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(57)【要約】
石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセスであっ
て、石膏と、シード、鉱酸又はその両方とを含む混合物
と少なくとも１つの炭酸塩源とを反応させて、バテライ
ト多形から変換することなく直接カルサイト及び／又は
アラゴナイトの形態で沈降炭酸カルシウムを作製するこ
とを含む、石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロ
セス。また、石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプ
ロセスであって、ｉ）石膏、ｉｉ）シード、鉱酸又はそ
の両方、ｉｉｉ）硫酸アンモニウム、有機酸又は鉄材料
からなる群から選択される少なくとも１つの添加剤を含
む混合物を準備することと、混合物と少なくとも１つの
炭酸塩源とを反応させて、沈降炭酸カルシウムをバテラ
イトの形態で作製することとを含む、石膏を沈降炭酸カ
ルシウムへと変換するプロセス。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換する方法であって、
　石膏とシード、鉱酸又はその両方とを含む混合物と少なくとも１つの炭酸塩源とを反応
させて、沈降炭酸カルシウムを作製することを含み、
　反応物及び前記シード及び／又は前記鉱酸により前記沈降炭酸カルシウムの結晶多形及
び／又は粒径を制御し、
　前記沈降炭酸カルシウムがカルサイト及び／又はアラゴナイトの形態であり、該カルサ
イト及び／又はアラゴナイトを、バテライト多形から変換されることなく反応により直接
作製することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記炭酸塩源が、炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム
、炭酸カルシウム、ドロマイト、金属炭酸塩及び二酸化炭素からなる群より選択される少
なくとも一つである請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記シードが、炭酸カルシウム、ドロマイト、ドロマイト質炭酸塩、硫酸マグネシウム
、水酸化マグネシウム、チタニア、シリカ、ストロンチウム及び酸化亜鉛からなる群より
選択される少なくとも一つである請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記混合物中に存在する前記シードの量が、前記石膏に対して１０重量％以下である請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記混合物中に存在する前記シードの量が、前記石膏に対して少なくとも１０重量％で
ある請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記鉱酸が、硝酸、硫酸及びリン酸からなる群より選択される少なくとも一つである請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記石膏が、炭酸塩不純物を含み、かつ前記鉱酸を該石膏中の該炭酸塩不純物のモル当
量以上のモル当量で添加する請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記混合物が、緩衝剤、分散剤、増粘剤、固化防止剤、消泡剤、レオロジー剤、湿潤剤
、共溶媒、明度エンハンサー又は明度ダンプナー、及び顔料からなる群より選択される少
なくとも一つの添加剤を更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記添加剤が、クエン酸、リン酸、硫酸アンモニウム又はチオ硫酸ナトリウムである請
求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記添加剤の重量％が、前記石膏に対して０．５％～１０％の範囲である請求項８に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記炭酸塩源が、炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム及び重炭酸アンモニウ
ムの炭酸塩混合物であり、該炭酸塩混合物において重炭酸アンモニウムの量がカルバミン
酸アンモニウム又は炭酸アンモニウムの量以上である請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記炭酸塩源が、炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム及び重炭酸アンモニウ
ムの炭酸塩混合物であり、かつ該炭酸塩混合物において重炭酸アンモニウムの量がカルバ
ミン酸アンモニウム又は炭酸アンモニウムの量未満である請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記石膏と前記炭酸塩源とのモル比が１：１．１～１：３の範囲である請求項１に記載
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の方法。
【請求項１４】
　前記炭酸塩源が、二酸化炭素であり、かつ該二酸化炭素を、石膏とシード、鉱酸又はそ
の両方を含む前記混合物との反応前又は反応中にアンモニア又は水酸化アンモニウムと反
応させる請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記炭酸塩源がアルカリ金属炭酸塩である請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記石膏を、前記反応前に、濾過、篩分又は遠心分離して不純物を除去する請求項１に
記載の方法。
【請求項１７】
　前記沈降炭酸カルシウムを、脱水、乾燥、熟成、表面処理、サイズ減少及び選鉱からな
る群より選択される少なくとも一つの方法によって加工することを更に含む請求項１に記
載の方法。
【請求項１８】
　石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換する方法であって、
　ｉ）石膏、ｉｉ）シード、鉱酸又はその両方、ｉｉｉ）硫酸アンモニウム、有機酸又は
鉄材料からなる群より選択される少なくとも一つの添加剤を含む混合物を準備すること、
　前記混合物を少なくとも一つの炭酸塩源と反応させて沈降炭酸カルシウムをバテライト
の形態で作製することを含み、
　反応物、並びに前記シード、前記鉱酸及び／又は前記添加剤により前記バテライトの粒
径を制御することを特徴とする方法。
【請求項１９】
　前記炭酸塩源が、炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム
、炭酸カルシウム、ドロマイト、金属炭酸塩及び二酸化炭素からなる群より選択される少
なくとも一つである請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記炭酸塩源が、炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム及び重炭酸アンモニウ
ムの炭酸塩混合物であり、かつ該炭酸塩混合物において、重炭酸アンモニウムの量がカル
バミン酸アンモニウム又は炭酸アンモニウムの量以上である請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記炭酸塩源が、炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム及び重炭酸アンモニウ
ムの炭酸塩混合物であり、かつ該炭酸塩混合物において重炭酸アンモニウムの量が、カル
バミン酸アンモニウム又は炭酸アンモニウムの量未満である請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　前記シードが、炭酸カルシウム、ドロマイト、ドロマイト質炭酸塩、硫酸マグネシウム
、水酸化マグネシウム、チタニア、シリカ及び酸化亜鉛からなる群より選択される少なく
とも一つである請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記炭酸塩源が、二酸化炭素であり、かつ該二酸化炭素を、石膏とシード、鉱酸又はそ
の両方を含む前記混合物との反応前又は反応中に、アンモニア又は水酸化アンモニウムと
反応させる請求項１８に記載の方法。
【請求項２４】
　前記シードが、炭酸カルシウムシードであり、かつ該炭酸カルシウムシードがバテライ
ト多形を有する請求項１８に記載の方法。
【請求項２５】
　前記鉱酸が、硝酸、硫酸及びリン酸からなる群より選択される少なくとも一つである請
求項１８に記載の方法。
【請求項２６】
　前記添加剤が硫酸アンモニウムであり、かつ硫酸アンモニウムが石膏の重量に対して０
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．５重量／体積％～５０重量／体積％、前記混合物中に存在する請求項１８に記載の方法
。
【請求項２７】
　前記有機酸がクエン酸であり、かつ前記混合物中のクエン酸の重量％が、石膏の重量に
対して０．１％以上である請求項１８に記載の方法。
【請求項２８】
　前記バテライトを、脱水、乾燥、熟成、表面処理、サイズ減少及び選鉱からなる群より
選択される少なくとも一つの方法によって加工することを更に含み、該加工により前記バ
テライトをカルサイト又はアラゴナイト多形へと変換する請求項１８に記載の方法。
【請求項２９】
　石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換する方法であって、
　ｉ）石膏と、ｉｉ）シード、鉱酸又はその両方を含む混合物を準備すること、
　前記混合物のｐＨが８以下となるように、該混合物と少なくとも１つの炭酸塩源を反応
させて、沈降炭酸カルシウムをバテライトの形態で作製することとを含み、
　反応物、反応条件、並びに前記シード及び／又は前記鉱酸により前記バテライトの粒径
を制御する方法。
【請求項３０】
　前記炭酸塩源が、カルバミン酸アンモニウム、炭酸アンモニウム及び重炭酸アンモニウ
ムからなる群より選択される請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記シードが、ドロマイト、ドロマイト質炭酸塩、硫酸マグネシウム、水酸化マグネシ
ウム、チタニア及び酸化亜鉛からなる群より選択される少なくとも一つのシードである請
求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　炭酸カルシウムを沈殿させる方法であって、
　溶液中にコア材料を準備することと、
　硫酸カルシウムを前記溶液に添加することと、
　炭酸塩源を前記溶液に添加することと、
　炭酸カルシウムを前記コア材料上に沈殿させることと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項３３】
　前記コア材料が希酸に溶解可能である請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記酸が塩酸である請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記コア材料が酸化鉄を含む請求項３２に記載の方法。
【請求項３６】
　沈降炭酸カルシウムが、合わせた炭酸カルシウム及びコア材料の約１０重量％～約２０
重量％を占める請求項３２に記載の方法。
【請求項３７】
　沈降炭酸カルシウム－コア組成物が約２．６～約２０の範囲の比重を有する請求項３２
に記載の方法。
【請求項３８】
　前記炭酸塩源が炭酸アンモニウムを含む請求項３２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権の主張
　本ＰＣＴ国際出願は、２０１５年１月１４日付で出願された米国仮特許出願第６２／１
０３，４２５号、２０１５年３月３日付で出願された同第６２／１２７，６８７号、２０
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１５年３月１２日付で出願された同第６２／１３２，３８５号、及び２０１５年８月１８
日付で出願された同第６２／２０６，５９４号（これら全ての主題の全体が引用すること
により本明細書の一部をなす）の優先権の利益を主張するものである。
【０００２】
　本開示は、石膏を所望の多形及び結晶サイズ特徴を有する沈降炭酸カルシウムへと変換
する制御されたプロセスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　本明細書に与えられる「背景技術」の記載は、本開示の背景を概略的に提示することを
目的とするものである。この背景技術の項に記載される限りにおいて今回名前が挙げられ
る発明者らの研究、及び他の形で出願時の従来技術とみなされ得ない本明細書の態様は、
明示的にも又は黙示的にも本開示に対する従来技術として認められるものではない。
【０００４】
　発電所は発電のための産業施設である。各発電所は、磁場と導体との間の相対運動を作
り出すことによって機械力を電力へと変換する回転機械である１つ以上の発電機を備えて
いる。発電機を回転させるために利用されるエネルギー源は多様である。世界の殆どの発
電所は石炭、石油及び天然ガス等の化石燃料を燃焼して電気を発生させる。化石燃料発電
所は一般に石炭火力発電所である。これらの石炭発電所では、石炭を蒸気ボイラー内で燃
焼することによって熱を産生する。蒸気により蒸気タービン及び発電機が駆動し、電力が
生み出される。バイオマス燃料発電所はサトウキビ廃棄物、都市固形廃棄物、埋立地メタ
ン又は他の形態のバイオマスを燃料とすることができる。これらのプロセスからの廃棄物
には灰、二酸化硫黄、窒素酸化物及び二酸化炭素が含まれる。汚染を低減するためにガス
の一部を廃棄物流から除去することができる。
【０００５】
　煙道ガスは、排ガスを暖炉、釜、炉、ボイラー又は蒸気発生器から輸送するパイプ又は
導管である煙道を介して大気へと出るガスである。煙道ガスは発電所で生じる燃焼排ガス
を指すことが極めて多い。煙道ガスからのＳＯ２等の廃棄物の除去が、石炭燃焼に起因す
る酸性雨を低減するために大気質規制機関によって要求されている。石炭火力発電所から
のＳＯ２の放出を低減するために、燃焼後煙道ガスはＳＯ２を石膏（例えば硫酸カルシウ
ム）の形態で分離する石灰石で処理される。
【０００６】
　硫黄含量を低減するために煙道ガス脱硫（本明細書で「ＦＧＤ」と称される）を用いる
石炭発電所は、使用する石灰石のカルシウム含量について非常に高い基準値を設定してい
る。ＦＧＤに由来する硫酸カルシウムを建築（例えば乾式壁）に再利用する大きな市場が
あり、硫酸カルシウムは付加的に水溶性が限られた固体としてプロセス水から効果的に単
離し、必要に応じて固体として埋め立てるか、又は既知のプロセスによって炭酸カルシウ
ムへと変換することができる。
【０００７】
　石炭火力発電所のＦＧＤによって生じる石膏は不純な形態の硫酸カルシウムである。こ
れらの不純物は、石膏を炭酸塩と反応させる際に得られる沈降炭酸カルシウムの品質及び
多形に対して大きな影響を有する場合がある。硫酸マグネシウムは、例えばＦＧＤプロセ
スによる石膏に伴う副産物であり、その高い水溶性によりＦＧＤプロセス水を浄化する難
しさが増すことから問題がある。これらの影響を克服することは、一貫した産業用炭酸カ
ルシウムを提供する上で有利であり得る。
【０００８】
　焼成天然炭酸カルシウムの使用による沈降炭酸カルシウム（ＰＣＣ）の作製は既知であ
り、産業で広く使用されている。焼成により酸化カルシウムの形成が推し進められ、それ
から水及び二酸化炭素への連続曝露時に沈降炭酸カルシウムが作製される。天然炭酸カル
シウムの焼成において消費されるエネルギーは、沈降炭酸カルシウムの生産コストの大半
を占める。
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【０００９】
　上述の点を考慮して、本開示の一観点は、上述の不利点を回避しながら、石膏を、所望
の多形及び結晶サイズを有する沈降炭酸カルシウムへと変換する制御されたプロセスを提
供することである。
【００１０】
　炭化水素抽出用の掘削井戸等の他の産業では、掘削時のドリルビット切削面の潤滑及び
冷却、噴出を防ぐための地層流体圧（formation fluid pressure）の制御、井戸の安定性
の維持、井戸内の固体の懸濁、井戸が掘削される層への脱水の最小化及び該層の安定化、
井戸の付近の層の破砕、井戸内の流体の別の流体への置換、井戸の洗浄、井戸の試験、パ
ッカーの設置、井戸の廃棄又は井戸の廃棄の準備、並びに他の形での井戸又は層の処理等
の様々な理由から流体が使用され得る。これらの流体は添加増量剤（泥水の比重を増大す
る）、概して微粉バライト（硫酸バリウム鉱石）及び沈積粘土、並びに掘削孔表面に付着
し、コーティングする可能性がある他の物質を懸濁することが可能であるものとする。し
かしながら、従来の増量剤は望ましくない特性を有し得る。例えば、酸化鉄ベースの増量
剤等の増量剤は過度に研磨性である場合があり、井戸装置に損傷又は腐食を引き起こす可
能性がある。同様に、硫酸バリウム剤は井戸層の亀裂を塞ぐことにより、抽出される炭化
水素の流れを妨げる可能性がある。したがって、改善された特性を有する改善された増量
剤等の添加剤を提供することが望ましい場合がある。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明の第１の観点によると、本開示は、石膏とシード、鉱酸又はその両方を含む混合
物と少なくとも一つの炭酸塩源とを反応させて、沈降炭酸カルシウムを作製することを含
む、石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセスに関する。反応物及びシード及び／
又は鉱酸により該沈降炭酸カルシウムの結晶多形及び／又は粒径を制御し、該沈降炭酸カ
ルシウムはカルサイト及び／又はアラゴナイト及び／又はバテライトの形態であり、該カ
ルサイト及び／又はアラゴナイトは、バテライト多形から変換されることなく該反応物か
ら直接作製することができる。
【００１２】
　炭酸塩源は、炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム、炭
酸カルシウム、ドロマイト、金属炭酸塩及び二酸化炭素からなる群より選択される少なく
とも一つである。一実施形態では、炭酸塩源は炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニ
ウム及び重炭酸アンモニウムの炭酸塩混合物であり、重炭酸アンモニウムの量は、炭酸塩
混合物中のカルバミン酸アンモニウム又は炭酸アンモニウムの量以上である。別の代替的
実施形態では、前記炭酸塩源が、炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム及び重炭
酸アンモニウムの炭酸塩混合物であり、かつ該炭酸塩混合物中において、重炭酸アンモニ
ウムの量は、カルバミン酸アンモニウム又は炭酸アンモニウムの量未満である。
本開示では、添加する炭酸塩源の量は、前記混合物中に存在する石膏の量を超え、石膏と
炭酸塩源とのモル比は約１：１．１～１：５の範囲である。一実施形態では、前記炭酸塩
源が、二酸化炭素であり、かつ該二酸化炭素を、石膏及び／又はシード、鉱酸又はその両
方を含む前記混合物との反応前又は反応中にアンモニア又は水酸化アンモニウムと反応さ
せる。代替的な実施形態では、該炭酸塩源はアルカリ金属炭酸塩である。
【００１３】
　シードは炭酸カルシウム、ドロマイト、ドロマイト質炭酸塩、硫酸マグネシウム、水酸
化マグネシウム、チタニア、シリカ及び酸化亜鉛からなる群より選択される少なくとも一
つである。一実施形態では、前記混合物中に存在する前記シードの量は、前記石膏に対し
て１０重量％以下である。代替的一実施形態では、前記混合物中に存在する前記シードの
量は、前記石膏に対して少なくとも１０重量％である。
【００１４】
　本開示のプロセスにおいては、前記混合物中に鉱酸が存在することができ、該鉱酸は、
硝酸、クエン酸及びリン酸からなる群より選択される少なくとも一つである。　前記石膏
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が、炭酸塩不純物を含み、かつ前記鉱酸を該石膏中の該炭酸塩不純物のモル当量以上のモ
ル当量で添加する。石膏出発物質は炭酸塩不純物を含む場合があり、この状況では、鉱酸
を石膏中の炭酸塩不純物のモル当量以上のモル当量で添加する。
【００１５】
　一実施形態では、前記混合物はさらに、緩衝剤、分散剤、増粘剤、固化防止剤、消泡剤
、レオロジー剤、湿潤剤、共溶媒、明度エンハンサー及び顔料からなる群より選択される
少なくとも一つの添加剤を含む。ある実施形態において、添加剤はクエン酸、リン酸、硫
酸アンモニウム又はチオ硫酸ナトリウムである。一実施形態では、添加剤の重量％は石膏
に対して０．５％～１０％の範囲である。
【００１６】
　本プロセスに使用する石膏は精製石膏又は未精製石膏であり得る。一実施形態では、石
膏を反応前に濾過、篩分又は遠心分離して不純物を除去する。
【００１７】
　石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換する方法は、前記沈降炭酸カルシウムを、脱水、乾
燥、熟成、表面処理、サイズ減少及び選鉱からなる群より選択される少なくとも一つの方
法によって加工することを更に含む。
【００１８】
　本発明の第２の観点によると、本開示は、石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換する方法
であって、ｉ）石膏及びｉｉ）シード、又は４５℃未満の反応温度からなる群より選択さ
れる少なくとも一つのプロセス条件を準備することと、石膏を少なくとも一つの炭酸塩源
とを反応させて、沈降炭酸カルシウムをバテライトの形態で作製することを含むプロセス
に関する。反応物及びシード及び／又はプロセス条件によりバテライトの粒径を制御する
。
【００１９】
　炭酸塩源は炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム、炭酸
カルシウム、ドロマイト、金属炭酸塩及び二酸化炭素からなる群より選択される少なくと
も一つである。代替的な実施形態では、前記炭酸塩源が、炭酸アンモニウム、カルバミン
酸アンモニウム及び重炭酸アンモニウムの炭酸塩混合物であり、かつ該炭酸塩混合物にお
いて重炭酸アンモニウムの量がカルバミン酸アンモニウムの量未満である。更なる一実施
形態では、炭酸塩源は二酸化炭素であり、二酸化炭素を、石膏とシード、鉱酸又はその両
方を含む混合物との反応前又は反応中にアンモニア又は水酸化アンモニウムと反応させる
。
【００２０】
　前記シードは、炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム、ドロマイト、ドロマイト質炭酸
塩、硫酸マグネシウム、水酸化マグネシウム、チタニア、シリカ及び酸化亜鉛からなる群
より選択される少なくとも一つである。
【００２１】
　一実施形態では、前記プロセスは、前記反応工程前又は反応工程中に添加剤を付与する
ことを更に含み、該添加剤は硫酸アンモニウムであり、かつ硫酸アンモニウムは前記混合
物中に、石膏の重量に対して０．５％～１０％存在している。さらに他の実施形態では、
前記鉄材料は酸化鉄である。
【００２２】
　石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセスは、前記バテライトを、脱水、乾燥、
熟成、表面処理、サイズ減少及び選鉱からなる群より選択される少なくとも一つの方法に
よって加工することを更に含み、該加工により前記バテライトをカルサイト又はアラゴナ
イト多形又は複数の多形の配合物へと変換する。
【００２３】
　第３の観点によると、本開示は、石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセスであ
って、石膏を準備すること；及びｉ）ウェットバテライトのｐＨが８以下であり、ｉｉ）
バテライトが乾燥するように、石膏を少なくとも一つの炭酸塩源と反応させて、沈降炭酸
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カルシウムをバテライトの形態で作製することとを含むプロセスに関する。
【００２４】
　他の観点によると、前記プロセスは、前記反応工程前又は反応工程中に添加剤を付与す
ることを含み、該添加剤は硫酸アンモニウムである。
【００２５】
　本開示の他の観点によると、炭酸カルシウムを沈殿させる方法は、溶液中にコア又はシ
ード材料を準備することと、前記溶液に硫酸カルシウムを添加することと、前記溶液に炭
酸塩源を添加することと、炭酸カルシウムを前記コア又はシード材料上に沈殿させること
とを含むことができる。
【００２６】
　他の観点によると、前記炭酸塩源は炭酸アンモニウムを含み得る。
【００２７】
　他の観点によると、前記コア材料又はシード材料は希酸、例えば塩酸（ＨＣｌ）等に溶
解可能である。
【００２８】
　他の観点によると、コア材料又はシード材料は増量剤を含み得る。幾つかの実施形態に
よると、コア材料は酸化鉄、例えばヘマタイトを含み得る。幾つかの実施形態では、コア
材料は硫酸バリウムを含み得る。他の観点によれば、コア材料又はシード材料はＡｇＩ、
ＡｇＣｌ、ＡｇＢｒ、ＡｇＣｕＳ、ＡｇＳ、Ａｇ２Ｓ、Ａｌ２Ｏ３、ＡｓＳｂ、ＡｕＴｅ

