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研究論文

消化液を用いた脱硫装置の混合酸素濃度，温度およびpHの影響

鈴木崇司*1.干場信司*2・小川人士*3・高崎宏寿*3・岡本英竜*2・森田 茂*2

* 1東北大学大学院農学研究科，干 989-6711大崎市
*2酪農学園大学酪農食環境学群，〒 069-8501江別市
*3玉川大学農学部，〒 194-8610町田市

要旨

バイオガスを利用する際には，経済的で、効率良い脱硫が求められる。しかし，消化液を利用した脱硫装置における効率よ

い脱硫を行うための運転・環境条件の検討は充分になされていない。本報では，小型実験装置を用いた脱硫試験を行い，脱

硫効率に及ぼす混合酸素濃度，装置温度，消化液pHの影響を検討した。

反応筒には 0.24m3の塩化ビニル製の円筒を用い，内部に接触材を充填した。接触材の表面には，装置上部から消化液を 1

日1回5分程度噴射して運転を行った。

目標の脱硫率85%以上を達成するためには，混合酸素量は， 1.0%以上にする必要がある。しかし，バイオガスを希釈する

ことになるため， 1.0%に抑えることが重要である。装置温度は，約 200C以上で保つことが求められ，脱硫装置を発酵槽に

近い位置に設置するか，発酵槽を加温するのと同じように発電時の熱で作られた温水を脱硫装置にも適用することが必要で、

ある。消化液pHは， 7.0以上で運転することが求められ，定期的に一部の液を交換する運転方法が望ましいと考えられる。
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緒 言

近年，我国の畜産は大きな発展を遂げてきている。規

模の拡大に伴い，酪農家 1戸当たりの経産牛飼養頭数お

よび経産牛 1頭当たり乳量は着実に増加してきた。その

結果，畜産環境問題としては，堆肥化等のふん尿処理の

過程で発生するアンモニア，メタン，二酸化炭素，およ

び窒素酸化物が地域環境へ及ぼす悪臭の問題や地球環境

へ及ぼす温暖化の影響がある。また，ふん尿を野積みし，

窒素成分等が流出や地下浸透することで河川や地下水の

水質汚染が発生するという問題も生じてきた。そのため，

平成 11年 11月に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利

用の促進に関する法律jの施行により，ふん尿の野積み

や素掘りの解消など管理の改善がされ，平成 24年の調

査(農林水産省， 2013) には約 99.98%の農家が管理基

準に適合している。今後もふん尿による環境問題の発生

を防止するとともに利活用が求められる。

ふん尿処理方法の 1つにメタン発酵処理がある。密閉

装置内での嫌気発酵による処理であるため，大気中への

悪臭拡散の防止や発生したメタンガスをエネルギー資源

化するのに適している。これまで，個別型(菱沼， 2001)や，

共同利用型(石川， 2003)で家畜ふん尿用バイオガスプ

ラントにおけるエネルギー的な有効性と経済的な成立条

件について検討されている。このシステムでは，発生し

たバイオガスが化石燃料の代替として利用できるため，
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二酸化炭素の排出量削減に効果があり，環境問題改善の

