if the amount of energy required for 

carbonate decomposition is lower than that of alkanolamines. This led us to develop a new 

process using zinc oxide (ZnO) slurry for CO2 separation using the reaction of ZnO and CO2: 

ZnO + CO2 ⇔  ZnCO3. 

In this study, the reaction of ZnO slurry with CO2 was investigated at first. The reaction 

products are basic zinc carbonate (3Zn(OH)2・2ZnCO3) The formation reaction of ZnCO3 is a 

first order reaction of CO2 concentration and a first order reaction of ZnO concentration. The 

activation energy of ZnCO3 formation is -13.1kJ/mol. 

As ZnCO3 formation rate is lower than that of monoethanolamine (MEA), methods for 

promoting ZnCO3 formation have been investigated. It was found that CO2 absorption rate of 

ZnO slurry could be improved by adding ammonium carbonate, KHCO3 or NaHCO3 into ZnO 

slurry. The main products are ZnCO3 and NH3 ZnCO3 when ammonium carbonate is added; the 

selectivity of ZnCO3 and NH3ZnCO3 is 97% at maximum. The formation rate of ZnCO3 

(including NH3ZnCO3) is 5 time higher than that without addition of ammonium carbonate. 

We then developed a filled bed of ZnO to absorb CO2 at a space velocity higher than that 

when ZnO slurry is used. CO2 absorption rate can be obviously improved by mixing NaHCO3 

into ZnO. CO2 absorption rate is 2.5x10-4 mol/l/s, higher than that using 5% MEA. 

 




