
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも有機物と窒素化合物とを含む被処理水が供給され、第１の微生物により前記被
処理水中に含まれる前記有機物を分解して水素を発生させる第１の工程を行う処理槽と、
前記処理槽において前記第１の工程により処理された後の前記被処理水中に含まれるアン
モニア及びＢＯＤを低減させる第２の工程を行う電解装置又はオゾン装置と、前記第２の
工程により処理された後の前記被処理水中に含まれる前記有機物及び前記窒素化合物を第
２の微生物により分解して窒素を発生させる第３の工程を行う脱窒槽と、

と、を備え、前記第３の
工程により発生する前記窒素を前記処理槽内に供給することを特徴とする水素発生装置。
【請求項２】
前記脱窒槽において前記第３の工程により処理された後の被処理水が供給される電解槽と
、少なくとも一対の電極と、を含む電解手段を備え、前記一対の電極に通電することによ
り、前記被処理水中の有機物及び／又は窒素化合物を除去することを特徴とする

の水素発生装置。
【請求項３】
前記脱窒槽において前記第３の工程により処理された後の被処理水に次亜ハロゲン酸を添
加する次亜ハロゲン酸添加手段を備えたことを特徴とする の水
素発生装置。
【請求項４】
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前記電解装置又
は前記オゾン装置の後段で且つ前記脱窒槽の前段に硝酸添加手段

請求項１
記載

請求項１又は請求項２記載



前記脱窒槽は被処理水を流入する被処理水流入部を底部に備えたことを特徴とする
の水素発生装置。

　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水素を発生する処理槽の後段に、該処理槽からの残渣や排水中に含まれる有
機物を低減するための処理装置を備えた水素発生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食品廃棄物（生ゴミ）、し尿、産業廃水、下水などの有機性排水から水素を生産する方
法として、水素生成菌を用いて有機性廃水に含まれる有機物を分解する水素発酵方法が提
案されている。水素は燃料電池として高い効率で電気エネルギーへ変換できること、発熱
量が石油の３～４倍であること、燃焼後は水のみが生じるため環境負荷が少ないことなど
多くの利点を有している。
【０００３】
　しかしながら、上記の如き水素発酵方法においては、発酵後の残渣や排水中のＢＯＤ（
生物化学的酸素要求量）が非常に高く、このＢＯＤを低減するための処理装置が必要とな
る。従来、ＢＯＤの処理装置として好気条件による生物的処理、若しくはメタン発酵処理
などが用いられている。
【０００４】
　特許文献１には、嫌気性生物処理工程において有機性廃水を分解し、この嫌気性生物処
理工程からの排水を好気条件で生物的処理を行い前記排水中のＢＯＤを分解する方法が開
示されている。しかしながら、係る好気条件での生物的処理を用いた方法では、設備の設
置面積が大きく、また曝気するためのエネルギーが必要になるという問題がある。
【０００５】
　また、特許文献２には、水素発酵の後段にてメタン発酵処理を行い、メタンを発生させ
ると共に、廃液中のＢＯＤを低減することが開示されている。しかしながら、このような
メタン発酵処理方法では、設備の設置面積が大きく、またメタン発酵処理ではＢＯＤの低
減能力が低く残渣も発生するという問題があった。
【特許文献１】特開平１０－１９２８８９号公報
【特許文献２】特開２００１－１４９９８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、食品工場排水、食品廃棄物（生ゴミ）、し尿（家畜し尿）、産業廃水、下水
などの有機性排水から水素を生成する処理槽から生ずる残渣や排水中に含まれる有機物を
、設置面積やコストを抑制しつつ高効率で処理可能に構成した水素発生装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の水素発生装置は、少なくとも有機物と窒素化合物とを含む被処理水が供給され
、第１の微生物により前記被処理水中に含まれる前記有機物を分解して水素を発生させる
第１の工程を行う処理槽と、前記処理槽において前記第１の工程により処理された後の前
記被処理水中に含まれるアンモニア及びＢＯＤを低減させる第２の工程を行う電解装置又
はオゾン装置と、前記第２の工程により処理された後の前記被処理水中に含まれる前記有
機物及び前記窒素化合物を第２の微生物により分解して窒素を発生させる第３の工程を行
う脱窒槽と、

と、を備え、前記第３の工程により発生する前記窒素を前記処理槽内に供給すること
を特徴とする。
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請求項
１乃至請求項３記載