２、ＢａＣＯ３、ＢａＳＯ４、ＢａＣｒＯ４、ＢａＯ、ＢｅＯ、ＢｉＯＣｌ、（ＢｉＯ）

２ＣＯ３、ＢｉＯ３、Ｂｉ２Ｓ３、Ｂｉ２Ｏ３、ＣａＯ、ＣａＦ２、ＣａＷＯ４、ＣａＣ
Ｏ３、（Ｃａ，Ｍｇ）ＣＯ３、ＣｄＳ、ＣｄＴｅ、Ｃｅ２Ｏ３、ＣｏＡｓＳ、Ｃｒ２Ｏ３

、ＣｕＯ、Ｃｕ２Ｏ、ＣｕＳ、Ｃｕ２Ｓ、ＣｕＳ２、Ｃｕ９Ｓ５、ＣｕＦｅＳ２、Ｃｕ５

ＦｅＳ４、ＣｕＳ、Ｃｏ２Ｓ３、Ｆｅ２＋Ａｌ２Ｏ４、Ｆｅ２ＳｉＯ４、ＦｅＷＯ４、Ｆ
ｅＡｓ２、ＦｅＡｓＳ、ＦｅＳ、ＦｅＳ２、ＦｅＣＯ３、Ｆｅ２Ｏ３、α－Ｆｅ２Ｏ３、
α－ＦｅＯ（ＯＨ）、Ｆｅ３Ｏ３、ＦｅＴｉＯ３、ＨｇＳ、Ｈｇ２Ｃｌ２、ＭｇＯ、Ｍｎ
ＣＯ３、Ｍｎ２Ｓ、ＭｎＷＯ４、ＭｎＯ、ＭｎＯ２、Ｍｎ２Ｏ３、Ｍｎ３Ｏ３、Ｍｎ２Ｏ

７、ＭｎＯ（ＯＨ）、ＣａＭｏＯ４、ＭｏＳ２、ＭＯＯ２、ＭＯＯ３、ＮｂＯ４、ＮｉＯ
、ＮｉＡｓ２、ＮｉＡｓ、ＮｉＡｓＳ、ＮｉＳ、ＰｂＴｅ、ＰｂＳＯ４、ＰｂＣｒＯ４、
ＰｂＷＯ４、ＰｂＣＯ３、（ＰｂＣｌ）２ＣＯ３、Ｐｂ２＋

２Ｐｂ４＋Ｏ４、Ｓｂ２Ｓｎ
Ｏ５、Ｓｃ２Ｏ３、ＳｎＯ、ＳｎＯ２、ＳｒＯ、ＳｒＣＯ３、ＳｒＳＯ４、ＴｉＯ２、Ｕ
Ｏ２、Ｖ２Ｏ３、ＶＯ２、Ｖ２Ｏ５、ＶａＯ、Ｙ２Ｏ３、ＹＰＯ４、ＺｎＣＯ３、ＺｎＯ
、ＺｎＦｅ２Ｏ４、ＺｎＡｌ２Ｏ４、ＺｎＳ、ＺｒＳｉＯ４、ＺｒＯ２、ＺｒＳｉＯ４、
又はそれらの組合せの少なくとも一つを使用することができる。更なる観点によると、シ
ード材料又はコア材料は２つ以上の均一なドメイン、例えば（Ｂａ，Ｓｒ）ＳＯ４、（Ｂ
ａ，Ｓｒ）ＣＯ３又はＢａ（ＳＯ４，ＣｒＯ３）を含み得る。
【００２９】
　他の観点によると、沈降炭酸カルシウムは、炭酸カルシウム及びシード材料又はコア材
料を合わせて約１０重量％～約２５重量％、例えば炭酸カルシウム及びシード材料又はコ
ア材料を合わせて約１０重量％～約１５重量％、約１５重量％～約２０重量％、約２０重
量％～約２５重量％、約１２重量％～約１８重量％又は約１８重量％～約２３重量％であ
り得る。
【００３０】
　他の観点によると、沈降炭酸カルシウム－コア組成物は約２．６、３、４、４．５、５
又は５．５の下限から約２０、１５、１０、９、８又は７の上限及びその組合せを有する
範囲の比重を有し得る。
【００３１】
　上記各段落は一般的導入のために設けられたものであり、特許請求の範囲を限定するこ
とを意図するものではない。以下に記載される各実施形態及びその更なる利点は、添付の
図面と共に以下の詳細な説明を参照することにより最も良く理解されるであろう。
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【図面の簡単な説明】
【００３２】
　本開示及びそれに伴う多くの利点のより十分な認識は、それらが添付の図面に関連して
考慮する際に以下の詳細な記載を参照することによってより良好に理解されることから容
易に得られる。
【００３３】
【図１】煙道ガス脱硫装置を示す図である。
【図２】３００ｎｍ～５００ｎｍの斜方晶カルサイトのＳＥＭ画像である。
【図３】カルサイトとバテライトとのブレンドのＳＥＭ画像である。
【図４】約５μｍの斜方晶カルサイトのＳＥＭ画像である。
【図５】バテライトとアラゴナイトとのブレンドのＳＥＭ画像である。
【図６】バテライトのＳＥＭ画像である。
【図７】石膏及び炭酸ナトリウムから作製されるバテライトとカルサイトとのブレンドの
ＳＥＭ画像である。
【図８】カルサイトをシーディングした（calcite-seeded：カルサイトを種晶添加した）
石膏に由来する３００ｎｍ～５００ｎｍの斜方晶カルサイトのＳＥＭ画像である。
【図９】ドロマイトをシーディングした石膏に由来する１μｍ～３μｍの斜方晶カルサイ
トのＳＥＭ画像である。
【図１０】カルサイトをシーディングした石膏に由来する５μｍの斜方晶カルサイトのＳ
ＥＭ画像である。
【図１１】マグネサイトをシーディングした石膏に由来する３００ｎｍ～１μｍの斜方晶
カルサイトのＳＥＭ画像である。
【図１２】２％のカルサイトシーディングを有し、炭酸アンモニウム中の理論重炭酸アン
モニウム含量が低い約３００ｎｍ～５００ｎｍのカルサイトのＳＥＭ画像である。
【図１３】シーディングを有さず、炭酸アンモニウム中の理論重炭酸アンモニウム含量が
低い約３００ｎｍ～５００ｎｍのバテライトのＳＥＭ画像である。
【図１４】２％のカルサイトシーディングを有し、炭酸アンモニウム中の理論重炭酸アン
モニウム含量が高い約３００ｎｍ～５００ｎｍのカルサイトのＳＥＭ画像である。
【図１５】カルサイトシード（seed：種晶）での結晶シーディングによる斜方晶ＰＣＣの
ＳＥＭ画像である。
【図１６】マグネサイトシードでの結晶シーディングによる斜方晶ＰＣＣのＳＥＭ画像で
ある。
【図１７】ドロマイトシードでの結晶シーディングによる斜方晶ＰＣＣのＳＥＭ画像であ
る。
【図１８】（カルサイト＋ＭｇＣＯ３（１：３のモル比））シーディングによるバテライ
ト＋アラゴナイトの部分結晶シーディングによる非斜方晶多形のＳＥＭ画像である。
【図１９】ＭｇＣＯ３シーディングによるバテライト＋アラゴナイトの非結晶シーディン
グによる非斜方晶多形のＳＥＭ画像である。
【図２０】ドロマイト質生石灰シーディングによるバテライト斜方晶カルサイト及びアラ
ゴナイトの非結晶シーディングによる非斜方晶多形のＳＥＭ画像である。
【図２１】ＦＧＤ石膏＋炭酸アンモニウムに由来するカルサイト、バテライトのＳＥＭ画
像である。
【図２２】ジャマイカ鉱石（Jamaican ore）シードＧＣＣのＳＥＭ画像である。
【図２３】カルサイトをシーディングした石膏に由来する斜方晶カルサイトのＳＥＭ画像
である。
【図２４】ブルーグラス鉱石（bluegrass ore）ドロマイトシードＧＣＣのＳＥＭ画像で
ある。
【図２５】ドロマイトをシーディングした石膏に由来する斜方晶カルサイトのＳＥＭ画像
である。
【図２６】低温（１２℃）での純石膏（シーディングなし）に由来するバテライトのＳＥ
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Ｍ画像である。
【図２７】純石膏（シーディングなし）に由来するカルサイト、バテライトブレンドのＳ
ＥＭ画像である。
【図２８】カルサイトをシーディングした石膏に由来する斜方晶カルサイトのＳＥＭ画像
である。
【図２９】４６℃超に加熱した炭酸アンモニウムと反応させたカルサイトをシーディング
した石膏に由来する大きな斜方晶カルサイトのＳＥＭ画像である。
【図３０】ＭｇＣＯ３をシーディングした石膏に由来するバテライト、アラゴナイトのＳ
ＥＭ画像である。
【図３１】ＭｇＳＯ４＋炭酸アンモニウムに由来するＭｇＣＯ３のＳＥＭ画像である。
【図３２】ＭｇＳＯ４＋炭酸アンモニウムに由来するＭｇＣＯ３のＳＥＭ画像である。
【図３３】１：１の（ＣａＳＯ４：ＭｇＳＯ４）＋炭酸アンモニウムに由来する炭酸塩ブ
レンド（推定約７．３％のＭｇＣＯ３、２２．４％のＭｇＣａ（ＣＯ３）２及び６１．８
％のＣａＣＯ３）のＳＥＭ画像である。
【図３４】ＭｇＳＯ４＋炭酸ナトリウムに由来するＭｇＣＯ３のＳＥＭ画像である。
【図３５】石膏＋炭酸ナトリウムに由来するバテライト、カルサイトのＳＥＭ画像である
。
【図３６】殆どの試験（注記がない限り）に使用される９９％石膏（Sigma Gypsum）のＳ
ＥＭ画像である。
【図３７】ＵＳ石膏のＳＥＭ画像である。
【図３８】ＵＳ石膏のＳＥＭ画像である。
【図３９】様々な供給濃度及び熟成プロセスについてのバテライトからカルサイトへの変
換のＳＥＭ画像である。
【図４０】種々の供給濃度についてのＳＥＭ画像である。
【図４１】ＳＥＭ画像及び直角度の例示的な測定を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　ここで、本開示の実施形態を以下により十分に説明する。
【００３５】
煙道ガスを脱硫して石膏を形成するプロセス
　本開示は、煙道ガスを脱硫するプロセスであって、ｉ）二酸化硫黄を含む煙道ガスを、
ＳＯ２分離剤（sequestrating agent）で洗浄して、煙道ガス脱硫石膏と硫酸マグネシウ
ムを含む水溶液とを含む懸濁液を得ること、ｉｉ）煙道ガス脱硫石膏を硫酸マグネシウム
溶液から分離すること、ｉｉｉ）少なくとも１つの炭酸塩と硫酸マグネシウム溶液とを反
応させて、マグネサイトの形態であってもよい炭酸マグネシウムを得ること、およびｉｖ
）炭酸マグネシウム又はマグネサイトを単離することからなるプロセスに関する。
【００３６】
　本明細書の特定の実施形態の各々において、脱硫される煙道ガスが石炭発電所、石油発
電所、天然ガス発電所及び／又はバイオマス燃料プラントから得られることが想定される
。
【００３７】
　煙道ガス脱硫プロセスに使用される炭酸カルシウムは純粋な炭酸カルシウムであっても
、又はマグネシウム等の構成成分が添加されていてもよい。カルシウム及びマグネシウム
のレベルに応じて、炭酸カルシウムはとりわけカルサイト又はドロマイトとして分類する
ことができる。
【００３８】
　ドロマイトは炭酸カルシウムマグネシウム、例えばＣａＭｇ（ＣＯ３）２から構成され
る無水炭酸塩鉱物である。ドロマイトという単語は、主に鉱物ドロマイトから構成される
堆積炭酸塩岩を説明するためにも使用される。鉱物ドロマイトは三方晶－菱面体晶系で結
晶化する。ドロマイトは白色、黄褐色、灰色又はピンク色の結晶を形成する。ドロマイト
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は、カルシウムイオン及びマグネシウムイオンの交互構造配置を有する複炭酸塩である。
【００３９】
　本開示に関しては、マグネサイトは炭酸マグネシウムＭｇＣＯ３の結晶形又は非晶形を
指す場合がある。
【００４０】
　幾つかの実施形態では、ＳＯ２分離剤はドロマイト、カルサイト、バテライト、アラゴ
ナイト、アンケライト、ハンタイト、ミンレコーダイト、バリトサイト（barytocite）、
イカアイト、非晶質炭酸カルシウム、それらの水和物又はそれらの組合せを含むカルシウ
ム含有炭酸塩鉱物であり得るが、これらに限定されない。或る特定の実施形態では、ＳＯ

