1. 序論
1.1 緒言
鉄鋼製造の副産物としての高炉スラグ(以下スラグ)は屋外に放置すると空気中の水分と
反応して，硬化し，その処理方法が問題となっている．一方，スラグを利用したマリンブ
ロックが開発されている．スラグが固化する際の反応機構，特にスラグからのカルシウム
イオンの溶出と炭酸カルシウム析出機構について検討した．また，マリンブロック製造過
程について検討した．
1.2 方法
粉砕したスラグをふるいに通した直径 1mm スラグ約 5ｇまたは直径 53μｍ以下のスラグ
粉末約 1.5ｇを洗気瓶に入れ，純水 150ml 中に分散し，そこに気体の CO2 を充分に通した．
スラグ粒子の一部が溶解した．プラスティックカップに加え，1M

NaOH2.5ml や 0.01M PVA

溶液 2.5ml を加えた．トレイに水を張り，その溶液の入ったプラスティックカップをトレ
イに並べ，乾燥しないようにラップをし，スラグ粒子は一部溶解し，その溶液 5ml に，1M
NaOH2.5ml または 0.01M PVA 溶液 2.5ml を加えた．溶液を 50℃，90h 加熱し，析出した生
成物を走査型電子顕微鏡 SEM(以下 SEM)観察した．50℃，90h で加熱したのはスラグ炭酸固
化体内部での反応に近い条件を模したものである．
次に，直径 53μm 以下の粒子を，約 1g 洗気瓶中の純水，海水，人工海水 150ml 中に分散
した．2.5～24h，及び 5h，1atm，35ml/min の条件で CO2 を導入した．スラグ残渣を含む生
成物をﾛ別後乾燥し，炭酸化率を熱分析装置(以下 TG‐DTA)(昇温条件 0～810℃、10k/min)
で決定した．この操作で得たスラグを含む残渣 0.5g を 100ml の純水中に分散し，分散時間
にともなうカルシウム溶出量の変化を ICP 原子発光分光分析装置（以下 ICP）で測定した．
また溶液の pH を測定した．
さらに直径約 1mm のスラグ約 5g を前述の実験と同様に人工海水中で 28d，
CO2 と反応させ,
沈殿物をﾛ別，乾燥し，得られたスラグをプラスティックケースに入れ樹脂で固め，ダイヤ
モンドカッターで断面を SEM，エネルギー分散型 X 線分光器 EDX(以下 EDX)で観察した．
次に，スラグを粉砕し，直径 53μm 以下のふるいにかけ，約 1g のスラグを純水，海水，
各 150ml，また海水 150ml に１M NaOH2.5ml を加えた溶液をビーカーに入れ，3h 分散した．
その後，デシケータで 0.1M

炭酸ナトリウム水溶液を添加し，常温，湿度 100％のデシケ

ータ内で 7d 炭酸化した．炭酸化した残渣を乾燥させ，0.5g 計りとり，残りを TG－DTA で炭
酸化率を測定した．残渣 0.5g をビーカーに入れ 100ml の純水に分散し，その溶液のカルシ
ウム濃度を ICP で測定した．
直径 53μm 以下のスラグ粉末を純水に 100ml に浸し，ﾛ別後，常温，湿度 100％のデシケ
ーター内で炭酸化し，その後，湿ったままの炭酸化したスラグを，坩堝に擦り切り一杯入
れ，1250 度，2h20min の条件で焼成し，8h で常温に冷却後，固化体となったスラグを，ダ
イヤモンドカッターで約 5g の立方体の形に切り，純水に 5h 接触，海水に 5h 接触，溶液に