前記電解装置又は前記オゾン装置の後段で且つ前記脱窒槽の前段に硝酸添加
手段



　　　
【０００８】
　

【０００９】
　

　　　
【００１０】
　

【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、有機物を含む被処理水から水素を発生させると共に、水素発生後に生
ずる残渣や排水に含まれる有機物を低減可能な水素発生装置が提供される。また本発明の
別の目的は、水素の発生効率を高めることにある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、本発明の好適な実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、本実施形態は
、生ゴミ等の食品廃棄物の固形分を含む排水（以下、有機性排水とする）から水素を発生
させる場合について説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【実施例１】
【００１５】
　以下、図面に基づき本発明の一実施例を詳述する。図１は、本発明の一実施例としての
水素発生装置の概略構成図を示している。水素発生装置１は、有機性排水から嫌気性微生
物又は通性嫌気性微生物のはたらきにより水素を発生させ、この水素を図示しない回収装
置により回収可能な様に構成される。
【００１６】
　本実施の形態において、水素発生装置１は、有機性排水の前処理を行う前処理装置２と
、該前処理装置２の後段に配置され、前処理装置２から排出された有機性排水が供給され
、この有機性排水中の有機物を微生物によって分解、発酵させ水素を発生させる水素発酵
槽３と、該水素発酵槽３を水素発酵に好適な温度である＋２５℃～＋５０℃、より好まし
くは＋３７℃に保持するためにヒータやクーラー等により構成される温度調整手段として
の温度調整部４と、水素発酵槽３から排出された有機性排水が供給され、この有機性排水
に硝酸塩を添加するための硝酸添加装置１０と、該硝酸添加装置１０から排出された有機
性排水が供給され、この有機性排水中の有機物と窒素化合物を微生物の働きによって分解
する脱窒処理装置５と、この脱窒処理装置５から発生する窒素を前記水素発酵槽３に供給
する搬送管７と、脱窒処理装置５の後段に配置され、脱窒処理装置５から排出された有機
性排水中の有機物、窒素化合物やリンを除去するための排水処理装置と、を備える。
【００１７】
　前処理装置２は、有機性排水中の固形分を粉砕又はスラリー状にするなどして、その後
段に配設される水素発酵槽３、硝酸添加装置１０、脱窒処理装置５及び排水処理装置６に
おける配管等での前記固形分による詰まりを防止すると共に、有機性排水中の有機物を微
細化及び変成させるなどにより、水素発酵槽３又は脱窒処理装置５での微生物による有機
物の分解効率を向上させ、水素等の発生効率を向上させるために設置されものであり、例
えば図２の２Ａに示されるようにディスポーザ１００、沈殿分離槽２００、固液分離装置
３００及びコンポスト装置４００により構成されるもの、若しくは図３の２Ｂのようにス
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請求項２記載の水素発生装置は、請求項１記載の水素発生装置において、前記脱窒槽に
おいて前記第３の工程により処理された後の被処理水が供給される電解槽と、少なくとも
一対の電極と、を含む電解手段を備え、前記一対の電極に通電することにより、前記被処
理水中の有機物及び／又は窒素化合物を除去することを特徴とする。

請求項３記載の水素発生装置は、請求項１又は請求項２記載の水素発生装置において、
前記脱窒槽において前記第３の工程により処理された後の被処理水に次亜ハロゲン酸を添
加する次亜ハロゲン酸添加手段を備えたことを特徴とする。

