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はじめに 

 日本下水道事業団（JS）では、2017（平成 29）年度から 2021（令和 3）年度までの

5 ヶ年度を計画期間とする第 5 次中期経営計画に定める JS の 2 つの役割、すなわち

「下水道ソリューションパートナーとしての総合的支援」、「下水道ナショナルセンター

としての機能発揮」を着実に果たしていくため、JS 自らの財源を確保し、安定的かつ

継続的に調査研究を実施し、地方公共団体に成果を還元することを目的として、2018 年

1 月に策定した「基礎・固有調査研究の中期計画」（計画期間：同上）に則り、14 テー

マの調査研究を進めて参りました。 

 本報告書は、これらのうち、今後の下水道技術の進化に向け、JS が先行・先導して

調査研究を進める「基礎調査研究（先導技術）」の一環として実施した「水素利活用技

術の開発等による下水道資源の活用」に関する調査研究成果を取りまとめたものです。 

 本調査研究では、微生物燃料電池と逆電気透析の複合化による創エネ型下水処理プロ

セス構築に向け、ラボスケールでの基礎実験を行いました。 

本報告書が地方公共団体の皆さまの下水道事業の遂行の一助になりますとともに、下

水道事業全体の発展に寄与することを期待するものです。 

なお、本調査研究は、桑嶋知哉（2019～20 年度）、新川祐二（2021 年度）の指導の

下、碓井次郎（2019 年度）、井上善之（2019～20 年度）、熊越瑛（2019～21 年度）、村

岡正季（2021 年度）、植松実緖（2021 年度）が担当しました。 

2022 年 3 月 

技術戦略部長 橋本 敏一 
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第１章 研究の概要 

１．１ 研究の背景および位置づけ 

現在、わが国においては活性汚泥法を用いた下水処理が広く導入されている。活性汚

泥法は、処理速度が速いという利点がある一方で、曝気による電力消費量が大きく、か

つ多量の汚泥が発生するといった課題を有している。下水処理に使用される電力量は、

日本の総使用電力量の約 0.7%1)を占めており、また、処理に伴い発生する汚泥は総産業

廃棄物量の約 20%2)に及ぶ。こうした背景を受けて、「曝気が不要」であり「汚泥発生量

の削減が可能」な水処理技術として、微生物燃料電池（Microbial fuel cell；以下、「MFC」

という。）の研究開発が進められている。MFC は有機物を分解し電気エネルギーを取り

出すことが可能な技術であるが、出力電圧が低いため、利用用途を含めた検討が必要で

ある。 

一方、2050 年までに二酸化炭素排出量を総量としてネットゼロにするという政策目

標が政府から表明されたことを受けて、下水道事業においても省エネルギー対策や再生

可能エネルギー活用の推進に向けた一層の努力が求められている。また、水素基本戦略

（平成 29 年 12 月）、エネルギー基本計画（第６次：令和 3 年 10 月）では、新たなエ

ネルギー源としての水素の活用、水素社会の実現に向けた様々な方針が示されており、

官民を挙げた取り組みが求められている。 

日本下水道事業団では、下水処理水のポテンシャルを活用した新たな創エネルギー技

術の確立を目的として、国立大学法人山口大学と株式会社正興電機製作所と共同で、国

土交通省が実施する平成 28 年度の下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェク

ト）において、「下水処理水と海水の塩分濃度差を利用した水素製造システムの実用化

に関する調査事業」を提案、採択され、平成 29 年度までの 2 年間にわたり調査を実施

した。この調査で対象とした技術は、逆電気透析（Reverse Electro Dialysis；以下、

「RED」という。）を用いることで、下水処理水と海水の塩分濃度差エネルギーを直接

水素エネルギーに変換可能な技術である。 

 