未接触のものを，各々，常温，湿度 100％のデシケーター内で 7d 炭酸化し，乾燥した．そ
の後粉砕し，53μm 以下のふるいにかけ，炭酸化率を TG‐DTA で決定した．またふるいにか
けたスラグ 0.5g を 100ml の純水に 7d 静置し，その純水の pH を pH 試験紙で測定した．
また，粉砕した 53μm 以下のスラグ粉末約 1.5g 又はチョーク粉、卵の殻粉 1.5g を洗器
ビンに入れ純水 150ml で溶かし，3h，CO2 を加えた．次に，CaCO３が溶けた溶液 5ml をプラ
スティックカップに加え，1M NaOH，0.01M PVA 溶液，しじみ，あさり，はまぐりの殻のか
けらを加えた．トレイに水を張り，その溶液の入ったプラスティックカップをトレイに並
べ，乾燥しないようにラップをし，90℃で 90h 加熱し，SEM で評価した．
また，陰イオン界面活性剤 SDS（sodium dodecyl sulfate）(CMC8mM)0.2297g を 100ml の
純水で 8mM に調整し，純水中に，スラグを入れ過剰に CO２を加え，ﾛ液を 50℃，90h 加熱し，
1M NaOH、0.01M PVA を添加し、炭酸塩を析出させ、その質量を計った．
1.3 試料，試薬
高炉スラグ，人工海水(NaCl，MgSO4，MgCl，CaCl2，KCl，SrCl，NaBr，H3BO3)，海水，
チョーク，卵の殻，1M NaOH，0.01M PVA 溶液.炭酸ナトリウム (和光純薬工業)，8mM SDS
1.4 器具，装置
差動型熱天秤(TG―DTA)，ICP 原子発光分光分析装置，XRD，SEM，EDX，pH メータ，pH 試験
紙，乳棒，乳鉢，ふるい(53μm)
2. 結果と考察
2.1 実験Ⅰ
まず，純水中，人工海水水中での CO2 との反応について検討した．純水中，人工海水中で
過剰な CO2 と反応させるとスラグの一部は溶解した．SEM 観察によれば図-1 に示すように未
反応スラグ粒子の表面は滑らかである．
次に，純水中に 53μm 以下の粉粒スラグを 1.5g 入れ，充分な CO2 と反応させ，得られた
溶液をﾛ過しないまま，調製した１M NaOH を加えて，50℃，90ｈ過熱し，析出した生成物
を SEM 観察した結果を図-2 に示す．角の鈍った炭酸カルシウムの斜方晶であるアラゴナイ
トの集合体の生成が確認できた．また，前述の実験で得られたﾛ液に１M NaOH 及び 0.444g
の PVA を 100m の純水で調製した，0.01M PVA 溶液を加えたとき得られた生成物の SEM 結果
を図-3 に示す．アラゴナイトと一部炭酸カルシウムの三方晶であるカルサイトが成長して
いる様子が確認できた．またこの実験の純水のかわりに人工海水を用い，１M

NaOH のみを

加えたときに得られた生成物の SEM 結果は，図-4 のようになった．カルサイトが見られる
か，結晶一部が溶解していることが確認できた．
SEM 結果から，純水，人工海水で結晶がアラゴナイトとカルサイトで違う理由として，
純水の場合，スラグからの炭酸カルシウムと Mg イオン溶出が理由で Ca/Mg 比が多くなり小
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2.2 実験Ⅱ
各種溶液中で CO2 と反応させたスラグを含む生成物の炭酸化率は表-1 のようになった．常
温，湿度 100％のデシケータで 7d 炭酸化したスラグの炭酸化率の 1.58％である．本実験で
の値はいずれの場合も，デシケータで 7d 炭酸化したスラグの炭酸化率より低くなった．こ
れは，後に述べるようにスラグと接触をしている溶液の pH が低下し，炭酸カルシウムが大
気中でスラグを炭酸化するときよりも生成しにくくなったためだと考えられる．一方 1g の
スラグを用いて各種の溶液中で CO2 と反応させたときの生成物の質量は，対照として純水に
分散したときは 2.5h 後には 0.6356ｇ，CO2 を導入した純水中で反応させると 2.5h 後には
0.6531g，海水中又は人工海水中で CO2 と反応させると 2.5h 後はそれぞれ 0.6356g，0.6469g
となった．
表-1

各種溶液中で炭酸化したスラグの残渣の炭酸化率(％)