請求項４記載の水素発生装置は、請求項１乃至請求項３記載の水素発生装置において、
前記脱窒槽は被処理水を流入する被処理水流入部を底部に備えたことを特徴とする。



ラリー生成機を用いたものが使用される。
【００１８】
　水素発酵槽３内には、図示しない水素生成能を有する微生物である嫌気性の水素生成菌
、又は通性嫌気性の水素生成菌が導入されている。嫌気性の水素生成菌としては、クロス
トリジウム属 (Clostridium)に属する菌が使用される。また、通性嫌気性の水素生成菌と
しては、通性嫌気性細菌であるセルロール分解菌（ Paenibacillus(Bacillus) polymyxa）
、ペニバチルス・マセランス (P. macerans)、エンテロバクター・エロゲネス (Enterobact
er aerogenes)やエンテロバクター・クロアカエ (Enterobacter cloacae)等のエンテロバ
クター属細菌、大腸菌 (Escherichia coli)、クレブシエラ・ニューモニア (Klebsiella pn
eumoniae)、シュードモナス・スツッツェリ (Pseudomonas stutzeri)、ルミノコッカス (Ru
minococcus)、ビフィドバクテリウム (Bifidobacterium)等が使用可能である。
【００１９】
　尚、水素発酵槽３で発生した水素ガスは、所定のボンベ、水素吸蔵合金などに収容され
るか、又は図示しない水素導入管により搬送され、必要に応じて精製器を経た後、例えば
燃料電池の燃料として用いられる。
【００２０】
　硝酸添加装置１０は、水素発酵槽３からの水素発酵後の残渣を含む有機性排水に硝酸塩
を添加するための装置であり、混合タンク１１と、硝酸塩添加部１２と、を備える。硝酸
添加装置１０は、その後段に配置される脱窒処理装置５において有機性排水中に含まれる
有機物を後述する脱窒菌により分解するのに必要な量の硝酸塩を有機性排水中に添加する
ための装置であり、混合タンク１１内に有機性排水が導入されると硝酸塩添加部１２によ
り必要な量の硝酸塩が当該混合タンク１１内に添加され有機性排水中に溶解される。硝酸
添加装置１０にて有機性排水中に添加する硝酸塩としては、硝酸ナトリウム、硝酸カリウ
ム、硝酸アンモニウム等が使用可能である。
【００２１】
　脱窒処理装置５には、上昇流汚泥床法（以下、ＵＳＢ法とする）が採用された生物脱窒
処理装置が用いられる。脱窒処理装置５は、脱窒槽５１と、汚泥層５２と、ガストラップ
５３と、有機性排水の供給部である供給口５４と、脱窒槽５１内で脱窒処理された有機性
排水を排出するための排出口５５と、を備える。
【００２２】
　尚、ＵＳＢ法が採用された生物脱窒装置は、１日当りに処理するＢＯＤ量（ｋｇ）を当
該生物脱窒槽の容積（ｍ 3）で除した値、所謂ＢＯＤ容積負荷が１０．０（ｋｇ／ｍ 3／ｄ
ａｙ）以上であり、他のＢＯＤ低減方法である例えば好気条件による生物的処理（０．５
（ｋｇ／ｍ 3／ｄａｙ））などよりも大きく、より高効率にＢＯＤ低減を行うことができ
るようになる。
【００２３】
　汚泥層５２には、脱窒菌の付着担体を用いることなく、脱窒菌（不図示）が自己造粒し
たグラニュール汚泥を形成させ、脱窒槽５１内に高密度且つ高濃度に微生物（脱窒菌）を
含む活性汚泥が保持される。尚、グラニュール汚泥は嫌気性微生物が集合した略塊の如き
ものであり、他の人工的に作られた多孔質担体、即ちＰＶＡ粒子若しくはセラミックス担
体等に比べ活性汚泥量が多くなるため、高密度に汚泥が保持される。
【００２４】
　また脱窒処理装置５は、脱窒菌によるグラニュール汚泥により形成される汚泥層５２の
堆積していない脱窒槽５１上部が、浮上してきたガスをグラニュール汚泥と分離するとと
もに水分とグラニュール汚泥が分離するように構成されると共に、装置下部が脱窒菌グラ
ニュール汚泥を堆積させ、脱窒反応を行う反応部として構成される。
【００２５】
　他方、脱窒処理装置５にて脱窒反応により発生したガスである窒素は、ガストラップ５
３により捕集され搬送管７により水素発生装置３に供給される。
【００２６】
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　排水処理装置６は、脱窒処理装置５より排出された有機性排水中に残留する窒素化合物
やリンなどを処理して環境中に排出されることを防ぐ目的で当該脱窒処理装置５の後段に
配置されるものであり、図４に示す如き電気化学的手法を用いた電解装置により構成され
る。
【００２７】
　以上の構成により、本実施例の水素発生装置１の動作について図１乃至図４を用いて説
明する。
【００２８】
　まず、前処理装置２に有機性排水が供給される。
【００２９】
　次に前処理工程を説明する。図２に示す前処理装置２Ａにおいて有機性排水は、固形分
と液体分とに分離されるか又はスラリー状される。
【００３０】
　ディスポーザ１００には有機性排水が供給される。有機性排水中の固形分はディスポー
ザ１００により粉砕、微細化され、沈殿分離槽２００および固液分離装置３００により固
形分と液体分とに分離される。液体分（ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）６０００ｍｇ／
Ｌ程度）は、後段の水素発酵槽３に供給される。一方、固形分はコンポスト装置４００に
よりコンポスト化され、たとえば堆肥として利用される。
【００３１】
　上記ディスポーザ１００による処理の代わりに、粉砕処理や低分子化処理（熱、酸化分