１．２ 研究の目的 

本研究では、MFC と RED を組み合わせることで、MFC 単体では得られない水素発

生に必要な電圧を RED で補うことで水素発生を行い、曝気が不要で、汚泥量の削減が

可能な創エネルギー型下水処理技術（RED-MFC 技術；以下、「RMFC」という。）を構

築するための基礎実験を実施する。これにより、下水道施設への本技術の適用可能性に

ついて検討することを目的とする。 

 

１．３ 実施項目および工程 

本研究は、RMFC の下水道施設への適用可能性の検討を目的に、平成 31 年～令和 2
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年度の 3 か年で実施した（表 １.1）。 

 

 
表 １.1 実施項目および工程 

実施項目 H29 H30 H31/R1 R2 R3 
①微生物燃料電池と逆電気透

析を合わせた創エネ型下水処

理プロセス（RMFC）の基礎実

験 

     

②成果とりまとめ      

 

 

１．４ 報告書の構成 

 本報告書は調査実施項目に従い、以下の構成でとりまとめた。 

 

     第１章 研究の概要 

     第２章 RMFC の開発および適用可能性の検討 

     第３章 成果および課題 
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第２章 RMFC 技術の開発および適用可能性の検討 

本研究では、MFC と RED を組み合わせることで、RED により MFC 単体では得ら

れない水素発生に必要な電圧を補うことで水素発生を行い、かつ MFC の長所である曝

気が不要で汚泥量の削減を可能とする新規下水処理技術として、RMFC（図 ２.1）の

下水処理施設への適用可能性について検討することを目的とする。本研究の実施内容は、

「MFC の電極調整および性能評価」、「RMFC の適用可能性の検討」に大別され、次項

から、それぞれの検討方法および検討結果を記す。 

 

２．１ MFC の電極調整と性能評価 

２．１．１ 模擬下水を用いた MFC 実験 

（１）実験概要と目的 

RMFC を構築するにあたり、要素技術である MFC を調整するための条件（有機物濃

度、電位等）に関する知見を得ることを目的に、模擬下水を用いた MFC の実験を行っ

た。また、MFC の電極について、電子放出菌*の増殖状況を把握することを目的に、電

子顕微鏡等を用いて MFC 電極の微生物の観測を行った。 

 

（２）実験装置 

電子を受け取る電極（以下、「カソード電極」という）は、11cm×8cm の Pt メッキ

Ti 網（エキスパンドメタル）を 10cm×16.5cm のカーボンフェルトで挟むように折り

                                                
* 電子放出菌…無酸素条件下で有機物を分解する際に、電子を放出する微生物細菌の

通称。導電性の固体基質（アノード電極）を最終電子受容体とすることで、汚水中の

有機物を分解し、電気エネルギーを系外に取り出すことが可能である。Shewanella 
属や Geobacter 属等が電子放出菌として知られている。 

図 ２.1 RMFC 技術の概要 
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込み、糸で固定したものを用いた。有機物の分解と電子の放出が行われる電極（以下、

「アノード電極」という）には、カソード電極と同じものに下水処理場から採取した返

送汚泥を濃縮して塗布したものを使用した。アクリルブロックで作成した反応槽の容積

は 300m L であり、各電極は槽内壁面に固定した（図 ２.2、写真 ２.1）。また、電極電

位は電気化学測定装置を用いて制御しており、作用極（Working Electrode; WE）はア

ノード電極、対極（Counter Electrode; CE）はカソード電極となるように設定した。

また、参照極（Reference Electrode; RE）は Ag/AgCl 電極（島津製作所製 HX-R5）を

用いており、反応槽の筐体の専用口から挿入・固定した。 

 

 

 

 

 

