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(57)【要約】
【課題】発電効率を向上しつつ持続的に利用可能な微生
物燃料電池を提供する。
【解決手段】空気中に曝したカソード18の側面18aに対
して、洗浄水供給ポンプ14により所定の洗浄水W2を供給
する。カソード18の側面18a上の液膜の水酸化物イオン
を洗い出して液膜中の水素イオン濃度を高め、発電効率
を向上できるとともに、カソード18の側面18aへの塩の
析出を抑制して、持続的な利用が可能になる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機汚染物質を含有する排水から電気エネルギーを取り出す微生物燃料電池であって、
　前記排水と接触する一主面側に前記排水の有機汚染物質を分解する嫌気性微生物膜が位
置する一の電極と、
　一主面が空気中に曝され、他主面が前記排水と接触する他の電極と、
　これら一及び他の電極の間に介在され、前記一の電極側から前記他の電極側への陽イオ
ンの移動を許容する隔膜と、
　前記他の電極の一主面に所定の洗浄水を供給して前記他の電極の一主面上に形成される
液膜中の水素イオン濃度を高める洗浄水供給部と
　を具備したことを特徴とする微生物燃料電池。
【請求項２】
　洗浄水は、ｐＨ１０以下の水溶液である
　ことを特徴とする請求項１記載の微生物燃料電池。
【請求項３】
　洗浄水供給部により他の電極の一主面に供給された後の洗浄水を前記他の電極の一主面
に対して繰り返し再供給する再供給部を具備した
　ことを特徴とする請求項１または２記載の微生物燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機汚染物質を含有する排水から電気エネルギーを取り出す微生物燃料電池
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、バイオマス資源の有効利用の観点から、水中の有機汚染物質から電気エネルギー
を回収する方法として微生物燃料電池が注目を浴びている。微生物燃料電池では、一の電
極としてのアノード上に嫌気性微生物膜を生成させ、嫌気性微生物が有機汚染物質を分解
する過程で生じる電子をアノードで集めて外部回路に取り出す。この電子は、外部回路を
経由し、他の電極としての対電極であるカソードに移動し、このカソードにおいて水素イ
オンと酸素分子と反応し、水を生成する。カソード側に有機物が存在するとアノード側と
同様の生分解反応が起こって発電できなくなるため、アノードとカソードとは(陽)イオン
交換膜に代表される隔膜により分離されており、嫌気性微生物の有機汚染物質分解過程で
生成した水素イオンが隔膜を通ってカソードに移動することにより電気回路が完成する。
【０００３】
　微生物燃料電池には水中に没したカソードを有するいわゆる二室型と空気中に曝された
カソード（エアカソード）を有するいわゆる一室型とがある。二室型では酸素供給のため
に曝気が必要であり、また、酸素の水への溶解度が低く酸素供給が律速になりやすいこと
から、一般に一室型が実用上有利であると考えられている。
【０００４】
　このような一室型の微生物燃料電池の発電効率に影響する因子は種々考えられるが、影
響因子の一つにエアカソード表面に形成される液膜のｐＨが指摘されている(例えば、非
特許文献１参照。）。すなわち、エアカソードで水の生成反応が進行した結果、水素イオ
ンの消費によって液膜のｐＨが上昇することで、水素イオンの不足(水素イオン供給律速)
により発電効率が低下する。
【０００５】
　この課題に対し、カソード上に形成される液膜のｐＨを制御する方法が提案されている
（例えば、非特許文献２及び特許文献１参照。）。
【０００６】
　非特許文献２に記載されている方法は、エアカソードに供給する酸素含有ガスに二酸化
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炭素を混合し、この二酸化炭素をカソード上に形成される液膜に溶け込ませることで、カ
ソード液膜のｐＨを下げるものである。
【０００７】