解等）等を採用してもよい。また、図３の前処理装置２Ｂのようにスラリー生成機を用い
て、有機性排水をスラリー状にした後、それを後段の水素発酵槽３に供給しても良い。
【００３２】
　これにより、有機性排水は固形分と液体分とに分離又はスラリー状とされることから、
その後段に配置された水素発酵槽３、硝酸添加装置１０、脱窒処理装置５及び排水処理装
置６での配管や熱交換器部分等で発生する食品かすなどの固形分による詰まりを防止する
ことができ、更に水素発酵槽３又は脱窒処理装置５での微生物による有機物の分解効率が
向上すると共に、水素等の発生効率が向上する。
【００３３】
　前処理装置２から排出された有機性排水は水素発酵槽３に供給される。尚、この前処理
装置２から排出された有機性排水が水素発酵槽３に供給される前に、図示しない加熱冷却
手段を用いて、例えば＋７０から＋９０℃まで加熱処理した後、冷却処理して後段の水素
発酵槽３における水素発生の至適温度である＋３７℃程度としてもよい。このような加熱
冷却手段を用いた場合には、上記加熱処理により有機性排水中の雑菌の除菌が成され、水
素発酵槽３への雑菌の混入が防止でき、水素生成菌が雑菌により駆逐されることがなくな
るので、水素発酵槽３において効率良くまた長期間に渡って水素発生を維持できる。また
、この加熱処理により、有機性排水に含まれる有機物の分解も促進されるため、水素発酵
槽３における水素生成菌による水素発生反応が促進される。更に、上記冷却処理を実施す
ることにより、水素発酵槽３での水素発生に好適な温度に有機性排水の温度を制御でき、
これによっても水素発酵槽３における水素発生の効率化を図ることができるようになる。
【００３４】
　水素発酵槽３では、上記した如き水素生成菌、例えば嫌気性の水素生成菌の一種である
クロストリジウム属 (Clostridium)に属する菌、若しくは通性嫌気性の水素生成菌の一種
であるエンテロバクター・エロゲネス（ Enterobactor aerogenes）が、有機性排水中の有
機物を分解して水素を発生すると共に、アルコールや有機酸（残渣）が生成される。この
場合の分解対象となる有機物をグルコース（Ｃ 6Ｈ 1 2Ｏ 6）とすると、グルコースは水素生
成菌の作用により、反応式（１）にて示す化学反応に基づいて主として酢酸（ＣＨ 3ＣＯ
ＯＨ）と二酸化炭素（ＣＯ 2）と水素（Ｈ 2）に分解される。
　Ｃ 6Ｈ 1 2Ｏ 6＋２Ｈ 2Ｏ→２ＣＨ 3ＣＯＯＨ＋２ＣＯ 2＋４Ｈ 2↑　・・・（１）
【００３５】
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　そして、これら水素発酵槽３で発生した水素ガスは、所定のボンベ、水素吸蔵合金など
に収容されるか、又は図示しない水素導入管により搬送され必要に応じて精製器を介して
、例えば燃料電池の燃料として用いられることになる。
【００３６】
　一方、前記水素発酵槽３から排出された有機性排水は、水素発酵槽３で生成された酢酸
を含む有機酸は多量のＢＯＤを含む残渣として硝酸塩添加装置１０に供給される。
【００３７】
　硝酸添加装置１０では、まず水素発酵槽３からの残渣を含む有機性排水が混合タンク１
１に導入される。次にこの混合タンク１１内の有機性排水中に、硝酸塩添加部１２から所
定量の硝酸塩が添加、混合される。当該添加される硝酸塩の量としては、有機性排水のＢ
ＯＤ値の１／３以下の量のＮＯ 3－Ｎが添加されることが好ましい。例えば、ＢＯＤ：６
０００（ｍｇ／Ｌ）に対しては、ＮＯ 3－Ｎ：２０００（ｍｇ／Ｌ）相当の硝酸塩を添加
することが好ましい。尚、有機性排水のＢＯＤ値は、前処理装置２に導入される前段、或
いは硝酸添加装置１０の前段であって水素発酵槽３の後段の位置でＢＯＤ測定手段を用い
て測定すればよい。
【００３８】
　そして硝酸添加装置１０で所定量の硝酸塩を溶解された有機性排水は、ＵＳＢ法を用い
た脱窒処理装置５の底部に設けられた供給口５４より脱窒槽５１内に供給され、脱窒槽５
１内を下から上へと上昇しながら脱窒及びＢＯＤ低減が成され、排出口５５よりオーバー
フローによるか又は図示しないポンプによって排出される。
【００３９】
　脱窒処理装置５の脱窒槽５１内の下方であって液面高さの４割以上の部分には、上述し
た如きグラニュール汚泥による汚泥層５２が形成される。この汚泥層５２は高密度且つ高
濃度で脱窒菌を含み、この脱窒菌による嫌気発酵により脱窒反応、即ち有機物を分解する
と共に有機性排水中に含まれる窒素成分が窒素ガスとして発生する反応が生じる脱窒反応
部としての機能を有する。
【００４０】
　脱窒処理装置５の脱窒槽５１内における有機性排水の脱窒並びにＢＯＤ低減処理につい
て説明する。脱窒槽５１の供給口５４より脱窒槽５４内に供給された有機性排水は、上向
流で汚泥層５２内を上昇していく。この間に、当該有機性排水中の硝酸態窒素及び亜硝酸
態窒素は上述した如き脱窒菌の働きにより窒素ガスにまで分解される。即ち、脱窒菌は有
機物を酸素により酸化してエネルギーを得るが、本実施例では、脱窒槽５１内は嫌気状態
とされているため、脱窒菌は、硝酸や亜硝酸中の酸素を利用して有機物の酸化分解を行う
。これにより、有機物、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は、脱窒菌により脱窒処理され、窒
素ガスに還元される（反応式（１）、（２））。尚、反応式（１）、（２）における水素
は排水中の有機物から供給されるものであり、例えば上述した水素発酵槽３において生成
された酢酸から供与される（反応式（４））。
　２ＮＯ 2

