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Abstract: In reality, it is impossible to achieve zero CO2 emissions, and negative emission technologies are needed to remove 

CO2 from the air in proportion to emissions. Therefore, we focus on direct air capture (DAC) technology, which directly 

captures CO2 from the air. In this study, CO2 in air was immobilized as CaCO3 by stirring Ca(OH)2 slurry. During the 

carbonation process of the Ca(OH)2 slurry, the formation of aragonite was observed in addition to calcite. The maximum 

carbonation rate was obtained at Ca(OH)2 slurry concentration of 10 g, a stirring speed of 300 rpm and a reaction vessel 

volume of 5 L. 

 

１． 緒言 

近年，気候変動の主因といわれている二酸化炭素(CO2)の排出を，2050 年までに全体としてゼロにするカーボンニュ

ートラルが注目されている．しかし，実際にはCO2排出量をゼロにすることは不可能であり，人為的な吸収量を差し引

き，合計を実質的にゼロにすることが考えられている．排出に見合うCO2を空気中から取り除く技術をネガティブエミ

ッション技術とよぶ．そこで，その技術の一つである空気中の低濃度CO2を直接回収するDirect Air Capture(DAC)技術

に着目した．この技術の代表例として，アミン担持吸着剤や水酸化カリウム(KOH)水溶液を用いてこられに空気中の

CO2を吸収させることが考えられている．KOH に空気中のCO2を吸収させ，それとCa(OH)2を反応させ，CaCO3を合

成し，これを加熱により分解してCO2を吸収することが実際に行われている．しかし，CO2はGibbsエネルギーの観点

から考えると，炭酸カルシウム(CaCO3)として固定化するのが安定である．このため，DAC 技術により CO2を CaCO3

として固定化する方法が有効であると考えられる．そこで，CaCO3固定化の具体例として，Ca(OH)2と，大気中の低濃

度 CO2を反応させることにより，CO2を CaCO3として固定化することを考えた．なお，Ca(OH)2はカルシウム化合物

とアルカリ溶液を反応させることにより合成することができる．そこで，本研究では，DAC 技術によるCa(OH)2懸濁

液を撹拌することによる空気中の CO2を CaCO3として固定化することを目的とし，CO2固定に及ぼす撹拌速度，反応

容器体積およびCa(OH)2懸濁液濃度について検討した． 

 

２．実験方法 

表面積の異なる反応容器1~5 L(断面積87~214 cm2)のビーカーに純水500 cm3を入れ，特級Ca(OH)2を5～50 g添加し，

Ca(OH)2懸濁液を作製した．この懸濁液に撹拌機を用いて，撹拌速度 200~400  rpm で撹拌し，炭酸化を行った．その

後，この懸濁液を所定時間で採取し，ろ過，乾燥を行うことで試料を得た．得られた試料のキャラクタリゼーションは，

X 線回折（XRD），走査型電子顕微鏡（SEM）および熱分析（TG-DTA）を用いて行った．また，1 時間で接した空気

量は TG-DTA 測定より求めた炭酸化率から算出した .  この炭酸化率とは CaCO3含有率のことを示す．なお，空気

の体積は 20℃で 24 dm3，空気中の CO2濃度は 0.04%とし，採取した時間ごとの空気量の平均値をその条件の代表値と

した． 

 

３．結果と考察 

はじめに，Ca(OH)2添加量 10 g，反応容器１ L ビーカーを用いて Ca(OH)2懸濁液を撹拌速度 300 rpm で撹拌し，炭

酸化したところ 183 時間を要した．また，XRD 図形より，反応直後の生成物はカルサイト単一相であったが，24 時間

では 2θ=26.2，27.2 °にアラゴナイトの回折ピークが観察された．その後，アラゴナイトの割合は撹拌時間の増加にと

もない，増大した．Fig.1 にその時の SEM 写真を示す．1 時間では針状のアラゴナイトはみられないが，24 時間になる

とわずかにアラゴナイトの生成が観察されるようになり，さらに時間の経過に伴い，アラゴナイト粒径は大きくなり，

その割合が多くなっており，XRD の結果を裏付けるものであった． 
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つぎに，Ca(OH)2添加量 10 g，反応容器１ L ビーカーを用い