　また、特許文献１に記載されている方法は、炭素の布をエアカソードとし、炭素の布の
一端を酸性にｐＨ調整したカソード液に浸すことによって毛細管現象を利用してエアカソ
ードにカソード液を供給し、エアカソードの液膜のｐＨを低下させるものである。
【０００８】
　上記非特許文献２及び特許文献１のいずれに記載されている方法もエアカソード上に形
成される液膜のｐＨを下げることによって、発生電力密度もしくは発生電流を向上できる
ことを示している。
【０００９】
　しかしながら、これらの方法には、エアカソード上に形成される液膜での塩の蓄積とい
う共通した課題がある。すなわち、上記非特許文献２に記載されている方法の場合、二酸
化炭素が溶け込むことにより生成する炭酸イオンが排出される経路がないため、最終的に
炭酸塩が析出し、持続的な利用が容易でない。また、上記特許文献１に記載されている方
法でも、カソード液は徐々に蒸発し、水分が失われていく一方で、このカソード液に含ま
れる陰イオンは排出される経路がなく、最終的に塩として析出し、持続的な利用が容易で
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特表２０１１－５０８９３８号公報（第１０－１２頁、図１）
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Rozendal R. A.、Hamelers H. V. M.、and Buisman C. J. N. "Effects
 of membrane cation transport on pH and microbial fuel cell performance" Environ
mental Science and Technology、2006、40、5206-5211
【非特許文献２】藤木一到、石崎創、木村善一郎、岡部聡　「一槽型バイオ燃料電池にお
ける正極反応の促進による電力上昇」　第４５回日本水環境学会年会講演集、２０１１年
、ｐ．１６８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上述したように、発電効率を向上しつつ、持続的な利用を可能とした微生物燃料電池が
望まれている。
【００１３】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、発電効率を向上しつつ持続的に利用可
能な微生物燃料電池を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１記載の微生物燃料電池は、有機汚染物質を含有する排水から電気エネルギーを
取り出す微生物燃料電池であって、前記排水と接触する一主面側に前記排水の有機汚染物
質を分解する嫌気性微生物膜を備えた一の電極と、一主面が空気中に曝され、他主面が前
記排水と接触する他の電極と、これら一及び他の電極の間に介在され、前記一の電極側か
ら前記他の電極側への陽イオンの移動を許容する隔膜と、前記他の電極の一主面に所定の
洗浄水を供給して前記他の電極の一主面上に形成される液膜中の水素イオン濃度を高める
洗浄水供給部とを具備したものである。
【００１５】
　請求項２記載の微生物燃料電池は、請求項１記載の微生物燃料電池において、洗浄水は
、ｐＨ１０以下の水溶液であるものである。
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【００１６】
　請求項３記載の微生物燃料電池は、請求項１または２記載の微生物燃料電池において、
洗浄水供給部により他の電極の一主面に供給された後の洗浄水を前記他の電極の一主面に
対して繰り返し再供給する再供給部を具備したものである。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１記載の発明によれば、空気中に曝された他の電極の一主面に対して、洗浄水供
給部によって所定の洗浄水を供給することにより、この一主面上に形成される液膜に蓄積
された水酸化物イオンを洗い出してこの液膜中の水素イオン濃度を高め、発電効率を向上
しつつ、他の電極の一主面への塩の析出を抑制して、持続的な利用が可能になる。
【００１８】