反応時間

2.5h

5h

24h

純水

0.31

0.62

0.58

海水

0.09

0.19

0.50

人工海水

0.12

0.1

0.30
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2.3 実験Ⅲ
次に各種溶液中でスラグを CO2 と反応させ，生成物を乾燥後，得られたスラグを含む残渣
を純水中に放置し，放置時間にともなうカルシウムイオンの溶出量と pH 変化を観察した．
結果を表-2 に示す．海水の Ca 濃度は 280mg/l ほどである．CO2 と反応していないスラグを
純水と 5h 接触させ，これを 100m の純水中に分散したときのカルシウム濃度は 28d 放置し
た溶液では，19.1mg/l であった．純水中で 5h，CO2 と反応後，乾燥した固相を，100ml の純
水中で分散して 28d 放置したときの溶液のカルシウム濃度は 7.0mg/l であった．同条件に
海水，人工海水で CO2 と反応させたときに得られた固相を用いた時は，4.9mg/l，4.7mg/l
となった．CO2 と反応させていないスラグを純水と接触させたものよりも，各種溶液中で CO2
と反応させたものの方が，溶液のカルシウム濃度が低くなるが理由は，スラグ粒子が炭酸
カルシウムに覆われたためによるものと考えられる．一方 pH については，表-3 に示すよう
に CO2 と反応させていないスラグを純水中に分散した溶液の pH は 7～14d で極めて高くなっ
ている．これは表-2 で示したカルシウム濃度の測定結果の傾向とよく一致をしており，ス
ラグ粒子は CO 2 と反応することによってその表面に炭酸カルシウムが生成して，カルシウ
ムの溶出が抑えられ，その結果スラグ粒子が分散している溶液の pH が低くくなるものと思
われる．
表-2

各種溶液中で CO2 と反応させたスラグが分散した溶液の Ca 濃度(mg/l)

分散時間

7ｄ

14ｄ

28ｄ

60ｄ

純水

5.5

6.4

7.0

8.3

海水

2.2

3.6

4.9

4.7

人工海水

2.2

3.0

4.7

4.9

未 CO2、純水

9.6

14.3

19.1

25.8

表-3 各種溶液中で CO2 と反応させたスラグが分散した溶液の pH

分散時間

7ｄ

14ｄ

28ｄ

60ｄ

純水

8.05

7.84

7.71

7.98

海水

7.82

7.69

7.52

7.51

人工海水

7.92

7.81

7.66

7.8

未 CO2、純水

10.92

10.11

8.16

8.38

次に CO2 と反応したスラグの断面の分析を行った結果を図-5 に示す．EDX 結果から Ca が
Al，Si の存在しない位置に存在しており，このことからスラグ粒子表面には炭酸カルシウ
ム皮膜が生成しているものと思われる．
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図-5

人工海水中で CO2 と反応させたスラグの断面

2.4 実験Ⅳ
次に，スラグを粉砕し，直径 53μｍ以下のふるいにかけ，約 1g のスラグを純水，海水，
各 150ml，また海水 150ml に１M NaOH2.5ml を加えた溶液をビーカーに入れ，3h 分散した．
その後，デシケータで 0.1M

炭酸ナトリウム水溶液を添加し，常温，湿度 100％のデシケ

ータ内で 7d 炭酸化した．炭酸化した残渣を乾燥させ，0.5g 計りとり，残りを TG－DTA(600
～800℃)で炭酸化率を測定した．残渣 0.5g をビーカーに入れ 100ml の純水に分散し，その
溶液のカルシウム濃度を ICP で測定した．
表-4

各溶液中にスラグを分散さ

表-5

各溶液中にスラグを分散させ、

せ，デシケータで炭酸化した

デシケータで炭酸化したスラグ

スラグの炭酸化率(％)

を含む純水の Ca 濃度(mg/l)