２分離剤はドロマイト又はその水和物である。一実施形態では、ＳＯ２分離剤は高表面積
のバテライトである。
【００４１】
　ドロマイト又はドロマイト質石灰石で洗浄した後、使用済み炭酸塩流の硫酸マグネシウ
ムに富んだ上清を、濾過又は遠心分離等の任意の従来の手段によって固体石膏副産物から
分離し、任意に固体石膏から再結晶化して、より高純度の生成物を得る。濾過方法は真空
濾過であり得るが、これに限定されない。単離される脱硫石膏の純度は、硫黄含有煙道ガ
スの出発純度に応じて異なり得る。
【００４２】
　幾つかの実施形態によると、ドロマイトの抽出による硫酸マグネシウム溶液に石膏及び
／又は炭酸塩（炭酸カルシウム等）をシーディングし、ドロマイト組成物を制御すること
ができる。例えば、石膏の相対量の増大によってドロマイト沈殿を減少させ、一方で比較
的多くの炭酸アンモニウムによってドロマイト沈殿を増大することができる。
【００４３】
　次いで、上清を適切な炭酸塩で処理して、マグネサイト等の付加価値のある沈降炭酸マ
グネシウムを得る。一実施形態では、炭酸塩は炭酸アニオン又は重炭酸アニオンと、ナト
リウム、カルシウム、コバルト、銅、カリウム、アンモニウム、クロム、鉄、アルミニウ
ム、スズ、鉛、マグネシウム、銀、チタン、バナジウム、亜鉛、リチウム、ニッケル、バ
リウム、ストロンチウム及びヒドロニウムからなる群から選択される少なくとも１つのカ
チオンとを含む。添加する炭酸塩は固体形態、水溶液、又は懸濁液若しくはスラリーとす
ることができる。炭酸塩を溶液又は懸濁液として添加する条件下では、溶液又は懸濁液の
ｐＨは酸性（６．５未満のｐＨ）、中性（ｐＨ６．５～７．５）又は塩基性（７．５超の
ｐＨ）であり得る。
【００４４】
　マグネサイトは化学式ＭｇＣＯ３の鉱物（炭酸マグネシウム）である。天然に存在する
マグネサイトは概して、三方晶－六方晶偏三角面体晶（scalenohedral）結晶系である。
石灰の作製と同様に、マグネサイトを木炭の存在下で燃焼して、鉱物の形態ではペリクレ
ースとして知られるＭｇＯを作製することができる。大量のマグネサイトを燃焼すること
で、溶鉱炉、窯及び焼却炉の内張りとして使用される耐火材料である酸化マグネシウムが
製作される。マグネサイトは床材の結合剤として使用することもできる。さらに、マグネ
サイトは合成ゴムの作製、並びにマグネシウム化学物質及び肥料の調製に触媒及び充填剤
として使用されている。特に、本開示による単離マグネサイトは、特に或る程度の耐酸性
が必要とされる用途（食品包装、人造大理石）のフィラー顔料としての価値を有する。一
実施形態では、単離されるマグネサイトは表面積が２０ｍ２／ｇ超の非晶質であり得る。
【００４５】
　一実施形態では、煙道ガス脱硫石膏は硫酸マグネシウム溶液から濾過又は遠心分離によ
って分離される。
【００４６】
　本開示では、濾過又は遠心分離によって単離される石膏は任意に、１）壁板若しくは他
の建設材料の製造に使用するか、２）埋め立てるか、又は３）従来技術の既知のプロセス
若しくは以下に開示するプロセスによって炭酸カルシウムへと変換することができる。
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【００４７】
　本開示に使用される石膏に関しては特に限定されず、石膏は天然石膏、合成（例えば化
学的に作製された）石膏、ＦＧＤ石膏、及び／又はリン酸石膏とすることができる。しか
しながら、ＦＧＤ石膏及び化学的に作製された石膏を例として言及する。
【００４８】
　幾つかの実施形態によると、ＦＧＤ石膏を粉砕又は磨砕してもよい。ＦＧＤ石膏の粉砕
又は磨砕に続いて磁気分離、漂白、酸洗浄又は他の選鉱プロセスの１つ以上を行うことが
できる。
【００４９】
　純石膏は、化学式ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏの硫酸カルシウム二水和物から構成される軟ら
かい硫酸塩鉱物である。純石膏は肥料として使用することができ、多くの形態のプラスタ
ーの主要構成要素であり、広く採掘されている。石炭火力発電所の煙道ガス脱硫（ＦＧＤ
）によって生じる石膏は、不純な形態の硫酸カルシウムである。炭酸カルシウムへと変換
する場合、これらの不純物は、石膏を硫酸アンモニウムと反応させる際に得られる沈降炭
酸カルシウムの品質及び多形に対して大きな影響を有する場合がある。硫酸マグネシウム
は、例えばＦＧＤプロセスによる石膏に伴う副産物であり、その高い水溶性によりＦＧＤ
プロセス水を浄化する難しさが増すことから問題がある。本開示では、ＵＳ石膏は概して
純度が８０％～９０％の不純石膏を指す。この石膏は通例、カルサイト及びＭｇＣＯ３等
の不純物を含有し、これらの不純物は約１：３の比率であり得る。生石膏又は非精製石膏
は、供給源に応じて異なる純度を有し得る。
【００５０】
石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセス
　本明細書で使用される場合、「沈降炭酸カルシウム」又は「ＰＣＣ」は、その組成形態
、純度、形態、粒径及び他の特徴（例えば粒径分布、表面積、立方度等）に関して特注で
あってもよい、様々な沈殿技法及び方法を用いて合成的に製造される炭酸カルシウム材料
を指す。このため、沈降炭酸カルシウムは製造方法、並びに上述の及び以下により十分に
説明される様々な組成／特徴の両方の点で天然炭酸カルシウム又は天然炭酸カルシウム含
有鉱物（大理石、石灰石、チョーク、ドロマイト、貝殻等）又は重質炭酸カルシウム（粉
砕した天然炭酸カルシウム）とは異なる。
【００５１】
　焼成天然炭酸カルシウムの使用による沈降炭酸カルシウム（ＰＣＣ）の作製方法は周知
であり、産業で広く使用されている。焼成により酸化カルシウムが生成され、それから水
及び二酸化炭素への連続曝露時に沈降炭酸カルシウムが作製される。しかしながら、天然
炭酸カルシウムの焼成において消費されるエネルギーは、その生産コストの大半を占める
。したがって、発電所エネルギー生産又は他の非焼成石膏源からのバルク副生成物である
不純ＦＧＤ石膏をＰＣＣへと変換することで、低エネルギーかつ経済的なＰＣＣ製造方法
が提供され得る。本開示は、焼成工程なしに、またそれにより得られる沈降炭酸カルシウ
ムの形態、サイズ及び特性を制御することなく石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプ
ロセスに関する。
【００５２】
　炭酸カルシウムは、バテライト、カルサイト、アラゴナイト、非晶質又はそれらの組合
せからなる１つ以上の異なる組成形態で水溶液から沈殿させることができる。概して、バ
テライト、カルサイト及びアラゴナイトは結晶性組成物であり、種々の形態又は内部結晶
構造、例えば斜方晶、直方晶、六方晶、偏三角面体晶又はそれらのバリエーションを有し
得る。
【００５３】
　バテライトは地表での周囲条件で炭酸カルシウムの準安定相であり、六方結晶系に属す
る。バテライトはカルサイト又はアラゴナイトよりも不安定であり、これらの相のいずれ
かよりも高い溶解性を有する。したがって、バテライトは水に曝されると、カルサイト（
例えば低温で）又はアラゴナイト（高温：約６０℃で）へと変換され得る。バテライト形
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態は、概して熱力学的に不安定であるため稀である。
【００５４】
　カルサイト形態は最も安定した形態であり、自然界で最も豊富であり、幾つかの異なる
形状、例えば斜方晶及び偏三角面体晶形状の１つ以上を有し得る。斜方晶形状が最もよく
見られ、塊状であっても又は塊状でなくてもよい、ほぼ等しい長さ及び直径を有する結晶
を特徴とし得る。カルサイト結晶は一般に三方晶－菱面体晶である。偏三角面体結晶は２
つの２頂点の角錐と同様であり、概して塊状である。
【００５５】
　アラゴナイト形態は周囲温度及び圧力下で準安定性であるが、高温及び高圧でカルサイ
トへと変換される。アラゴナイト結晶形は、概して塊状であり、通例高い長さ対幅比、す
なわちアスペクト比を有する針状、ニードル状又は紡錘状の結晶を特徴とし得る。例えば
、アラゴナイトは約３：１～約１５：１の範囲のアスペクト比を有し得る。アラゴナイト
は、例えば二酸化炭素と消石灰との反応によって作製することができる。
【００５６】
　本開示では、ＰＣＣ組成物を作製する方法は、炭酸カルシウムの種々の多形、例えばバ
テライト、カルサイト、アラゴナイト、非晶質炭酸カルシウム又はそれらの組合せが得ら
れるように変更することができる。この方法は反応速度、混合物のｐＨ、反応温度、反応
中に存在する炭酸塩種（例えば炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム）、反応中に存在
する種々の炭酸塩種の濃度（例えば、炭酸アンモニウム及び／又は重炭酸アンモニウムの
濃度）、供給材料の純度（例えば、供給石膏の純度）、及び供給材料の濃度（例えば、石
膏及び／又は炭酸塩の濃度及び／又はシード及び他の添加剤の濃度）の１つ以上を変更す
ることによって修正することができる。
【００５７】
例示的な方法
　本開示では、石膏から沈降炭酸カルシウムへの変換は、方法Ａ～方法Ｉ又はそれらの組
合せを用いて達成される。方法及びプロセスパラメーターの選択により沈降炭酸カルシウ
ムの構造、例えば結晶多形及び粒径の制御が可能となる。以下は方法Ａ～方法Ｉの概要で
ある。
【００５８】
方法Ａ
　この方法は、以下を含む：
　ｉ．　生石膏を、硝酸、硫酸又はリン酸を含むが、これらに限定されない鉱酸で処理し
て、脱硫プロセスから残存する任意の未反応の炭酸カルシウム又は炭酸マグネシウムを消
費すること。ＦＧＤ石膏に添加する鉱酸の量は、任意に未反応の炭酸塩の量のモル当量で
あるか、又は過剰である。
　ｉｉ．　鉱酸で処理したＦＧＤ石膏と炭酸アンモニウムとを０℃～６０℃又は８℃～５
０℃の範囲の低温で３分間～３００分間又は５分間～２５０分間反応させて、バテライト
結晶構造、カルサイト結晶構造、アラゴナイト結晶構造、非晶質炭酸カルシウム、又はそ
れらの混合物若しくはブレンドの炭酸カルシウムを作製すること。
　ｉｉｉ．　任意に得られる炭酸カルシウムを乾燥又は湿潤状態で焼鈍して、所望の多形
又は多形混合物を形成すること。
【００５９】
方法Ｂ
　この方法は、以下を含む：
　ｉ．　生石膏を硝酸、硫酸又はリン酸を含むが、これらに限定されない鉱酸で処理して
、脱硫プロセスから残存する任意の未反応の炭酸カルシウム又は炭酸マグネシウムを消費
すること。ＦＧＤ石膏に添加する鉱酸の量は、任意に未反応の炭酸塩の量に対して等モル
である。
　ｉｉ．　重質炭酸カルシウム（ＧＣＣ）又はＰＣＣのいずれかに由来するカルサイト（
又はアラゴナイト）を、鉱酸で処理したＦＧＤ石膏にシードとして添加し、炭酸アンモニ



(14) JP 2018-504353 A 2018.2.15

10

20

30

40

50

ウムと０℃～６０℃又は８℃～５０℃の範囲の低温で３分間～３００分間又は５分間～２
５０分間反応させて、得られるものから炭酸カルシウムを添加することなく種々の優勢形
態（例えば、結晶又は非晶質）の炭酸カルシウムを作製すること。カルサイトは菱面体晶
又は偏三角面体晶であり得る。
【００６０】
方法Ｃ
　この方法は、以下を含む：
　ｉ．　炭酸カルシウムを生ＦＧＤ石膏に添加して、明確に規定される炭酸カルシウムと
硫酸カルシウムとの混合物を得ること。
　ｉｉ．　ＦＧＤ石膏及び炭酸カルシウムの混合物と炭酸アンモニウムとを０℃～６０℃
又は８℃～５０℃の範囲の低温で３分間～３００分間又は５分間～２５０分間反応させて
、得られるものから炭酸カルシウムを添加することなく種々の優勢結晶構造の炭酸カルシ
ウムを作製すること。
【００６１】
方法Ｄ
　この方法は、以下を含む：
　ｉ．　上記方法Ｂ又は方法ＣのプロセスによってシーディングされたＦＧＤ石膏を調製
し、ここでドロマイト、ドロマイト質炭酸塩（dolomitic carbonate）、硫酸マグネシウ
ム、水酸化マグネシウム、チタニア（ＴｉＯ２）、シリカ（ＳｉＯ２）若しくは酸化亜鉛
（例えばＺｎＯ）、又はそれらの混合物を炭酸カルシウムの代わりにシードとして添加す
ること。
　ｉｉ．　シーディングされたＦＧＤ石膏と炭酸アンモニウムとを反応させて、バテライ
ト結晶構造、カルサイト結晶構造、アラゴナイト結晶構造、非晶質炭酸カルシウム、又は
それらの混合物若しくはブレンドの炭酸カルシウムを作製すること。
【００６２】
　幾つかの実施形態によると、シードはシード形態及びＰＣＣ形態の両方と関連する形態
を有するハイブリッド形態をもたらし得る。
【００６３】
方法Ｅ
　この方法は、以下を含む：
　ｉ．　添加剤を石膏に添加して、斜方晶若しくは偏三角面体晶カルサイト、バテライト
、アラゴナイト、非晶質炭酸カルシウム又はそれらのブレンドを含むが、これらに限定さ
れない他の規定の炭酸カルシウムの多形及び粒径を得る、方法Ａ、方法Ｂ、方法Ｃ又は方
法Ｄのプロセス。
【００６４】
方法Ｆ
　この方法は、以下を含む：
　ｉ．　重炭酸アンモニウムの量がカルバミン酸アンモニウム濃度以上となり、反応時に
カルサイト又はカルサイト－バテライトブレンドが得られるように、炭酸アンモニウムが
炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム及び重炭酸アンモニウムの混合物を含む、
方法Ａ～方法Ｅのプロセス。
【００６５】
方法Ｇ
　この方法は、以下を含む：
　ｉ．　重炭酸アンモニウムの量がカルバミン酸アンモニウム濃度以下となり、反応時に
バテライト又はバテライト－カルサイトブレンドが得られるように、炭酸アンモニウムが
炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム及び重炭酸アンモニウムの混合物を含む、
方法Ａ～方法Ｅのプロセス。
【００６６】
方法Ｈ
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　この方法は、以下を含む：
　ｉ．　炭酸アンモニウムを水酸化アンモニウムとＣＯ２との反応によって作製する、方
法Ａ～方法Ｇのプロセス。石膏スラリーに導入する炭酸アンモニウムはｐＨを適合させた
ものであり、及び／又は得られる多形及び粒径に影響を与えるために過剰なＣＯ２が用い
られる。
【００６７】
方法Ｉ
　この方法は、以下を含む：
　ｉ．　金属炭酸塩を炭酸アンモニウムの代わりにＦＧＤ石膏との反応に使用する、方法
Ａ～方法Ｅのプロセス。
　ｉｉ．　方法Ａ～方法ＥのＦＧＤ石膏と金属炭酸塩とを反応させて、バテライト結晶構
造、カルサイト結晶構造又はカルサイト－バテライト－アラゴナイト結晶構造ブレンドの
炭酸カルシウムを作製すること。
【００６８】
　下記表１及び表２に、上述の方法の様々な例から得られる生成物の特徴を特定する。
【００６９】
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【表１－２】

【００７０】
【表２】

【００７１】
　本開示では、「反応」という用語は任意の完全又は部分的な反応を指す場合がある。部
分的な反応は、反応が起こった後に或る量の試薬又は基質が反応混合物中に残存する任意
の反応を指す。
【００７２】
　方法Ａ～方法Ｉについては、ＰＣＣの沈殿は反応速度、ｐＨ、イオン強度、反応温度、
反応中に存在する炭酸塩種、シード種組成、シード種濃度、供給材料（例えば石膏）の純
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度、供給材料の濃度、供給材料の比率又は反応構成成分の熟成の１つ以上によって影響を
与える又は制御することができる。
【００７３】
　方法Ａ～方法Ｉに関しては、反応混合物のｐＨを制御することができる。一実施形態で
は、反応混合物は酸性（６．５未満のｐＨ）、中性（ｐＨ６．５～７．５）又は塩基性（
７．５超のｐＨ）であり得る。方法Ａ～方法Ｉについては、反応混合物のイオン強度を制
御することもできる。溶液のイオン強度Ｉは、その溶液中に存在する全てのイオンの濃度
の関数である。
【数１】

式中、ｃｉはイオンｉのモル濃度（Ｍ、ｍｏｌ／Ｌ）であり、ｚｉはそのイオンの電荷数
であり、溶液中の全てのイオンについて合計をとる。一実施形態では、イオン強度はイオ
ン性反応物の化学量論によって制御される。別の実施形態では、イオン強度はイオン添加
剤の添加によって制御される。これらのイオン添加剤は関与する反応物、傍観イオン（す
なわち、関与しない反応物）、及び／又は全イオン強度調整緩衝液であり得る。別の実施
形態では、イオン強度は脱イオン（ＤＩ）水の使用によって制御される。
【００７４】
　方法Ａ～方法Ｉについては、炭酸塩源と反応させる前に溶媒を石膏に添加して石膏溶液
、スラリー又は懸濁液を形成することができる。石膏溶液、スラリー又は懸濁液の形成に
使用することができる好適な溶媒としては、非プロトン性極性溶媒、極性プロトン性溶媒
及び非極性溶媒が挙げられる。好適な非プロトン性極性溶媒としては、炭酸プロピレン、
炭酸エチレン、ブチロラクトン、アセトニトリル、ベンゾニトリル、ニトロメタン、アセ
トニトリル、ニトロベンゼン、スルホラン、ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルピロリド
ン等を挙げることができるが、これらに限定されない。好適な極性プロトン性溶媒として
は、水、ニトロメタン及び短鎖アルコールを挙げることができるが、これらに限定されな
い。好適な短鎖アルコールとしては、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロ
パノール、ブタノール等の１つ以上を挙げることができるが、これらに限定されない。好
適な非極性溶媒としては、シクロヘキサン、オクタン、ヘプタン、ヘキサン、ベンゼン、
トルエン、塩化メチレン、四塩化炭素又はジエチルエーテルを挙げることができるが、こ
れらに限定されない。共溶媒を使用してもよい。或る特定の実施形態では、石膏に添加す
る溶媒は水である。石膏は適度に水溶性である（２５℃で２．０ｇ／ｌ～２．５ｇ／ｌ）
。したがって、石膏溶液を形成するために、十分な水を添加して反応前に全ての石膏を完
全に溶解する。スラリー又は懸濁液を形成するためには、一部の石膏が完全に溶解し、一
部の石膏が固体形態で残存するような量の水を添加して石膏を部分的に溶解する。別の実
施形態では、水を石膏に添加して、スラリー中の固形分パーセントが１０％～５０％、２
０％～４０％又は３０％～３５％のスラリーを形成する。方法Ａ～方法Ｉでは、反応混合
物の濃度も制御する。或る特定の実施形態では、反応溶液、混合物又はスラリーに水を添
加するか又はそれらから水を取り去ることによって濃度を制御する。
【００７５】
　方法Ａ～方法Ｉに関しては、鉱酸、炭酸アンモニウム、カルサイト、アラゴナイト、炭
酸カルシウム、ドロマイト、重炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム、水酸化ア
ンモニウム、二酸化炭素若しくは任意の他の添加剤、又はそれらの組合せをバルクで、少
量ずつ又は緩徐な添加プロセスによって石膏に添加して、ＰＣＣ生成物の特徴を制御する
ことができる。これらの構成成分の添加の速度によっても反応混合物の濃度が制御される
。方法Ａ～方法Ｉに関しては、鉱酸、炭酸アンモニウム、カルサイト、アラゴナイト、炭
酸カルシウム、ドロマイト、重炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム、水酸化ア
ンモニウム、二酸化炭素、若しくは任意の他の添加剤若しくは炭酸塩源、又はそれらの組
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合せを溶液、固体、懸濁液若しくはスラリー、気体又は原液で添加する。気体の添加に関
しては、気体を溶液に効果的な濃度までバブリングするか、又は所望の効果的な濃度に達
するまで反応器をパージ若しくは加圧するために使用することができる。
【００７６】
　一実施形態では、炭酸塩源は炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、カルバミン酸ア
ンモニウム、炭酸カルシウム、ドロマイト、金属炭酸塩及び二酸化炭素からなる群から選
択され、金属炭酸塩は炭酸アニオン又は重炭酸アニオンと、ナトリウム、カルシウム、コ
バルト、銅、カリウム、アンモニウム、クロム、鉄、アルミニウム、スズ、鉛、マグネシ
ウム、銀、チタン、バナジウム、亜鉛、リチウム、ニッケル、バリウム、ストロンチウム
及びヒドロニウムからなる群から選択される少なくとも１つのカチオンとを含む。或る特
定の実施形態では、石膏と反応させる前に水を炭酸塩源に添加してスラリーを形成する。
次いで、炭酸塩源スラリーを石膏に添加して、１：１．１～１：５、１：１．３～１：２
．５又は１：１．５～１：２の石膏：炭酸塩源の反応のモル比を得る。選択される炭酸塩
によって、石膏との反応後に生成する炭酸カルシウムよりも溶解性が高い硫酸塩生成物が
得られるものとする。したがって、生成する硫酸塩を反応スラリーからの水相の除去によ
って炭酸カルシウム沈殿から分離することができる。例示的な金属炭酸塩としては、炭酸
ナトリウム及び炭酸マグネシウムが挙げられる。硫酸塩生成物を必要に応じて処理し、適
切な別の用途に使用することができる。例えば、炭酸アンモニウムを反応に使用する場合
、硫酸アンモニウムが生成するが、これを分離し、肥料等の用途に使用することができる
。加えて、一部を反応速度の制御、またその結果として作製されるＰＣＣの制御を補助す
るために出発石膏スラリーに供給してもよい。ＰＣＣスラリーを水溶液から分離してＰＣ
Ｃケーキを形成した後、ケーキを水で洗浄して残存する硫酸塩を除去することができる。
炭酸塩源は予め形成するか又は反応中に生成することができる。例えば、ＣＯ２をアンモ
ニアガスとともにバブリングして、反応に使用される炭酸アンモニウムを生成することが
できる。概して、炭酸アンモニウムは炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム及び
重炭酸アンモニウムの混合物を含む混合塩として存在する。各々の種の量は炭酸アンモニ
ウムの製造に用いられる反応条件に左右され得る。さらに、カルバミン酸アンモニウムは
水の存在下で炭酸アンモニウムへと迅速に変換される。概して、重炭酸アンモニウムはカ
ルバミン酸アンモニウム又は炭酸アンモニウムよりも緩徐に溶解し、緩徐に石膏と反応す
る。
【００７７】
　本開示の方法Ａ～方法ＩのＰＣＣ作製プロセスは、１つの形態のＰＣＣのみを作製する
ことを目的とする。しかしながら、少量の代替多形が存在することが多く、殆どの最終用
途で容易に許容され得る。このため、結晶形の混合物（例えば、アラゴナイト及びカルサ
イト）を含むＰＣＣ組成物をコーティング配合物に容易に用いることができる。主に１つ
の形態（例えば、優勢的にバテライト）を含むＰＣＣ組成物の場合であっても、組成物は
少量の少なくとも１つの他の結晶ＰＣＣ構造（例えばカルサイト）を含有する可能性があ
る。結果として、本開示のＰＣＣ組成物は任意に、主要ＰＣＣ形態とは異なる少なくとも
１つの第２のＰＣＣ形態を含み得る。
【００７８】
　幾つかの実施形態では、ＰＣＣ生成物のサイズ、表面積及び立方度は反応構成成分の供
給濃度又は熟成によって影響を与えることができる。例えば、より低い供給濃度はより大
きな粒径分布をもたらし得る。より大きな粒径分布はより小さな表面積を有し得る。例え
ば熟成によって、ＰＣＣの表面積を低減するか又はＰＣＣ粒子の立方度を改善することが
できる。幾つかの実施形態によると、熟成によって多形の一部又は全てを異なる多形へと
変換することができる。例えば、熟成によってバテライト相をカルサイトへと変換するこ
とができる。石膏スラリー中に硫酸アンモニウムを含む幾つかの実施形態によると、供給
によりＰＣＣの多形及び粒径の制御を補助することができる。
【００７９】
　本開示の或る特定の実施形態では、ＰＣＣ生成物の乾燥段階は、方法Ａ～方法Ｉのいず
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れかに続く脱水によって行うこともできる。生成物の乾燥は、得られる結晶生成物の多形
にも寄与し得る。本開示の或る特定の実施形態では、ＰＣＣ反応生成物は乾燥前に固形分
含量が少なくとも７０％である反応後の第１の組成物である。ＰＣＣ反応生成物を乾燥段
階後に第２の組成物へと変換してもよい。乾燥段階により第１の組成物の任意の非晶質Ｐ
ＣＣ生成物を第２の組成物の結晶多形へと変換することができる（また、異なる乾燥方法
により異なる多形が生じ得る）。第１の組成物の生成物は熟成及びシーディングしてもよ
い。乾燥生成物を熟成することもできる。乾燥プロセスと同様に、熟成により多形組成を
変化させることもできる。ＰＣＣを形成する反応、シーディング、乾燥及び熟成は全て、
バッチプロセス又は連続プロセスで（例えば、インライン静的ミキサー又はカスケードミ
キサーを備える管型反応器内で）用いることができる。一実施形態では、乾燥は３０℃～
１５０℃の温度範囲で１時間～１５時間行う。
【００８０】
　幾つかの実施形態では、添加剤又はシード材料の添加は、ＰＣＣの構造に影響を及ぼす
可能性がある。例えば、ＰＣＣ形成工程へのクエン酸の添加により、形成されるＰＣＣ生
成物の表面積が増大し得る。酸（例えばリン酸）等の酸性添加剤の使用によるｐＨの変更
を用いて、ＰＣＣの形状、粒径又は表面積を制御又は変更し、特にＰＣＣの形態を変更す
ることができる。幾つかの実施形態では、シード組成物を用いて、得られるＰＣＣ形態を
制御することができる。例えば、（供給材料の重量に対して）約５重量％超の粗い偏三角
面体晶ＰＣＣをシード材料として使用することで、より大きな又はより粗いＰＣＣ生成物
を得ることができ、より大きな表面積がもたらされ得る。例えば、約５％未満の微細菱面
体晶ＰＣＣをシード材料として使用することで、ＰＣＣ凝集体内でより微細な結晶サイズ
を有するＰＣＣ生成物が得られ、約５％超の微細菱面体晶ＰＣＣシード材料では、作製さ
れるＰＣＣのより微細なサイズの凝集体が得られる。さらに、純粋な（ドロマイト又はマ
グネシウムのレベルが２％未満である）カルサイトシードを反応混合物に添加するシーデ
ィング条件下では、得られるＰＣＣ生成物は斜方晶配置で形成される。同様に、マグネサ
イト又はドロマイトのシーディングにより斜方晶ＰＣＣも得られる。
【００８１】
　本開示では、「ハイブリッド構造」は、シード構成成分の表面の少なくとも一部に結合
したＰＣＣ構成成分を指す。例えば、ＰＣＣ構成成分は、シード構成成分に例えばイオン
結合、配位共有（供与）結合又はファンデルワールス結合によって化学結合することがで
きる。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ構成成分をシード構成成分に物理的に結合又は
付着することができる。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ構成成分をシード構成成分に
吸着又は物理吸着することができる。幾つかの実施形態によると、炭酸塩添加工程中にＰ
ＣＣ構成成分によりシード構成成分上に炭酸塩層を形成することができる。例えば、ＰＣ
Ｃ構成成分により、シード構成成分の少なくとも一部、大部分又は実質的に全てを覆う炭
酸塩層、シェル又はコーティングを形成することができる。幾つかの実施形態によると、
ＰＣＣ構成成分はシード構成成分の実質的に全てをコーティングする、閉じ込める又は封
入することができる。幾つかの実施形態によると、ハイブリッド構造はＰＣＣ構成成分、
シード構成成分及び／又は界面構成成分を含み得る。界面構成成分は、例えばＰＣＣ構成
成分とシード構成成分との間の境界領域であり得る。界面構成成分は、炭酸塩構成成分及
び第２の構成成分の要素を含有する化学組成物を含み得る。例えば、ハイブリッド構造が
炭酸カルシウムをＰＣＣ構成成分として、炭酸マグネシウムをシード構成成分として含む
場合、界面領域は他の構成成分に拡散するカルシウム及び／又はマグネシウム、又は炭酸
カルシウムと炭酸マグネシウムとの混合物を含有する領域を含み得る。界面領域は、例え
ばハイブリッド構造の熱処理（例えば焼結）時に生じ得る。
【００８２】
　本明細書で「非晶質」として記載される構造は短鎖又は長鎖ではない順序を指し、結晶
構造は少なくとも幾らかのレベルの順序を指す。したがって、半結晶として記載され得る
材料は本開示では結晶性とみなすことができる。本明細書の生成物は通例、１００％結晶
性又は１００％非晶質若しくは非結晶ではなく、これらの点間の範囲に存在する。幾つか
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の実施形態では、ＰＣＣは主に非晶質、又は非晶相と結晶相との組合せ（カルサイト、バ
テライト又はアラゴナイト等）であり得る。
【００８３】
　「直接作製される」は本明細書で使用される場合、生成物多形（例えばカルサイト）が
、単離され、第２の独立した工程において本明細書で言及される加工法（例えば湿式熟成
）を用いて生成物多形へと変換される中間体多形（例えばバテライト）を形成することな
く形成されるプロセスを指す。言い換えると、「直接作製される」は生成物が１つの反応
操作で形成されるプロセスを指す。「直接作製されない」反応生成物の一例は、中間体多
形を本明細書で言及する反応法を用いて形成することと、続いて中間体多形単離し、中間
体多形を異なる生成物多形へと変換する加工条件にそれを供することとを含み得る。
【００８４】
　本プロセスに使用する石膏は精製石膏又は未精製石膏であり得る。一実施形態では、石
膏を反応前に濾過、篩分又は遠心分離して不純物を除去する。
【００８５】
石膏をカルサイトへと変換する例示的なプロセス
　別の態様によると、本開示は、石膏とシード、鉱酸又はその両方とを含む混合物と少な
くとも１つの炭酸塩源とを反応させて、沈降炭酸カルシウムを作製することを含む、石膏
を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセスに関する。反応物及びシード及び／又は鉱酸
により沈降炭酸カルシウムの結晶多形及び／又は粒径が制御され、沈降炭酸カルシウムは
カルサイトの形態であり、カルサイトはバテライト多形から変換されることなく反応物か
ら直接作製される。
【００８６】
　Ａ．　一実施形態では、カルサイト多形は鉱酸がクエン酸、硝酸又はリン酸である場合
に直接作製される。代替実施形態では、鉱酸はｐＫａが３以下の酸である。一実施形態で
は、石膏出発物質は炭酸塩不純物を含む場合があり、この状況では、鉱酸を石膏中の炭酸
塩不純物のモル当量以上のモル当量で添加する。或る特定の実施形態では、鉱酸は石膏の
乾燥重量をベースとして０．１重量％～２０重量％又は０．５重量％～１０重量％又は１
重量％～５重量％の範囲の量で存在し得る。
【００８７】
　Ｂ．　方法Ｂでは、カルサイトＰＣＣ生成物は、石膏を方法Ａに関して記載される鉱酸
で処理し、カルサイトシードをシーディングした場合に形成することができる。一実施形
態では、例えば石膏をベースとして２５重量％未満、１０重量％未満、５重量％未満又は
１重量％未満の炭酸カルシウムシードを石膏に添加する。例えば、シードは石膏をベース
として０．１重量％～２５重量％又は０．５重量％～１５重量％又は１重量％～１０重量
％の範囲の量で存在し得る。一実施形態では、作製されるＰＣＣは斜方晶を含む配置を有
するカルサイトと一致する優勢結晶多形を有する。別の実施形態では、作製されるＰＣＣ
は１ミクロン～２８ミクロンの範囲のＰＳＤ（ｄ５０）を有する。別の実施形態では、Ｐ
ＣＣは３０～１００又は５３～７１又は５９～６３の範囲の峻度（steepness）（ｄ３０

