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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発酵槽からサンプリングした発酵液に含まれる炭酸を、塩基性の炭酸捕捉剤の添加によ
り難溶解性の塩として固相に捕捉する炭酸捕捉手段と、固液分離により該難溶解性の塩を
除去する固液分離手段と、固液分離後の液相に不揮発性の酸を添加して揮発性有機酸を気
相中に放散する揮発性有機酸放散手段と、気相中に放散された揮発性有機酸濃度の定量を
行う定量手段とを備えることを特徴とする発酵液中の揮発性有機酸濃度のモニタリング装
置。
【請求項２】
　前記塩基性の炭酸捕捉剤は、マグネシウム化合物であることを特徴とする請求項１記載
の発酵液中の揮発性有機酸濃度のモニタリング装置。
【請求項３】
　前記揮発性有機酸放散手段は、前記液相に不揮発性の酸を添加してｐＨ３以下の酸性と
して揮発性有機酸を気相中に放散することを特徴とする請求項１又は２記載の発酵液中の
揮発性有機酸濃度のモニタリング装置。
【請求項４】
　前記不揮発性の酸は、硫酸であることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の揮発
性有機酸濃度のモニタリング装置。
【請求項５】
　前記定量手段は、熱導電セル方式の検出器、炎イオン化方式の検出器、中和滴定方式の
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検出器、吸着に伴う物性値変化を測定する検出器、及び、吸光又は発光を測定する検出器
の少なくとも１つであることを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の揮発性有機酸濃
度のモニタリング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発酵槽内における発酵液中の揮発性有機酸濃度をモニタリングする装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　発酵槽における発酵性能の低下や酸敗を回避するために、発酵液成分のモニタリングが
行われている。
【０００３】
　しかし、発酵液成分には、アンモニア塩のようなｐＨ緩衝性を示す成分も含まれている
ため、ｐＨを測定するだけでは、発酵性能の低下や酸敗の原因となるプロピオン酸や酢酸
等の揮発性有機酸の増加を検知できない場合があった。
【０００４】
　そのため、プロピオン酸や酢酸等の揮発性有機酸濃度を、より直接的に測定する方法が
検討されている。
【０００５】
　しかし、多くの発酵液中には、二酸化炭素が比較的高濃度に溶存しており、この干渉を
除外しなければ、精度の良い揮発性有機酸濃度の測定は困難であった。
【０００６】
　特許文献１には、メタン発酵槽内の検体から限外ろ過装置を透過した試料を酸性化し、
この試料に窒素ガス又は二酸化炭素を除去した空気を通気して溶解炭酸及び硫化水素を揮
散させ、更に試料に所定量の塩化バリウムもしくは塩化カルシウムを添加して残存する溶
解炭酸を不溶化させてからアルカリ溶液を用いて液相の揮発性有機酸を中和滴定するメタ
ン発酵槽の有機酸測定方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平５－１３８１９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献１のような液相での中和滴定法は操作が複雑であり、更に、干渉成分
を完全に除去することが困難であるため、精度上の問題もある。
【０００９】
　このように、従来は、揮発性有機酸を正確に定量する方法が確立していなかったため、
発酵槽へのバイオマス導入を、十分に安全圏とされる範囲でのみ行っていた。そのため、
低負荷運転を余儀なくされ、バイオガス収量は低いものであった。
【００１０】
