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Abstract: we investigate the effect of chloride addition and the type of crucible on the decarbonation of calcium carbonate for 

energy consumption by adding chloride to calcium carbonate, decarbonlation was confirmed at low temperature and in a short 

time. In particular, the addition of lithium chloride, which has a high chlorine content, was effective. In addition, decarbonation 

was promoted by the use of pt with high thermal conductivity or a large volume crycible.  

 

１． 緒言 

炭酸カルシウム（CaCO3）は，900°C で脱炭酸し，二酸化炭素（CO2）と酸化カルシウム（CaO）に分解される．この

脱炭酸により合成される CaO は，乾燥剤，建築材料さらには製鉄における不純物の除去などに幅広く利用される大変

需要の高い物質である．しかし，CaO を合成するには，CaCO3を 900°C まで昇温する必要があり，工業的には長時間が

必要となる．このため，重油などのエネルギーの燃焼に伴うCO2の発生も大量となり，地球温暖化の問題となる．そこ

で，脱炭酸温度を降下させてエネルギーの使用量の低減を図り，CO2 の排出量を低減することを考えた．このために，

炭酸カルシウムへの微量の塩化物の添加，CaCO3を焼成する際に用いるるつぼの材質と体積に着目した．塩化物として

は 900°C 以下に融点を示し，汎用的で安価な塩化リチウム（LiCl），塩化マグネシウム（MgCl2），塩化カリウム（KCl），

塩化カルシウム（CaCl2）および塩化ナトリウム（NaCl）の 5 種類の塩化物を選定した．以上の解決策で，脱炭酸温度

の低温度化および短時間化が可能となれば，使用するエネルギーを減らして CO2を大幅に削減することが可能である．

また，るつぼの種類は，アルミナ，磁性，白金の一般的に用いられている 3 種類のるつぼを選定した．本研究では，

CaCO3の脱炭酸温度の低温度化および短時間化を目的とし，塩化物の種類，脱炭酸温度の変化およびるつぼの材質・体

積について検討した． 

 

２．実験方法 

2.1 塩化物の添加によるCaCO3の脱炭酸に及ぼす影響  

鹿一級CaCO3 粉末 20 gと 0.5 mass%の塩化物（LiCl，MgCl2，KCl，CaCl2，NaCl）をそれぞれ混合した．つぎに，電

気炉を用いて各試料を焼成した．このとき，焼成温度を 900°C，焼成時間を 1時間とし，アルミナるつぼを用いて行っ

た．その後，得られた試料を粉砕することでCaO およびCaCO3を得た．  

 

2.2 るつぼの材質・体積がCaCO3の脱炭酸に及ぼす影響 

鹿一級CaCO3 粉末 20 gと 0.5 mass%の塩化物（LiCl，MgCl2，CaCl2）をそれぞれ混合した．つぎに，電気炉を用いて

各試料を焼成した．このとき，焼成温度を 850～900°C，焼成時間を 1 時間とし，アルミナ，磁性および白金の 3 種類

の材質のるつぼと大きさの異なる 3 種類のアルミナるつぼを用いて行った．その後，得られた試料を粉砕することで

CaO および CaCO3を得た．上記で得られた試料のキャラクタリゼーションは，X 線回折（XRD）測定および熱重量・

示差熱（TG-DTA）測定を用いて行った．  

 

３．結果と考察 

3.1CaCO3の脱炭酸に及ぼす塩化物の添加の影響 

Fig. 1 に炭酸カルシウムに各塩化物を添加して得られた焼成物の XRD 図形を示す．添加した塩化物の種類で比較し

たところ，すべての試料で CaO と CaCO3の回折ピークが確認された．CaCO3のピーク強度を比較すると，MgCl2およ

び LiCl を添加した試料では，他の試料に比べ，わずかにピーク強度が小さくなった．CaO のピーク強度は，すべての

試料で大きな違いは確認されなかった．つぎに，TG-DTA測定より求めた．焼成した各試料のCaO 含有率とCl 含有量 
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の関係を Fig. 2 に示す．塩化物を添加した試料と無添加の試

料で比較した際，塩化物を添加した試料は，無添加の試料と比

較し，CaO 含有率が増加した．とくに，LiCl を添加した試料

が最もCaO 含有率が大きくなった．また，各塩化物の添加に

よる CaO 含有率と各塩化物に含まれる Cl 含有量を比較した

ところ，Cl 含有量の増加に伴い，CaO 含有率が増加した．と

くに，LiCl の Cl 含有量は 83.5%であり，これを用いることに

よりCaO 含有量が増大した．なお，LiCl の融点は 605°C であ

り，使用した塩化物の中では最も融点が低く，これも原因と考

えられる． 

3.2 CaCO3の脱炭酸に及ぼするつぼの材質・体積の影響 

  アルミナ，磁性，白金るつぼを使用して，炭酸カルシウム

にCaCl2を添加し，焼成温度を 900°C，焼成時間を 1時間で焼

成した試料の XRD 図形を Fig.3 に示す．るつぼの材質の違い

について比較した結果，アルミナと磁性るつぼでは，CaO と

CaCO3の回折ピークが観測された．また，アルミナるつぼと磁

性るつぼのCaO のピーク強度を比較したところ，磁性るつぼ

のほうがわずかに回折ピークは大きくなった．このことから，

磁性るつぼはアルミナるつぼと比べ，脱炭酸が促進したと考

えられる．これに対して，白金るつぼを用いた試料の結果で

は，CaO のみの回折ピークが確認された．このことから白金 

るつぼでは，完全に脱炭酸したと考えられる．また，Fig.3 に

は，添加物として CaCl2 を用いた場合の XRD 図形を示した

が，MgCl2および LiCl を用いた場合にも同じような結果が得

られた． 

Fig.4 に TG-DTA の測定結果より得られた，CaO 含有率と

るつぼの材質の関係を示す．灰色で示したアルミナるつぼで

は，各塩化物でのCaO 含有率の平均値は 64.9%になったのに

対し，磁性るつぼを用いた場合には 86.7%，白金るつぼを用

いた場合には 98.0%となった．このことから，白金るつぼで

は熱分析の結果よりもほぼ完全に脱炭酸したことがわかった．

白金るつぼが完全に脱炭酸した理由は，他の 2 つのるつぼに

比べ熱伝導率が極めて高く，熱が効率的に試料に伝わり脱炭

酸が促進したためだと考えられる．3 種類のるつぼの熱伝導

率を調べると，白金は 71.4W･m—1･K—1であり，アルミナは 4.2 

W･m—1･K—1，磁性るつぼは 2.7 W･m—1･K—1であった．白金の熱

伝導率がよいことは明らかになったが，アルミナるつぼと磁

性るつぼで結果が逆転していた．この理由については，るつ

ぼの厚みおよび磁性るつぼに釉薬として用いられているSiO2

の影響を受けたためだと考えられる．上記では，るつぼの材

質が炭酸カルシウムの脱炭酸に及ぼす影響についての検討結

果を示したが，るつぼの体積を変化させることでも，炭酸カ

ルシウムの脱炭酸の低温度化および短時間化が観察された．

すなわち，るつぼ体積を大きくすることにより，CaCO3の脱

炭酸率を向上させることができた． 
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Fig.3 X-ray diffraction patterns of the obtained sample 

Fig.2 Relationship between CaO content and Cl content 
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Fig.4 Relationship between CaO content and crucible material 
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Fig.1 X-ray diffraction patterns of the obtained sample 
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