　請求項２記載の発明によれば、洗浄水をｐＨ１０以下の水溶液とすることにより、他の
電極の一主面に対して、水素イオンの供給及び水酸化物イオンの洗い出しを、より効果的
に行うことができる。
【００１９】
　請求項３記載の発明によれば、洗浄水供給部により他の電極の一主面に供給された後の
洗浄水を、再供給部によって他の電極の一主面に対して繰り返し再供給することにより、
洗浄水の使用量を抑制でき、より安価に実施できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施の形態の微生物燃料電池を模式的に示す説明図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態の微生物燃料電池を模式的に示す説明図である。
【図３】同上微生物燃料電池の洗浄水の第１の測定実験の各実施例及び比較例のｐＨと発
電効率との関係を示すグラフである。
【図４】同上微生物燃料電池の各実施例の洗浄水をｐＨ調整しなかった場合の洗浄水のｐ
Ｈの経時変化を示すグラフである。
【図５】同上微生物燃料電池の洗浄水の第２の測定実験の各実施例及び比較例のｐＨと発
電効率との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の第１の実施の形態の構成を、図面を参照して説明する。
【００２２】
　図１において、11は微生物燃料電池(バイオ燃料電池)であり、この微生物燃料電池11は
、燃料電池本体12と、この燃料電池本体12に有機汚染物質を含む排水W1を供給する排水供
給部としての排水供給ポンプ13と、燃料電池本体12に洗浄水W2を供給する洗浄水供給部と
しての洗浄水供給ポンプ14とを備えた、カソード室を省略したいわゆる一室型(一槽型)の
ものである。そして、この微生物燃料電池11は、この微生物燃料電池11に対して電気的に
接続された外部回路15へと電力を供給可能となっている。
【００２３】
　燃料電池本体12は、排水W1が内部に供給される枠状の排水収容部16の両側に、一の電極
としてのアノード17と他の電極としてのカソード18とがそれぞれ取り付けられ、これらア
ノード17とカソード18との間にてカソード18に接するように隔膜としての陽イオン交換膜
19が配置された、フローセル構造となっている。そして、この燃料電池本体12は、少なく
とも使用状態で、上下方向に沿うように、すなわち縦置き状態に配置される。
【００２４】
　排水収容部16は、内部に反応セルを区画する部分であり、例えば発泡シリコンなどによ
り板状に形成されている。さらに、この排水収容部16には、排水供給ポンプ13と処理水W3
を排出する処理水排出部である排水管21とがそれぞれ接続されている。そして、この排水
収容部16内(反応セル)には、排水供給ポンプ13から排水W1が常時供給されている。
【００２５】
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　また、アノード17は、導電部材、例えばカーボングラファイトなどにより板状に形成さ
れている。また、アノード17の一主面である排水収容部16(反応セル)側の側面17aには、
排水収容部16内の排水W1と接触する位置に嫌気性微生物膜22が形成されている。この嫌気
性微生物膜22には、各種の嫌気性微生物が担持され、排水収容部16内の排水W1に含まれる
有機性汚染物質を嫌気分解するように構成されている。
【００２６】
　また、カソード18は、例えばメッシュ状に形成された薄膜状のカーボンクロスなどであ
り、導電部材、例えばカーボングラファイトなどにより枠状に形成された保持部材25によ
って外縁部が排水収容部16に保持されている。この保持部材25は、カソード18と電気的に
接続されており、外部回路15に対して接続可能となっている。そして、このカソード18は
、一主面である排水収容部16(反応セル)と反対側の側面18aが空気中(外気)に曝された、
いわゆるエアカソードである。そして、このカソード18は、上下方向に沿って、すなわち
略垂直状に配置されている。なお、このカソード18の側面18aには、陽イオン交換膜19を
通った排水収容部16(反応セル)側の水分により薄膜状の液膜が形成される。