　さらに、運転を誤ってｐＨが５以下になった場合は、メタン発酵が進行しない酸敗状態
が形成され、発酵槽内のバイオマスを全交換することになる。
【００１１】
　そこで、本発明の課題は、発酵の安定化、及び、バイオガスの収量増加に寄与できるよ
うに、発酵液中の揮発性有機酸濃度を正確にモニタリングできる発酵液中の揮発性有機酸
濃度のモニタリング装置を提供することにある。
【００１２】
　また本発明の他の課題は、以下の記載によって明らかとなる。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題は、以下の各発明によって解決される。
【００１４】
（請求項１）
　発酵槽からサンプリングした発酵液に含まれる炭酸を、塩基性の炭酸捕捉剤の添加によ
り難溶解性の塩として固相に捕捉する炭酸捕捉手段と、固液分離により該難溶解性の塩を
除去する固液分離手段と、固液分離後の液相に不揮発性の酸を添加して揮発性有機酸を気
相中に放散する揮発性有機酸放散手段と、気相中に放散された揮発性有機酸濃度の定量を
行う定量手段とを備えることを特徴とする発酵液中の揮発性有機酸濃度のモニタリング装
置。
【００１５】
（請求項２）
　前記塩基性の炭酸捕捉剤は、マグネシウム化合物であることを特徴とする請求項１記載
の発酵液中の揮発性有機酸濃度のモニタリング装置。
【００１６】
（請求項３）
　前記揮発性有機酸放散手段は、前記液相に不揮発性の酸を添加してｐＨ３以下の酸性と
して揮発性有機酸を気相中に放散することを特徴とする請求項１又は２記載の発酵液中の
揮発性有機酸濃度のモニタリング装置。
【００１７】
（請求項４）
　前記不揮発性の酸は、硫酸であることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の揮発
性有機酸濃度のモニタリング装置。
【００１８】
（請求項５）
　前記定量手段は、熱導電セル方式の検出器、炎イオン化方式の検出器、中和滴定方式の
検出器、吸着に伴う物性値変化を測定する検出器、及び、光学的吸収発光を測定する検出
器の少なくとも１つであることを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の揮発性有機酸
濃度のモニタリング装置。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、発酵液中の揮発性有機酸濃度を正確にモニタリングできる発酵液中の
揮発性有機酸濃度のモニタリング装置を提供することができる。
【００２０】
　また、前記モニタリング装置を用いることによって、発酵の安定化、及び、バイオガス
の収量増加の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係る発酵液中の揮発性有機酸濃度のモニタリング装置の基本プロセスを
示す図
【図２】本発明に係る発酵液中の揮発性有機酸濃度のモニタリング装置の一例を示す図
【図３】発酵制御システムを実施する装置の一例を示す図
【図４】検量線
【図５】実施例３で得られたクロマトグラム
【図６】実施例４で得られたクロマトグラム
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明による発酵液中の揮発性有機酸濃度のモニタリング装置は、発酵槽における発酵
液中の揮発性有機酸濃度の測定に適用される。
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【００２３】
　前記発酵槽としては、発酵液が、揮発性有機酸、及び、炭酸及び／又は炭酸塩を含む発
酵槽であれば何れでもよく、例えば、糞尿、生ごみや食品加工残渣等の有機性廃棄物を処
理するメタン発酵槽を好ましく例示できる。
【００２４】
　一般的に、メタン発酵槽において、前記発酵液は、消化液と称される場合があるが、本
明細書では便宜上発酵液と称する。
【００２５】