スラグの炭酸化率（％）
炭酸化時間

7d

炭酸化時間

7d

28d

純水

5.08

純水

5.4

18.5

海水

0.36

海水

13.1

17.4

海水 1M NaOH

2.73

海水１M NaOH

9.7

6.0

表-1 と表-4 の炭酸化率の比較から，純水とスラグを処接触させた場合，炭酸化した日数
は違うが，洗気瓶を用いるよりデシケータを用いたほうが炭酸化率が上がることがわかっ
た．しかし表-2 と表-5 のスラグを含む溶液の Ca 濃度の 28d の分散時間での比較から洗気
瓶では 7mg/l，デシケータでは 18.5mg/l とデシケータでは残渣から Ca が溶出してしまうこ
とがわかる．
表-4 から海水と接触させたスラグはデシケータで炭酸化しても炭酸化率は 0.36％と上が
らない．また表-5 から海水に接触させ，デシケータで炭酸化したスラグから純水への Ca の
溶出は 28d で 17.4mg/l と抑えられないことがわかる．また海水に 1M NaOH を加えると炭
酸化率は純水接触と海水接触の場合の間の 2.73％ほどで，Ca の溶出は 7d 分散のとき
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9.7mg/l，28d 分散のとき、6.0mg/l と抑えられた．
2.5 実験Ｖ
直径 53μｍ以下のスラグを純水 100ml に 3h 分散し，ﾛ別後，湿ったスラグを常温，湿度
100％のデシケータ内で炭酸化し，その後，坩堝に擦り切り一杯入れ，1250 度，2h20min の
焼成条件で焼成し，8h で常温に冷却後，固化体となったスラグを，ダイヤモンドカッター
で約 5g の立方体の形に切り，純水に 5h 接触，海水に 5h 接触，溶液に未接触の各々を，常
温，湿度 100％のデシケータ内で 7d 炭酸化し，乾燥した．その後，粉砕し，53μm 以下の
ふるいにかけ，炭酸化率を熱分析装置(TG‐DTA)で決定した．またふるいにかけたスラグ
0.5g を 100ml の純水に 7d 分散し，その純水の pH を pH 試験紙で測定した．pH 試験紙を用
いた理由として，スラグ炭酸固化体を粉砕したスラグ粒子が純水中に分散し，pH メータで
は正確に測れなかったためである．
スラグ炭酸固化体は図-6，炭酸化率の結果は表-6，pH 試験紙の結果は図-7，図-8 に示し
た．
表-6 純水に 3h 接触後，炭酸化したスラグの固化体を各溶液と 5h 接触させ，デシケータ
で炭酸化したスラグの炭酸化率（％）

7d

炭酸化時間

純水

4.68

海水

10.20

未接触

3.22

炭酸化率は純水接触の場合 4.68％，海水接触 10.20％，未処理 3.22％となった．
表-4 と表-6 を比較した．表-4 から純水に接触させ 7d 炭酸化したスラグの炭酸化率は
5.08％で，表-4 の海水接触は 0.36％であった．
炭酸カルシウムの分解温度は 825℃で，燃焼条件が 600～800℃であり固化体にする際の
燃焼条件が 1250℃，2h20min の条件で焼成し，8h で常温に冷却することであることを考慮
して，スラグの焼成により，スラグに含まれている炭酸カルシウムが燃焼し，燃焼により
減少した wt％が炭酸化率となっていると考えた．
表-4 から純水接触の場合，炭酸化率が 5.08％と高くなったのは，水和反応がおき，アラ
ゴナイトが多く生成し，炭酸化率が高くなったと考えた．また，表-4 の海水接触が炭酸化
率が 0.36％なのはカルサイトもしくは，一部溶解した結晶がスラグ粒子表面をより密に覆
い，炭酸化率が低くなったと考えられる．
表-6 から純水接触の場合 4.68％と表-4 の純水接触の場合 5.08％と比較して，0.40％の
差が出たのは一度スラグを溶融して，固化体にしても，粒子の表面のアラゴナイトである
ことは変わらないが，表-6 の実験では粒子を粉砕したため，アラゴナイトの尖った部分が
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わずかに削れたため，炭酸カルシウムの量が減り，炭酸化率が低くなったと考えられる．
また，表-6 から未接触の場合は 3.22％であり，大気中で 7ｄ炭酸化したスラグの炭酸化
率の 1.58％と比較して，1.64％高くなった．表-6 の場合，前処理として純水と接触させた
ため，水和反応が起き，炭酸カルシウムが多く析出したためだと考えた．
マリンブロックを製造する際，溶液と接触させる 1 次処理として，純水を用いると，ア
ラゴナイトがスラグ粒子表面に多く析出することから，2 次処理で固化体と海水を接触させ
たの際，アラゴナイトが海水と接する面積が大きいため，浸食が広範囲でおき，多くの炭
酸カルシウムが海水に晒され，カルサイトもしくは一部溶解した結晶が固化体内部で張り
巡らされ，多くの CO2 を吸収すると考えた．1 次処理で海水を用いると，スラグ粒子は密に
なり，2 次処理で海水と接触する面積が小さくなってしまうため，純水のほうが適している
と考えた．

