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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。 

平成 16 年度では、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

率は最大 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
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より高く 2.5x10-4 mol/l/s に達した。 

平成 17 年度では、１．CO2吸収反応の促進方法の開発、２．ZnCO3の効率的分解方法の開

発を行った。得られた成果は以下の通りである。 

１） CO2吸収反応の促進方法の開発 

先ず、重炭酸ナトリウム（NaHCO3）を ZnO スラリー吸収液に添加し、ZnCO3の生成による

CO2吸収を促進する方法を検討した。ZnCO3の生成速度は NaHCO3と ZnO の比の増加と共に増加

することが分かった。ZnCO3 選択率も NaHCO3 と ZnO の比の増加と共に増加した。NaHCO3 と

ZnO の比が 2 の場合、ZnCO3選択率は無添加時の 40％から 65％まで向上できた。 

次に、炭酸ナトリウム（Na2CO3）を ZnO スラリー吸収液に添加し、CO2 吸収を促進する方

法を検討した。ZnCO3の生成速度は Na2CO3と ZnO の比の増加と共に逆に減少することが分かっ

た。そこで、Na2CO3 と ZnO スラリー吸収液にジエタノールアミン（DEA）を更に添加し、CO2

吸収促進を試みた。CO2吸収速度は DEA 無添加時の 6.4 倍であった。本研究の目標（平成 16 年

度の ZnO スラリーでの CO2吸収速度の２倍以上）を達成した。 

２） ZnCO3の効率的分解方法の開発 

ZnCO3沈殿物を熱分解して CO2を回収するにあたり、沈殿物の水分はエネルギー消費に深く

関係する。そこで、真空ろ過による沈殿物の水分の除去について検討した。NaHCO3 を添加した

ZnO スラリーと CO2の反応でできた沈殿物の含水率は 30 分のろ過時間で 5％まで低減できた。

しかし、ZnO スラリーに Na2CO3と DEA を添加した場合に得た沈殿物の含水率は 30 分のろ過時

間で 15％までしか低減できなかった。 

ZnCO3 は約 150℃～170℃から分解し始まることが分かった。265℃と 320℃での分解時間は

ほぼ同じで約 280 分であった。 

ZnO・NaHCO3／Na2CO3を活用した CO2分離回収のエネルギー消費を計算した。CO2との反

応からできた沈殿物をろ過、乾燥し、熱分解を行って、CO2を回収するプロセスにおいて、各過
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程のエネルギー消費は以下の通りである。 

ろ過（10％含水率まで）：0.14MJ/kg-CO2 

乾燥（50℃まで）：1.28MJ/kg-CO2 

分解（250℃）：2.43MJ/kg-CO2 

合計：3.85MJ/kg-CO2 

 ZnOを利用したCO2分解回収プロセスのエネルギー消費は既存のMEA法とほぼ同等であ

る。なお、このプロセスは高い温度を要することと、エネルギー消費は MEA 法より少なくない

ことと、固体を扱うことがあるので、実用化が困難であると考えられる。よって、本年度を以っ

て、本研究を終了する。 
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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 2004, 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. 

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 times higher than that without  

the 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. 

In 2005, methods for the promotion of CO2 absorption and effective decomposition of ZnCO3 have 

been investigated. The main conclusions are as follows: 
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1) Promotion of CO2 absorption 

    Promotion of CO2 absorption to ZnCO3 was carried out using NaHCO3 added into ZnO slurry. The 

formation rate of ZnCO3 increased with increasing NaHCO3/ZnO ratio. ZnCO3 selectivity increased also 

with increasing NaHCO3/ZnO ratio. ZnCO3 selectivity increased from 40% to 65% as the ratio of 

NaHCO3/ZnO increased from 0 to 2. 

The influence of CO2 absorption to ZnCO3 by adding Na2CO3 into ZnO slurry has been also 

investigated. ZnCO3 formation rate decreased with increasing Na2CO3/ZnO ratio. In order to promote CO2 

absorption, diethanolamine (DEA) was added into the Na2CO3/ZnO slurry. CO2 absorption rate was 

improved by 5.4 times in comparison with that without DEA addition. 

2. Effective decomposition of ZnCO3 

   The energy consumption of CO2 recovery from ZnCO3 decomposition is strongly related with the 

amount of water in the carbonation product of ZnO. The removal of the water using vacuum filtration was 

carried out. The amount of water in the precipitation products from ZnO and CO2 with the addition of 

NaHCO3 was reduced to 5% (wet base); however, the amount of water in the precipitation products from 

ZnO and CO2 with the addition of Na2CO3 and DEA was reduced to 15% (wet base), after 30-minute 

filtration at room temperature and 0.01 MPa. 

ZnCO3 started to decompose at 150 ~ 170 oC. No obvious deference in the concentrations of CO2 from 

the decomposition of ZnCO3 was found when the decomposition temperature was set at 265 oC or 320 oC. 

The energy consumption for CO2 separation using ZnO slurry with the addition of NaHCO3/Na2CO3 

was estimated. The whole CO2 separation process includes four steps: 1) absorption, 2) filtration, 3) drying, 

and 4) decomposition. The energy consumption for each step is listed as follows: 

1) Absorption: 0 MJ/kg-CO2 

2) Filtration (to reduce water to be less than 10%)：0.14 MJ/kg-CO2 

3) Drying (up to 50 oC)：1.28 MJ/kg-CO2 
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4) Decomposition ( at 250 oC)：2.43 MJ/kg-CO2 

Total：3.85 MJ/kg-CO2 

 The total energy consumption of CO2 separation using ZnO is almost the same as that using MEA. 

As a high temperature for the decomposition of ZnCO3, and difficulty to handle solid ZnO carbonation 

products, and the energy consumption is not less than that using MEA, the particle use of this process using 

ZnO would be not acceptable; therefore this study is finished in this financial year. 