　また、前記揮発性有機酸としては、酢酸及びプロピオン酸を好ましく例示でき、プロピ
オン酸より高級な揮発性有機酸であってもよい。
【００２６】
　図１は、本発明に係る発酵液中の揮発性有機酸濃度のモニタリング装置の基本プロセス
を示す図である。
【００２７】
　図１において、１は、発酵液中の揮発性有機酸濃度のモニタリング装置であり、炭酸捕
捉手段２、固液分離手段３、揮発性有機酸放散手段４及び定量手段５からなる。
【００２８】
　炭酸捕捉手段２は、発酵槽からサンプリングした発酵液に含まれる炭酸を、塩基性の炭
酸捕捉剤の添加により難溶解性の塩として固相に捕捉する。
【００２９】
　前記塩基性の炭酸捕捉剤としては、発酵液中において塩基性を示し、炭酸を固相に捕捉
できる物質であれば何れでもよく、好ましくは、マグネシウム化合物であり、マグネシウ
ム塩又は水酸化物の何れであってもよい。
【００３０】
　水酸化マグネシウムを用いた場合は、炭酸を、無害な炭酸マグネシウムとして沈澱させ
、固相に捕捉できる。
【００３１】
　一方、銀、銅、亜鉛、ニッケル、コバルト等を含む塩は、アンミン錯体との複合塩を形
成し、炭酸の捕捉が不十分な場合が生じるため好ましくない。
【００３２】
　また、例えば塩化カルシウムのようなカルシウム塩は、炭酸水素イオンを多く生成し、
やはり、炭酸の捕捉が不十分となるため好ましくない。
【００３３】
　さらに、例えば塩化バリウムのようなバリウム塩は、毒性が高く取扱いが困難であり、
炭酸捕捉後の炭酸バリウムもまた毒性が高い廃棄物となるため好ましくない。
【００３４】
　前記塩基性の炭酸捕捉剤の添加方法は、粉末や粒状のまま添加してもよいし、液状にし
て添加してもよい。
【００３５】
　本発明において、前記塩基性の炭酸捕捉剤の添加後の発酵液は、中性乃至弱アルカリ性
であることが好ましく、弱アルカリ性であることがより好ましい。好ましいｐＨの範囲は
、７．０～８．５、より好ましくは、７．２～７．８である。この様な条件下において炭
酸を固相に捕捉することが好ましい。
【００３６】
　本発明において、炭酸の固相への捕捉率は、好ましくは、７０～１００％、より好まし
くは、８０～１００％である。
【００３７】
　固液分離手段３は、固液分離により前記難溶解性の塩を除去する。固液分離手段として
は、ＪＩＳ　Ｐ　３８０１ろ紙（化学分析用）に規定される５種Ａ程度のスクリーンを備
えた濾過装置や、沈降分離機、又は遠心分離機を用いることができ、前記難溶解性の塩が
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除去されたろ液もしくは上澄液が回収される。
【００３８】
　このようにして炭酸を液相から除去した発酵液は、後段の揮発性有機酸濃度の測定にお
いて、炭酸による干渉が大きく軽減されるため、正確な測定を行えるようになる。
【００３９】
　揮発性有機酸放散手段４は、固液分離後の液相に不揮発性の酸を添加して揮発性有機酸
を気相中に放散する。不揮発性の酸の添加により、発酵液は、好ましくは、ｐＨ３以下の
酸性とされる。ｐＨ３以下の酸性とされることにより、発酵液が含有していた揮発性有機
酸は更に効率的に気相中に放散される。
【００４０】
　前記不揮発性の酸としては、不揮発性の酸であれば用いることができるが、硫酸、過塩
素酸等を好ましく例示できる。
【００４１】
　定量手段５は、このようにして気相中に放散された揮発性有機酸濃度の定量を行う。
【００４２】
　定量手段５としては、熱導電セル方式の検出器、炎イオン化方式の検出器、中和滴定方
式の検出器、吸着に伴う物性値変化を測定する検出器、及び、吸光又は発光を測定する検
出器等を好ましく例示でき、これらの１又は２以上を組み合わせて用いることができる。
前記吸着に伴う物性値変化を測定する検出器としては、半導体への吸着による導電率変化
を測定する検出器を好ましく例示できる。また、前記吸光又は発光を測定する検出器とし
ては、赤外線吸収法やＩＰＣ（誘導プラズマカップリング）発光法等を好ましく例示でき