【００２７】
　また、陽イオン交換膜19は、アノード17側からカソード18側への陽イオンの移動を許容
するもので、カソード18の他主面である排水収容部16(反応セル)側の側面18bに位置し、
排水収容部16内の排水W1と接触している。
【００２８】
　そして、洗浄水供給ポンプ14は、カソード18の側面18aに対して所定の洗浄水W2を供給
してかけ流すものであり、図示しない洗浄水供給源と接続されている。そして、この洗浄
水供給ポンプ14は、カソード18の側面18aの上側寄りに位置しており、この側面18aの全面
に対して、上側から洗浄水W2を所定の流量(微小流量)かけ流すことが可能となっている。
【００２９】
　さらに、洗浄水W2は、本実施の形態では、ｐＨ１０以下、好ましくは酸性の水溶液であ
る。
【００３０】
　また、外部回路15としては、任意の回路を接続することができるが、例えば本実施の形
態では微生物燃料電池11からの電流(電荷)量を計測するための回路であり、例えば電流計
Ａと所定の抵抗値のセメント抵抗などの抵抗Ｒとの直列回路であって、アノード17とカソ
ード18との間に電気的に接続されている。
【００３１】
　次に、上記第１の実施の形態の動作を説明する。
【００３２】
　微生物燃料電池11においては、排水供給ポンプ13によって有機性汚染物質を含有した排
水W1が排水収容部16にてアノード17側に流入し、このアノード17の側面17aに形成された
嫌気性微生物膜22により、有機性汚染物質が嫌気分解される。この嫌気分解によって発生
した電子はアノード17で集電され、外部回路15を経由してカソード18へと移動する。そし
て、カソード18では、水素イオンと空気中の酸素とが電子を受け取り、水が生成する。ア
ノード17での嫌気分解によって生成した水素イオンが陽イオン交換膜19を通ってカソード
18へと移動することにより、電気回路が完成する。
【００３３】
　ここで、アノード17及びカソード18では、以下のような反応が進行する。
【００３４】
　(アノード反応)　ＣＨ2Ｏ＋Ｈ2Ｏ　→　ＣＯ2＋４Ｈ+＋４ｅ-

　(カソード反応)　Ｏ2＋４Ｈ+＋４ｅ-　→　２Ｈ2Ｏ
　(総括反応)　　　ＣＨ2Ｏ＋Ｈ2Ｏ＋Ｏ2　→　ＣＯ2＋２Ｈ2Ｏ
【００３５】
　上記の総括反応から、原理上はカソード18の側面18aに形成される液膜中の水素イオン
濃度は変化しないが、実際には陽イオン交換膜19を介した水素イオンの移動には濃度差が
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必要であるため、カソード18側の水素イオン濃度がアノード17側よりも低くなる。換言す
れば、カソード18の側面18aの液膜中には、水酸化物イオンが蓄積するため、この液膜の
ｐＨが上昇する。
【００３６】
　そこで、本実施の形態では、洗浄水供給ポンプ14によって所定の洗浄水W2をカソード18
の空気中に曝された側面18a側の液膜にかけ流し式で連続供給することにより、液膜中に
蓄積された水酸化物イオンを洗い流す(洗い出す)ことで、カソード18の側面18aの液膜中
の水素イオン濃度を上昇させ、ｐＨを低下させる。その結果、上記のカソード反応(水生
成反応)が促進され、微生物燃料電池11の発電効率が向上するとともに、カソード18の側
面18aへの塩の析出を抑制して、持続的な利用が可能になる。
【００３７】
　特に、洗浄水W2としてｐＨ１０以下の水溶液を用いることにより、カソード18の側面18
aに対して、水素イオンの供給及び水酸化物イオンの洗い出しを、より効果的に行うこと
ができる。
【００３８】
　次に、第２の実施の形態を、図２を参照して説明する。なお、上記第１の実施の形態と
同様の構成及び作用については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００３９】
　この第２の実施の形態は、洗浄水W2を循環させて繰り返し供給するための再供給部31を
備えるものである。
【００４０】
　この再供給部31は、洗浄水W2を回収して貯留する貯留部としての貯留タンク32と、この
貯留タンク32に貯留された洗浄水W2をカソード18の側面18aに供給する洗浄水供給ポンプ1