て，撹拌速度を変化させて炭酸化速度の比較を行った．炭酸化

率 90%以上を達するまで要した時間は，200 rpm で 249 時間，

250 rpmで276 時間400 rpmで100時間であった.このことから，

撹拌速度の増加にともない炭酸化速度が増加した. これらの炭

酸化率からから求めた1時間で接した空気量をそれぞれ算出し

た．その結果，200 rpm で 23.7 dm3，250 rpm で 26.4 dm3，300 

rpmで50.4 dm3 および400 rpmで54.2 dm3 であった. これらの

値より撹拌速度を上げると1時間で接した空気量は直線的に増

加した結果となった． 

続いて Ca(OH)2添加量 10 g，撹拌速度 300 rpm を共通の条件

として，反応容器体積を変化させて行った. Fig.2 に炭酸化率と

撹拌時間の関係を示した．いずれの条件においても撹拌時間の

経過にともない直線的に炭酸化率が増加していた. 炭酸化率

90%以上に達するまで要した時間は，2 L で 96 時間であり，5 L

で 72 時間であった. このことから，反応容器体積の増加にとも

ない炭酸化速度が増加することが確かめられた. 求めた炭酸化

率から 1 時間で接した空気量を算出した. 結果，2 L ビーカーで

66.3 dm3，5 L では 85.9 dm3 となった. 反応容器体積の増加に

伴い接した空気量が直線的に増加することが観察された. これ

は体積が大きくなるに伴い断面積が増えて空気中の CO2 と接

触する量が増加するためであると考えられる. また，体積を断

面積に置き換えて比較すると，接した空気量は増加しているこ

とから，同じ体積でも断面積を増やすことで炭酸化がより促進

すると考えられる．今回の反応容器については，撹拌羽根を考

慮して，5 L ポリビーカーが最適であると考えられる.  

最後に反応容器 1 L ビーカー，撹拌速度 300 rpm で撹拌し， 

Ca(OH)2添加量を変化させて検討を行った．Ca(OH)2懸濁液濃

度と炭酸化率の関係については，どの条件も撹拌時間の経過に

伴い，炭酸化率が増加した．炭酸化率が 90%以上に達するまで

要した時間について，5 g では 168 時間であった．50 g では 480

時間で炭酸化率が 40%であった. 求めた炭酸化率から求めた 1

時間で接した空気量を Fig.3 に示す． 5 g では 27.3 dm3，20 g で

は 36.3 dm3，50 g では 23.3 dm3 と求まった．これらの値より，

Ca(OH)2添加量 10 g が最も値が大きい結果となった．この合成

条件では Ca(OH)2添加量 10 g が最適な条件であると考えられ

る. なお，アラゴナイトの割合は懸濁液濃度の増大に伴い大き

くなった． 

 以上の結果から，DAC 技術を用いた Ca(OH)2懸濁液の炭酸

化では，長い撹拌時間をかけることにより，CaCO3の多形の 1

つであるアラゴナイトが生成することが明らかになった．そし

て，これらの合成条件で算出した 1 時間で接した空気量が最も

値が大きかった，Ca(OH)2添加量 10 g，撹拌速度 300 rpm，反

応容器体積5 LポリビーカーがCa(OH)2懸濁液の炭酸化の最適

条件であると考えられる. 
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Fig.1 SEM photograph of the obtained sample. 
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Fig.3 Relationship between the amount of Ca(OH)₂  

added and the amount of air contacted in 1 hour. 

Fig.2 Relationship between stirring time and carbonation  

rate of the obtained samples.  
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Pure water：500 cm3

Ca(OH)2：10 g
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Reaction vessel：1 L beaker

Stirring speed：300 rpm

Air volume(20℃)：24 dm3

CO2 concentration：0.04%
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