／ｄ７０×１００）を有する。別の実施形態では、ＰＣＣは１ｍ２／ｇ～３０ｍ２／ｇ又
は３ｍ２／ｇ～９ｍ２／ｇの範囲の表面積（ＢＥＴ及び／又はステアリン酸取込み）を有
する。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣは比較的急な粒径分布、例えば約４６超の峻度
を有し得る。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣは比較的広い粒径分布、例えば約４０未
満の峻度を有し得る。
【００８８】
　Ｃ．　一実施形態では、カルサイト多形ＰＣＣはシードがカルサイトシードである場合
に作製される。幾つかの実施形態では、石膏をベースとして少なくとも２５重量％、少な
くとも１０重量％、少なくとも５重量％、少なくとも２重量％又は少なくとも１重量％の
炭酸カルシウムを石膏に添加する。例えば、シードは石膏をベースとして１重量％～２５
重量％又は２重量％～３０重量％又は５重量％～４０重量％の範囲の量で存在し得る。一
実施形態では、作製されるＰＣＣは斜方晶を含む配置を有するカルサイトと一致する優勢
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結晶多形を有する。別の実施形態では、ＰＣＣは０．１ｍ２／ｇ～８ｍ２／ｇ又は２．５
ｍ２／ｇ～３０ｍ２／ｇの範囲の表面積を有する。
【００８９】
　Ｄ．　シードはドロマイト、ドロマイト質炭酸塩、硫酸マグネシウム、水酸化マグネシ
ウム、チタニア、シリカ及び酸化亜鉛からなる群から選択される少なくとも１つとするこ
ともできる。例えば、シードはドロマイト質炭酸カルシウムであってもよい。幾つかの実
施形態では、作製されるＰＣＣは斜方晶カルサイトのニードル形態、及び他の形態を含む
結晶配置を有し得る。さらに、ＰＣＣは非ＰＣＣシード材料、例えばチタニア、シリカ、
酸化亜鉛又はそれらの混合物をシーディングする場合にハイブリッド構造を有し得る。幾
つかの実施形態では、石膏に炭酸カルシウムの代わりに硫酸マグネシウム及び／又は水酸
化マグネシウムをシーディングしてもよい。
【００９０】
　Ｅ．　添加剤は緩衝剤、分散剤、増粘剤、固化防止剤、消泡剤、レオロジー剤、湿潤剤
、結晶シード、共溶媒、明度エンハンサー、又は生成物の結晶形／配置に影響を及ぼす任
意の作用物質であり得るが、これらに限定されない。添加剤の例としては、クエン酸、リ
ン酸、糖、ＢａＣｌ２、ＭｇＯ、ＭｇＣＯ３、Ｈ２ＳＯ４、Ｈ３ＰＯ４、ＨＣｌ、様々な
リン酸塩、ヘキサメタリン酸ナトリウム、硫酸アンモニウム、チオ硫酸ナトリウム及びＮ
Ｏ３化合物が挙げられるが、これらに限定されない。明度エンハンサーの例としては、蛍
光増白剤が挙げられるが、これに限定されない。幾つかの実施形態によると、添加剤が酸
、例えばクエン酸である場合、得られるＰＣＣ形態の表面積が増大し得る。様々な量の酸
、例えばリン酸の選択を用いて、ＰＣＣの形状、粒径及び／又は表面積を制御することが
できる。一実施形態では、混合物がクエン酸、リン酸、硫酸アンモニウム又はチオ硫酸ナ
トリウムを更に含む場合にカルサイト多形が作製される。一実施形態では、添加剤の重量
％は石膏に対して０．１％～２０％又は０．５％～１０％又は１％～６％の範囲である。
幾つかの実施形態では、硫酸アンモニウムを反応混合物に添加して、反応速度を制御する
。幾つかの実施形態では、チオ硫酸ナトリウムを硫酸アンモニウムの代わりに添加する。
例えば、硫酸アンモニウムを石膏スラリーに添加することができる。硫酸アンモニウムの
濃度を変更してＰＣＣの多形型及び粒径を制御することができる。
【００９１】
　Ｆ．　炭酸塩源は炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム
、炭酸カルシウム、ドロマイト、金属炭酸塩及び二酸化炭素からなる群から選択される少
なくとも１つであり得る。炭酸アンモニウムの混合物が石膏を含む溶液であり、反応が溶
液中で行われる場合、ＰＣＣ生成物はカルサイトである傾向がある。一実施形態では、炭
酸塩源は炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム及び重炭酸アンモニウムの炭酸塩
混合物であり、重炭酸アンモニウムの量は炭酸塩混合物中のカルバミン酸アンモニウム又
は炭酸アンモニウムの量以上である。一実施形態では、重炭酸アンモニウムを炭酸アンモ
ニウムに添加し（又はその逆）、混合物を生成した後、混合物を石膏に添加する。別の実
施形態では、水酸化アンモニウムを含有するスラリーにＣＯ２ガスをバブリングし、バブ
リングにより炭酸アンモニウム及び重炭酸アンモニウム及び／又はカルバミン酸アンモニ
ウムがｉｎ　ｓｉｔｕで形成された後、得られる炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモ
ニウム及び重炭酸アンモニウムの混合物を石膏に添加する。
【００９２】
　或る特定の実施形態では、反応温度は３０℃以上とすることができ、形成される多形は
カルサイトである。
【００９３】
　他の実施形態では、石膏は天然石膏であり、形成される多形はカルサイト及び／又はバ
テライト生成物である。例えば、炭酸カルシウム生成物は少なくとも３０％のカルサイト
及びバテライトを含み得る。
【００９４】
　或る特定の実施形態では、反応を１０以上のｐＨで行い、形成される多形はカルサイト
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である。
【００９５】
　Ｈ．　一実施形態では、炭酸塩源は二酸化炭素であり、二酸化炭素を石膏とシード、鉱
酸又はその両方とを含む混合物との反応前又は反応中にアンモニア又は水酸化アンモニウ
ムと反応させる。混合物のｐＨを１０以上に適合させ、それによりカルサイト多形を形成
することができる。そのプロセス中に、二酸化炭素又はアンモニアの濃度を調整すること
によってｐＨを調整することができる。本開示では、添加する炭酸塩源の量は混合物中に
存在する石膏の量を超え、石膏と炭酸塩源とのモル比は約１：１．１～１：５、１：１．
３～１：２．５又は約１：１．５～１：２の範囲であり得る。二酸化炭素は純粋な二酸化
炭素ガス、１５％～９０％の二酸化炭素ガスを含有する煙道ガス、又は二酸化炭素ガスに
富んだ煙道ガス（例えば９０％超のＣＯ２）とすることができる。一実施形態では、ＦＧ
Ｄ石膏をＣＯ２の添加前にアンモニアと混合する。水酸化アンモニウムはアンモニアを水
に添加することによって予め形成してもよく、水酸化アンモニウムをＣＯ２の添加前にス
ラリー化した石膏に供給してもよい。代替的には、炭酸アンモニウムを完全に生成した後
、スラリー化した石膏に導入して反応させることができる。水酸化アンモニウムを室温～
４０℃でＣＯ２と反応させることで、炭酸アンモニウムと重炭酸アンモニウムとの混合物
が得られ、これを予想されるようにシーディングした石膏と反応させ、カルサイトを作製
する。石膏の存在下で、水酸化アンモニウムとＣＯ２とにより炭酸アンモニウムと重炭酸
アンモニウムとの混合物が得られ、これが重炭酸アンモニウム及び炭酸アンモニウムの生
成中に石膏と反応し始め、硫酸アンモニウムが得られる。代替的な実施形態では、アンモ
ニア及びＣＯ２を初めに混合し、反応させた後、反応した混合物をＦＧＤ石膏と混合する
。一実施形態では、ＣＯ２を溶液にバブリングすることによって添加する。代替的な実施
形態では、ＣＯ２をドライアイスとして添加する。調製中に炭酸カルシウムの核形成速度
及び結晶サイズを反応時間及び温度の制御によって制御することができる。或る特定の実
施形態では、二酸化炭素又は二酸化炭素同等物は石膏反応物と等モルであるか又はそれ以
上である。反応時間は０．２時間～１０時間又は０．５時間～３時間とすることができ、
温度は８℃～９８℃又は１０℃～９０℃の範囲とすることができる。幾つかの実施形態に
よると、煙道ガス等のＣＯ２含有ガスを、アンモニアとの反応期間中に連続的に添加する
ことができる。幾つかの実施形態によると、ＣＯ２含有ガスの添加はアンモニアとの反応
期間中に停止することができる。ＣＯ２添加を停止する場合、ＣＯ２添加は濾過工程前に
任意に再開してもよい。幾つかの実施形態によると、炭酸塩を硫酸アンモニウムから分離
する前に反応生成物を貯蔵し、反応生成物を熟成させることができる。熟成は貯蔵中にＣ
Ｏ２を添加して又は添加せずに行うことができる。幾つかの実施形態によると、ＣＯ２を
炭酸カルシウム及び硫酸アンモニウムへの変換後に添加することができる。幾つかの実施
形態によると、ＣＯ２を炭酸カルシウムの単離後に添加することができる。幾つかの実施
形態によると、例えば炭酸カルシウムの単離後又は再スラリー化工程後のＣＯ２の導入を
用いて炭酸カルシウムの粒径を制御することができる。
【００９６】
　Ｉ．　代替的な実施形態では、炭酸塩源はナトリウム、カリウム、セシウム、リチウム
、ルビジウム、フランシウムであるアルカリ金属炭酸塩である。一実施形態では、金属炭
酸塩の金属は一価イオン（例えばアルカリ金属）である。一実施形態では、作製されるＰ
ＣＣはアラゴナイトのニードル形態、斜方晶カルサイト及び他の形態を含む結晶配置を有
し得る。一実施形態では、金属炭酸塩の金属は二価イオン、例えばマグネシウム、ストロ
ンチウム、ベリリウム、バリウム又はラジウム等である。炭酸マグネシウムは、マグネシ
ウムカチオンが石膏又は金属炭酸塩（例えば炭酸マグネシウム、ドロマイト等）中に存在
する条件下で得ることもできる。
【００９７】
　石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセスは、沈降炭酸カルシウムを脱水、乾燥
、熟成、表面処理、サイズ減少及び選鉱からなる群から選択される少なくとも１つの方法
によって加工することを更に含む。カルサイト多形を用いたＰＣＣの加工によりカルサイ
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トの上述の特性が変化し得る。しかしながら、加工はカルサイトを別の多形へと変換する
ものではない。
【００９８】
石膏をアラゴナイトへと変換する例示的なプロセス
　第１の観点によると、本開示は、石膏とシード、鉱酸又はその両方とを含む混合物と少
なくとも１つの炭酸塩源とを反応させて、沈降炭酸カルシウムを作製することを含む、石
膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセスに関する。反応物及びシード及び／又は鉱
酸により沈降炭酸カルシウムの結晶多形及び／又は粒径が制御され、沈降炭酸カルシウム
はアラゴナイトの形態であり、アラゴナイトはバテライト多形から変換されることなく反
応物から直接作製される。
【００９９】
　Ｃ．　一実施形態では、シードがアラゴナイト又はブレンドシードである場合にアラゴ
ナイト多形ＰＣＣが作製される。ブレンドシードは、例えば５：１又はより好ましくは３
：１の比率でブレンドされた炭酸マグネシウム及び炭酸カルシウムを含み得る。幾つかの
実施形態では、石膏をベースとして少なくとも１０重量％、少なくとも５重量％、少なく
とも２重量％又は少なくとも１重量％のシードを石膏に添加する。例えば、シードは石膏
をベースとして１重量％～２５重量％又は２重量％～３０重量％又は５重量％～４０重量
％の範囲の量で存在し得る。一実施形態では、作製されるＰＣＣはアラゴナイトと一致す
る優勢結晶多形を有する。別の実施形態では、ＰＣＣは２ｍ２／ｇ～３０ｍ２／ｇ又は５
ｍ２／ｇ～１５ｍ２／ｇ又は２ｍ２／ｇ～８ｍ２／ｇの範囲の表面積（ＢＥＴ及び／又は
ステアリン酸取込み）を有する。
【０１００】
　Ｄ．　シードはドロマイト質炭酸塩、硫酸マグネシウム、水酸化マグネシウム、チタニ
ア、シリカ、ストロンチウム及び酸化亜鉛からなる群から選択される少なくとも１つであ
ってもよい。例えば、シードは高マグネシウム含量のドロマイト質炭酸カルシウムであり
得る。さらに、ＰＣＣは非ＰＣＣシード材料、例えばチタニア、シリカ、酸化亜鉛、スト
ロンチウム又はそれらの混合物をシーディングする場合にハイブリッド構造を有し得る。
幾つかの実施形態では、石膏に炭酸塩の代わりに硫酸マグネシウム及び／又は水酸化マグ
ネシウムをシーディングしてもよい。
【０１０１】
　Ｅ．　添加剤は緩衝剤、分散剤、増粘剤、固化防止剤、消泡剤、レオロジー剤、湿潤剤
、結晶シード、共溶媒、明度エンハンサー、又は生成物の結晶形／配置に影響を及ぼす任
意の作用物質であり得るが、これらに限定されない。添加剤の例としては、クエン酸、リ
ン酸、糖、ＢａＣｌ２、ＭｇＯ、ＭｇＣＯ３、Ｈ２ＳＯ４、Ｈ３ＰＯ４、ＨＣｌ、様々な
リン酸塩、ヘキサメタリン酸ナトリウム、硫酸アンモニウム、チオ硫酸ナトリウム及びＮ
Ｏ３化合物が挙げられるが、これらに限定されない。明度ダンプナー（dampeners）の例
としては、Ｆｅ２Ｏ３、ＭｎＯ及びＰｂ＋２が挙げられるが、これらに限定されない。幾
つかの実施形態によると、添加剤が酸、例えばクエン酸である場合、得られるＰＣＣ形態
の表面積が増大し得る。様々な量の酸、例えばリン酸の選択を用いて、ＰＣＣの形状、粒
径及び／又は表面積を制御することができる。一実施形態では、添加剤の重量％は石膏に
対して０．１％～２５％又は０．５％～１５％又は１％～１０％の範囲である。幾つかの
実施形態では、硫酸アンモニウムを反応混合物に添加して、反応速度を制御する。幾つか
の実施形態では、チオ硫酸ナトリウムを硫酸アンモニウムの代わりに添加する。例えば、
硫酸アンモニウムを石膏スラリーに添加することができる。硫酸アンモニウムの濃度を変
更してＰＣＣの多形型及び粒径を制御することができる。
【０１０２】
　Ｆ．　炭酸塩源は炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム
、炭酸カルシウム、ドロマイト、金属炭酸塩及び二酸化炭素からなる群から選択される少
なくとも１つであり得る。一実施形態では、重炭酸アンモニウムを炭酸アンモニウムに添
加し（又はその逆）、混合物を生成した後、混合物を石膏に添加する。別の実施形態では
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、水酸化アンモニウムを含有するスラリーにＣＯ２ガスをバブリングし、バブリングによ
り炭酸アンモニウム及び／又は重炭酸アンモニウム及び／又はカルバミン酸アンモニウム
がｉｎ　ｓｉｔｕで形成された後、得られる炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウ
ム及び重炭酸アンモニウムの混合物を石膏に添加する。
【０１０３】
　Ｈ．　一実施形態では、炭酸塩源は二酸化炭素であり、二酸化炭素を石膏とシード、鉱
酸又はその両方とを含む混合物との反応前又は反応中にアンモニア又は水酸化アンモニウ
ムと反応させる。そのプロセス中に、二酸化炭素又はアンモニアの濃度を調整することに
よってｐＨを調整することができる。本開示では、添加する炭酸塩源の量は混合物中に存
在する石膏の量を超え、石膏と炭酸塩源とのモル比は約１：１．１～１：５、１：１．３
～１：２．５又は約１：１．５～１：２の範囲であり得る。二酸化炭素は純粋な二酸化炭
素ガス、１５％～９０％の二酸化炭素ガスを含有する煙道ガス、又は二酸化炭素ガスに富
んだ煙道ガス（例えば９０％超のＣＯ２）とすることができる。一実施形態では、ＦＧＤ
石膏をＣＯ２の添加前にアンモニアと混合する。水酸化アンモニウムはアンモニアを水に
添加することによって予め形成してもよく、水酸化アンモニウムをＣＯ２の添加前にスラ
リー化した石膏に供給してもよい（又はその逆）。代替的には、炭酸アンモニウム又は重
炭酸アンモニウムを含む炭酸アンモニウムを完全に生成した後、スラリー化した石膏に導
入して反応させることができる。石膏の存在下で、水酸化アンモニウムとＣＯ２とにより
炭酸アンモニウムと重炭酸アンモニウムとが得られ、これが重炭酸アンモニウム及び炭酸
アンモニウムの生成中に石膏と反応し始め、硫酸アンモニウムが得られる。代替的な実施
形態では、アンモニア及びＣＯ２を初めに混合し、反応させた後、反応した混合物をＦＧ
Ｄ石膏と混合する。一実施形態では、ＣＯ２を溶液にバブリングすることによって添加す
る。代替的な実施形態では、ＣＯ２をドライアイスとして添加する。調製中に炭酸カルシ
ウムの核形成速度及び結晶サイズを反応時間及び温度の制御によって制御することができ
る。或る特定の実施形態では、二酸化炭素又は二酸化炭素同等物は石膏反応物と等モルで
あるか又はそれ以上である。反応時間は０．２時間～１０時間又は０．５時間～３時間と
することができ、温度は８℃～９０℃又は１０℃～９８℃の範囲とすることができる。幾
つかの実施形態によると、煙道ガス等のＣＯ２含有ガスを、アンモニアとの反応期間中に
連続的に添加することができる。幾つかの実施形態によると、ＣＯ２含有ガスの添加はア
ンモニアとの反応期間中に停止することができる。ＣＯ２添加を停止する場合、ＣＯ２添
加は濾過工程前に任意に再開してもよい。幾つかの実施形態によると、炭酸塩を硫酸アン
モニウムから分離する前に反応生成物を貯蔵し、反応生成物を熟成させることができる。
熟成は貯蔵中にＣＯ２を添加して又は添加せずに行うことができる。幾つかの実施形態に
よると、ＣＯ２を炭酸カルシウム及び硫酸アンモニウムへの変換後に添加することができ
る。幾つかの実施形態によると、ＣＯ２を炭酸カルシウムの単離後に添加することができ
る。幾つかの実施形態によると、例えば炭酸カルシウムの単離後又は再スラリー化工程後
のＣＯ２の導入を用いて炭酸カルシウムの粒径を制御することができる。
【０１０４】
　Ｉ．　代替的な実施形態では、炭酸塩源はナトリウム、カリウム、セシウム、リチウム
、ルビジウム、フランシウムであるアルカリ金属炭酸塩である。一実施形態では、金属炭
酸塩の金属は一価イオン（例えばアルカリ金属）である。一実施形態では、作製されるＰ
ＣＣはアラゴナイトのニードル形態及び他の形態を含む結晶配置を有し得る。一実施形態
では、金属炭酸塩の金属は二価イオン、例えばマグネシウムである。炭酸マグネシウムは
、マグネシウムカチオンが石膏又は金属炭酸塩（例えば炭酸マグネシウム、ドロマイト等
）中に存在する条件下で得ることもできる。
【０１０５】
　石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセスは、沈降炭酸カルシウムを脱水、乾燥
、熟成、表面処理、サイズ減少及び選鉱からなる群から選択される少なくとも１つの方法
によって加工することを更に含む。
【０１０６】
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石膏をバテライトへと変換する例示的なプロセス
　第２の観点によると、本開示は、ｉ）石膏及びｉｉ）シード、又は１０℃～６０℃若し
くは１８℃～４５℃若しくはより好ましくは２５℃～３５℃の反応温度からなる群から選
択される少なくとも１つのプロセス条件を準備することと、石膏と少なくとも１つの炭酸
塩源とを反応させて、沈降炭酸カルシウムをバテライトの形態で作製することとを含む、
石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセスに関する。反応物及びシード及び／又は
プロセス条件によりバテライトの粒径が制御される。
【０１０７】
　作製されるＰＣＣは、球状「コーラル」及び幾らかの斜方晶を含む配置を有するバテラ
イトと一致する優勢結晶多形を有する。幾つかの実施形態では、バテライトＰＣＣは花形
配置、バラ形配置、ニードル状配置、ボール状又は球状配置又は六方晶配置を有し得る。
バテライトの配置又は構造は、供給石膏の反応速度、ｐＨ、反応温度又は純度の１つ以上
を変更することによって変更することができる。例えば、高純度の石膏（例えば９９％）
の供給によりボール状配置を有するバテライトが得られ、アンモニアベースの炭酸塩前駆
体及びＰＣＣの同時生成では、より花形のバテライトが得られる傾向がある。幾つかの実
施形態によると、ボール状バテライトＰＣＣは、ＰＣＣ反応中に予め形成されたアンモニ
アベースの炭酸塩及びより低純度の石膏を用いて作製される。作製されるＰＣＣは、２．
０ミクロン～１２．０ミクロン又は３．０ミクロン～７．０ミクロンの範囲のＰＳＤ（ｄ