4と、例えば硫酸などのｐＨ調整材である酸性のｐＨ調整液を貯留する調整材貯留部とし
ての調整液貯留部33と、この調整液貯留部33と接続されこの調整液貯留部33に貯留された
ｐＨ調整液を貯留タンク32に貯留された洗浄水W2に対して供給する調整材供給部としての
調整液ポンプ34と、貯留タンク32中の洗浄水W2のｐＨを検知するとともに、この検知した
ｐＨに対応して調整液ポンプ34の動作を制御する制御部としてのｐＨ制御器35と、貯留タ
ンク32内の洗浄水W2を攪拌する攪拌機36とを有している。
【００４１】
　そして、洗浄水W2は、カソード18の側面18aの液膜に含まれる水酸化物イオンを洗い出
すため、貯留タンク32に回収し、洗浄水供給ポンプ14によってカソード18の側面18aに対
して所定の流量(微小流量)かけ流す、という作業を繰り返すことによって、徐々にアルカ
リ性に近づく。そして、洗浄水W2がアルカリ性に近づくと、カソード18への水素イオンの
供給能率が低下し、カソード反応の促進が低下する。したがって、貯留タンク32に回収さ
れて貯留されている洗浄水W2のｐＨをｐＨ制御器35が検知し、この検知したｐＨに応じて
調整液ポンプ34を適宜駆動させて調整液貯留部33内のｐＨ調整液を貯留タンク32に供給し
、攪拌機36によって攪拌することにより、洗浄水W2を例えばｐＨ１０以下に保つ。そして
、このｐＨ１０以下に保たれた洗浄水W2を洗浄水供給ポンプ14によりカソード18の側面18
aに対して繰り返しかけ流すことで、カソード反応を効果的に促進させ続けることができ
る。
【００４２】
　このように、洗浄水供給ポンプ14によりカソード18の側面18aに供給された後の洗浄水W
2を、再供給部31によってカソード18の側面18aに対して繰り返し再供給することにより、
順次新たな洗浄水を用いる場合と比較して洗浄水W2の使用量を抑制でき、より安価に実施
できる。
【００４３】
　なお、上記第２の実施の形態において、貯留タンク32中の洗浄水W2のｐＨを調整する機
構、すなわち調整液貯留部33、調整液ポンプ34、ｐＨ制御器35及び攪拌機36については、
必須の構成ではない。つまり、例えば洗浄水W2として酸性溶液を用い、複数回循環利用し
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た後、ｐＨが中性付近まで上昇した段階で貯留タンク32中の洗浄水W2を入れ替えるという
操作を行ってもよい。
【００４４】
　また、上記各実施の形態において、洗浄水W2は、例えば連続的にかけ流す以外でも、所
定時間毎に(間欠的に)かけ流すようにしてもよい。
【００４５】
　さらに、上記各実施の形態は、本発明を明確にするために例示したものであり、本発明
は上記各実施の形態に限定されるものではない。
【実施例】
【００４６】
　次に、上記各実施の形態の微生物燃料電池11の発電効率の第１の測定実験について説明
する。
【００４７】
　この第１の測定実験では、微生物燃料電池11は、排水W1として、スクロース、酢酸ナト
リウム、プロピオン酸を主体とする有機汚染物質を含有する人工排水を処理するものとし
、この処理の際の除去された二クロム酸カリウム法による化学的酸素要求量(ＣＯＤCr)当
たりに外部回路15に取り出された電流(電荷)を図３に示す。なお、外部回路15の抵抗Ｒと
しては、４３Ωのセメント抵抗を用いた。また、実施例としては、洗浄水W2として、硫酸
(Ｈ2ＳＯ4)もしくは水酸化ナトリウム(ＮａＯＨ)を用いてｐＨ３．５(実施例１)に調整し
た純水、ｐＨ７(実施例２)に調整した純水、ｐＨ１０(実施例３)に調整した純水、及び、
水道水(実施例４)を用いたものを挙げる。さらに、比較例として、カソード18に対して洗
浄水W2を供給しなかった場合(従来例に対応)を挙げる。なお、電子生産効率は以下の式に
より計算した。
【００４８】
　η＝Ｉ／(ΔＣＯＤ×Ｑ)[ｍＣ／ｍｇ]
　η：電子生産効率[ｍＣ／ｍｇ]
　Ｉ：電流[ｍＡ]
　ΔＣＯＤ：(流入ＣＯＤ)－(処理水ＣＯＤ)[ｍｇ／Ｌ]
　Ｑ：排水流量[Ｌ／ｓ]
【００４９】
　図３に示すように、カソード18に対して洗浄水W2を供給しなかった比較例では、電子生