図-6

スラグ炭酸固化体

図-7

スラグ炭酸固化体を粉砕

図-8

スラグ炭酸固化体を粉砕

後，53μm のふるいにかけ,

後、53μm のふるいにか
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紙に見るその分散の様子

純水の pH 試験紙の結果

図-7，図-8 からスラグ炭酸固化体を粉砕後，53μm のふるいにかけ，純水に 7d 分散し，
その純水の pH を pH 試験紙を用いて測定すると，まず pH7 の溶液中に，pH11 のスラグ粒子
が分散する様子がわかった．また，しばらく pH 試験紙を放置すると，pH は 8 を示した．
また，表-3 の各種溶液中で CO2 と反応させたスラグが分散した溶液の pH と図-7，図-8 の
pH 試験紙の結果を比較した．表-3 の CO2 未導入，純水接触の場合，静置時間 7d で pH は 10.92
で，海水接触の場合，分散時間 7d で pH は 7.82 であったので，スラグ粒子は CO2 と反応さ
せると pH11 になり，
海底に沈めたスラグ炭酸固化体周辺は pH8 雰囲気となると考えられる．
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2.6 CO2 の値段の考察
スラグ炭酸固化体を製造する際に必要な，海底の砂利採取でできた穴に，スラグ炭酸固
化体を埋める．このことにより砂の収支のバランスが保たれると考えられる．
次に，スラグ炭酸固化体一つで固化できる二酸化炭素の量を考えた．
コンクリートを 1t 製造する際，必要な材料は水 76.5kg，セメント 136kg，砂 332kg，砂
利 424kg である．スラグは純水中で 70％溶解することがわかっており，そのことからスラ
グ炭酸固化体製造の際，骨材として，スラグを 1t 加えた．
（スラグコンクリートを作る際
の骨材としては砂：スラグ＝1：1）
そのスラグに 5％の CO2 を吸収させて，50kg の CO2 固定，CO2 は固体→気体で 500 倍に体積
が膨張するので，つまり 2.5ｔの CO2 を固定できると考えられる．固化体が 500kg とすると
1.25t である．地球全体の面積として 5.1 億 km2，陸地 1.5 億 km2，海 3.6km2 である．
1994 年時点で，CO2 の排出量として世界全体で約 60 億 t，日本では約 3 億 t である．しか
し 2007 年では世界全体で 288 億 t，日本は 12.3 億 t，中国は世界の 21％，アメリカは 20％
を占める．
2009 年 9 月 22 日，国連気候変動首脳会合で，鳩山前総理大臣が演説において，日本の
CO2 排出量を 90 年比で 25％削減を掲げた．
このことから 2020 年までに年間 10 億 t 削減し，
年 2 億 t ほどの排出に抑えなければならないことになる．
日本の排他的経済水域は 200 海里(1 海里 1852m)，447 万 km2，深さ 200～1500m である．
閉鎖水域である瀬戸内海の水域は約 2 万 km2，深さ 38m である．
スラグ炭酸固化体上面を 1m2 と考え，1 段ずつ瀬戸内海に並べると，20 億個，日本の排他
的経済水域に並べると 4400 億個，世界の海に並べると 36 兆個並べられることになる．年
間 10 億ｔの CO2 を，スラグ炭酸固化体として固定するには年間 8 億個固化体を製造する必
要があることになる．コンクリート 0.5m3 製造に 7000 円かかるとして，1km2 並べて，70 億
円，瀬戸内海全域に並べたとして 140 兆円かかる．