観点からも注目を浴びている。

バイオガスプラントでは，発生したバイオガスを主に

発電に利用している。しかし，バイオガス中にはメタン

や二酸化炭素の他に腐食性を示す硫化水素が含まれてい

る (Syedet al.， 2006， Naegele et al.， 2013)。硫化水素

は原料中の硫酸塩の還元と含硫アミノ酸を含むタンパク

質の分解によって発生し (Syedet α1.， 2006)，ガス中に

0.01-2%程度含まれ (1ムastellaet al.， 2002)，無色で悪

臭をもっ。脱硫が十分にされないままエンジン内でバイ

オガスを燃焼すると，硫酸や亜硫酸などの硫黄酸化物に

変化してエンジン内のプラグやエンジンオイルの劣化を

引き起こす。バイオガスを有効・安全に利用するために

も，経済的で効率よい硫化水素の除去(以下，脱硫)が

求められる。

脱硫方法には酸化鉄や活性炭等の脱硫剤を利用した

乾式脱硫，アルカリ等の薬剤を利用した湿式脱硫，微生

物の働きを利用した生物脱硫などがある (Shareefdeen

et al.， 2002， Cha et al.， 1999)。乾式や湿式脱硫は効果

が高いものの，硫化水素の濃度が高い場合は，脱硫剤や

薬剤の使用量が多くなり経済的に好ましくない。そのた

め，より低コストな生物脱硫装置が普及してきた (Sercu

et al.， 2005， uyarzun et al.， 2003， Elias etα1.， 2002， 

阻met al.， 2002)。また，脱硫処理後の液は硫黄資源を

含む液肥として農地に還元し循環利用できる (Grantet 

-2一



消化液を用いた脱硫装置の混合酸素濃度，温度およびpHの影響 149 

α1.， 2002)。生物脱硫は，ふん尿からの脱硫以外にもビー

ル工場(小野木， 2007) やでんぷん工場(永森， 2008) 

などの様々な排水処理におけるメタン発酵の脱硫にも用

いられている (Syedet al.， 2006)。排水処理施設での脱

硫においては浄化処理水を利用し，ふん尿処理において

は発酵後のふん尿(以下 消化液)を用いることを特徴

としている。

生物脱硫には，嫌気条件下で硫化水素を酸化する光

合成細菌や好気・微好気条件下で硫化水素を酸化する化

学合成細菌が用いられる (Syedetα1.， 2006)。前者は反

応に光が必要となるため，後者の菌を用いた装置の方が

安価に作成可能である。これまで，Thiobacillus属が脱

硫に用いられる菌として広く研究されてきた (Oyarzun

et α1.， 2003， Cha et α1.， 1999， Chung et al.， 1996， 

Subletle et α1.， 1987)。

脱硫装置は，発酵槽の気相部に取り付ける方法や発酵

槽とガスホルダーの聞に取り付ける方法などが考案され

ている。前者の方法は，析出した硫黄や硫黄酸化物が発

酵槽内に戻るため，再び硫化水素の生成源になるほか，

硫黄成分の蓄積によるメタン発酵阻害を引き起こす可能

性もある (Karhadkaret al.， 1987)。後者の方法は設置

や維持・管理が容易になると考えられ，様々な方法が検

討されている。下水・排水処理場でのバイオガスからの

脱硫処理では，内部に接触材を充填し，上部から処理水

を噴射する構造が一般的であり ふん尿由来のバイオガ

スの脱硫にも消化液を利用した同様の構造が用いられて

pる(三井造船株式会社， 2008)。また，装置内の上部

に接触材を充填し，下部で消化液の噴射を行うことで脱

硫効果の安定性と高い脱硫率が得られることが示された

(鈴木， 2010)。

運転条件に関しては，混合する空気量はバイオガ

ス発生量に対して 2.5- 12 % (Naegele etα1.， 2013， 

Mollekopf et al.， 2006) と報告された。装置温度は 20

℃以下では微生物の活性が低下するため， 30 -40 oCが

良い (Naegeleet al.， 2013) という報告や 35
0

C以上で

は阻害になる (Mollekopfet al.， 2006) という報告もあ

る。装置内に散水する液のpHはpH2-7が良い (Naegele

etα1.， 2013， Jin etα1.， 2005) と報告された。既往の研

究では，実験条件の違いなどから様々な報告がなされて

おり，最適な条件の数値に幅があることや除去する硫化

水素濃度が数十~数百 ppmと本研究での施設の硫化水

素濃度と比較するとかなり低い条件で報告されたものも

多い。また，家畜ふん尿を利用したバイオガスプラン卜

での消化液を利用した脱硫装置における効率よい脱硫を

行うための運転・環境条件の検討は充分になされていな

0
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L
 本研究の目的は，実際の現場に即した観点、において経