産効率(発電効率)が６２ｍＣ／ｍｇ－ＣＯＤであったのに対して、洗浄水W2を用いた各実
施例では、電子生産効率(発電効率)が向上していることが分かる。
【００５０】
　この電子生産効率(発電効率)の向上効果は、カソード18の側面18aの液膜に供給する洗
浄水W2のｐＨが低いほど大きく、実施例３(ｐＨ１０)の場合で１２９ｍＣ／ｍｇ－ＣＯＤ
、実施例２(ｐＨ７)の場合で１６５ｍＣ／ｍｇ－ＣＯＤと比較例の２倍以上となり、実施
例１(ｐＨ３．５)の場合では、２５３ｍＣ／ｍｇ－ＣＯＤと比較例の４倍以上となった。
【００５１】
　さらに、実施例４(水道水)の場合でも、１６３ｍＣ／ｍｇ－ＣＯＤとなり、実施例２と
同等であった。すなわち、用いる洗浄水W2に含まれる陽イオン、陰イオンの種類によらず
、ｐＨが微生物燃料電池11の電子生産効率(発電効率)の改善に決定的な役割を果たしてい
ることを示している。
【００５２】
　さらに、図４には、洗浄水W2として純水を循環供給したときの洗浄水W2のｐＨ変化を示
す。貯留タンク32の貯水量は２Ｌ、循環流量は５．５ｍＬ／分であり、調整液ポンプ34及
びｐＨ制御器35を用いた貯留タンク32中の洗浄水W2のｐＨ調整は行っていない。
【００５３】
　この図４に示すように、洗浄水W2のｐＨは経過時間とともに徐々に上昇していった。こ
れは、洗浄水W2を洗浄水供給ポンプ14によりカソード18に循環供給することにより、カソ
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に蓄積されたことを示しており、上記各実施の形態が想定どおりに機能していることを示
している。
【００５４】
　また、洗浄水W2のｐＨが上昇していることから、図３に示す各実施例の結果とあわせる
と、貯留タンク32中の洗浄水W2のｐＨを調整することで洗浄水W2を繰り返し利用できるこ
とが分かる。
【００５５】
　次に、上記各実施の形態の微生物燃料電池11の発電効率の第２の測定実験について説明
する。
【００５６】
　この第２の測定実験では、微生物燃料電池11は、排水W1として、学校法人龍谷大学瀬田
学舎生協食堂排水をガラス繊維ろ紙(ＧＦ／Ｄグレード、保持粒径２．７μｍ)にてろ過し
たろ液を用いた。ろ液のＣＯＤCrは４３２±４７ｍｇ／Ｌであった。
【００５７】
　カソード18のｐＨ制御は、硫酸もしくは水酸化ナトリウムを用いてｐＨ調整した水溶液
(実施例５(ｐＨ３．５)、実施例６(ｐＨ７)、実施例７(ｐＨ１０))をカソード18の側面18
aに流量５．５ｍＬ／分で滴下することにより行った。
【００５８】
　そして、図５に示すように、電子生産効率(発電効率)は、実施例５(ｐＨ３．５)の場合
では、２２１±２０ｍＣ／ｍｇ－ＣＯＤ、実施例６(ｐＨ７)の場合では、１５８±１４ｍ
Ｃ／ｍｇ－ＣＯＤ、実施例７(ｐＨ１０)の場合では、９８±７ｍＣ／ｍｇ－ＣＯＤとなっ
た。
【００５９】
　なお、排水W1として実排水を用いた第２の測定実験の各実施例は、人工排水を用いた第
１の測定実験の各実施例と比較して、電子生産効率(発電効率)が低下していた。これは、
人工排水ではスクロースや酢酸、プロピオン酸といった生物利用性のよい基質を供給して
いるのに対し、実排水では、排水W1中の有機物を加水分解により糖類や有機酸に変化する
ことが必要であり、その結果として、加水分解段階でのＣＯＤCrの損失が発生するためで
あると考えられる。しかしながら、カソード18のｐＨ制御の効果については、実排水を排
水W1として用いた場合でも人工排水を排水W1として用いた場合と同様に酸性側で電子生産
効率(発電効率)の向上効果が大きくなることが認められ、上記各実施の形態が実排水処理
においても有効であることが示された。
【符号の説明】
【００６０】
　11　　微生物燃料電池
　14　　洗浄水供給部としての洗浄水供給ポンプ
　17　　一の電極としてのアノード
　18　　他の電極としてのカソード
　19　　隔膜としての陽イオン交換膜
　22　　嫌気性微生物膜
　31　　再供給部
　W1　　排水
　W2　　洗浄水
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