-＋３（Ｈ 2）→Ｎ 2↑＋２Ｈ 2Ｏ＋２ＯＨ -・・・（２）
　２ＮＯ 3

-＋５（Ｈ 2）→Ｎ 2↑＋４Ｈ 2Ｏ＋２ＯＨ -・・・（３）
　ＣＨ 3ＣＯＯ -＋３Ｈ 2Ｏ→２ＣＯ 2＋ＯＨ -＋４（Ｈ 2）・・・（４）
【００４１】
　そして、脱窒槽５１内で生成した窒素ガスは、脱窒槽５１に設けられたガストラップ５
３により捕集される。このように有機性排水が脱窒槽５１底部の供給口５４より供給され
ると、当該有機性排水は、脱窒反応部としての汚泥層５２を上昇しながら脱窒反応により
有機物が分解低減され、且つ窒素成分を窒素ガスとして発生することで、有機性排水中の
有機物低減が行われる。
【００４２】
　一方、上記脱窒反応を生じながら脱窒槽５１内を上昇した有機性排水は、脱窒槽５１上
部において、比重差により水分とグラニュール汚泥とに分離され、水分は上述したように
排出口５５より排出され、グラニュール汚泥は脱窒槽５１下部の汚泥層５１に沈降する。
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【００４３】
　これにより、汚泥層５２は常時脱窒槽５１内の下部に滞留し、グラニュール汚泥が排出
口５５より外部に排出されることなく脱窒反応を促進することができるようになる。
【００４４】
　他方、上記ガストラップ５３により捕集された窒素ガスは、当該発生する窒素ガス自身
の圧力、若しくは図示しない気体搬送用ポンプなどにより搬送管７を介して水素発酵槽３
の下部より吹き込まれる。このようにすることで、水素発酵槽３内が前記窒素ガスにより
攪拌されるため、水素発酵槽３内を攪拌するための攪拌装置が不要となり、エネルギー消
費を抑制することができるようになると共に、水素発酵槽３内の微生物による反応を均等
に効率よく行わせることができるようになる。
【００４５】
　尚、水素発酵槽３内では、上述の如き水素生成菌による水素生成反応が進行するに従っ
て気相及び液相の水素分圧が徐々に上昇するが、このように菌体外部の水素分圧が高くな
ると水素生成菌の水素発生能力が著しく低下するという問題がある。即ち、水素分圧が高
い状態では、水素生成菌によるプロトン還元力が水素以外の他の還元性物質の生産に利用
され、結果として水素生成菌による水素生成効率が低下する。しかしながら、上述したよ
うに、本実施例においては水素発酵槽３内に窒素ガスが吹き込まれることにより、当該水
素発酵槽３内の水素分圧を低下させることができ、水素発酵槽３での水素生成効率が著し
く低下することなく水素生成を行うことができるようになる。また、前記窒素の水素発酵
槽３内への供給により、当該水素発酵槽３内の菌叢が一定に保持され、当該水素発酵槽３
における水素生成を阻害する水素資化性細菌、例えばアルカリゲネス（ Alkaligenes）属
、ハイドロゲノバクター（ Hydrogenobacter）属、メタノバクテリウム（ Metanobacterium
）属、アセトバクテリウム（ Acetobacterium）属等の増殖を防ぐことが可能となり、これ
によっても水素発酵槽３での水素生成を効率的に行うことができるようになる。
【００４６】
　また、本実施例においては脱窒処理装置５の前段で硝酸添加装置１０により有機性排水
中に、脱窒処理装置５での脱窒反応に最適な量の硝酸を添加しているので、より一層脱窒
処理装置５における脱窒反応（窒素ガス発生及びＢＯＤ低減）を促進できると共に、有機
性排水中のＢＯＤ量をより一層低減することができるようになる。
【００４７】
　その後、脱窒処理装置５から排出された有機性排水は、排水処理装置６に供給される。
有機性排水中に、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、アンモニア性窒素又は有機性窒素等の所謂
窒素化合物やリン等が含まれている場合には、有機性被処理液の河川や湖沼への排出によ
る川や湖等の富栄養化が危惧されることは周知である。そこで、有機性排水中の窒素化合
物等を除去する目的で排水処理装置６が設置される。また、排水処理装置６では、前記脱
窒処理装置５でＢＯＤが低減されたにもかかわらず有機性排水中のＢＯＤが高い場合には
、該ＢＯＤを減少させることも可能である。
【００４８】
　排水処理装置６としての電気化学的手法を用いた処理装置を図４に示す。排水処理装置
６は、電気化学反応を用いて有機性排水中の窒素化合物を処理する装置である。この処理
方法によれば、有機性排水中に含まれるアンモニアと、排水処理装置６のカソードにおい
て有機性排水中の硝酸性窒素を亜硝酸性窒素を経てアンモニアへと還元させることにより
生成されたアンモニアを、アノードで生じる次亜塩素酸と反応させて脱窒することが可能
となる。
【００４９】
　図４を用いて排水処理装置６の実施形態を説明する。図４は排水処理装置６の概要を示
す説明図である。この排水処理装置６は、処理槽６３と、該処理槽６３内の有機性排水中
に少なくとも一部が浸漬するように対向して配置された一対の電極６１、６２と、該電極
６１、６２に通電するための電源６４及び該電源を制御するための図示しない制御装置な
どから構成されている。尚、処理槽６３内には内部を撹拌するための撹拌手段を設けても
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良い。
【００５０】
　前記電極６２は周期表の第 VIII族、又は第 VIII族を含む導電体、若しくは、同族、又は
同族を含む導電体を導電体に被覆したものとして例えば、鉄（Ｆｅ）、若しくは、鉄を被
覆した導電体により構成されており、前記電極６１は、例えば白金（Ｐｔ）又は白金とイ
リジウム（Ｉｒ）の混合物などの貴金属電極、又は、これらを被覆した不溶性の導電体か
ら構成されている。尚、電極６２は本実施例では、周期表の第 VIII族、又は第 VIII族を含
む導電体、若しくは、同族、又は同族を含む導電体を導電体に被覆したものとして、鉄（
Ｆｅ）を用いているが、これ以外に、周期表第 VIII族を含む導電体であれば、コバルト（
Ｃｏ）やニッケル（Ｎｉ）等であってもよいものとする。また、電極６１は、貴金属電極
又はこれらを被覆した不溶性の導電体により構成されているが、これ以外に、フェライト
などのセラミクス系導電体や炭素系導電体若しくはステンレス鋼などであってもよいもの
とする。尚、この実施例では白金とイリジウム（白金・イリジウム）の混合物を用いる。
【００５１】
　以上の構成により、処理槽６３内に硝酸性窒素やアンモニア等の窒素化合物を含む有機
性排水が貯留され、前記制御装置により電源６４をＯＮとし、電極６１に正電位を、電極
６２に負電位を印加する（窒素処理ステップ。図４の左側）。これにより、電極６１はア
ノードとなり、電極６２はカソードとなる。
【００５２】
　係る電位の印加により、カソードを構成する電極６２側では、アノードを構成する電極
６１側において生成された電子が供給され、有機性排水中に含まれる硝酸性窒素としての
硝酸イオンが亜硝酸イオンに還元される（反応式（５））。更に、亜硝酸イオンに還元さ
れた硝酸性窒素は、カソードを構成する電極６２側において、電子が供給され、アンモニ
ア（アンモニウムイオン）まで還元される（反応式（６））。以下に、反応式（５）、（
６）を示す。
　ＮＯ 3