済的で効率が高い脱硫装置の設計要因や運転条件を検討

することである。本報では 小型実験装置を用いた脱硫

試験を行い.脱硫効率に及ぼす混合酸素濃度，装置温度，

消化液 pHの影響を検討した。

方法

1 .小型実験装置

小型実験装置の構造を図 1に，仕様を表 1に示す。塩

化ビニル製の円筒(直径 0.5m，高さ1.2m，容積

0.24 m3
) を用いた。反応筒下部に消化液槽(消化液は

40 Lを投入)を設置して反応筒の底から液が回収され

るようにし，ポンプ (SM-525X，工進社製)によって反

応筒上部から消化液を 10L/minで 1日1回5分程度噴

射した。消化液は 3-5日の馴養期間を経過したものを

使用した。pH7.0以下になった場合は，液の 5割を交換

して実験を継続した。反応筒内には，接触材(網目状筒

担体，直径 52mmx高さ 52mm，大日本プラスチック

社製)を円形に 61個並べたものを 14段整列に充填した。

/すイオガスを反応筒下部から上部へ通気した後，圧力

調整槽で流量を制御し，流量計 (W-NK-5，シナガワ

社製)に通気する構造とした。通気するガスには，空気

を混合するためのマルチェアーポンプ (LMP-100，アズ

ワン社製)と流量計(悶G250-12A5，コフロック社製)

を設置し，反応筒の下部から流入させた。

S脱硫前のガス

8 

回
• 

5 2 3 

図1 実験装置
1.反応筒 2 消化液槽 3 消化液ポンプ 4 圧力計

5. 圧力調整槽 6. ガス流量計 7. エアポンプ

8. 流量計(エアポンプ用)

9.温度計(センサーを反応筒中央に設置)

10. pH計(センサーを消化液槽内に設置)

2.設定項目および測定方法

反応筒へのバイオガスの通気は 10L/minで行い，流

量計を用いて測定した。硫化水素および酸素濃度は，実

験装置に通気する前後のバイオガスをサンプリングし，

ガス濃度計 (IMC-8D，Gasmess-System社製)または検

知管 (4H，4HM，ガステック社製)により測定し，効

果は脱硫率で評価した。
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1 .混合酸素濃度の影響

混合酸素濃度と脱硫率の関係を図 2に示した。混合濃

度が 0%の時は脱硫率も 0%であるが，混合濃度を 0.5%

にすると脱硫率は約 70%に上昇した。その後，混合量

を1.0%まで増加させると 脱硫率もそれに応じて目標

値の 85%以上に増加した。しかし，混合量を1.0%以上

にしても，脱硫率は約 90%で一定であった。

混合酸素濃度は， Naegele et al. (2013) は0.5~ 2.0%， 

Mollekopf et al. (2006)は1.6~ 2.4%と報告しているが，

本研究での混合酸素濃度は1.0%であり，従来の混合量

よりも少ない量での脱硫が可能で、あった。バイオガスは

脱硫後，発電等に利用される。そのため，過剰な空気の

混合はガスを希釈することになるため，ガスの利用効率

を考慮、して目標の脱硫率が得られる最小の混合酸素濃度

1.0%に抑えることが重要であると考えられる。酸素の

混合に関しては，本プラントのように，ガスの流量計と

空気混合を調整するバルブを連動させ，ガスの発生量に

応じて混合量が変化される設定にしておくことが望まし

また，装置内や内部に充填した担体表面には 1~5

mmの硫黄の析出がみられ ガスの入口に近い場所ほど

その蓄積は多かった。Kimet al. (2002) は，硫黄の析

出は脱硫率の低下をヲ|き起こすと報告している。硫黄の

析出による菌への活性阻害や有効な生物膜面積の減少が

考えられる。また，担体表面の生物膜の生長が続き，そ

の厚さが増大してくると 酸素が膜の深部に浸透しなく

なり嫌気層が形成されてくる。酸素の貫入しうる生物膜

の厚さは 2~3mm 程度までといわれている(化学工学

協会， 1978)。吸着後の酸化分解反応に対して物質移動

が遅い場合，系は物質移動に支配されることが予想され

る。酸素移動については，液膜抵抗が律速となることが

考えられるため，脱硫装置を設置する施設でのガス発生

条件に合わせた最適な消化液の散布によって接触材表面

の環境条件を良好に維持するとともに適切に洗浄等のメ

ンテナンスをすることも求められる。

ザ

戊

結果および考察

鈴木崇司干場信南小川人士 高崎宏寿・岡本英竜・森田

(C1N - COUT) 