５０）を有する。別の実施形態では、ＰＣＣは３０～１００又は５０～１００又は５６～
８３又は５９～７１の範囲の峻度（ｄ３０／ｄ７０×１００）を有する。別の実施形態で
は、ＰＣＣは５ｍ２／ｇ～７５ｍ２／ｇ又は５ｍ２／ｇ～２０ｍ２／ｇ又は７ｍ２／ｇ～
１５ｍ２／ｇの範囲の表面積（ＢＥＴ及び／又はステアリン酸取込み）を有する。
【０１０８】
　他の実施形態では、３０℃未満の反応温度はバテライト多形をもたらす。
【０１０９】
　Ｅ．　添加剤は緩衝剤、分散剤、増粘剤、固化防止剤、消泡剤、レオロジー剤、湿潤剤
、結晶シード、共溶媒、明度エンハンサー若しくはダンプナー、又は生成物の結晶形／配
置に影響を及ぼす任意の作用物質であり得るが、これらに限定されない。添加剤の例とし
ては、クエン酸、リン酸、糖、ＢａＣｌ２、ＭｇＯ、ＭｇＣＯ３、Ｈ２ＳＯ４、Ｈ３ＰＯ

４、ＨＣｌ、様々なリン酸塩、ヘキサメタリン酸ナトリウム、硫酸アンモニウム、チオ硫
酸ナトリウム及びＮＯ３化合物が挙げられるが、これらに限定されない。明度ダンプナー
の例としては、Ｆｅ２Ｏ３、ＭｎＯ、並びにＰｂ＋２及び他の鉛化合物が挙げられるが、
これに限定されない。幾つかの実施形態によると、添加剤が酸、例えばクエン酸である場
合、得られるＰＣＣ形態の表面積が増大し得る。様々な量の酸、例えばリン酸の選択を用
いて、ＰＣＣの形状、粒径及び／又は表面積を制御することができる。一実施形態では、
添加剤は硫酸アンモニウムであり、硫酸アンモニウムは０．５ｗｔ／ｖｏｌ％～５０ｗｔ
／ｖｏｌ％又は２ｗｔ／ｖｏｌ％～３５ｗｔ／ｖｏｌ％又は４重量％～２０重量％で混合
物中に存在する。幾つかの実施形態では、硫酸アンモニウムを反応混合物に添加して、反
応速度を制御する。幾つかの実施形態では、チオ硫酸ナトリウムを硫酸アンモニウムの代
わりに添加する。例えば、硫酸アンモニウムを石膏スラリーに添加することができる。硫
酸アンモニウムの濃度を変更してＰＣＣの多形型及び粒径を制御することができる。代替
的には、有機酸はクエン酸であり、混合物中のクエン酸の重量％は石膏の重量に対して０
．１％以上、１０％以上又は２５％以上である。
【０１１０】
　Ｇ．　炭酸塩源は炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム
、炭酸カルシウム、ドロマイト、金属炭酸塩及び二酸化炭素からなる群から選択される少
なくとも１つである。一実施形態では、炭酸塩源は炭酸アンモニウム、カルバミン酸アン
モニウム及び重炭酸アンモニウムの炭酸塩混合物であり、重炭酸アンモニウムの量は炭酸
塩混合物中のカルバミン酸アンモニウム又は炭酸アンモニウムの量未満である。概して、
炭酸塩源と石膏との間の反応がスラリー中で行われる条件下で、得られるＰＣＣはバテラ
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イトである。一実施形態では、重炭酸アンモニウムを炭酸アンモニウムに添加し（又はそ
の逆）、混合物を生成した後、混合物を石膏に添加する。別の実施形態では、水酸化アン
モニウムを含有するスラリーにＣＯ２ガスをバブリングし、バブリングにより炭酸アンモ
ニウム及び／又はカルバミン酸アンモニウム及び重炭酸アンモニウムがｉｎ　ｓｉｔｕで
形成された後、得られる炭酸アンモニウム、カルバミン酸アンモニウム及び重炭酸アンモ
ニウムの混合物を石膏に添加する。
【０１１１】
　Ｈ．　更に別の実施形態では、炭酸塩源は二酸化炭素であり、二酸化炭素を石膏とシー
ド、鉱酸又はその両方とを含む混合物との反応前又は反応中にアンモニア又は水酸化アン
モニウムと反応させる。混合物のｐＨを１０未満のｐＨに適合させ、それによりバテライ
ト多形を形成する。二酸化炭素は純粋な二酸化炭素ガス、１５％～９０％の二酸化炭素ガ
スを含有する煙道ガス、又は二酸化炭素ガスに富んだ煙道ガス（例えば９０％超のＣＯ２

）とすることができる。一実施形態では、ＦＧＤ石膏をＣＯ２の添加前にアンモニアと混
合する。水酸化アンモニウムはアンモニアを水に添加することによって予め形成してもよ
く、水酸化アンモニウムをＣＯ２の添加前にスラリー化した石膏に供給してもよい。代替
的な実施形態では、アンモニア及びＣＯ２を初めに混合し、反応させた後、反応した混合
物をＦＧＤ石膏と混合する。水酸化アンモニウムを室温又は最大で少なくとも４０℃でＣ
Ｏ２と反応させることで、炭酸アンモニウムと重炭酸アンモニウムとの混合物が得られ、
これを予想されるようにシーディングしていない石膏と反応させ、カルサイトを作製する
。代替的には、炭酸アンモニウムを完全に生成した後、スラリー化した石膏に導入して反
応させることができる。石膏の存在下で、水酸化アンモニウムとＣＯ２とにより炭酸アン
モニウムと重炭酸アンモニウムとが得られ、これが重炭酸アンモニウム及び炭酸アンモニ
ウムの生成中に石膏と反応し始め、硫酸アンモニウムが得られる。一実施形態では、ＣＯ

２を溶液にバブリングすることによって添加する。代替的な実施形態では、ＣＯ２をドラ
イアイスとして添加する。調製中に炭酸カルシウムの核形成速度及び結晶サイズを反応時
間及び温度の制御によって制御することができる。或る特定の実施形態では、二酸化炭素
又は二酸化炭素同等物は石膏反応物と等モルであるか又はそれ以上である。反応時間は０
．２時間～１０時間又は０．５時間～３時間であり、温度は８℃～９０℃又は１０℃～９
８℃の範囲である。幾つかの実施形態によると、煙道ガス等のＣＯ２含有ガスを、アンモ
ニアとの反応期間中に連続的に添加することができる。幾つかの実施形態によると、ＣＯ

２含有ガスの添加はアンモニアとの反応期間中に停止することができる。ＣＯ２添加を停
止する場合、ＣＯ２添加は濾過工程前に任意に再開してもよい。幾つかの実施形態による
と、炭酸塩を硫酸アンモニウムから分離する前に反応生成物を貯蔵し、反応生成物を熟成
させることができる。熟成は貯蔵中にＣＯ２を添加して又は添加せずに行うことができる
。幾つかの実施形態によると、ＣＯ２を炭酸カルシウム及び硫酸アンモニウムへの変換後
に添加することができる。幾つかの実施形態によると、ＣＯ２を炭酸カルシウムの単離後
に添加することができる。幾つかの実施形態によると、例えば炭酸カルシウムの単離後又
は再スラリー化工程後のＣＯ２の導入を用いて炭酸カルシウムの粒径を制御することがで
きる。
【０１１２】
　Ｉ．　代替的な実施形態では、炭酸塩源は炭酸ナトリウム、カリウム、セシウム、リチ
ウム、ルビジウム又はフランシウムベースの炭酸塩等のアルカリ金属炭酸塩である。一実
施形態では、金属炭酸塩の金属は一価イオン（例えばアルカリ金属）である。一実施形態
では、作製されるＰＣＣは、例えば球状バテライトを含む結晶配置を有し得る。一実施形
態では、金属炭酸塩の金属はマグネシウム、ストロンチウム、ベリリウム、バリウム又は
ラジウム等の二価イオンである。炭酸マグネシウムは、マグネシウムカチオンが石膏又は
金属炭酸塩（例えば炭酸マグネシウム、ドロマイト等）中に存在する条件下でも得ること
ができる。
【０１１３】
　石膏を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセスは、バテライトを脱水、乾燥、熟成、



(28) JP 2018-504353 A 2018.2.15

10

20

30

40

50

表面処理、サイズ減少及び選鉱からなる群から選択される少なくとも１つの方法によって
加工することを更に含み、加工によりバテライトがカルサイト又はアラゴナイト多形へと
変換される。一実施形態では、ｐＨが４～９又は５～８又は６～７．７の範囲の水中での
バテライトＰＣＣへの重質炭酸カルシウム（ＧＣＣ）のシーディングにより、バテライト
がカルサイト多形へと変換される。この変換については、ＧＣＣシードをバテライトに対
して０．１重量％～２５重量％又は０．５重量％～１５重量％又は１重量％～１０重量％
準備し、温度を３５℃未満に維持する。さらに、水酸化アンモニウム、又は水酸化ナトリ
ウム、水酸化カリウム若しくは水酸化カルシウム等の他の塩基をバテライトと水との混合
物に添加し、ｐＨを１０以上又は１０．５以上又は１１以上に調整することによってバテ
ライトをカルサイト多形へと変換することができる。この変換プロセスについては、温度
を約２３℃～約８０℃、約２５℃～約５０℃又は約３０℃～約４０℃の範囲の温度に維持
する。幾つかの実施形態によると、変換プロセスの温度は約３０分間～約１２時間の範囲
の期間にわたって維持することができる。幾つかの実施形態によると、実質的に全てのバ
テライトをカルサイトへと変換することができる。一実施形態では、２％～１０％、４％
～９％又は６％～８％の重炭酸アンモニウムをバテライトＰＣＣへと添加することで、カ
ルサイト多形への変換も補助される。バテライトからカルサイトへの変換に関しては、バ
テライトと水との混合物をウェットケーキ又はスラリーの形態とすることができる。対照
的に、バテライトの乾燥によりバテライト多形が安定化し、カルサイトへの変換が妨げら
れる。
【０１１４】
　代替的には、バテライトは硫酸アンモニウムの存在、及び／又は鉄材料の存在、又は重
炭酸アンモニウム及び硫酸アンモニウムの非存在によって安定化させることができる。例
えば、バテライトは、重炭酸アンモニウムが重炭酸アンモニウムと硫酸アンモニウムとの
比率が０：１００～１：１５であるように存在する場合であっても硫酸アンモニウムの存
在によって安定化させることができる。或る特定の実施形態では、バテライトは１日若し
くは１週間若しくは１ヶ月又はそれ以上安定化させることができる。
【０１１５】
　第３の観点によると、本開示は、石膏を準備することと、ｉ）ウェットバテライトのｐ
Ｈが８以下であり、ｉｉ）バテライトが乾燥するように石膏を少なくとも１つの炭酸塩源
と反応させて、沈降炭酸カルシウムをバテライトの形態で作製することとを含む、石膏を
沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセスに関する。
【０１１６】
沈降炭酸カルシウム（ＰＣＣ）の形態及び特性
　本開示では、ＰＣＣ組成物の結晶含量は、例えば走査型電子顕微鏡又はＸ線回折を用い
る目視検査によって容易に決定することができる。かかる決定は結晶形の特定に基づくも
のであってもよく、当業者に周知である。
【０１１７】
　本開示のＰＣＣ組成物は、組成物の総重量に対して３０重量％以上、４０重量％以上、
６０重量％以上、約８０重量％以上又は約９０重量％以上の単結晶多形含量を特徴とする
。
【０１１８】
　ＰＣＣ組成物は、それらの粒径分布（ＰＳＤ）によっても特徴付けることができる。本
明細書で使用される場合、当該技術分野で一般に規定されるように、メジアン粒径（ｄ５