-＋Ｈ 2Ｏ＋２ｅ -→ＮＯ 2
-＋２ＯＨ -・・・（５）

　ＮＯ 2
-＋５Ｈ 2Ｏ＋６ｅ -→ＮＨ 3（ａｑ）＋７ＯＨ -・・・（６）

【００５３】
　一方、アノードを構成する白金・イリジウム電極６１側では、排水中に含有されるハロ
ゲン化物イオンとしての塩化物イオンが電子を放出して塩素を生成する。そして、この塩
素は水に溶解して次亜塩素酸を生成する。このとき、同時にオゾン、若しくは、活性酸素
も生成される。尚、本実施例では、有機性排水中に塩化物イオンが含有されているため、
次亜塩素酸が生成されているが、これ以外に他のハロゲン化物イオンが有機性排水中に含
有されている場合には、次亜フッ素酸や次亜臭素酸などの他の次亜ハロゲン酸が生成され
ても同様の効果を奏するものとする。
【００５４】
　ここで、有機性排水中に含まれる塩化物イオン濃度が低い場合には、有機性排水中に、
例えば塩化物イオンや、ヨウ化物イオンや、臭化物イオンなどのハロゲンイオンや、これ
らハロゲンイオンを含む化合物、例えば、塩化ナトリウムや塩化カリウムなどを添加して
もよい。即ち、有機性排水の塩化ナトリウムの塩化物イオンを例えば１０ｐｐｍ以上４０
０００ｐｐｍ以下とする。
【００５５】
　このような有機性排水中に本来含まれる塩化物イオンや上述の如く添加した塩化ナトリ
ウムは、アノードを構成する電極６１において酸化され、塩素を生成し（反応式（７）、
（８）。塩化ナトリウムの場合で示す）、生成された塩素は、有機性排水中で水と反応し
、次亜塩素酸を生成する（反応式（９））。そして、生成された次亜塩素酸は、有機性排
水中に含まれるアンモニア（アンモニウムイオン）、及び上述の反応式（６）で有機性排
水中に生成されたアンモニア（アンモニウムイオン）と反応し、複数の化学変化を経た後
、窒素ガスに変換される（反応式（９）乃至（１２））。以下に、反応式（７）乃至反応
式（１２）を示す。
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　ＮａＣｌ→Ｎａ +＋Ｃｌ -・・・（７）
　２Ｃｌ -→Ｃｌ 2＋２ｅ -・・・（８）
　Ｃｌ 2＋Ｈ 2Ｏ→ＨＣｌＯ＋ＨＣｌ・・・（９）
　ＮＨ 3＋ＨＣｌＯ→ＮＨ 2Ｃｌ＋Ｈ 2Ｏ・・・（１０）
　ＮＨ 2Ｃｌ＋ＨＣｌＯ→ＮＨＣｌ 2＋Ｈ 2Ｏ・・・（１１）
　ＮＨ 2Ｃｌ＋ＮＨＣｌ 2→Ｎ 2↑＋３ＨＣｌ・・・（１２）
【００５６】
　また、有機性排水中のアンモニア（アンモニウムイオン）は、アノードを構成する電極
６１側で発生するオゾン、若しくは、活性酸素と反応Ｆに示す如く反応し、これによって
も窒素ガスに脱窒処理される（（反応式（１３））。
　２ＮＨ 3（ａｑ）＋３（Ｏ）→Ｎ 2↑＋３Ｈ 2Ｏ・・・（１３）
【００５７】
　これにより、有機性排水中の硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素などの窒
素化合物を同一の処理槽２内において処理可能となる。
【００５８】
　更に、有機性排水中にリンが含まれる場合には、排水処理装置６を用いることで、リン
の除去も可能となる。リンの除去は、前記窒素化合物の処理（窒素処理ステップ）の終了
後、前記制御装置は各電極６１、６２に印加する電位の極性を切り換える（図４の右側。
リン処理ステップ。尚、極性切り換え後も有機性排水中では上記窒素処理反応が継続して
いる）。これにより、電極６１はカソード、電極６２はアノードを構成することになる。
これにより、有機性排水は電気化学的手法としての電解処理が行われ、アノードを構成す
る電極６２は、上述の如き導電体にて構成されていることから、電極６２より鉄（ II）イ
オンが有機性排水中に溶出して、有機性排水内において鉄（ III）イオンにまで酸化され
る。
【００５９】
　生成された鉄（ III）イオンは、反応式（１４）に示す如く脱リン反応により、有機性
排水中のリン酸イオンと凝集沈殿し、水に難溶性のリン酸鉄を生成する。
　Ｆｅ 3