CO2 は 50ℓ，約 5000 円で売られており，10 億 t では 500 兆円の金額のお金が動くと考えら
れる．
鉄鋼業界では CO2 を 90％削減を掲げている．
スラグ炭酸固化体を年間 8 億個製造したとすると，10 億 t，500 兆円分の CO2 が固定化で
きる．
瀬戸内海に固化体をこのペースで沈めたとすると 3 年間で縦，横，1m，高さ 50cm の固化
体で埋め尽くされる．日本の排他的経済水域だと 50 年，世界全体で 4 万 5000 年と計算で
きる．
ピラミッドを作る際，石と人件費などでそれぞれ 2000 億円，計 4000 億円ほどかかった
と考えられる．瀬戸内海で 1 年間工事して，かかる費用がおおよそコンクリート代 140 兆
円，人件費 140 兆円，CO2 固定で浮くお金が 500 兆円と考えられる．
しかし，あまりにも費用が高いので，コンクリートでは固めない方法で固化体を製造し
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たほうがよいように思った．
コンクリートを使用したスラグ炭酸固化体は海底に建造物を作る際に用いるとよいと思
た．
2.7 マリンブロックを作る案
マリンブロックを作る案を述べる．まず，53μm 以下のスラグを純水と 5h 接触させ，湿
ったままのスラグをデシケータで 7d 炭酸化し，スラグ内に CO2 を吸収させた．
その後，炉で加熱，溶融したものを型に入れ，冷却し，固化体にした．その後，固化体
を海水と 5h 接触後，乾燥させ，常温，湿度 100％のデシケータ内で 7d 炭酸化した．
スラグに含まれるカルシウムが CO2 と反応し炭酸カルシウムとなり，またスラグを含む人
工海水中で CO2 を導入する炭酸カルシウムの生成機構についての走査型電子顕微鏡(SEM)の
結果から，一部溶解したカルサイトが固化体内部に張り巡らされたと考え，10％程の CO2 を
吸収すると考えられる．
溶融，成型する際，ブロック状で，表面が滑りやすいと思われるので，表面が波打った
形状にし，滑りにくく，またそのことでより海水と調和しやすくなると思った．
純水と接触させて，CO2 をスラグ炭酸固化体に導入すると，内部で生成すると考えられる
アラゴナイトが固化体の亀裂につながり，CO2 や成分の溶出を抑えるのに十分でないと考え，
海水を用いるとよいと考えた．
また，マリンブロックを粉砕した粉末を，純水に 7d 分散させた場合，純水中でスラグ粒
子が分散するため，pH メータでは正確に pH を測れないので，pH 試験紙で測定すると，pH7
にわずかに pH11 が分散している様子が見られた．その後 pH 試験紙は pH8 を示した．
海底に沈めたマリンブロック周辺は pH8 雰囲気となると考えられる．
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2.8 実験Ⅵ
炭酸塩について
粉砕した 53μｍ以下のスラグ粉末約 1.5ｇ又はチョーク粉、卵の殻粉 1.5ｇを洗器ビンに
入れ純水 150ｍｌで溶かし，3ｈ，CO2 を加えた．次に，CaCO３が溶けた溶液 5ml をプラステ
ィックカップに加え，1M NaOH，0.01M PVA，しじみ，あさり，はまぐりの殻のかけらを加
えた．トレイに水を張り，その溶液の入ったプラスティックカップをトレイに並べ，乾燥
しないようにラップをし，90℃で 90ｈ加熱し，SEM で評価した．
また，陰イオン界面活性剤 8mM SDS（sodium dodecyl sulfate）(CMC8mM)を添加した純水
中に，スラグを入れ過剰に CO２を加え，ﾛ液を 50℃，90h 加熱し，1M NaOH、0.01M PVA を添
加し、炭酸塩を析出させ、その質量を計った．
結果