図 ２.2 MFC 電極の作成方法 

写真 ２.1 MFC 実験装置 
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（３）実験方法 

①MFC 調整実験 

本実験では、模擬下水として酢酸ナトリウムに 0.1mol/L となるように NaCl を添加

したものを対象溶液とした。対象溶液は貯留タンクからチューブポンプで送排液を行う

ことで（2.4mL/min）、溶液が常に循環するようにした（図 ２.3）。対象溶液はおよそ

150 日毎に交換しており、溶液中の酢酸ナトリウムの初期濃度が 11, 5, 20 mmol/L と

なるようにした。溶液の pH は特に制御していないが、実験開始前に pH7~8 程度であ

ることを pH 試験紙で確認した。また、対象溶液中の有機物は、CODCr濃度を水質測定

計 DRB200（HACH）または、DR890（東亜 DKK）を用いて測定した。電極電位はア

ノード電極を作用極として、定電圧に保持するように電圧を印加した。電位は渡邊らの

研究 3)を参考に、+0.2V (vs Ag/AgCl)とした。実験中はアノード電極の電位、アノード

電極-カソード電極間の電流・電圧を記録した。なお、実験室内はエアコンで極端な温度

変化を避けた状態（20℃程度）で実験を行った。 

 

 

②電極の微生物確認実験 

前述の MFC 調整実験で用いたアノード電極を対象に、電子放出菌の状況を確認する

ために、走査型電子顕微鏡や共焦点レーザー顕微鏡を用いた観察を行った。また、発電

に関与する微生物を特定するために、次世代シークエンサーを用いた菌叢解析を行った。

サンプルとして、返送汚泥、MFC 調整実験後のアノード電極に付着した微生物の解析

を実施した。なお、参考として、電極面積 5cm2 の小型 MFC 実験装置で短期間調整し

たアノード電極に付着した微生物の観察および菌叢解析も行った。 

 

（４）実験結果および考察 

①電極調整実験 

酢酸ナトリウムの初期濃度を 11、5、20 mmol/L の順に定期的に変化させた MFC 調

チューブポンプ
東京理科器械(EYELA)
SMP-21 (2.4 ml/min)

参照極
島津製作所
HX-R5

流路図

図 ２.3 MFC 実験装置 
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整実験結果を図 ２.4 に示す。いずれも実験開始後は電流が徐々に増加した。これはア

ノード電極上で電子放出菌が増殖したことで、有機物の処理量が増加したためと考えら

れる。また、初期濃度 5、20 mmol/L の実験において、有機物の分解により CODCr が

100mgO2/L 程度となった時点で電流値が急激に低下する現象が確認された。模擬下水

の CODCr濃度の減少と電流値の関係を確認したところ、CODCrが 50mgO2/L 以上減少

した場合に電流が増加しており、100 mgO2/L 以上では約 3mA と一定の値となった（図 

２.6）。すなわち、本実験で用いた装置では、電子放出菌の増殖に伴い電流値も増加する

が、電子放出菌が付着するアノード電極の面積等の制約上、発電能力の上限は 3mA 程

度と考えられる。 

本実験における CODCr減少量から計算した酢酸ナトリウムの減少量（Δn）と、電流

値から電気的に分解されたと考えられる酢酸ナトリウムの減少量（Δnel）から、酢酸

ナトリウムが電気的に処理された割合η（＝Δnel/Δn）を算出した（図 ２.6）。CODCr

の測定手法・精度に由来すると考えられる誤差があるものの、その割合は 0.6～0.8 程

度であった。これは電子放出菌が有機物処理により得られるエネルギーの過半を外部に

エネルギーとして出力することを意味しており、有機物処理に伴う発生汚泥量が好気的

処理に比べて少ないことを示唆している。 

 

 

 

 

図 ２.4 酢酸ナトリウムの初期濃度（11、5、20 mmol/L）の違いによる CODCr の経時変化 
（実線：電流値 点線：CODCr の値） 
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②電極微生物確認実験 

微生物の分布や微生物の形態を直接観察することを目的に、走査型電子顕微鏡を用い

たアノード電極断面の観測結果を図 ２.7 に示す。なお、図 ２.7 には電極面積 5cm2の

小型 MFC 実験装置で短期間調整した結果も参考で示している。いずれのサンプルも、

カーボンフェルトの深部まで微生物が存在することが確認された。さらに、電極に付着

している微生物は形状の異なるものが多数存在したため、発電に関わる、あるいは発電

時に電極に付着する微生物が複数種存在すると推定された。 

 