０とも呼ばれる）は、粒子重量の５０パーセントが指定値以下の直径を有する粒子によっ
て占められるサイズとして規定される。
【０１１９】
　ＰＣＣ組成物は約０．１ミクロン～約３０ミクロン、例えば約２ミクロン～約１４ミク
ロン、約２ミクロン～約８ミクロン、約１ミクロン～約４ミクロン又は約０．１ミクロン
～約１．５ミクロンの範囲のｄ５０を有し得る。ｄ５０はＰＣＣの形態によって異なる場
合がある。例えば、カルサイトＰＣＣは約１ミクロン～約２８ミクロン、例えば約１ミク
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ロン～約２ミクロン、約１ミクロン～約５ミクロン、約２ミクロン～約４ミクロン又は約
４ミクロン～約６ミクロンの範囲のｄ５０を有し得る。バテライトＰＣＣは約０．１ミク
ロン～約３０ミクロン、例えば約０．１ミクロン～約２ミクロン、約１ミクロン～約５ミ
クロン又は約２ミクロン～約８ミクロン等の範囲のｄ５０を有し得る。
【０１２０】
　幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ粒子の約０．１パーセント～約６０パーセントが直
径約２ミクロン未満である。他の実施形態では、ＰＣＣ粒子の約５５パーセント～約９９
パーセントが直径２ミクロン未満である。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ粒子の約１
パーセント未満が直径１０ミクロン超であり、例えばＰＣＣ粒子の０．５パーセント未満
が直径１０ミクロン超であるか、又はＰＣＣ粒子の０．１％未満が直径１０ミクロン超で
ある。
【０１２１】
　ＰＣＣ組成物は、それらのアスペクト比によって更に特徴付けることができる。本明細
書で使用される場合、アスペクト比は形状係数を指し、それに直交する粒子の最小寸法（
例えば幅）で除算した粒子の最大寸法（例えば長さ）に等しい。ＰＣＣ組成物の粒子のア
スペクト比は、様々な方法によって決定することができる。かかる方法の１つは、初めに
ＰＣＣスラリーを標準ＳＥＭステージ上に堆積させることと、スラリーを白金でコーティ
ングすることとを含む。次いで、画像を得て、粒子の厚さ及び幅が等しいと仮定したコン
ピュータによる分析を用いて粒子寸法を決定する。次いで、個々の粒子の長さ対幅のアス
ペクト比の５０回の算出値を平均することによってアスペクト比を決定することができる
。
【０１２２】
　ＰＣＣ組成物は、それらの立方度、すなわち表面積と粒径との比率（すなわち、材料が
立方体、直方柱又は菱面体にどの程度近いか）に関しても特徴付けることができる。本開
示の或る特定の実施形態では、より低い表面積が有利である。より小さな粒子は通例、は
るかに高い表面積を有するが、小さな粒径が多くの種々の用途に有利である。このため、
小粒径材料を含み、「通常の」表面積よりも低いＰＣＣ生成物が特に有利である。斜方結
晶形が、概して立方度に関して好ましい。
【０１２３】
　幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ組成物の立方性（cubic nature）はＰＣＣ粒子の「
直角度」によって決定することができる。直角度の測定値は概して、ＰＣＣ粒子の面によ
って形成される角度を表すものである。直角度は本明細書で使用される場合、面が実質的
に平面であるＰＣＣの隣接面間の角度を算出することによって決定することができる。直
角度は、測定される面に平行な観点から見た場合の平面のＰＣＣ粒子面の端部によって形
成される角度を決定することによってＳＥＭ画像を用いて測定することができる。図４１
に直角度の例示的な測定を示す。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ組成物は約７０度～
約１１０度の範囲の直角度を有し得る。
【０１２４】
　本開示では、生成物の単分散性は結晶サイズ及び多形の均一性を指す。峻度（ｄ３０／
ｄ７０×１００）は粒径分布の釣鐘曲線を指し、単分散性の指標である。ｄｘはｘ重量％
の粒子がそれよりも細かい直径に相当する球状直径である。幾つかの実施形態によると、
ＰＣＣ組成物は約３０～約１００の範囲、例えば約３３～約１００、約４２～約７６、約
４４～約７５、約４６～約７０、約５０～約６６、約５９～約６６又は約６２～約６５の
範囲の峻度を有し得る。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ組成物は約２０～約７１の範
囲、例えば約２５～約５０の範囲の峻度を有し得る。幾つかの実施形態では、峻度はＰＣ
Ｃの形態によって異なる場合がある。例えば、カルサイトはバテライトとは異なる峻度を
有し得る。
【０１２５】
　幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ組成物は約２５ミクロン未満、例えば約１７ミクロ
ン未満、約１５ミクロン未満、約１２ミクロン未満又は約１０ミクロン未満のトップカッ
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ト（ｄ９０）粒径を有し得る。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ組成物は約２ミクロン
～約２５ミクロンの範囲、例えば約１５ミクロン～約２５ミクロン、約１０ミクロン～約
２０ミクロン又は約３ミクロン～約１５ミクロンの範囲のトップカット粒径を有し得る。
【０１２６】
　幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ組成物は約４ミクロン未満、例えば約２ミクロン未
満、約１ミクロン未満、約０．７ミクロン未満、約０．５ミクロン未満、０．３ミクロン
未満又は０．２ミクロン未満のボトムカット（ｄ１０）粒径を有し得る。幾つかの実施形
態によると、ＰＣＣ組成物は約０．１ミクロン～約４ミクロンの範囲、例えば約０．１ミ
クロン～約１ミクロン、約１ミクロン～約４ミクロン又は約０．５ミクロン～約１．５ミ
クロンの範囲のボトムカット粒径を有し得る。
【０１２７】
　ＰＣＣ組成物はそれらのＢＥＴ表面積によって付加的に特徴付けることができる。本明
細書で使用される場合、ＢＥＴ表面積は固体表面に対する気体分子の物理吸着を説明する
Ｂｒｕｎａｕｅｒ－Ｅｍｍｅｔｔ－Ｔｅｌｌｅｒ（ＢＥＴ）を指す。ＢＥＴ表面積は多層
吸着を指し、通常は非腐食性ガス（すなわち窒素、アルゴン、二酸化炭素等）を吸着質と
して採用し、表面積データを決定するものである。ＢＥＴ表面積はＰＣＣの形態によって
異なる場合がある。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣは８０ｍ２／ｇ未満、例えば５０
ｍ２／ｇ未満、２０ｍ２／ｇ未満、１５ｍ２／ｇ未満、１０ｍ２／ｇ未満、５ｍ２／ｇ未
満、４ｍ２／ｇ未満又は３ｍ２／ｇ未満のＢＥＴ表面積を有し得る。幾つかの実施形態で
は、カルサイトＰＣＣ組成物粒子は１ｍ２／ｇ～３０ｍ２／ｇ、例えば２ｍ２／ｇ～１０
ｍ２／ｇ、３ｍ２／ｇ～６．０ｍ２／ｇ、３ｍ２／ｇ～５．０ｍ２／ｇの範囲のＢＥＴ表
面積を有し得る。他の実施形態では、カルサイトＰＣＣは１ｍ２／ｇ～６ｍ２／ｇ、１ｍ
２／ｇ～４ｍ２／ｇ、３ｍ２／ｇ～６ｍ２／ｇ、又は１ｍ２／ｇ～１０ｍ２／ｇ、２ｍ２

／ｇ～１０ｍ２／ｇ、又は５ｍ２／ｇ～１０ｍ２／ｇの範囲のＢＥＴ表面積を有し得る。
幾つかの実施形態によると、カルサイトＰＣＣは３０ｍ２／ｇ以下のＢＥＴ表面積を有し
得る。バテライトＰＣＣは５ｍ２／ｇ～７５ｍ２／ｇの範囲のＢＥＴ表面積を有し得る。
或る特定の実施形態では、バテライトＰＣＣ組成物粒子は７ｍ２／ｇ～１８ｍ２／ｇ、５
ｍ２／ｇ～２０ｍ２／ｇ又は７ｍ２／ｇ～１５ｍ２／ｇの範囲のＢＥＴ表面積を有し得る
。幾つかの実施形態では、アラゴナイトＰＣＣは２ｍ２／ｇ～３０ｍ２／ｇの範囲のＢＥ
Ｔ表面積を有し得る。
【０１２８】
　ＰＣＣ組成物は、ＢＥＴ表面積とｄ５０との比率によって付加的に特徴付けることがで
きる。或る特定の実施形態では、バテライトＰＣＣ組成物粒子は、１～６．５、２～５．
５又は２．５～５のＢＥＴ表面積とｄ５０との比率を有する。別の実施形態では、カルサ
イトＰＣＣ組成物粒子は、０．６～２、０．７～１．８又は０．８～１．５のＢＥＴ表面
積とｄ５０との比率を有する。
【０１２９】
　ＰＣＣ組成物は、それらのステアリン酸取込み表面積によって付加的に特徴付けること
ができる。本明細書で使用される場合、ステアリン酸取込み表面積は、ステアリン酸によ
るＰＣＣ組成物の表面処理を指す。制御条件下で、ステアリン酸はＰＣＣの表面上に単分
子層を形成するため、ステアリン酸の吸着又は取込みによって表面積に関する情報を与え
ることができる。ステアリン酸取込み表面積はＰＣＣの形態によって異なる場合がある。
幾つかの実施形態によると、ＰＣＣは８０ｍ２／ｇ未満、例えば７５ｍ２／ｇ未満、５０
ｍ２／ｇ未満、２０ｍ２／ｇ未満、１５ｍ２／ｇ未満、１０ｍ２／ｇ未満、５ｍ２／ｇ未
満、４ｍ２／ｇ未満又は３ｍ２／ｇ未満のステアリン酸取込み表面積を有し得る。
【０１３０】
　幾つかの実施形態では、本明細書のプロセスを用いたＰＣＣの収率は５０％超、６０％
超、８０％超又は９０％超である。
【０１３１】
　本開示のＰＣＣ組成物は粉末、結晶性固体又は分散形態を含むが、これらに限定されな
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い任意の所望の形態とすることができ、すなわち、ＰＣＣ組成物は液体、例えば水性媒体
中に分散させることができる。一実施形態では、分散ＰＣＣ組成物は分散液の総重量に対
して少なくとも約５０重量％のＰＣＣ、少なくとも約７０重量％のＰＣＣを含む。分散Ｐ
ＣＣ組成物は、当該技術分野で現在既知の又は今後発見されるＰＣＣの分散のための分散
剤から選ばれ得る少なくとも１つの分散剤を含んでいてもよい。好適な分散剤の例として
は、ポリカルボキシレートホモポリマー、少なくとも１つのカルボン酸基及びその水溶性
塩で置換されたビニル基及びオレフィン基から選ばれる少なくとも１つのモノマーを含む
ポリカルボキシレートコポリマーが挙げられるが、これらに限定されない。好適なモノマ
ーの例としては、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、フマル酸、マレ
イン酸、無水マレイン酸、イソクロトン酸、ウンデシレン酸、アンゲリカ酸及びヒドロキ
シアクリル酸が挙げられるが、これらに限定されない。少なくとも１つの分散剤が、分散
液の総重量に対して約０．０１重量％～約２重量％、約０．０２重量％～約１．５重量％
の範囲の量で分散ＰＣＣ組成物中に存在していてもよい。
【０１３２】
　ＦＧＤ石膏は通例、汚染物質を含有し、白色度及び明度が低い。変色の主要原因には、
パイライト及び様々な有機種等の不溶性不純物が含まれ得る。本開示では、石膏は炭酸塩
源との反応の前に前処理することができる。一実施形態では、この前処理として濾過又は
篩分工程及び／又は鉱酸処理工程が挙げられるが、これらに限定されない。濾過方法は真
空濾過であり得るが、これに限定されない。
【０１３３】
　完全に溶解した石膏を濾過又は遠心分離して、低い白色度及び明度をもたらす不純物を
除去することができる。濾過方法は真空濾過であり得るが、これに限定されず、当該技術
分野で一般的な任意の脱水プロセスを指す場合がある。さらに、大きな汚染物質を篩分に
よって石膏から除去することができる。代替的には、変色を引き起こす種を除去すること
によって石膏の白色度及び明度を改善するために硝酸等の鉱酸を用いることができる。鉱
酸は石膏中に残存する炭酸塩種を除去するために用いることもできる。したがって、鉱酸
を添加して過剰な炭酸塩を除去する方法Ａ及び方法Ｂに関して、付加的な鉱酸を添加して
非炭酸塩汚染物質を除去することができる。付加的に、炭酸塩不純物を除去する方法Ａ及
び方法Ｂの鉱酸添加工程は、低い白色度及び明度をもたらす汚染物質を除去するために使
用される鉱酸とは異なっていてもよく、炭酸塩不純物を除去する工程は低い白色度及び明
度をもたらす汚染物質を除去する工程の前に行っても、その逆であってもよい。このため
、方法Ａ～方法Ｉにおいて、完全に溶解した石膏からの濾過、篩分、及び／又は鉱酸の利
用によって不純物を除去する工程及び／又は石膏の白色度及び明度を改善する工程を含む
ように方法を修正し得ることが本開示の範囲内で想定される。幾つかの実施形態によると
、ＰＣＣ組成物は低イオン性不純物を有し得る。幾つかの実施形態によると、低イオン性
不純物はＰＣＣ又はＰＣＣを含有する最終生成物の電気的特性を改善することができる。
この前処理工程が石膏と炭酸塩源、添加剤又はシードとを反応させる前に行われ、白色度
及び明度が改善された石膏により、炭酸塩源との反応後に白色度及び明度が清浄石膏と同
様のＰＣＣ生成物を得ることができることが想定される。得られるＰＣＣの多形及び粒径
は、本明細書で開示される方法をそれらの実施形態の１つ以上で用いることで制御するこ
とができる。
【０１３４】
　明度は、或る特定の波長（単数又は複数）での物質からの光の方向反射率の尺度を指す
。本明細書で使用される場合、ＩＳＯ明度は、冷白色蛍光と幾らか和らいだ日光との混合
光、具体的には特定のスペクトル特徴及び幾何学的特徴、概して約４５７ｎｍの青色光が
当てられる環境において知覚される、実質的に白色又はほぼ白色の物質（すなわち紙）の
明度を定量化するＩＳＯ標準を指す。幾つかの実施形態では、ＩＳＯ明度は明度の標準試
験、例えばＡＳＴＭ　Ｄ９８５－９７によって決定することができる。幾つかの実施形態
によると、ＰＣＣ組成物又はそれらを含む紙若しくは板紙材料は５４以上、例えば６５以
上、８５以上、８８以上、９０以上、９２以上又は９５以上のＩＳＯ明度を有し得る。幾