図-6 純水中でスラグに CO2 導入後，

図-7

原液に 1M NaOH，0.01 MPVA，しじみ添加

ろ液に 1M NaOH，0.01M PVA，はまぐり添加

図-８ 純水中でチョーク粉に CO2 導入後，

図-9

ろ液に 1M NaOH，0.01 M PVA，しじみ添加

原液に 1M NaOH，0.01M PVA，しじみ添加
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純水中でチョーク粉に CO2 導入後，

純水中でチョーク粉に CO2 導入後，

純水中で卵の殻の粉に CO2 導入後，

図-10 純水中でチョーク粉に CO2 導入後，

図-11

ろ液に 1M NaOH，0.01M PVA，はまぐり添加

ろ液に 1M NaOH，0.01M PVA，添加

図-12 純水中で卵の殻の粉に CO2 導入後，

図-13

原液に 1M NaOH，0.01M PVA，あさり添加

原液に 1M NaOH，0.01M PVA，添加

純水中で卵の殻の粉に CO2 導入後，

SDS を添加した実験では，SDS を添加しなかったとき析出した炭酸カルシウムは 6.3mg，
また SDS を添加したとき析出した炭酸カルシウムは 7.1mg と 0.8mg 炭酸塩の膜が厚くなっ
た．このことは SDS に含まれる Na イオンが，スラグ中の Ca イオンを分離させ，さらに多
くの炭酸カルシウムを析出させたと考えた．
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3. 結言


純水中でスラグを CO2 と反応させた溶液の pH を上げると，アラゴナイトが析出し，純
水の代わりに，人工海水を用いるとカルサイトがで析出した．またカルサイトは一部
が溶解していた．



スラグを CO2 と反応させると表面に炭酸カルシウムが析出することが考えられる．



海水，人工海水中で CO2 と反応させたときの方がスラグ粒子周囲に生成する炭酸カルシ
ウムがより密になるため，CO2 と反応させた後にそれらのスラグを純水中に放置したと
き，溶液のカルシウム濃度が低くなり，pH も低くなったと考えられる．



スラグを CO2 と反応させると表面に炭酸カルシウムが析出することが考えられる．スラ
グ炭酸固化体を製造する際，純水を用いるとアラゴナイトが固化体内部から生じ，亀
裂が生じる可能性があるため，海水を用い，カルサイトが張り巡らされた状態にする
と考えた．



スラグを製造する際，1 次処理として，純水と接触させたスラグをデシケーターで炭酸
化することで，炭酸化率をあげ，多く CO2 吸収することができると考えられる．



また 2 次処理として，そのスラグ残渣を海水中に入れ，また 1M NaOH 溶液を添加し CO2
を過剰に吹き込むことにより，炭酸カルシウムの生成が多くなり，カルサイトが一部
溶解した状態で析出したと考えた．



スラグ炭酸固化体を作る案として、53μm 以下のスラグを純水と接触させ，デシケータ
で炭酸化し，CO2 をできるだけ多くスラグ内に吸収させた．その後，鉄からスラグを製
造する際，加熱，溶融するように，炉で加熱，溶融したものを型に入れ，冷却し，固
化体にした．



できたスラグ炭酸固化体を入れた海水中に CO2 を導入し，スラグに含まれるカルシウム
が CO2 と反応し炭酸カルシウムとなり，一部溶解したカルサイトが生成した．



スラグ炭酸固化体に各種溶液と接触後，常温，湿度 100％のデシケータ内を導入すると，
炭酸化率は純水接触の場合，4.68％，海水 10.20％，未処理 3.22％となり，固化体の
状態でも CO2 を多く吸収し，また海水接触の場合が一番よく CO2 を吸収した．



一部溶解したカルサイトが固化体内部に張り巡らされたことから，固化体からの CO2 や
Ca の溶出を抑えられると考えた．



また，そのスラグ炭酸固化体は貝や藻の着生がよく，OH-が放出されることで周囲の海
水は pH8 となり，海水環境のよいブロックとなることが考えられる．



以上の工程からスラグ炭酸固化体ができると考えた．



炭酸カルシウムは溶液内で析出する際，溶液内に貝があることで貝の種類の違いによ
って，異なる形の結晶になることがわかった．
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