図 ２.6 有機物濃度の減少量に
対する電流値の時間変化 

図 ２.6 酢酸ナトリウムが電気
的に処理された割合ηの比率

の時間変化 

図 ２.7 電極断面の観察結果（走査型電子顕微鏡） 

アノード電極断面（参考：小型 MFC 実験装置） 

アノード電極断面 
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次に、電極に存在する微生物群の生細胞と死細胞の分布を同時に観察するために、共

焦点レーザー顕微鏡で観察した結果を図 ２.8 に示す。生細胞、死細胞を区別する 2 色

染色を行っており、電極深部まで微生物が分布していることが確認された。生細胞（図

中緑色部）と死細胞（図中赤色部）を重ねた写真において、電極全体が緑色と赤色の混

合色である黄色からオレンジ色に呈色していることが観察された。このことから、生細

胞と死細胞が局在しているわけではなく混在しており、電極全体で微生物増殖と死滅が

繰り返し進行していたと考えられる。 

 

次世代シーケンサーを用いた菌叢解析の結果を表 ２.1 に示す。表中の数値は細菌種

が同定された DNA 断片数を示しており、細菌クラスター上位（3 検体合計で DNA 断片

数が多い順）20 種を掲載している。各検体で解析に用いられた DNA 断片数は、汚泥で

136234、MFC 電極に付着した微生物で 148788、小型 MFC 実験装置の電極に付着した

微生物で 144242 であった。調整実験後に増殖した細菌種の中には、電子放出菌として

知られている Geobacter 属の DNA が確認された。また、MFC 電極への付着が報告され

ている Paludibacter 属の存在も確認された 4)。これらの微生物が、電子放出菌として働

いていると推察された。しかし、これらの細菌の存在率は、実験により大きく異なるこ

とから、MFC の調整に係る実験条件や期間が電極に付着する細菌の種類や分布に影響

することが予想された。このため、電子放出菌が持続的に電極へ付着できる MFC の実

験条件を確立することが重要と考えられる。 

 

 

 

図 ２.8 電極断面の観察結果（共焦点レーザー顕微鏡） 

アノード電極断面（参考：小型 MFC 実験装置） 

アノード電極断面 



 

－２-９－ 

表 ２.1 MFC 電極の菌叢解析の結果 

 
  