(32) JP 2018-504353 A 2018.2.15

10

20

30

40

50

つかの実施形態によると、ＰＣＣ組成物はＰＣＣ粒子全体で一貫した又は均一な明度を有
する。
【０１３５】
　特定のサイズ分布の斜方晶沈降炭酸カルシウムは、炭酸カルシウム結晶シードの存在下
で炭酸アンモニウムと反応させ、本明細書で開示される反応パラメーターを制御すること
によってＦＧＤ石膏から得ることができる。この方法によって生成する斜方晶ＰＣＣは、
従来の方法によって作製される斜方晶又は重質炭酸カルシウム（ＧＣＣ）と同様の特性を
有する。
【０１３６】
　斜方晶ＰＣＣを得る添加剤の存在又は非存在下での石膏と炭酸塩との反応は、バッチ又
は連続プロセスで行うことができる。反応条件の具体的な選択により、生成するＰＣＣの
特性の微調整が補助される。以下の点を本明細書で開示される斜方晶ＰＣＣ作製について
制御することができる：石膏及び他の反応物の濃度、各反応物の出発温度、反応温度及び
反応時間、乾燥温度、用いられる場合に生成するＰＣＣの焼鈍温度、各溶液についてのｐ
Ｈ及びイオン強度の選択及び維持、各々の添加される構成成分の添加速度、並びに用いら
れる場合にＣＯ２添加の速度。
【０１３７】
　ＰＣＣをステアリン酸、他のステアリン酸塩又は炭化水素種で表面処理して、特定の疎
水性レベルを得ることができる。疎水性は、ＰＣＣ粉末を高相対湿度の雰囲気に２４時間
以上曝し、水分収着による重量変化を記録する水分取込み（ＭＰＵ）法を用いて測定する
ことができる。概して、表面処理によって達成可能なＭＰＵの最大の低減が特に有利であ
る。疎水性は接触角によっても測定することができ、試験液（例えば水）の液滴をＰＣＣ
粉末に垂らし、観察して、液滴が吸収されるか（湿潤）又は測定可能な接触角で安定した
液滴が得られるかを確認する。表面処理は、Ｃ６～Ｃ２２脂肪酸又は脂肪酸塩によるドラ
イ又はウェットコーティングを含み得る。かかる処理は当該技術分野で既知であり、ステ
アリン酸に加えてステアリン酸アンモニウム、ステアリン酸ナトリウム、パルミチン酸等
のような材料を含む。脂肪酸／脂肪酸塩は、大半のＰＣＣ粒子の表面の大部分をコーティ
ングするのに十分な量で準備する。ＰＣＣ表面の大部分をコーティングするのに必要とさ
れる疎水化剤の量は、ＰＣＣ表面積と関連付けられる。一実施形態では、本開示のカルサ
イトＰＣＣは表面のコーティングに０．５％～１．０％の疎水化剤を必要とする。別の実
施形態では、バテライトＰＣＣは表面のコーティングに２．０％～３．０％の疎水化剤を
必要とする。単一又はブレンドのサイズ分布の処理した及び未処理のＰＣＣ又はそのブレ
ンドを様々な用途、例えばレオロジー改質剤としての接着剤及びシーラント、不透明性の
ための及びエクステンダーとしての塗料及びインクに、紙充填剤として、表面仕上げ及び
明度のために、プラスチック中の機能性充填剤、またエクステンダーとして使用すること
ができる。幾つかの実施形態によると、疎水化剤はＰＣＣの表面上に単分子層を形成する
ことができる。幾つかの実施形態によると、疎水化剤の量は、粒子のコーティングのため
に約０．１５ｍ２／ｇ～約１８ｍ２／ｇの範囲、例えば約０．１５ｍ２／ｇ～約８ｍ２／
ｇ又は約１０ｍ２／ｇ～約１７ｍ２／ｇの範囲であり得る。疎水化剤の量はＰＣＣの形態
に左右され得る。例えば、カルサイトＰＣＣは粒子のコーティングのために約０．１５ｍ
２／ｇ～約２０ｍ２／ｇの範囲の量の疎水化剤を有し、バテライトＰＣＣは粒子のコーテ
ィングのために約１０ｍ２／ｇ～約８０ｍ２／ｇの範囲の量の疎水化剤を有し得る。
【０１３８】
　幾つかの実施形態では、サイズ低減方法はｉｎ　ｓｉｔｕで又は回収後に生成物に対し
て用いられる。サイズ低減方法は超音波処理又は粉砕を含み得る。生成物が凝集として説
明することができる可能性が最も高い「部分構造」を示すようであるため、サイズ低減方
法により凝集体をそれらの構成要素のビルディングブロックへと分解することができる。
幾つかの実施形態によると、超音波を用いて凝集塊を破壊することができる。
【０１３９】
　幾つかの実施形態によると、ＰＣＣは粉砕又は磨砕によって選鉱することができる。幾
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つかの実施形態では、選鉱は磁気分離、漂白又は酸洗浄の１つ以上を含み得る。分離、漂
白又は酸洗浄は粉砕／磨砕の前、粉砕／磨砕の後又はその両方で行うことができる。
【０１４０】
　本開示のＰＣＣ組成物は任意に少なくとも１つの添加顔料を含み得る。好適な顔料は現
在既知のものであっても又は今後発見され得るものであってもよい。例示的な顔料として
は、二酸化チタン、焼成粘土、離層粘土、タルク、硫酸カルシウム、他の炭酸カルシウム
、カオリン粘土、焼成カオリン、サチン白、プラスチック顔料、アルミニウム水和物及び
マイカが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１４１】
　顔料は組成物の総重量に対して約７０重量％未満の量で本開示のＰＣＣ組成物中に存在
し得る。本明細書で開示されるＰＣＣ組成物の有利な特性に影響を及ぼすことなく又は実
質的に影響を及ぼすことなく様々な所望の特性が得られるように、任意の量の任意の少な
くとも１つの第２のＰＣＣ形態及び任意の少なくとも１つの顔料が当業者により選択され
ることを理解されたい。
【０１４２】
石灰石を沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセス
　本開示は、ｉ）石灰石、大理石又はチョークを、硫酸アニオンを含む鉱酸で処理して、
硫酸カルシウムと硫酸マグネシウムとの混合物を得ることと、ｉｉ）任意に炭酸カルシウ
ムシードを硫酸カルシウムに添加することと、ｉｉｉ）任意に添加剤を硫酸カルシウムに
添加することと、ｉｖ）硫酸カルシウムと炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、カル
バミン酸アンモニウム、炭酸カルシウム、ドロマイト、金属炭酸塩及び二酸化炭素からな
る群から選択される少なくとも１つの炭酸塩源とを８℃～５０℃の反応温度及び５分間～
２５０分間の反応時間で反応させて、沈降炭酸カルシウムを得ることと、ｖ）沈降炭酸カ
ルシウムを単離することとを含む、石灰石、大理石又はチョークを沈降炭酸カルシウムへ
と変換するプロセスにも関する。或る特定の実施形態では、反応条件を用いて、それによ
り得られる沈降炭酸カルシウムの結晶多形及び粒径を制御する。
【０１４３】
　石灰石は、鉱物カルサイト及びアラゴナイトから主に構成される堆積岩である。ドロマ
イト質生石灰は再水和させた焼成ドロマイトである（例えば、ＭｇＯＨ及びＣａＯＨ）。
【０１４４】
　本開示の或る特定の実施形態は、石灰石、大理石又はチョークをカルシウム源として用
いて制御された多形及び粒径の沈降炭酸カルシウムを作製する低エネルギー方法に関する
。不純な炭酸カルシウム源を硫酸で処理することで、硫酸カルシウム（石膏）及び硫酸マ
グネシウムを含む硫酸塩生成物が生成する。次いで、炭酸アンモニウム又は金属炭酸塩に
よる処理後に、ＰＣＣ及び硫酸塩ベースの溶液相副生成物が生成する。このプロセスにお
いて作製される石膏から生成されるＰＣＣの多形及び粒径は、本書でそれらの実施形態の
１つ以上に開示される方法によって制御することができる。石膏を生成するための硫酸及
び石灰石の使用は当該技術分野で既知である。しかしながら、１つ以上の様々なＰＣＣ多
形を生成するように制御された炭酸カルシウムの沈殿は、これまでに記載されていない。
これとは別に、炭酸マグネシウムを、硫酸とのドロマイト質石灰石反応中に形成されるＭ
ｇＳＯ４から生成し、適切な炭酸塩との反応によって水相に溶解することができる。
【０１４５】
　一実施形態では、石灰石に添加する硫酸の量は任意に石灰石中に存在するカルシウムの
量のモル当量であるか、又は過剰である。
【０１４６】
例示的な沈降炭酸カルシウム化合物
　本開示は、バテライト多形を有する沈降炭酸カルシウム化合物に関する。本書に記載さ
れるバテライト沈降炭酸カルシウムは、これまで既知のバテライト沈降炭酸カルシウムと
比較して粒径分布（ＰＳＤ）、峻度及びＢＥＴ表面積等の新規の構造的特徴を有する。バ
テライトの特徴については下記表３を参照されたい。
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【０１４７】
【表３】

【０１４８】
　ＰＣＣ組成物は、それらの立方度、すなわち表面積と粒径との比率（すなわち、材料が
完全立方にどの程度近いか）に関しても特徴付けることができる。本開示の或る特定の実
施形態によると、より低い表面積が有利である。より小さな粒子は通例、はるかに高い表
面積を有するが、小さな粒径が多くの種々の用途に有利である。このため、小粒径材料を
含み、「通常の」表面積よりも低いＰＣＣ生成物が特に有利である。斜方結晶形が、概し
て立方度に関して好ましい。
【０１４９】
　立方度の定性的な理解の一例が図１４と図２４とを比較することによって示され得る。
図１４に、比較的滑らかな平面の粒子面のために比較的低い表面積と粒径との比率を有す
るＰＣＣ組成物を示す。図２４に、対照的に粒子面上の突出のために比較的平面でない面
を有するＰＣＣ組成物を示し、したがって、示される組成物はより高い表面積及びより低
い立方度を有する。
【０１５０】
　図４１に直角度の例示的な測定を示す。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ組成物は約
７０度～約１１０度の範囲の直角度を有し得る。図４１の平面のＰＣＣ粒子面同士の角度
の５回の測定をＩＭＡＧＥ　Ｊ分析ソフトウェアを用いて行ったが、その１つを図４１に
示す。角度は、画像の面に垂直な面を有する粒子から粒子を無作為に選択することによっ
て測定した。端部間の測定角度は７４．６度、１０５．２度、１０９．６度、８２．６度
及び７４．３度であった。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ粒子の直角度は約７０度～
約１１０度、例えば約７５度～約１０５度又は約８０度～約１１０度の範囲であり得る。
【０１５１】
　本開示では、生成物の単分散性は結晶サイズ及び多形の均一性を指す。峻度（ｄ３０／
ｄ７０×１００）は上記で規定されるように粒径分布の釣鐘曲線を指し、単分散性の指標
である。本開示では、好ましいＰＣＣ生成物は、峻度が３０超又は４０超又は５０超かつ
６０未満又は更には６５未満の単分散である。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣは約３
０～約１００の範囲、例えば約３４～約１００、約４２～約７７の範囲の峻度を有し得る
。幾つかの実施形態では、峻度はＰＣＣの形態によって異なる場合がある。例えば、カル
サイトはバテライトとは異なる峻度を有し得る。
【０１５２】
　本開示は、バテライト、アラゴナイト、カルサイト（例えば、斜方晶又は偏三角面体晶
カルサイト）又は非晶質炭酸カルシウムとして形成され得るＰＣＣ生成物の様々なＰＳＤ
（ｄ５０）及び多形の生成を可能にする。概して、より低い反応温度では、より小さな／
より微細な、より高表面積のバテライト「ボール」が得られる。概して、より低過剰の炭
酸アンモニウムでは、凝集体内のより小さな／より微細な結晶及びカルサイト／バテライ
トブレンドからなることが多いより高表面積の生成物が得られる。
【０１５３】
　一実施形態では、本開示のＰＣＣ組成物は、組成物の総重量に対して３０重量％以上、
４０重量％以上、６０重量％以上、約８０重量％以上又は約９０重量％以上の単一バテラ
イト結晶多形含量を特徴とする。
【０１５４】
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　一実施形態では、バテライトＰＣＣは球状コーラル、楕円形コーラル、斜方晶、花形又
はそれらの混合物を含む配置を有する。
【０１５５】
　別の実施形態では、バテライトＰＣＣは２．０ミクロン～７．０ミクロン、２．４ミク
ロン～６．０ミクロン又は２．６ミクロン～５．５ミクロンの範囲のＰＳＤ（ｄ５０）を
有する。
【０１５６】
　別の実施形態では、バテライトＰＣＣは３０～１００、３７～１００、４０～８３、４
２～７１の範囲の峻度（ｄ３０／ｄ７０×１００）を有する。
【０１５７】
　別の実施形態では、バテライトＰＣＣは８ｍ２／ｇ～１８ｍ２／ｇ、１０ｍ２／ｇ～１
７ｍ２／ｇ又は１０．４ｍ２／ｇ～１６．１ｍ２／ｇの範囲のＢＥＴ表面積を有する。
【０１５８】
　別の実施形態では、バテライトＰＣＣは粒子をコーティングするために約１０ｍ２／ｇ
～約１７ｍ２／ｇの範囲の量の疎水化剤を有し得る。
【０１５９】
　本開示は、カルサイト多形を有する沈降炭酸カルシウム化合物にも関する。本書に記載
のカルサイト沈降炭酸カルシウムは、これまで既知のカルサイト沈降炭酸カルシウムと比
較して改善された粒径分布（ＰＳＤ）、峻度及びＢＥＴ表面積等の構造的特徴を有する。
本明細書のプロセスにより製造されるカルサイトと既知のＰＣＣカルサイトとの比較につ
いては表３を参照されたい。
【０１６０】
　一実施形態では、本開示のＰＣＣ組成物は組成物の総重量に対して３０重量％以上、４
０重量％以上、６０重量％以上、約８０重量％以上又は約９０重量％以上の単一カルサイ
ト結晶多形含量を特徴とする。
【０１６１】
　一実施形態では、カルサイトＰＣＣは斜方晶配置を有する。概して、結晶化炭酸カルシ
ウムによる石膏のシーディングでは、一貫して斜方晶ＰＣＣが得られる。カルサイト、ド
ロマイト又はマグネサイトによるシーディングでは、斜方晶ＰＣＣが得られる。概して、
５％超の粗偏三角面体晶ＰＣＣによるシーディングでは、より大きな／より粗い、より高
表面積の生成物が得られる。概して、５％未満の微細菱面体晶ＰＣＣによるシーディング
では、凝集体内でより微細な結晶サイズが得られ、５％超ではより微細な凝集体が得られ
る。シーディングの非存在下で、炭酸アンモニウム条件は斜方晶ＰＣＣ形成に影響を与え
る。
【０１６２】
　一実施形態では、得られる斜方晶ＰＣＣは、１μｍ～６μｍのｄ５０、９１～５６の峻
度、及び２ｍ２／ｇ～５ｍ２／ｇの表面積を有する一貫性がない又は一貫した粒子形状を
形成する３００ｎｍ～５００ｎｍの小さな積層プレートであり得る。
【０１６３】
　下記表４に、上述の方法の様々な例から得られる生成物の特徴を特定する。
【０１６４】
【表４】

【０１６５】
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　別の実施形態では、カルサイトＰＣＣは１．８ミクロン～６．０ミクロン、２．２ミク
ロン～５．８ミクロン又は２．８ミクロン～５．６ミクロンの範囲のＰＳＤ（ｄ５０）を
有する。
【０１６６】
　別の実施形態では、カルサイトＰＣＣは３０～１００、４０～１００、５０～８３、５
６～７１の範囲の峻度（ｄ３０／ｄ７０×１００）を有する。
【０１６７】
　別の実施形態では、カルサイトＰＣＣは３．０ｍ２／ｇ～７．０ｍ２／ｇ、３．１ｍ２

／ｇ～６．０ｍ２／ｇ又は３．５ｍ２／ｇ～５．０ｍ２／ｇの範囲のＢＥＴ表面積を有す
る。
【０１６８】
　別の実施形態では、カルサイトＰＣＣは粒子をコーティングするために約０．１５ｍ２

