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(57)【要約】
【課題】迅速に高級脂肪酸を検出でき、さらに有機性廃
棄物のメタン発酵処理において、油脂の分解過程で生じ
る高級脂肪酸の阻害が連続運転の障害となるので、発酵
処理液中の高級脂肪酸を迅速に検出し、濃度モニタリン
グ可能な高級脂肪酸検出センサーを提供する。
【解決手段】有機性廃棄物発酵液中の高級脂肪酸を吸着
・検出するために、水晶振動子の表面に絶縁を目的とし
た第一膜と高級脂肪酸吸着を目的とした第二膜からなる
二重の被膜が形成された高級脂肪酸検出センサーを使用
することで、メタン発酵液中の高級脂肪酸濃度を短時間
で定量的に測定する。絶縁を目的とした第一膜としては
例えば高分子のポリビニルブチラールなど、高級脂肪酸
吸着を目的とした第二膜としては例えば高分子のスチレ
ン‑ジビニルベンゼン共重合体などが使用できる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
水晶板に金属電極を備える水晶振動子と、少なくとも前記金属電極を覆い絶縁する第一膜
と、前記第一膜の表面をコーティングし高級脂肪酸を吸着するための第二膜と、からなる
ことを特徴とする高級脂肪酸検出センサー。
【請求項２】
前記第一膜が、絶縁の機能を有する高分子または無機物であることを特徴とする請求項１
に記載の高級脂肪酸検出センサー。
【請求項３】
前記絶縁の機能を有する高分子が、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）であることを特徴と
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する請求項２に記載の高級脂肪酸検出センサー。
【請求項４】
前記第二膜が、高級脂肪酸の吸着もしくは収着性能を有する高分子であることを特徴とす
る請求項１に記載の高級脂肪酸検出センサー。
【請求項５】
前記高級脂肪酸の吸着もしくは収着性能を有する高分子が、スチレン‑ジビニルベンゼン
共重合体（ＰＳＤＶＢ）であることを特徴とする請求項４に記載の高級脂肪酸検出センサ
ー。
【請求項６】
有機性廃棄物の発酵液中での使用であって、
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前記第一膜及び第二膜の前記水晶振動子表面への被膜量さらに有機性廃棄物発酵液濃度を
調節して、測定中の前記水晶振動子の直列共振抵抗を制御し、十分な発振余裕度を保持す
ることを特徴とする請求項１〜請求項５の何れか１項に記載の高級脂肪酸検出センサーの
利用方法。
【請求項７】
前記有機性廃棄物発酵液のｐＨを調節して、検出対象である高級脂肪酸の解離を促すこと
でトリグリセリドとの混合物中において高級脂肪酸の選択的な検出を行うことを特徴とす
る請求項１〜請求項５の何れか１項に記載の高級脂肪酸検出センサーの利用方法。
【請求項８】
請求項１〜請求項５の何れか１項に記載の高級脂肪酸検出センサーを用いて、有機性廃棄
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物の発酵液中の高級脂肪酸の濃度を把握し、前記高級脂肪酸の濃度を抑制制御することを
特徴とする有機性廃棄物発酵槽の運転管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、迅速に高級脂肪酸を検出でき、有機性廃棄物の発酵処理液中に発酵途中で生
成される高級脂肪酸の濃度をモニタリングすることも可能な高級脂肪酸検出センサー、さ
らにその利用に関する。
【背景技術】
【０００２】
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油脂を含む有機性廃棄物は、単位重量あたりエネルギー密度の高さや発生量の大きさの
点で、バイオ燃料生産にとって魅力的な原料である。油脂性の廃棄物から生産される燃料
の形態は、主にバイオディーゼルかバイオガスである。
【０００３】
その中でも、油脂の純度が低く、油分の抽出が難しい食品廃棄物やグリーストラップ汚
泥等はメタン発酵によるバイオガスへの変換に適している。乾燥重量１ｇあたりのメタン
発生ポテンシャルは、炭水化物が３７５ｍＬ、タンパク質が５２５ｍＬであるのに対して
、脂質は１，０１９ｍＬであり、高いメタン収率が期待できる。
【０００４】
最近では、メタン収率を向上させるための取り組みとして、油脂高含有廃棄物と他のバ