脱硫率(%)= 戸 x 100 
し IN

ここで CIN，Co凹は，それぞれ反応筒への通気前後の

硫化水素濃度 (ppm) である。反応筒内の温度(以下，

装置温度)は温度計(おんどとり TR-72，ティアンドデ

イ社製)，消化液の pHはpH計(東亜ティーケーケ一社

製)を用いて測定した。消化液の pHは，反応筒内への

散水後に計測した。検討項目の混合酸素濃度，装置温度，

消化液pHは，それぞれo~ 3.5%， 0 ~ 32 oC， pH5.0 ~ 8.0 

の範囲で、実験を行った。混合酸素濃度の影響を検討する

ときは，微生物への影響を考慮、して装置温度が 20~ 30 

℃の運転データと消化液の pH6.8~ 8.0の運転データを

用いて解析した。同様に 装置温度の影響を検討すると

きは，混合酸素濃度が1.0% ，消化液の pH6.8~ 8.0のデー

タを用いて解析し，消化液 pHの影響を検討するときは，

混合酸素量が 1.0%，装置温度が 20~ 30 Ocのデータを

用いて解析した。

150 

3. 対象としたバイオガスと脱硫の目標値

実験には，酪農学園大学の付属農場にて生産されたバ

イオガスを用いた。メタン発酵槽 (38OC)にふん尿を

1日約 8~ 12 m3投入し バイオガスは約 230~ 350 m3 

発生していた。バイオガスの成分は，メタンが約 55%，

二酸化炭素は約 45%，硫化水素濃度は 800~ 1 800 ppm 

の範囲であった。また，本バイオガスプラントのエンジ

ン技師は，硫化水素濃度を 250ppm以下に低減させる

ことが望ましいとしている。平均の硫化水素濃度から考

えると， 85%以上の脱硫率が求められることになり，本

実験ではこれを目標値とした。

'‘ 
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ー60 
(
ぎ
)
時
握
崖

40 

20 

3.5 

100 

80 

3.0 2.5 

混合酸素濃度と脱硫率の関係

混合酸素濃度(%)
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図 2

0 
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表1 接触材と反応筒の仕様および実験条件

接触材と反応筒の様子| 項 目

材質 ポリプロピレン

形状 網目状筒型

内径，外径， 長さ(mm) 45， 52， 52 

充填個数(個1m3) 5600 

重量 (kg/m3) 84 

空隙率(%) 91 

比表面積(m2/m3) 146 

材質 塩化ビニル

形状 円筒形

内径，高さ (m) 0.5， 1.2 

容積(m3) 0.24 

接触材の充填量(個) 854 

充填方法 整列(61個 X14段)

充填率(%) 65 

接触材の表面積(m2) 22.3 

総表面積(m2
) 24.5 

消化液量(L) 約40

散布条件 1回11日，5分程度

硫化水素濃度 (ppm) 800 ~ 1 800 
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近い位置に設置してガスを通気することでこの条件が実