Rank 属 種 類似種数 合計 返送汚泥 MFC電極 参考：小型MFC電極

1 KF-Gitt2-16 KF-Gitt2-16 incertae sedis 72 44319 0 44319 0

2 Rhodospirillum rubrum id=4339256 27 20227 0 718 19509

3 Geobacter Geobacter incertae sedis 43 19812 6 102 19704

4 Solirubrobacterales incertae sedis Solirubrobacterales incertae sedis 54 10742 507 10215 20

5 Alkaliphilus transvaalensis id=210652 5 10130 0 10130 0

6 Porphyromonadaceae incertae sedis Porphyromonadaceae incertae sedis 63 9719 83 352 9284

7 Corynebacterium Corynebacterium incertae sedis 27 8275 3 8269 3

8 Ignavibacteriaceae incertae sedis Ignavibacteriaceae incertae sedis 57 8091 8088 0 3

9 Paludibacter Paludibacter incertae sedis 62 8001 167 366 7468

10 Saprospiraceae incertae sedis Saprospiraceae incertae sedis 109 7615 7548 40 27

11 VC2_1_Bac22 incertae sedis VC2_1_Bac22 incertae sedis 27 7195 0 468 6727

12 Chitinophagaceae incertae sedis Chitinophagaceae incertae sedis 56 6755 2287 57 4411

13 Dechloromonas Dechloromonas incertae sedis 40 5991 3241 306 2444

14 Hyphomonas Hyphomonas incertae sedis 12 5717 0 177 5540

15 Mycobacterium Mycobacterium incertae sedis 30 5540 488 4983 69

16 Acidimicrobiales incertae sedis Acidimicrobiales incertae sedis 49 5513 2967 2233 313

17 Dysgonomonas Dysgonomonas incertae sedis 25 5028 2 138 4888

18 Hyphomicrobiaceae incertae sedis Hyphomicrobiaceae incertae sedis 18 4492 162 754 3576

19 Hyphomonadaceae incertae sedis Hyphomonadaceae incertae sedis 42 4224 4205 8 11

20 Azorhizobium Azorhizobium incertae sedis 11 4023 0 106 3917
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２．１．２ 実下水を用いた MFC のスケールアップによる性能評価実験 

（１）実験概要と目的 

 MFCの処理性能を評価するため、実下水を用いたMFCの性能評価実験を実施した。

また、実験装置のスケールアップを図るにあたり、MFC 調整時の電極電位の違いによ

る処理性能への影響評価を実施した。 

 

（２）実験装置 

MFC の発電量の増加を図るため、前項の実験に用いたアノード電極を 5 枚、カソー

ド電極を 1 枚配置した反応装置を作成した（図 ２.9）。アノード電極はカソード電極と

垂直方向に 5 枚を平行に組み合わせるように配置しおてり、反応槽の容積は 1L である。

電極電位は電気化学測定装置を用いて制御しており、作用極はアノード電極、対極はカ

ソード電極となるように設定し、反応槽の内壁面に固定した。また、参照極は Ag/AgCl

電極を用いており、反応槽の筐体の専用口から挿入・固定した。 

 

（３）実験方法 

本実験では、下水処理場で採取した最初沈殿池越流水（以下、「初沈越流水」という。）

を窒素で脱気し、NaCl を 0.1 mol/L となるように添加した対象溶液を使用した。また、

対象溶液への空気の混入を抑えるために、溶液の定期的な交換を除いて送排液を行って

いない。アノード電極を追加したことにより、実験装置の電気的抵抗が増加し、電流が

増加しないことが懸念されたため、印加電圧は前実験と同じ+0.2V（vs Ag/AgCl）およ

び+0.4V （vs Ag/AgCl）にて調整を行った。また、各印加電圧で調整したアノード電極

における電子放出性能を確認するために、電気化学測定装置を用いて 10～40 mA の定

電流を印加し、その際のアノード電極の電位を測定することで MFC の発電能力の評価

を行った。なお、印加した電流値は RED との接続時に想定される電流密度を基に設定

した。 

 

（４）実験結果および考察 

アノード電極の電位を+0.2 V および+0.4 V（vs. Ag/AgCl）に保って調整した結果を

図 ２.9 MFC 実験装置の外観および模式図 
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図 ２.10 に示す。アノード電極の電位が+0.2 V の場合は最大で 5 mA 程度にまで電流

値が上昇したのに対して、+0.4 V の場合は電流値の増加は確認できなかった。+0.2 V

とした場合では、電極面積の増加に対応した電流値の増加は確認されず、電極の内部抵

抗の増加による印加電圧の不足が原因として考えられる。これに対し、+0.4 V とした

実験では、印加電圧を増加したにもかかわらず電流が増加していないことから、電子放

出菌の増殖が十分に進行していないと推測される。さらに、+0.2 V の場合も 10 日以降

に電流値が低下しており、17 日以降はいずれも低い電流値を示した。これは、電子放

出菌の担持量とは別の理由（微生物の増殖に伴う電極の抵抗の変化等）により、通電が

阻害されたことが示唆される。 

 