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イオマスとの混合発酵が世界的に検討されている（特許文献１）。
【０００５】
メタン発酵において、油脂すなわちトリグリセリドは、まず微生物群が分泌するリパー
ゼに触媒されてグリセリンと脂肪酸とに加水分解される。一般的に、発酵原料に含まれる
トリグリセリドは炭素数１２以上の高級脂肪酸で構成されている。加水分解によって生成
する高級脂肪酸は、オレイン酸、ステアリン酸、パルミチン酸、リノール酸であることが
多い。これらの高級脂肪酸は、β酸化と呼ばれる多段階の逐次反応を経て、酢酸と水素へ
と分解される。酢酸と水素は、メタン生成菌により最終的にメタンへと変換される。有機
性廃棄物の発酵処理の上で最も問題となりやすいのは、高級脂肪酸がメタン生成菌に対し
て強い阻害をもたらすことである。

10

【０００６】
高級脂肪酸は、わずか数ｍＭの濃度でメタン生成菌を失活させ、メタン発酵槽の連続運
転を破綻させるのに十分である。通常、上で述べたβ酸化反応が滞りなく進行していれば
、高級脂肪酸が蓄積することはない。しかしながら、β酸化は率速段階となりやすく、過
剰な油脂の負荷、即ち高い油脂濃度の有機性廃棄物の発酵処理は高級脂肪酸に由来する阻
害を引き起こす可能性が高まる。
【０００７】
このような問題に対して、カルシウムやベントナイト、ゼオライト添加等、阻害を低減
するための対策も研究されてきた。Ｋｏｓｔｅｒは、カルシウム添加による高級脂肪酸無
害化までの暴露時間の、メタン生成菌への阻害に対する影響を調査しており、７．５ｍＭ
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のラウリン酸への約９０分の暴露によってメタン生成菌の活性が７０％以上も低下したと
報告している（特許文献２）。
【０００８】
つまり、上述のような対策によってメタン生成菌の活性の低下を抑制しつつ安定したメ
タン発酵を行うためには、発酵液の高級脂肪酸濃度をリアルタイムで把握し、阻害が危惧
される水準に至った際には、対策のための意思決定を迅速に行うことが理想的である。
【０００９】
しかしながら、従来メタン発酵における発酵液中の高級脂肪酸の測定は、ガスクロマト
グラフや高速液体クロマトグラフによるものであり、測定場所が制限されるうえに長い測
定時間が必要である。さらに、抽出や誘導体化等の複雑な前処理を必要とする。一般に、

30

即日に発酵液中の高級脂肪酸の濃度を特定することは困難である。短時間で、メタン発酵
における発酵液中の高級脂肪酸を測定する手法は知られていない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】J. Hunter Long, Tarek N. Aziz, Francis L. de los Reyes III, Joel
J. Ducoste, Anaerobic co‑digestion of fat, oil, and grease (FOG): A review of g
as production and process limitations, Process Safety and Environmental Protecti
on, 90(3), pp. 231‑245, 2012
【非特許文献２】Koster I.W. (1987) Abatement of long‑chain fatty acid inhibition
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of methanogenesis by calcium addition, Biological Wastes, 22, 295‑301
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
上で述べた現状を踏まえ、迅速に高級脂肪酸を検出でき、さらに有機性廃棄物発酵液中
の高級脂肪酸を吸着・検出するためのセンサーであって、簡素な前処理および測定方法で
あり、短時間で高級脂肪酸の濃度を把握することが可能な、高級脂肪酸検出センサーを提
供する。また、その検出法は高級脂肪酸と共存し、性質がやや類似する酢酸を主とする低
級脂肪酸とトリグリセリドの誤検出を抑制する必要がある。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