現可能であると考えられる。しかし，屋外に装置を設置

する場合や冬季に低温になる場合は，発酵槽を加温する

のと同じように，発電時の熱で作られた温水を脱硫装置

にも適用することが求められる。

消化液を用いた脱硫装置の混合酸素澱度，温度およびpHの影響

3. 消化液 pHの影響

消化液の pHと脱硫率の関係を図 4に示す。本プラン

トでの新鮮な消化液の pHは8.0- 8.5であり，装置内

での散水を繰り返すことで pHが低下した。pH7.5以上

では約 90%の脱硫率が得られ， pHの低下にともない脱

硫率も低下した。目標の脱硫率 85%を維持するために

は， pHを7.0以上で管理することが求められる。

バイオガスの積算通気量と本試験で使用した消化液

pHの関係を図 5に示す。積算通気量が多くなるにつ

れて pHは低下するが， 40 Lの消化液を用いた場合，

pH7.0以上を維持するためには 145m3通気毎に消化液

の交換が必要であった。通気するバイオガス 1m3あた

りで考えると約 0.28Lが必要となり，本プラントのよ

うな 1日のガス発生量が 360m3の場合は，約 100L以

上の消化液を 1日で使用することになる。バイオフィル

ターでは，高い緩衝能と栄養供給および保水性能が微生

物の生育を可能にする (Eliaset al.， 2002) が，ふん尿

の消化液を用いることでこれらの要因を強化でき，水を

散水する場合よりも少ない液量で運転が可能になったと

考えられる。また，使用した消化液には脱硫に関与する

菌が含まれるが，数は少なく高い効率を得るには 3日程

度の培養期間が必要で、あった。そのため，毎回全量を新

鮮な消化液に交換せず，定期的に一部の液を突換する運

転方法が望ましいと考えられる。発酵槽からの消化液の

排出は，原料の投入と同時に行われており，この排出の

配管を分岐させて脱硫装置に消化液を供給できるシステ

ムにすることで新たに動力を追加することなく 1日1回

一部の消化液を新鮮なものに交換できる。

2.装置温度の影響

装置温度と脱硫率の関係を図 3に示す。装置温度が O

℃のときに脱硫率は約 10%程度あり， 5
0

C以下の条件に

おいても脱硫率 10-40%程度が得られた。温度が高い

ほど脱硫率の上昇がみられ， 15
0

Cで約 70%，20
0

C付近

で目標の 85%以上に到達した。30
0

C以上では脱硫率は

ほぼ 100%で一定になるような傾向が得られた。

Naegele et al.， (2013) は， 0 - 10 Ocでの脱硫率は

21 %， 20 -25 ocでの脱硫率は 45%，30 -35 Ocでの脱

硫率は 98%と報告した。本研究の結果と比較すると，

30
0

C以上の条件での結果は同様で、あるが，それ以下の

温度条件では本研究の方が 2-3倍高い脱硫性能が得ら

れた。本研究では，脱硫装置内への散水に消化液を用い

たため，液中のアルカ リ成分や緩衝能の効果により，既

存の水を散水に用いた報告よりも高い性能が得られたと

考えられる。また，本プラントでは，発酵槽は約 38
0C

に加温されており，脱硫装置に通気する配管で自然放熱

させることで温度を下げて試験を行った。温度が 35
0

C

で 100%の水蒸気を含んで、いるバイオガスが 0-5 ocに

冷却さ れた場合，ガス 1m3あたり約 35gの水が結露す

る。本試験では 1日あたり約 15m
3通気したので，約

500 mLの水が凝縮されたことになる。データには示し

ていないが，装置内の結露水が酸性であったことから，

} ~' イオガス中の水分が低温の条件で結露し，そこへ水に

溶け込みやすい硫化水素が一部取り込まれたことによっ

て除去されたと考えられる。低い温度でも脱硫現象がみ

られたのは，消化液を用いた効果や装置内で吸着または

酸化分解されたことに加えて，この結露水への溶け込み

によって除去されたことが要因と考えられる。

目標脱硫率の 85%以上を得るためには，装置温度は

20
0

C以上で保つことが求められる。脱硫に関与する細

菌の最適な活性温度が 25
0

C (竹葉， 2002)や35
0

Cでそ

れ以上で、は回害になる (Mollekopfet al.， 2006) と報告

されていることからも 25-35 ocの範囲での運転が望ま

しいと考えられる。本試験を行ったプラントでは約 38

℃の中温発酵で運転しているため，脱硫装置を発酵槽に
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4. 微生物の影響

脱硫に関与する微生物には，Thiobαcillus属，Thiothrix 

属，ThioalkαlisPira属や Thiomicrospra属などが報告さ

れている (Kellyand Wood， 2000， Kelly et al.， 2000， 

Cha et al.， 1999， Vlasceanu etα1.， 1997， Takano et 

al.， 1997， Howarth etα1.， 2003， Sorokin et al.， 2002， 

Brinkhoff et al.， 1999)。これらの菌は基質として硫化水

素，チオ硫酸，硫酸や硫黄などの硫黄化合物を利用し，

様々な環境条件で生育している。Sorokinet al. (2002) 