／ｇ～約８ｍ２／ｇの範囲の疎水化剤の量を有し得る。
【０１６９】
　本開示は、アラゴナイト多形を有する沈降炭酸カルシウム化合物にも関する。本書に記
載のアラゴナイト沈降炭酸カルシウムは、これまで既知のアラゴナイト沈降炭酸カルシウ
ムと比較して改善された粒径分布（ＰＳＤ）、峻度及びＢＥＴ表面積等の構造的特徴を有
する。
【０１７０】
　一実施形態では、本開示のＰＣＣ化合物は組成物の総重量に対して３０重量％以上、４
０重量％以上、６０重量％以上、約８０重量％以上又は約９０重量％以上の単一アラゴナ
イト結晶多形含量を特徴とする。
【０１７１】
　幾つかの実施形態によると、本開示のＰＣＣ化合物を形成した後、形態を熟成等の後加
工技法によって変化させることができる。例えば、幾つかの実施形態によると、非晶質Ｐ
ＣＣを前駆体として使用して、バテライト、アラゴナイト又はカルサイト等の結晶形態へ
と変換することができる。幾つかの実施形態によると、バテライト又はアラゴナイト等の
準安定性ＰＣＣを熟成、例えば湿式熟成によってカルサイトへと変換することができる。
熟成によってカルサイトへと変換されるバテライトの量は、熟成条件の特性を調整するこ
とによって変更することができる。例えば、熟成は硫酸アンモニウムの量、熟成温度及び
ウェットケーキ固体の濃度を含む硫酸アンモニウムの存在又は非存在によって変更するこ
とができる。幾つかの実施形態によると、約９０％未満のバテライトが存在する場合、バ
テライトはカルサイトへと変換される。約９０％以上のバテライトが存在する場合、バテ
ライトは乾燥粉末又はウェットケーキで保持することができる。保持されるバテライトの
量は熟成パラメーターに応じて異なり得る。幾つかの実施形態によると、バテライトはバ
テライトの粉砕又はボールミル粉砕等の機械的プロセスによってカルサイトへと変換する
ことができる。
【０１７２】
　幾つかの実施形態によると、石膏及び炭酸アンモニウムの濃度はバテライトからカルサ
イトへの変換に影響を与える可能性がある。例えば、より高濃度の石膏及び炭酸アンモニ
ウムでは、より低濃度の石膏及び炭酸アンモニウムを用いて作製されたバテライトＰＣＣ
よりも安定した（例えば、カルサイトへの変換に耐性を示す）バテライトＰＣＣを作製す
ることができる。例えば、１０．７％の石膏及び１２．５％の炭酸アンモニウム（１：１
．７のモル比（石膏：炭酸アンモニウム））を室温で反応させる場合、反応により硫酸ア
ンモニウムの存在下で２４時間以内にカルサイトへと変換されるバテライトが形成される
。より高濃度の石膏及び炭酸アンモニウムを反応に使用する場合、作製されるバテライト
はより安定している可能性がある。例えば、３５％の石膏及び３３％の炭酸アンモニウム
（１：１．７のモル比（石膏：炭酸アンモニウム））を室温で反応させる場合、反応によ
りバテライトが形成するが、バテライトは硫酸アンモニウムの存在下で少なくとも２４時
間安定している。他の実施形態では、石膏又はアンモニウムベースの炭酸塩中に存在する
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不純物、例えば鉄は本明細書に記載の方法によって作製されるバテライトＰＣＣの安定化
を補助し得る。幾つかの実施形態によると、バテライトからカルサイトへの変換はバテラ
イトの貯蔵によって制御することができる。例えば、硫酸アンモニウムを含む液体懸濁液
中のバテライトはカルサイトへと変換され得るが、硫酸アンモニウムを含まない固形分約
４０％～６０％のバテライトのケーキに対して阻害され得る。幾つかの実施形態によると
、バテライトからカルサイトへの変換により、形成されるＰＣＣの表面積が低減し得る。
例えば、バテライトからカルサイトへの変換によりＰＣＣの表面積が１０ｍ２／ｇ超（バ
テライト）から１ｍ２／ｇ未満（カルサイト）へと低減し得る。幾つかの実施形態による
と、バテライトからカルサイトへの変換によりＰＣＣの粒径が増大し得る。他の実施形態
では、バテライトからカルサイトへの変換はＰＣＣの粒径を顕著に変化させない。他の添
加剤、例えばクエン酸はバテライトからカルサイトへの変換を阻害し得る。例えば、バテ
ライト上の約５重量％のクエン酸はカルサイトへの変換を阻害し得る。幾つかの実施形態
によると、重炭酸アンモニウムの添加はバテライトからカルサイトへの変換を加速し、約
０．５重量％～約１０重量％の濃度の硫酸アンモニウムは、カルサイトへの変換を遅らせ
る又は阻害する可能性がある。図３９に供給濃度及び熟成プロセスを変更することによる
ＰＣＣの形態に対する例示的な影響を示す。図４０にＰＣＣに対する供給組成物の例示的
な影響を示す。
【０１７３】
　幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ化合物を形成する方法は、例えば管型反応器を用い
て連続プロセスで行うことができる。幾つかの実施形態では、連続プロセスにおいて、キ
ャビテーションを生じるように反応物を混合することができる。
【０１７４】
商業的用途
　或る特定の実施形態によると、本開示は、その実施形態の１つ以上における本明細書に
記載のバテライト、カルサイト及び／又はアラゴナイト沈降炭酸カルシウム化合物の商業
的用途に関する。
【０１７５】
　第１の観点によると、本開示は、その実施形態の１つ以上におけるバテライト、カルサ
イト及び／又はアラゴナイト沈降炭酸カルシウム化合物を含有するポリマーフィルム又は
通気性ポリマーフィルムに関する。
【０１７６】
　第２の観点によると、本開示は、その実施形態の１つ以上におけるバテライト、カルサ
イト及び／又はアラゴナイト沈降炭酸カルシウム化合物を含有するパルプ又は紙の材料に
関する。幾つかの実施形態では、紙製品は沈降炭酸カルシウムを充填剤又はコーティング
として含む。幾つかの実施形態では、紙材又は紙製品は紙タオル、吸水クロス（absorben
t cloth）又は生理用ナプキンであり得る。
【０１７７】
　第３の観点によると、本開示は、その実施形態の１つ以上におけるバテライト、カルサ
イト及び／又はアラゴナイト沈降炭酸カルシウム化合物を含有する通気性ポリマーフィル
ムを含むおむつに関する。
【０１７８】
　第４の観点によると、本開示は、その実施形態の１つ以上における本開示のＰＣＣを充
填剤として含む充填ポリマー組成物に関し、ポリマーは任意の所望のポリマー又は樹指と
することができる
【０１７９】
　幾つかの実施形態によると、ＰＣＣ組成物は様々な用途の充填剤として使用することが
できる。例示的な用途としては、プラスチック用の充填剤又は添加剤、紙コーティング、
接着剤、シーラント、コーキング材、紙、モールディング、コーティング、塗料、ゴム製
品及びコンクリートが挙げられるが、これらに限定されない。例えば、ＰＣＣ組成物はポ
リ塩化ビニル（ＰＶＣ）、可塑化ＰＶＣ（ｐＰＶＣ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ゴム、
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コーティング、塗料、セラミック、紙又はコンクリートの充填剤又は添加剤として使用す
ることができる。幾つかの例示的な使用としては、ＰＶＣパイプ又はモールディング、ｐ
ＰＶＣ、塗料（例えば、外装塗料又は路面塗料）、タイルコーティング（例えば天井タイ
ルコーティング）、装飾コーティング、モールディング（例えばＰＶＣモールディング、
ｐＰＶＣモールディング又はＰＰモールディング）、シート成形化合物、バルク成形化合
物、接着剤、コーキング材、シーラント、ゴム製品、紙、紙充填剤、紙コーティング又は
コンクリートの充填剤又は添加剤としての使用が挙げられる。幾つかの実施形態によると
、ＰＣＣ組成物の比較的低い表面積は充填剤として好適であり、改善された分散性を有し
得る。ＰＣＣ組成物は概して、比較的低い明度（例えば、６５のＩＳＯ明度）から比較的
高い明度（例えば、９０超のＩＳＯ明度）を有し、一貫した明度を有し得るため、或る用
途での所与の製品の色を改善することができる。本明細書で開示されるＰＣＣ組成物は、
他の炭酸カルシウム生成物、例えば重質炭酸カルシウム（ＧＣＣ）と比較した場合に比較
的低い表面積を有し得る。比較的低い表面積は、ＰＣＣによる添加剤の低い吸着、ＰＣＣ
の表面の処理のための添加剤の量の低減、及び／又はＰＣＣによる低い吸湿性に寄与し得
る。幾つかの実施形態によると、比較的低い表面積は、ＰＣＣを添加する材料の比較的低
い粘度及び／又は例えばポリマーフィルム中の充填剤又は添加剤として使用する場合の「
活性」粒子の量の増大に寄与し得る。幾つかの実施形態によると、ＰＣＣの広い粒径分布
は粒子充填を増大し、ＰＣＣの急な又は狭い粒径分布は粒子充填を減少させ得る。幾つか
の実施形態によると、比較的小さなＰＣＣ粒径はＰＣＣ組成物を含有するコーティング、
例えば紙コーティング又は塗料の光沢を改善し、比較的小さな粒径はまた、ＰＣＣ組成物
を含有する材料、例えば成形物又はコーティングの耐衝撃性を改善し得る。
【０１８０】
　幾つかの実施形態によると、本明細書に記載のＰＣＣ粒子の峻度及び／又は立方度によ
り粉末の取扱い特性を改善することができ、例えばＰＣＣ粒子の峻度及び／又は立方度に
より粉末の流動性を改善することができる。
【０１８１】
　幾つかの実施形態によると、本明細書に記載のＰＣＣ組成物は油吸収特性を改善し得る
。油吸収の改善により、例えばＰＣＣ組成物を組み込む塗料又は粉末の流動性が改善し得
る。
【０１８２】
　幾つかの実施形態によると、バテライトＰＣＣ組成物等のＰＣＣ組成物は、薬物送達、
医療機器、バイオセンシング、封入、追跡、ポリマーフィルター、フィルムにおけるキャ
ビテーション増強、重金属分離、造核剤（例えば発泡造核剤）、研磨剤、ＦＧＤ供給材料
、合成紙構成成分又はエマルション系充填剤を含むが、これらに限定されない様々な用途
に使用することができる。幾つかの実施形態では、カルサイト又はアラゴナイトＰＣＣ等
のＰＣＣは、薬物送達剤又は構成成分として使用することができる。例えば、バテライト
は、例えばバテライトの細孔への小分子又はタンパク質の吸収又は吸着のプラットホーム
として使用することができる。バテライトは、幾つかの実施形態では、薬物封入又は薬物
送達用の微小粒子又はマイクロカプセルとして使用することもでき、例えば、バテライト
はインスリン、ウシ血清アルブミン及びリゾチームを含むが、これらに限定されない分子
を封入するために使用することができる。幾つかの実施形態では、封入はバテライトから
カルサイトへのＰＣＣの相転移中に行うことができる。かかる封入により封入された分子
の制御放出が促進され得る。幾つかの実施形態では、封入はバテライトの細孔への分子の
吸収又は吸着によって行うことができる。他の実施形態では、封入はＰＣＣ粒子の形成中
の直接封入によって行うことができる。他の実施形態では、封入は中空ＰＣＣ粒子によっ
て行うことができる。
【０１８３】
　幾つかの実施形態によると、バテライト等のＰＣＣは制御放出剤として使用することが
できる。例えば、バテライトを強酸性環境に曝して放出を制御することができる。かかる
環境に曝されたバテライトは破壊され、それにより封入剤又は封入、吸収若しくは吸着分
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子を放出し得る。幾つかの実施形態によると、バテライトは分子の放出を制御する鋳型タ
ンパク質構造として働くことができる。幾つかの実施形態によると、バテライトは架橋ポ
リマー、例えばバイオポリマーの鋳型として使用することができる。幾つかの実施形態で
は、ポリマーはバテライトを鋳型として用いて架橋することができる。その後のバテライ
トの除去は、バテライト鋳型と同様の構造（例えば球状）を有する架橋ポリマーをもたら
し得る。
【０１８４】
　幾つかの実施形態によると、バテライト等のＰＣＣは医療機器、例えば埋め込み型医療
機器に使用することができる。幾つかの実施形態では、バテライトは、例えばバテライト
の高い表面積により迅速な生体吸収を示し得る。迅速な吸収のために、バテライトは生物
学的用途、例えば骨再生のためのカルシウム源として使用することができる。バテライト
はリン酸骨塩、例えばヒドロキシアパタイト等の骨塩の生成を補助することもできる。幾
つかの実施形態では、ヒドロキシアパタイト又は他の小分子はバテライト若しくはＰＣＣ
に封入するか、又はバテライトの表面に（化学的又は物理的に）結合することができる。
バテライトからカルサイトへの変換は、幾つかの実施形態では、ＰＣＣの骨への結合も促
進し得る。
【０１８５】
　幾つかの実施形態によると、バテライト等のＰＣＣをバイオセンシング用途に使用する
ことができる。例えば、バテライトをｐＨ変化のバイオセンシング又はイオンセンシング
に使用することができる。幾つかの実施形態では、蛍光ｐＨセンサーを例えば追跡用途に
おいてバテライトに封入することができる。
【０１８６】
　幾つかの実施形態によると、バテライト等のＰＣＣはポリマーの充填剤として使用する
ことができる。例えば、バテライトはポリマーフィルム、例えばキャビテーション増強に
使用することができる。幾つかの実施形態では、バテライトは細孔のより均一なキャビテ
ーションを促進し、フィルムの通気性を増大し得る。
【０１８７】
　幾つかの実施形態によると、バテライト等のＰＣＣにより重金属等の金属を封入するこ
とができる。例えば、封入はバテライトからカルサイトへの相変化によって行うことがで
きる。
【０１８８】
　幾つかの実施形態によると、バテライト等のＰＣＣは、造核剤として使用することがで
きる。幾つかの実施形態では、バテライトは発泡造核剤として働くことができる。
【０１８９】
　幾つかの実施形態によると、バテライト等のＰＣＣを研磨剤、例えば洗浄用研磨剤とし
て使用することができる。
【０１９０】
　幾つかの実施形態によると、バテライト等のＰＣＣをＦＧＤプロセスの供給材料として
使用することができる。幾つかの実施形態では、バテライトの表面積を増大することで反
応性を改善し、及び／又は反応速度を増大することができる。例えば、バテライトにより
ＦＧＤプロセスにおいて生成する硫酸を中和することができる。
【０１９１】
　幾つかの実施形態によると、本開示に記載されるバテライトのようなＰＣＣ組成物の特
性は様々な用途に有益であり得る。例えば、多形シフトは剪断及び／又は熱の下で誘導す
ることができる。例えば、バテライトをニードル状粒子又は斜方晶粒子へと変換すること
ができる。多形シフトは、幾つかの実施形態では、界面活性剤又は高分子の存在によって
影響を受ける場合がある。多形シフトは、バテライト構造への金属又は他のイオン等の混
入によっても影響を受ける場合がある。例えば、多形変化は界面活性剤の使用、金属の存
在下でのバテライトの反応又は添加剤の使用によって軽減し得る。添加剤としては、バイ
オミネラリゼーションのための酸又は添加剤、例えばオボアルブミン、グルタミン酸又は
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アスパラギン酸を挙げることができるが、これらに限定されない。
【０１９２】
　下記実施例は、煙道ガスを脱硫して石膏を形成し、それにより得られる石膏又は石灰石
を所望の多形及び結晶サイズを有する沈降炭酸カルシウムへと変換するプロセスの例を更
に説明することを意図したものである。
【実施例】
【０１９３】
実施例１
　石膏又は他の硫酸塩を、固形分３５％の水又は３０％～３５％硫酸アンモニウム溶液中
でスラリー化した。炭酸アンモニウムを、反応のために高温で水に１：１．７の（石膏：
炭酸アンモニウム）モル比をもたらす濃度で溶解した。代替的な炭酸塩供給材料は、反応
のために室温で水に１：１．７の（硫酸塩：炭酸塩）モル比をもたらす量で溶解した。硫
酸塩スラリーと炭酸塩溶液とを混合し、少なくとも１０分間反応させた。次いで、スラリ
ーを濾過し、スラリーケーキを水で洗浄した。反応ケーキ及びデカントした液体をＦＴＩ
Ｒ、ＤＳＣ、ＳＥＭ、Ｓｅｄｉｇｒａｐｈ及びＢＥＴ表面積分析によって化学的及び物理
的に分析した。このプロセスに関与する反応を表１及び表２に記載する。
【０１９４】
実施例２
　水酸化アンモニウム及びＣＯ２からの炭酸アンモニウム作製に関与する反応のために、
硫酸塩を上記のように周囲温度及び圧力でスラリー化した。水酸化アンモニウムを、混合
物を反応器に投入する直前に硫酸塩スラリーに添加した。反応器を覆った後、選択温度ま
で撹拌しながら加熱又は冷却した。ＣＯ２を撹拌しながら最低１時間反応器にバブリング
した。１時間の反応時間の後、スラリーのごく一部を取り出し、ＰＣＣへの完全な変換を
フェノールフタレイン色変化によって確認した。反応の完了時に、スラリーを反応器から
取り出し、濾過し、洗浄し、上記のように分析した。このプロセスに関与する反応を表１
に記載する。
【０１９５】
沈降炭酸カルシウムを有する例示的なコア材料
　幾つかの実施形態によると、本開示に開示される方法の１つ以上を用いて、ＰＣＣをコ
ア材料に沈殿させることができる。例えば、ＰＣＣにより有益な特性をコア材料に付与す
る表面層又はコーティングを形成することができる。プロセスは、幾つかの実施形態では
、コア材料を溶液から沈殿させるために用いることができ、ここで沈殿するコア材料はＰ
ＣＣ層又はコーティングを有する。「層」又は「コーティング」という単語の使用は、コ
ア材料の表面の少なくとも一部に形成される沈降炭酸カルシウム相を含むことが理解され
る。幾つかの実施形態では、ＰＣＣ層又はコーティングはコア材料の表面の半分又は実質
的に全てを覆うことができる。コア材料は、炭酸カルシウムでコーティングされた組成物
のコアを形成することができる。
【０１９６】
　幾つかの実施形態によると、コア材料は掘削流体に使用される増量剤を含み得る。増量
剤は酸化鉄、例えばヘマタイト（Ｆｅ２Ｏ３）を含み得る。しかしながら、他の増量剤、
例えばＡｇＩ、ＡｇＣｌ、ＡｇＢｒ、ＡｇＣｕＳ、ＡｇＳ、Ａｇ２Ｓ、Ａｌ２Ｏ３、Ａｓ
Ｓｂ、ＡｕＴｅ２、ＢａＣＯ３、ＢａＳＯ４、ＢａＣｒＯ４、ＢａＯ、ＢｅＯ、ＢｉＯＣ
ｌ、（ＢｉＯ）２ＣＯ３、ＢｉＯ３、Ｂｉ２Ｓ３、Ｂｉ２Ｏ３、ＣａＯ、ＣａＦ２、Ｃａ
ＷＯ４、ＣａＣＯ３、（Ｃａ，Ｍｇ）ＣＯ３、ＣｄＳ、ＣｄＴｅ、Ｃｅ２Ｏ３、ＣｏＡｓ
Ｓ、Ｃｒ２Ｏ３、ＣｕＯ、Ｃｕ２Ｏ、ＣｕＳ、Ｃｕ２Ｓ、ＣｕＳ２、Ｃｕ９Ｓ５、ＣｕＦ
ｅＳ２、Ｃｕ５ＦｅＳ４、ＣｕＳ・Ｃｏ２Ｓ３、Ｆｅ２＋Ａｌ２Ｏ４、Ｆｅ２ＳｉＯ４、
ＦｅＷＯ４、ＦｅＡｓ２、ＦｅＡｓＳ、ＦｅＳ、ＦｅＳ２、ＦｅＣＯ３、Ｆｅ２Ｏ３、α
－Ｆｅ２Ｏ３、α－ＦｅＯ（ＯＨ）、Ｆｅ３Ｏ３、ＦｅＴｉＯ３、ＨｇＳ、Ｈｇ２Ｃｌ２

、ＭｇＯ、ＭｎＣＯ３、Ｍｎ２Ｓ、ＭｎＷＯ４、ＭｎＯ、ＭｎＯ２、Ｍｎ２Ｏ３、Ｍｎ３

Ｏ３、Ｍｎ２Ｏ７、ＭｎＯ（ＯＨ）、ＣａＭｏＯ４、ＭｏＳ２、ＭＯＯ２、ＭＯＯ３、Ｎ
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ｂＯ４、ＮｉＯ、ＮｉＡｓ２、ＮｉＡｓ、ＮｉＡｓＳ、ＮｉＳ、ＰｂＴｅ、ＰｂＳＯ４、
ＰｂＣｒＯ４、ＰｂＷＯ４、ＰｂＣＯ３、（ＰｂＣｌ）２ＣＯ３、Ｐｂ２＋

２Ｐｂ４＋Ｏ

４、Ｓｂ２ＳｎＯ５、Ｓｃ２Ｏ３、ＳｎＯ、ＳｎＯ２、ＳｒＯ、ＳｒＣＯ３、ＳｒＳＯ４

、ＴｉＯ２、ＵＯ２、Ｖ２Ｏ３、ＶＯ２、Ｖ２Ｏ５、ＶａＯ、Ｙ２Ｏ３、ＹＰＯ４、Ｚｎ
ＣＯ３、ＺｎＯ、ＺｎＦｅ２Ｏ４、ＺｎＡｌ２Ｏ４、ＺｎＳ、ＺｒＳｉＯ４、ＺｒＯ２、
ＺｒＳｉＯ４、又はそれらの組合せを使用することができる。幾つかの実施形態によると
、コア材料は２つ以上の均一なドメイン、例えば（Ｂａ，Ｓｒ）ＳＯ４、（Ｂａ，Ｓｒ）
ＣＯ３又はＢａ（ＳＯ４，ＣｒＯ３）を含み得る。幾つかの実施形態では、硫酸バリウム
は炭酸カルシウムを沈殿させる増量剤として使用することができる。
【０１９７】
　増量剤への炭酸カルシウムの沈殿により増量剤に有益な特性を付与することができる。
例えば、酸化鉄及び硫酸バリウム等の増量剤は炭酸カルシウムよりも密度が高く、したが
って掘削流体等の流体に添加した場合に望ましい高密度化剤をもたらす。これらの増量剤
は単独で高い硬度も有するため、地中の機械類及び層に対して研磨性である。結果として
、増量剤は使用中に機械類の摩耗又は腐食を引き起こす可能性がある。炭酸カルシウムを
酸化鉄又は他の増量剤上に沈殿させることによって、炭酸カルシウム層の比較的低い硬度
（例えば、炭酸カルシウムの約３モース硬度に対してヘマタイトの約５．５モース硬度）
のために増量剤の研磨性が低減することで、増量剤の使用中に引き起こされる研摩が低減
し得る。
【０１９８】
　幾つかの実施形態によると、炭酸カルシウムコーティングの量は、得られる作用物質の
所望の比重をもたらすように適合させることができる。例えば、ＰＣＣでコーティングさ
れたヘマタイト増量剤は、炭酸カルシウムとコア材料との比重の間のＰＣＣでコーティン
グされたヘマタイトの比重をもたらす量のＰＣＣを有し得る。増量剤の比重の修正により
増量剤を特定の用途に適合させることが可能となり得る。
【０１９９】
　増量剤の選択は、対象とする用途に基づいて決定してもよい。例えば、炭酸カルシウム
及び酸化鉄は希酸、例えば希塩酸（ＨＣｌ）に溶解可能である。同様の溶解特性を有する
増量剤及びコーティングを選択することで、増量剤及びコーティングの両方の除去が可能
となり、増量剤を除去するために井戸に希酸で「衝撃を与える」ことによって炭化水素流
を増大することができる。
【０２００】
　様々なコア材料への炭酸カルシウムの沈殿により、増量剤のより広い粒径分布も可能と
なる。粒径分布は、粒子のコーティングに使用する増量剤のサイズ又はＰＣＣの量によっ
て制御され得る。
【０２０１】
　幾つかの実施形態によると、炭酸カルシウムを沈殿させる方法は、溶液中にコア材料を
準備することと、硫酸カルシウムを溶液に添加することと、炭酸塩源を溶液に添加するこ
とと、炭酸カルシウムをコア材料に沈殿させることとを含み得る。幾つかの実施形態によ
ると、炭酸塩源は炭酸アンモニウムを含み得る。
【０２０２】
　幾つかの実施形態によると、沈降炭酸カルシウムはカルシウムと少なくとも１つの他の
金属とを含有する炭酸塩材料を含み得る。例えば、沈降炭酸カルシウムはドロマイト（Ｃ
ａＭｇ（ＣＯ３）２）を含み得る。
【０２０３】
　幾つかの実施形態によると、コア材料は希酸、例えば塩酸（ＨＣｌ）に溶解可能であり
得る。
【０２０４】
　幾つかの実施形態によると、コア材料は増量剤を含み得る。幾つかの実施形態によると
、コア材料は酸化鉄、例えばヘマタイトを含み得る。幾つかの実施形態によると、コア材
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【０２０５】
　幾つかの実施形態によると、沈降炭酸カルシウムは、炭酸カルシウム及びコア材料を合
わせて約１０重量％～約２５重量％、例えば炭酸カルシウム及びコア材料を合わせて約１
０重量％～約１５重量％、約１５重量％～約２０重量％、約２０重量％～約２５重量％、
約１２重量％～約１８重量％又は約１８重量％～約２３重量％であり得る。
【０２０６】
　幾つかの実施形態によると、沈降炭酸カルシウム－コア組成物は約２．６、３、４、４
．５、５又は５．５の下限から約２０、１５、１０、９、８又は７の上限及びその組合せ
を有する範囲の比重を有し得る。
【０２０７】
　幾つかの実施形態によると、沈降炭酸カルシウム－コア組成物は掘削用途への使用に好
適であり得る。例えば、沈降炭酸カルシウム－コア組成物は掘削流体中の増量剤、例えば
掘削泥水への添加剤としての使用に好適であり得る。
【０２０８】
実施例３
　例示的な炭酸カルシウムでコーティングされたヘマタイトを、硫酸カルシウムを炭酸ア
ンモニウム溶液と反応させることによって調製した。まず、シグマアルドリッチ社製の６
．３０グラムの硫酸カルシウムを２５０ｍＬの水と２５℃で３０分間混合し、スラリーを
形成した。次に、２０グラムのヘマタイトをスラリーに添加し、混合して、８４．５重量
％対１５．５重量％のヘマタイトとＰＣＣとの特定の比率を維持した。次いで、５．９７
グラムの炭酸アンモニウムを２５０ｍＬの水に溶解し、即座にスラリーに添加した。最終
混合物を１時間混合し、ＰＣＣをヘマタイト上に沈殿させた。混合後に混合物を濾過し、
洗浄して、過剰な硫酸アンモニウムを除去した。ＰＣＣでコーティングされたヘマタイト
を含有する得られるケーキを回収した。
【０２０９】
　上記の記載のいずれも、特許請求の範囲を任意の特定の構成成分の組成又は構造に限定
することを意図するものではない。多くの置換、付加又は修正が本開示の範囲内で企図さ
れ、当業者に明らかである。本明細書に記載の実施形態は単に例示として提示され、特許
請求の範囲を限定するために用いられないものとする。
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