本発明者らは、様々な成分を含む有機性廃棄物発酵液相で使用可能な改良された水晶振
動子を用い、その表面を絶縁し、さらに高級脂肪酸を吸着する物質で被膜されたセンサー
によって、簡素な前処理と測定かつ従来法よりも短時間での、有機性廃棄物発酵液中の高
級脂肪酸定検出を可能とした。
即ち、課題の解決に至った本発明は下記の構成よりなる。
（１）
水晶板に金属電極を備える水晶振動子と、少なくとも前記金属電極を覆い絶縁する第一膜
と、前記第一膜の表面をコーティングし高級脂肪酸を吸着するための第二膜と、からなる
ことを特徴とする高級脂肪酸検出センサー。
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（２）
前記第一膜が、絶縁の機能を有する高分子または無機物であることを特徴とする（１）に
記載の高級脂肪酸検出センサー。
（３）
前記絶縁の機能を有する高分子が、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ）であることを特徴と
する（２）に記載の高級脂肪酸検出センサー。
（４）
前記第二膜が、高級脂肪酸の吸着もしくは収着性能を有する高分子であることを特徴とす
る（１）に記載の高級脂肪酸検出センサー。
（５）
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前記高級脂肪酸の吸着もしくは収着性能を有する高分子が、スチレン‑ジビニルベンゼン
共重合体（ＰＳＤＶＢ）であることを特徴とする（４）に記載の高級脂肪酸検出センサー
。
（６）
有機性廃棄物の発酵液中での使用であって、
前記第一膜及び第二膜の前記水晶振動子表面への被膜量さらに有機性廃棄物発酵液濃度を
調節して、測定中の前記水晶振動子の直列共振抵抗を制御し、十分な発振余裕度を保持す
ることを特徴とする（１）〜（５）の何れか１項に記載の高級脂肪酸検出センサーの利用
方法。
（７）
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前記有機性廃棄物発酵液のｐＨを調節して、検出対象である高級脂肪酸の解離を促すこと
でトリグリセリドとの混合物中において高級脂肪酸の選択的な検出を行うことを特徴とす
る（１）〜（５）の何れか１項に記載の高級脂肪酸検出センサーの利用方法。
（８）
（１）〜（５）の何れか１項に記載の高級脂肪酸検出センサーを用いて、有機性廃棄物の
発酵液中の高級脂肪酸の濃度を把握し、前記高級脂肪酸の濃度を抑制制御することを特徴
とする有機性廃棄物発酵槽の運転管理方法。
【発明の効果】
【００１３】
本発明の高級脂肪酸検出センサーによれば、簡便な装置で、迅速に高級脂肪酸を検出で
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き、さらに１時間程度の分析によって発酵液中に含まれる高級脂肪酸の検出が可能である
。そして、発酵槽において定期的な分析を行うことで、発酵槽中の発酵液の高級脂肪酸濃
度増減を定量的に把握することができる。また、トリグリセリドや酢酸といった、発酵液
に共存する類似物質の誤検出をせず、高級脂肪酸を選択的に検出することが可能である。
その結果、高級脂肪酸の濃度を把握したうえで、発酵槽中の発酵液の高級脂肪酸の濃度を
抑制制御することで、有機性廃棄物の発酵槽の連続運転を、安定して良好に管理すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の高級脂肪酸検出センサーによる有機性廃棄物の発酵処理（メタン発酵）
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液における具体的な高級脂肪酸の検出、分析手順例である。
【図２】本願発明の一例であるメタン発酵液における高級脂肪酸検出システム（ＱＣＭ測
定システム）の概略図である。
【図３】本発明の高級脂肪酸検出センサーの模式図である。（Ａ）平面図、（Ｂ）正面一
部透視図である。
【図４】フローセルの模式図である。
【図５】本発明の高級脂肪酸検出センサーを用いた異なる濃度のパルミチン酸溶液の測定
例である。
【図６】メタン発酵槽の連続運転における、（ａ）ガス生成速度・原料投入量、（ｂ）高
級脂肪酸濃度・ｐＨの推移データである。
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【図７】メタン発酵槽の連続運転におけるＱＣＭによる振動数変化率と高級脂肪酸濃度と