また、電気化学測定装置を用いて定電流が流れるようにした際におけるアノード電極

の電位の測定結果を図 ２.11 に示す。 

+0.2 V の実験では、+0.4 V より同じ電流値における電極電位が低電位側にシフトし

たことが確認された。例えば電流値を 40 mA とした際のデータを比較すると、+0.2 V

で調整した場合は約+0.8 V の電極電位となっているのに対して、+0.4 V で調整した場

合には+0.9 V 以上の電極電位となっている。これは+0.2 V で調製した電極では、40 mA

の高い電流を流す際に+0.4 V よりも反応抵抗が低く、より低い電位で電流が得られた

ことを示している。 

また、+0.9 V 近傍は、嫌気性細菌の増殖には好ましくない塩素（標準電極電位: +1.158 

V vs Ag/AgCl）や酸素（標準電極電位: +1.029 V vs Ag/AgCl）が生成する領域であり、

これらの生成が起きていると考えられる。すなわち、+0.2 V で調整した場合は、酸素や

塩素の生成は生じず、微生物による有機物の分解のみで 40mA に相当する電子を放出

することができる。これに対して+0.4 V で調整した場合は、電極に十分に微生物が集

積しておらず、所定量の 40 mA に相当する電流を得る場合に酸素・塩素生成が競合反

図 ２.10 MFC 調整試験の電流値変化 
（印加電圧： 左:+0.2 V, 右：+0.4 V、vs Ag/AgCl） 
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応として起こったと考えられる。これらの結果は、アノード電極を+0.2 V に保つこと

で、+0.4 V に保った場合よりも電子放出菌を集積することができることを意味してお

り、図 ２.10 に示した結果を支持する結果であった。 

なお、本実験装置における電気的抵抗が増加したと考えられる要因として、2.1.1 の

スケールアップ前の MFC 実験装置（図 2.3）と比べて電極間距離が長くなったことに

よる、溶液に由来する抵抗の増加が挙げられる。この抵抗を低減することは RMFC の

出力の向上にも不可欠であるため、溶液抵抗の小さな実験装置の設計は今後の重要な課

題と考えられる。 

  

図 ２.11 定電位で調製した MFC における 
印加電流と電極電位 

（●：+0.2 V, ▲：+0.4 V、vs Ag/AgCl） 
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２．２ RMFC 技術の適用可能性の検討 

（１）実験概要と目的 

RMFC の下水処理施設への適用可能性を検討することを目的に、塩水と水道水の配

合割合を変えて配合した高濃度溶液（模擬海水）と低濃度溶液（模擬下水）とを用いて、

RMFC の実験を実施した。なお、RED および MFC が相互に起電力を補完しあって水

素を生成することを確認するために、次の手順①～③にて実験を行った。 

 

（２）実験装置および実験方法 

RMFC 装置の写真を図 ２.12 に、概要図と等価回路を図 ２.13 に示す。MFC 部に

は 2.1.2 で用いた、アノード電極を 5 枚、カソード電極を 1 枚配置した容積 1L の反応

槽を用いた。RED 部*には（株）アストム社製のイオン交換膜を使用しており、膜間距

離は 400 μm、対数は 30 対、総有効膜面積は 0.528 m2 とした。また、電極および電

極溶液は Pt 電極および 5 wt%の Na2SO4水溶液を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.12 RMFC 装置の写真 
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＿＿＿＿＿＿＿ 
*RED 発電の模式図を参考図 ２.1 に示す。RED において電圧を発生する最小単位をセル（セル 1対：陽イ

オン交換膜、高濃度塩水流路、陰イオン交換膜、低濃度塩水流路の組合せ）、二つの電極間に直列にセル配

置したものをスタックと呼ぶ RED スタックは多数のセル中の CEM と AEM の間の流路に高濃度塩水と低濃度

塩水を流すことで、起電力が生じ、電極部で水の電気分解反応による水素生成が可能な技術である。 

図 ２.13 RMFC 装置の概要図と等価回路図 

参考図 ２.1 RED 発電の模式図 
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①RED による水素生成確認実験 