る。プロセスガスクロマトグラフ、分散型の赤外線ガス分析計を用いることも好ましい。
【００４３】
　定量手段５に導入されたプロピオン酸や酢酸等の揮発性有機酸の濃度は、常時又は間欠
的に定量される。
【００４４】
　また、定量手段５に供する前に、揮発性有機酸に対して予備濃縮処理を施すことも好ま
しく、予備濃縮処理としては、ヘッドスペース法、パージ・トラップ法を好ましく例示で
きる。
【００４５】
　図２は、本発明に係る発酵液中の揮発性有機酸濃度のモニタリング装置の一例を示す図
である。
【００４６】
　図２において、固液分離手段３で炭酸を液相から除去した発酵液は、定量ポンプ４１を
介して揮発性有機酸放散手段４が備えるパージ槽４２に導入される。また、揮発性有機酸
放散手段４は、不揮発性の酸を貯える酸水槽４３を備えている。不揮発性の酸は、前記酸
水槽４３から定量ポンプ４４を介して、パージ槽４２に導入された発酵液に添加される。
不揮発性の酸の添加により、発酵液は、好ましくは、ｐＨ３以下の酸性とされ、発酵液が
含有していた揮発性有機酸は気相中に放散される。
【００４７】
　パージ槽４２に加熱コイル等の熱源４５を設けて、発酵液を、好ましくは３０～５０℃
に保つことにより、揮発性有機酸をより効率的に気相中に放散することができ、測定精度
を向上することができる。
【００４８】
　放散された揮発性有機酸は、ガス排出ライン４６に送られる。一方、液相は、液排出ラ
イン４７により、パージ槽４２から排出される。
【００４９】
　ガス排出ライン４６は、４方コック５１を備え、揮発性有機酸は、該４方コック５１を
介して、キャリヤーガスボンベ５２から放出された高純度ヘリウムガス等のキャリヤーガ
スに混合され、定量手段５に導入さる。一方、ガス排出ライン４６に残った余剰分の揮発
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性有機酸は、図示しない燃焼装置に送られ焼却される。
【００５０】
　揮発性有機酸の濃度としては、酢酸が大半の成分のときは、ｐＨが所定範囲内にあれば
濃度に制約は特にない。しかし、プロピオン酸の濃度に関しては５０００ｐｐｍ以下が好
ましく、より好ましくは２５００ｐｐｍ以下である。
【００５１】
　さらに、定量手段５は、上述した発酵液中の揮発性有機酸の濃度測定だけでなく、発酵
槽から生成したバイオガス濃度の測定に用いることができる。
【００５２】
　例えば、ガス排出ライン４６において、４方コック５１の上流に３方コックを設けて、
該３方コックに発酵槽から生成したバイオガスの一部を導入する。
【００５３】
　前記バイオガスを、上述した揮発性有機酸の場合と同様に定量手段４に導入することに
より、定量手段４によるバイオガスの濃度測定が可能となる。前記バイオガスの濃度測定
は、例えば、メタンや二酸化炭素を対象に行われる。
【００５４】
　一般的なバイオガス中のメタン濃度は３５～８５ｖｏｌ％、大半は４５～７５ｖｏｌ％
であり、二酸化炭素の濃度は１５～６５ｖｏｌ％、大半は２５～５５ｖｏｌ％である。
【００５５】
　例えば、前記３方コックの切り換えにより、揮発性有機酸とバイオガスの濃度測定を交
互に行うように構成してもよい。
【００５６】
　また、揮発性有機酸濃度の測定データに基づき、発酵槽へのバイオマス導入量を調節す
るように構成してもよい。
【００５７】
　図３において、６１、６２、６３はバイオマス導入管である。バイオマス導入管は受け
入れるバイオマスの種類に応じて複数本設けることができ、本態様としては、図示のよう
な３つの種類のバイオマス原料を導入するバイオマス導入管６１、６２、６３を設けた例
について説明する。
【００５８】
　本態様では、バイオマス導入管６１、６２、６３は、例えば、導入されるバイオマスの
種類が、炭化水素の多いバイオマス、窒素成分の多いバイオマス、固形分量が多いバイオ
マス、あるいは炭化水素の多いバイオマス、窒素成分の多いバイオマス、固形分量が少な