+＋ＰＯ 4
3 -→ＦｅＰＯ 4↓・・・（１４）

【００６０】
　これにより、有機性排水中に含有されたリン化合物としてのリン酸イオンをリン酸鉄と
して沈殿処理することができる。
【００６１】
　また、電子の供給のために有機性排水中に鉄（ II）イオンの状態で溶出し、電極上或い
は有機性排水中で酸化された鉄（ III）イオンの一部は、この場合にカソードを構成する
電極６１側において、再度電子が供給され、鉄（ II）イオンに還元されて再びアノードを
構成する電極６２側において酸化される。
【００６２】
　前記窒素処理ステップにおいてカソードを構成する電極６２の表面に成長するスケール
（ＣａＣＯ 3、Ｍｇ（ＯＨ） 2等）は、このリン処理ステップで電極６２がアノードとなる
ことにより表面から落とされる。これにより、電極６２の電解性能を高く維持できるよう
になる。
【００６３】
　更に、排水処理装置６によれば、有機性排水中のＢＯＤを電解により生成される次亜塩
素酸による反応、又は電極表面での反応等により分解することが可能であり、有機性排水
中のＢＯＤを減少させることができる。
【００６４】
　このように、排水処理装置６を脱窒処理装置５の後段に設けることにより、有機性排水
中に、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、アンモニア性窒素又は有機性窒素等の所謂窒素化合物
やリン等が含まれている場合にも、有機性排水の河川や湖沼への排出によるが抑制され、
更に、ＢＯＤも低減させることができることから、本発明の発酵装置の環境負荷を低減す
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ることが可能となる。また、電解反応により生成される次亜塩素酸等により、有機性排水
中に含まれる有害な微生物、例えば遺伝子操作菌等が殺菌され、系外に放出される危険を
減少させることができるようになり、より環境負荷の少ない水素発生装置１を成すことが
できるようになる。
【００６５】
　尚、本実施例では排水処理装置６として有機性排水を電解槽６３内に導き、この有機性
排水を電解方式による処理方法を説明したが、これ以外にも、例えば次亜塩素酸ナトリウ
ム等の次亜ハロゲン酸の薬剤を図示しない混合槽に注入して処理する方法、若しくは電解
により生成された次亜塩素酸水等の次亜ハロゲン酸水を図示しない混合槽に注入して処理
する方法などを用いてもよいものである。
【実施例２】
【００６６】
　次に図５を参照して、本発明の水素発生装置の第２の実施例を説明する。図５は、この
場合の水素発生装置の概略構成図を示したものであり、本実施例において上記実施例１と
同一の符号が付されているものは同一若しくは同様の機能、効果を有するものである。
【００６７】
　図５において、２０は電解装置であり、水素発酵槽３の後段であって且つ硝酸添加装置
１０の前段に設置される。
【００６８】
　電解装置２０は、有機性排水が貯留され電解処理される電解槽２１と、この電解槽２１
内の有機性排水中に少なくとも一部が浸漬され夫々対向するように備えられた電極対２２
、２３と、該電極対に通電するための電源２４と、該電源２４を制御するための図示しな
い制御装置と、を備える。
【００６９】
　前記電極２２及び２３は、例えば白金（Ｐｔ）又は白金とイリジウム（Ｉｒ）の混合物
若しくは白金とタンタル（Ｔａ）などの貴金属電極、又はこれらをチタン等の導電性金属
基体上に被覆した導電体、所謂不溶性電極から構成されている。
【００７０】
　係る構成により、水素発酵槽３から排出された水素発酵の残渣を含む有機性排水が電解
装置２０の電解槽２１に貯留されると、前記制御装置により電源２４が通電され、電極２
２に正電位が、電極２３に負電位が印加される。これにより、電極２２はアノードとなり
、電極２３カソードとなる。
【００７１】
　係る電位の印加により、アノードを構成する電極２２側では有機性排水中に含まれる、
又は図示しない塩化物イオン添加手段により有機性排水中に塩化ナトリウムなどの形態で
添加される塩化物イオンが電子を放出して塩素を生成する（反応１５、１６）。そして、
この塩素は水に溶解して次亜ハロゲン酸としての次亜塩素酸を生成する（反応１７）。ま
た、同時に水の電気分解が生じて酸素が生成される（反応１８）。更に、このときオゾン
、若しくは活性酸素も生成される。また、カソードを構成する電極２３側では、水素が生
成される（反応１９）。以下に反応１５乃至反応１９を示す。
　ＮａＣｌ→Ｎａ +＋Ｃｌ -・・・（１５）
　２Ｃｌ -→Ｃｌ 2＋２ｅ -・・・（１６）
　Ｃｌ 2＋Ｈ 2Ｏ→ＨＣｌＯ＋ＨＣｌ・・・（１７）
　２Ｈ 2Ｏ→Ｏ 2＋４Ｈ +＋４ｅ -・・・（１８）
　２Ｈ 2Ｏ＋２ｅ -→Ｈ 2＋２ＯＨ -・・・（１９）
【００７２】
　そして有機性排水中のアンモニアは、アノード側より発生する次亜塩素酸やオゾン、活