RED による起電力では水素が発生しないことを確認するために、高濃度溶液/低濃度

溶液の塩濃度比を 5 まで上げながら、電圧の測定および水素生成の有無を確認した。実

験で使用した低濃度溶液は水道水と塩水を混合することにより 10 mS/cm とした水溶

液を 1.07～1.09 L/min で流し、高濃度溶液は 10～50 mS/cm の範囲で変化させた塩水

溶液を 1.15 L/min で流した。なお、MFC には 10 mmol/L の酢酸水溶液を満たしてい

るが、電子放出菌による電流生成の影響を排除するために、電極の調整は行っていない。 

 

②MFC 調整実験 

 MFC 内部の溶液を下水処理場で採取した初沈越流水に NaCl を 0.1mol/L となるよ

うに加えたものと交換し、MFC の調整を開始した。アノード電極には、下水処理場で

採取した返送汚泥を塗布しており、電気化学測定装置にて+0.2V (vs Ag/AgCl)の印加電

圧を加え、21 日間実験を行った。また、RED 供給液の塩濃度比は 1 としており、RED

による印加電圧はかからない状態とした。 

 

③RMFC 実験 

 RED と MFCが相互に起電力を補完しながら水素を生成することを確認するために、

REDの供給液の塩濃度比を1から5まで徐々に変化させ、水素の生成状況を観測した。

また、有機物の処理能力を定量的に測定することを目的として、MFC 中の溶液を②で

用いた初沈越流水から 10 mmol/L の酢酸水溶液に入れ替えて 117 時間運転を行った。 

 

（３）実験結果および考察 

①RED による水素生成確認実験 

 低濃度溶液は 10 mS/cm に保ちつつ高濃度溶液を 10～50 mS/cm の範囲で変化させ

ることで塩濃度比を 5 まで上げたが、電圧は 0V のままであり水素の発生は確認されな

かった。すなわち、今回の RMFC 実験装置においては、RED 単独では水素発生に必要

な起電力が供給できないことを確認した。 

 

②MFC 調整実験 

MFC 調整実験の結果を図 ２.14 に示す。調整後 3 日目までは電流値は非常に低かっ

たが、3 日目以降は正の電流値が得られた。その後電流が低下した要因は不明であるが、

電子放出菌の担持量とは別の理由（微生物の増殖に伴う電極の抵抗の変化等）により、

通電が阻害された可能性が考えられる。 
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③-1 RMFC 実験（RED 供給液の塩濃度比と水素生成への影響評価） 

表 ２.2 に示すように、RED 供給液の塩濃度比（R）を 1 から 5 まで上げながら水素

生成の有無を評価した結果、塩濃度比が 3 以下では水素は発生しなかった。これは、塩

濃度比が 3 以下では RED の起電力と MFC の起電力を合計しても水素生成に必要な起

電力を得ることができないことを示唆している。その一方で塩濃度比を 4 以上にすると

電極表面に溜まった小さな気泡が確認され、塩濃度比を 5 にすると 20 時間で約 25 mL

の気体が回収された。先述のように、RED 単独では塩濃度比を 5 としても水素は生成

されないため、RMFC において塩濃度比を 4 以上にした場合に水素が発生したのは、

MFC と RED が水素生成に必要となる起電力を補完したためと考えられる。 

 

 

図 ２.14 汚泥を塗布した微生物電極を RED-MFC で 21 日
間調整した際の電流値の変化 

表 ２.2 RMFC を運転した際の電流値および気体回収量に及ぼす塩濃度比の影響 
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③-2 RMFC 実験（連続運転結果） 

RED 供給液の塩濃度比を 5 として 100 時間以上 RMFC を運転し、電流値、気体回

収量、そして酢酸濃度を測定した結果を表 ２.3 に示す。ばらつきはあるものの、実験

中は安定した電流値が得られており、酢酸濃度の減少に伴い、合計で 373 mL の気体が

回収できた。また、実験中の微生物電極の電位は 0.75 V 以下に保たれており、2.1.2（4）

の検討の通り、水の電気分解による酸素の生成や塩素ガスの生成が進行していないこと

が確認できた。 

 

