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要 約  

 
近年二酸化炭素を安価に回収固定する手段の一つとして、アルカリ土類金属を化学的に安定

な炭酸塩として固定する手法の研究が行われている。アルカリ土類源としては天然鉱石（ウォ

ラストナイトなど）や廃棄物（廃セメント、鉄鋼スラグなど）が用いられるが、いずれを用い

た場合でも反応速度が極めて遅いという問題がある。しかし、反応を人為的に加速するために

酸を添加すると溶液が酸性となるために炭酸化反応の進行を妨げるなどの問題がある。そこで

本研究では、アルカリ土類金属の抽出剤として強酸と弱塩基の塩の水溶液を用い、この溶液の

pH スイングを利用した新しいCO2の固定化システムを検討した。本提案プロセスでは、 333
～ 363 K 以下の温和な条件で反応が迅速に進み、かつ反応液の循環が可能であるため、省エネ

ルギー・低コストのCO2隔離貯留プロセスを構築できると期待できるため、プロセスの経済性

及び実現可能性を評価した。 
昨年度は反応液としてジエタノールアミンと塩酸の溶液を用いることで、初年度問題となっ

た吸収塔における液の損失の問題が解決された。また、スラグの粉砕所用動力を実測すること

で、プロセス中の消費エネルギーの半分以上を占める粉砕エネルギーのより正確な評価が可能

となった。これらの検討を行った結果、CO2処理に要するコストは 10,000円 /tCO2 と試算され

た。 
この処理費用は現実的なCO2隔離貯留コストとしてはいまだ高価なため、処理コストを

7,500 円 /tCO2 乃至それ以下とすることを目標としてプロセスの改良を検討した。その結果、

粉砕操作を改良することによって所用動力が半減され、消費エネルギーが昨年度試算の 136.6 
kWh/tCO2 から 83.5 kWh/tCO2 へと大幅に低減された。これにより必要な粉砕装置の基数も削

減されるため、イニシャルコストも大幅に削減された。また、スラグサンプルの前処理を行い、

製鉄所におけるスラグ生成時の状態を模擬することにより、より実際に近い条件での抽出率測

定が可能となり、これまでのカルシウムの抽出率見積もり量は期待される量よりも低く見積も

られていたことが明らかとなった。 
本年度はプロジェクトの最終年度となるため、これまで測定してこなかった脱水時の含水率

などを考慮に入れ、より正確なプロセス検討及びコスト評価を行った。その結果、生成物であ

るCaCO3やスラグの抽出残渣に同伴して失われる反応液が当初の想定以上に多くなることが明

らかとなり、反応液の補給費用が 10,000円 /tCO2 以上に達する可能性が生じた。この費用を削

減する種々の方策を検討したところ、反応液の濃度低下が現実的かつ最も効果があることが明

らかとなった。しかしながら反応液の濃度低下により液循環量が増えて設備コストが高くなる

ため、反応液の濃度を変数として処理コストの最小値を評価したところ、最適な条件では処理

費用が 7,300 円 /tCO2 となることが明らかとなった。 
本プロセスのCO2隔離貯留プロセスとしての特性を評価するため、固体生成物の輸送に要す

るエネルギーを考慮に入れた検討もあわせて行った。本プロセスでは多量の固体をハンドリン

グするため、輸送に要するエネルギーは処理に要するエネルギー全体の10 ~ 50%を占めること

が明らかとなった。このため、本プロセスをCO2隔離貯留プロセスとして用いる場合には、既

存のスラグ流通プロセスに添った形で用いることが重要であることが確認された。 
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Summary  
 
 

The fixation of CO2 as carbonates by the reaction with alkaline-earth metal, extracted from natural ore 
(such as wollastonite etc.) or wastes (such as waste cement, steelmaking slag etc.), has recently been 
investigated as one of the CO2 sequestration method. The major advantages of this process are long-term 
stabilization and environmentally safe carbonates production. In addition, the overall carbonation 
process is exothermic; therefore, it has the potential to be an economically feasible process. However, 

the reaction rate of the natural carbonation process is very slow. Addition of the extractor such as HCl 
will enhance the reaction rate, while it prevents the CO2 absorption reaction. In this study, a new process 
of CO2 fixation via carbonation of calcium contents in wastes by using a solution of weak base - strong 
acid salt is proposed. In this process, selective extraction of alkaline earth metal ions from wastes and 

fixation as CaCO3 was carried out under 333-363 K.  
In the last fiscal year, refined estimation of the grinding energy of steelmaking slag, and survey for a 

new reaction liquid were carried out. For the estimation of the grinding energy, actual measurement of 
work index for grinding of the steelmaking slag was carried out and obtained as 30kWh/ton. The grinding 
process was reappraised by using this result. The addition of water or reaction liquid into grinding mill 
enhanced the grinding efficiency. The reduction of grinding energy was also expected by separating the 
grinding process into multiple-step with other mills. The problem of NH3 leakage was solved by using a 

mixture of amine and HCl solution for the reaction liquid. Based on a survey of several amine solutions, a 
mixture of diethanolamine and HCl solution was selected as the reaction solution. This solution also 
shows high conversions in extraction reaction of Ca from slag and crystallization reaction of CaCO3. This 
solution eliminates the use of NH3 absorber and makeup of reaction solution. The CO2 disposal cost was 
reduced to half. Especially, the operation cost was decreased to 1/3.  

In this fiscal year, reduction of crushing cost for slag was carried out. The crushing energy and cost 
were halved by modification of the crushing process. Pretreatment of steelmaking slag sample was also 

carried out. By the treatment, the slag was homogenized and the repeatability was improved, because CO2 
and H2O which absorbed inhomogeneously during storage were removed.  

Estimation of the loss of reaction solution which is contained in products of this process (CaCO3 and 
extraction residue of steelmaking slag) was carried out based on the calculated material balance of this 
process. It was estimated that large amount of the reaction solution was discharged and more than 10,000 

yen/tCO2 was required for making-up of the reaction solution. Thus the reaction condition was optimized 
by changing the concentration of the reaction solution. It was calculated that the total CCS cost was 

minimized under the condition that the concentration of the solution of 0.60N, then the cost was 7,300 
yen/tCO2. 

The energy requirement for carrying solid material and products was estimated. It was calculated that 
the energy for carrying solids was large compared with plant operation energy, and its percentage 
becomes 10 ~ 50 % of total power consumption. Therefore it was concluded that selection of location for 
the plant is very important.  
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