の報告によると，ThioalkalisPira microaeroPhilaの生

育における pHの条件が pH8 - 10.4であり，最適

はpH10である。本研究で使用した消化液よりも高い

pH条件が 必要であることから，ThioαlkalisPira属の

関与の可能性は低いと考えられる。また， Brinkhoff et 

al. (1999) が Thiomicrosprafrisiaの生育に最適なのは

pH6.5と報告しており，本研究の pH7以上で高い脱硫

効率が得られた結果と異なることから，この菌による関

与も可能性が低いと考えられる。Howarthet al. (2003) 

が報告した Thiothrixniveaの生育の条件は，pH 6 -8.5， 

温度 15- 30 Ocおよび微好気条件であり，本研究での

実験条件と類似していた。 しかし，基質を使用した後

の硫黄化合物を細胞内に蓄積すると報告している。実

験装置内に充填した担体表面には硫黄の析出が見られた

ことから，硫化水素は反応後に硫黄として細胞外に排

出されたと考えられる。Syedet al. (2006) は，酸素混

合量が多いと硫黄の生成よりも菌の生育にエネルギー

が消費されるため硫酸塩の生成が進み，酸素混合量が少

ないとチオ硫酸塩の生成が進むと報告している。また，

Chung et al. (1996) は，Thiobacillus仇io戸arusは混合す

る酸素量が不足すると硫黄を析出すると報告している。

Thiobacillus属については， Cha et al. (1999) や Kelly

et al. (2000) が，最適な生育条件を pH6.8 - 7.5，温度

28 - 32 oc，特に Thiobacillusnovellusは 10- 37 Ocとい

う幅広い温度環境で生育できることを報告している。以

上の結果から，本研究での脱硫装置では Thiobacillus属

の関与の可能性が考えられた。

結 語

小型実験装置で、の脱硫試験を行い，バイオガスの脱硫

効率に及ぼす混合酸素濃度，装置温度，消化液 pHの影

響の結果から， 以下の目標脱硫率 85%を達成するため

の条件に関する知見を得た。

1 )混合酸素濃度は1.0%以上が求められるが，バイオ

ガスを希釈することになるため， 1.0%に抑えること

が重要で、ある。

2 )装置温度は， 20
0

C以上で保つことが求められ， 30 

℃で維持することが最適で、ある。脱硫装置を発酵槽に

近い位置に設置するか，発酵槽を加温するのと同じよ

うに発電時の熱で作られた温水を脱硫装置にも適用す

ることが必要で、ある。

3 )消化液 pHは， 7.0以上で運転することが求められ，

定期的に一部の液を交換する運転方法が望ましいと考

えられる。
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E宜'ectsof 0勾TgenSupply， Temperature， 
and pH on Desulfurization using Digested Slurry 
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Abs仕act

To use biogas effective1y， an efficient desulfurization system is needed. Despite many detai1ed examinations of 

efficient and environmentally friend1y operating conditions for desulfurization systems， the use of digested slurry 

has not been reported.百leobjectives of this study are to clari:fy the influences of 0幻想ensupp1y， equipment tem-

perature， and digested slurry pH on the desulfurization process. A 0.24 m3 po1yviny1 ch10ride pipe reactor was used 

as the experimenta1 equipment， and po1ypropy1ene carriers were filled inside. Using a pump， the digested slurry was 

sprayed upwards via a nozz1e onto the surface of the filling carriers for approximate1y 5 min once a day. To attain 85 

% or greater of the target desulfurization efficiency， it was necessary to supp1y 1.0 % or more oxygen into血ebiogas. 

However， because too much air dilutes the biogas， the optima1 air supp1y rate was 1.0 %. It was necessary to maintain 

the equipment temperature above 20 0 C for bacteria1 activity; therefore the optima1 temperature was 30 0 C. To prevent 

heat 10ss， it was necessary to position the desulfurization system near the fermentation tank. High desulfurization ef-

ficiency was achieved by maintaining the digested slurry at pH 7.0， and it is suggested that an operating method that 

periodically exchanges some 1iquid is desirab1e. 

Keywords: desulfurization， biogas， digested slurry， 0勾rgensupp1y， temperature， pH 
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