 

得られた気体の組成をガスクロマトグラフィーで分析した結果、水素の純度は

30~40%であり、この純度を踏まえると回収した水素は 112~149mL であった。平均電

流値 22mA で 117 時間通電した際に生成する理論水素生成量が 1080mL であることを

踏まえると、回収率は 10~14%と低い結果となった。これは、本実験装置の構造上、水

素を回収する際に大気中への放散および電極液への空気の溶解が生じていたと考えら

れる。また、酢酸が CO2 にまで酸化されると仮定した際の理論上の分解量と実際に得

られた分解量を比較すると、22mA で 117 時間通電した際に理論上分解する酢酸量は

12mmol であり、実験結果の 1.3mmol と差がある。これは、得られた電流のうち酢酸

の分解に起因する電子は一部で 10%程度であり、大部分は電極に塗布した汚泥に含ま

れる有機物の分解に起因していると考えられる。 

実用化を目指す上で、より正確な性能評価や長期間の実験が可能な RMFC 装置への

改良が必要であるが、今回の検討では少なくとも 100 時間程度は RMFC を安定稼働す

ることが可能であることが確認された。 

表 ２.3 RMFC を運転した際の電流値および気体回収量 
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第３章 成果および課題 

３．１ 研究成果 

本研究では、RMFC の下水道施設への適用可能性の検討を目的として、MFC の電極

調整および性能評価、ならびに、模擬下水および模擬海水を用いた RMFC の性能評価

実験を実施し、以下に示す成果を得た。 

 

＜MFC の電極調整および性能評価＞ 

・酢酸ナトリウム溶液を用いた MFC 調整実験では、CODCrの初期濃度に依らず最大電

流値は約 3 mA（アノード電極面積：88cm2）であり、CODCr濃度が約 100 mgO2/L 以

下なると電流値が大きく低下した。また、消費された酢酸ナトリウムのうち、電気的に

消費された比率ηは 0.6～0.8 程度であると試算された。 

・電極中の微生物群を観察した結果、電極深部まで微生物が増殖しており、かつ電極全

体で微生物の増殖と死滅が生じていることが確認された。また、MFC 実験後の電極の

菌叢解析を行った結果、電子放出菌として知られている Geobacter 属や Paludibacter

属の DNA が確認された。 

・MFC 電極の適切な調整方法について、アノード電極の電位を+0.2V (vs Ag/AgCl)お

よび+0.4V (vs Ag/AgCl)で調整した後、定電流を流すのに要する電極電位を確認した結

果、+0.2V (vs Ag/AgCl)で調整した方が、電子放出菌がより集積していると考えられた。 

 

＜RMFC の性能評価実験＞ 

・MFC と RED は、それぞれ単独では水素を生成せず、RMFC 実験装置において塩濃

度比を 4 以上にすることで、水素生成に必要となる起電力を補完していることを確認し

た。 

・RMFC の長時間運転（117 時間）を行い、有機物が分解し、かつ水素が生成されてい

ることを確認した。 

３．２ 今後の課題 

 本研究では、当初、実下水を用いた有機物除去量およびそれに伴う水素生成量を確

認することにより、RMFC の下水道施設への適用可能性を検討することを目的とした

が、上述のとおり、模擬下水および模擬海水を用いた基礎的な実験に留まった。これ

は MFC 実験装置への送液時に空気が混入する等の実験装置上の課題があり、実験溶

液を送液する方法から実験装置に封入する方式に切り替える等の改良に時間を要した

ためである。 

 また、本研究で得た知見から、今後、RMFC の実用化に向けては、MFC の電流値

を安定させ、かつ水素の回収率を向上させ、汚水処理技術としての性能評価を行うこ

とが必要である。 
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