性酸素などにより上述した反応７乃至反応１０に示す如き脱窒作用を受ける。更に、有機
性排水中のＢＯＤは、電解により生成される次亜塩素酸やオゾン、活性酸素などによる反
応、又は電極表面での反応等により分解され、減少する。
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【００７３】
　これにより、有機性排水中のＢＯＤが低減することで、電解装置２０の後段の硝酸添加
装置１０での硝酸添加量を抑制することができるようになり、硝酸添加装置１０の小型化
が可能となると共に、硝酸添加量が抑制されることからランニングコストも削減すること
ができるようになる。また、上述した如く電解装置２０によれば有機性排水中のアンモニ
アも低減することができるので、水素発生装置１の最後段に設置される排水処理装置６の
小型化、高効率化ができるようになる。
【００７４】
　尚、電解装置２０において前記制御装置により電極２２、２３の極性を転換、即ち電極
２２に負電位を、電極２３に正電位を印加すると、各電極表面に付着した汚濁物質等が剥
離され、電極表面がリフレッシュされることにより、より一層電解効率が向上する。
【実施例３】
【００７５】
　次に図６を参照して、本発明の水素発生装置の第３の実施例を説明する。図６は、この
場合の水素発生装置の概略構成図を示したものであり、本実施例において上記各実施例と
同一の符号が付されているものは同一若しくは同様の機能、効果を有するものである。
【００７６】
　図６において、３０はオゾン装置であり、水素発酵槽３の後段であって且つ硝酸添加装
置１０の前段に設置される。
【００７７】
　オゾン装置３０は、有機性排水中に図示しない放電装置で発生させたオゾンガスを細か
な気泡として吹き込む装置である。
【００７８】
　これにより、上記実施例２の電解装置２０と略同様な効果、即ち、有機性排水中のアン
モニア及びＢＯＤの低減ができるようになり、オゾン装置３０の後段の硝酸添加装置１０
での硝酸添加量を抑制することができるようになり、硝酸添加装置１０の小型化が可能と
なると共に、硝酸添加量が抑制されることからランニングコストも削減することができる
ようになる。また、有機性排水中のアンモニアも低減することができるので、水素発生装
置１の最後段に設置される排水処理装置６の小型化、高効率化ができるようになる。
【００７９】
　以上詳述した如く、上記各実施例によれば、食品工場排水、食品廃棄物（生ゴミ）、し
尿（家畜し尿）、産業廃水、下水などの有機性排水から水素を生成する水素発酵槽３から
生ずる残渣や排水中に含まれる有機物を、設置面積やコストを抑制しつつ高効率で処理可
能に構成した水素発生装置が提供される。
【００８０】
　尚、上記各実施例で使用された前処理装置２及び水素発酵槽３はそれに限定されるもの
では無く、本発明を実施可能なものであればその形態は限定されるものではない。また、
上記各実施例では脱窒処理装置５としてＵＳＢ法による生物脱窒装置を使用したが、これ
に限らず嫌気条件で脱窒反応を行いながらＢＯＤ低減でき本発明を実現可能な方法ならば
用いることが可能であり、その形態は限定されるものではない。
【００８１】
　また、上記各実施例で使用された排水処理装置６は必ずしも設置する必要はなく、有機
性排水の性状などの必要に応じて設置すればよいものである。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の水素発生装置の一実施形態を示した構成概略図である。
【図２】本発明の水素発生装置の前処理装置にディスポーザを用いた場合の概略図である
。
【図３】本発明の水素発生装置の前処理装置にスラリー生成機を用いた場合の概略図であ
る。

10

20

30

40

50

(11) JP 4030533 B2 2008.1.9



【図４】本発明の水素発生装置に設置される排水処理装置の概略図である。
【図５】本発明の水素発生装置の第２の実施形態を示した構成概略図である。
【図６】本発明の水素発生装置の第３の実施形態を示した構成概略図である。
【符号の説明】
【００８３】
　１　水素発生装置
　２、２Ａ、２Ｂ　前処理装置
　３　水素発酵槽
　４　温度調節部
　５　脱窒処理装置
　６　排水処理装置
　７　搬送管
　１０　硝酸添加装置
　１１　混合タンク
　１２　硝酸塩添加装置
　２０　電解装置
　２１　電解槽
　２２、２３、６１、６２　電極
　２４、６４　電源
　３０　オゾン装置
　５１　脱窒槽
　５２　汚泥層
　５３　ガストラップ
　５４　供給口
　５５　排出口
　６３　処理槽
　１００　ディスポーザ
　２００　沈殿分離装置
　３００　固液分離装置
　４００　コンポスト装置
　５００　スラリー生成機
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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