いバイオマスのように、各種の組成の異なったバイオマスを各々導入できる。具体的には
、例えば、生ごみ、下水処理汚泥、し尿汚泥を各々の導入管から導入する。
【００５９】
　３本のバイオマス導入管６１、６２、６３は、それぞれ調節バルブ６４、６５、６６を
有しており、メタン発酵槽に導入する各バイオマスの量を調節することができる。
【００６０】
　７０はバイオマスの混合部である。混合部７０はバイオマス導入管６１、６２、６３か
ら導入された３種のバイオマスを均等に混合する。混合部７０で混合されたバイオマスは
メタン発酵槽８０に送られる。
【００６１】
　メタン発酵槽８０中における発酵液の一部は、排出管８１を介して、揮発性有機酸濃度
のモニタリング装置１に送液され、揮発性有機酸濃度が測定される。
【００６２】
　９０は制御部であり、モニタリング装置１の測定データが入力される。
【００６３】
　制御部９０は入力されたデータに応じて制御テーブルに基づき制御対象のバイオマス原
料を特定し、該特定されたバイオマス導入管の調節バルブを調節して導入量を調節する。
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【００６４】
　さらに、バイオガス中のメタン及び二酸化炭素濃度測定を行うバイオガスモニター、混
合部７０で混合されたバイオマスの固形分量を測定する固形分モニター、及び／又は、発
酵液中のアンモニア濃度を測定するアンモニアモニターを適宜設けて、これらの測定デー
タについてもバイオマス導入の調節に反映するようにしてもよい。
【実施例】
【００６５】
　以下に、本発明の実施例を説明するが、本発明はかかる実施例によって限定されない。
【００６６】
（実施例１）
　サンプル１（メタン発酵発酵液）５０ｍｌを分取し、水酸化マグネシウムを３ｇ添加し
、振盪後、ＪＩＳ　Ｐ　３８０１ろ紙（化学分析用）に規定される５種Ａに相当するスク
リーンによりろ過した。濾液を１００ｍｌ三角フラスコに捕集し、１Ｎ硫酸３ｍｌを添加
後、気相を酢酸定量用のガス検知管で定量した。（酢酸定量用ガス検知管：酢酸・プロピ
オン酸が混合して検出される）
【００６７】
　ガス検知管による測定値は、７ｐｐｍだった。
【００６８】
　図４に示す検量線から、サンプル１中の酢酸濃度を求めることができた。
【００６９】
（実施例２）
　サンプル２（メタン発酵発酵液）について、実施例１と同様に酢酸定量用のガス検知管
で定量した。
【００７０】
　ガス検知管による測定値は、１５ｐｐｍだった。
【００７１】
　図４に示す検量線から、サンプル２中の酢酸濃度を求めることができた。
【００７２】
（実施例３）
　実施例１で得られた気相を、プロセスガスクロマトグラフ（昇温キャピラリーカラム、
窒素キャリアー、ＴＣＤ検出器）に導入し分析した。
【００７３】
　得られたクロマトグラムを図５に示す。酢酸、プロピオン酸がそれぞれ検出できた。
【００７４】
（実施例４）
　実施例２で得られた気相を、実施例３と同様に分析した。
【００７５】
　得られたクロマトグラムを図６に示す。酢酸、プロピオン酸がそれぞれ検出できた。
【符号の説明】
【００７６】
　１：モニタリング装置
　２：炭酸捕捉手段
　３：固液分離手段
　４：揮発性有機酸放散手段
　　４１：定量ポンプ
　　４２：パージ槽
　　４３：酸水槽
　　４４：定量ポンプ
　　４５：熱源
　　４６：ガス排出ライン
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　　４７：液排出ライン
　５：定量手段
　　５１：４方コック
　　５２：キャリヤーガスボンベ
　６１、６２、６３：バイオマス導入管
　６４、６５、６６：調節バルブ
　７０：混合部
　８０：メタン発酵槽
　８１：排出管
　９０：制御部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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