の関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下に、本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
ここでは、有機性廃棄物の処理液として、便宜的にメタン発酵液を試料とした分析を説明
するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００１６】
本発明の高級脂肪酸検出センサーによる具体的な高級脂肪酸の検出、分析手順は、図１
に示す通りである。まず、メタン発酵槽から試料水（発酵液）を採取する。
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【００１７】
次に、前処理として、生ごみの発酵液など、固形物を多く含む試料水の場合には、ろ過
や遠心分離によって固形物を除去する必要がある。大抵の場合には、既存の水晶振動子を
改良した高級脂肪酸検出センサーによる検出感度に対して試料水には過剰量の高級脂肪酸
が含有されているので、適宜水を用いて試料水を希釈する。
【００１８】
また、高級脂肪酸とトリグリセリドは水に溶解せず、試料水中に分散しにくい。ただし
、高級脂肪酸のみは電離してイオン化することで溶解するので、よく分散し、トリグリセ
リドと区別して高級脂肪酸検出センサーによる検出が可能となる。そこで、試料水のｐＨ
を、高級脂肪酸が電離しうる塩基性に調整して高級脂肪酸の電離を促す。ｐＨに応じて高
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級脂肪酸の電離度は変化するため、試料のｐＨは統一するのがよい。
【００１９】
その上で、試料水、又は希釈試料水を水晶振動子マイクロバランス（ＱＣＭ）装置へ供
し、ＱＣＭ法による周波数測定をする。
【００２０】
図２は、メタン発酵液についての、本願発明の一例の高級脂肪酸検出システムの構成例
を示している。高級脂肪酸検出システム１は、主に固形物除去、必要な希釈及びｐＨ調整
済みの前処理試料水２ａを貯溜する容器２と、前処理試料水２ａの比較対象、測定前後に
使用するブランク水３ａを貯溜する容器３と、高級脂肪酸検出センサー５が組み込まれた
フローセル４と、試料水を吸引する例えばペリスタポンプなどのポンプ６と、廃液７の送
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液場所と、発振機８と、周波数ロガー９とで構成される。前処理試料水２ａ、ブランク水
３ａは、バルブ２ｂ、３ｂで流量が調節される。
【００２１】
フローセル４内の高級脂肪酸検出センサー５は、所定時間の周波数５ｆを発振機８に送
信する。発振機８は、取得した周波数５ｆをデジタル信号に変換して、周波数ロガー９に
周波数データとして送信する。周波数ロガー９は、発振機８から送られてきた周波数デー
タを蓄積する。蓄積された周波数データは、高級脂肪酸濃度の推定のためのデータ解析に
利用される。
【００２２】
高級脂肪酸濃度の推定のためのデータ解析は次の通りに行う。通水開始からの経過時間
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（秒：ｓ）を横軸に、その時間における周波数の、初期周波数からの減少量（Ｈｚ）、す
なわち各時間における周波数と通水０秒後の周波数との差の絶対値を縦軸にとり図示する
と、経過時間５０秒以後は概ね安定して直線的な減少を示す。
【００２３】
この直線区間、例えば５０秒から１５０秒までのデータに対する回帰直線の傾き（周波
数変化率：Ｈｚ／ｓ）は、０〜１００

ｍｇ／Ｌの高級脂肪酸濃度範囲において、その濃

度に比例して増大する。したがって、あらかじめ既知濃度の高級脂肪酸溶液を用いて外部
検量線を作成しておくことで、有機性廃棄物の発酵液の測定から得られた周波数変化率か
ら、高級脂肪酸濃度を決定することができる。
【００２４】
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図３に示すように、高級脂肪酸検出センサー５は、既存の水晶振動子５ｅを改良したも
のである。水晶振動子５ｅは、水晶板５ａの両側に金属電極５ｂ、５ｂが取り付けられた
構造をしており、金属電極５ｂに電圧を印加すると一定の高周波数で振動する性質を示す
。
【００２５】
水晶振動子５ｅの金属電極５ｂ上にナノ〜マイクログラムの物質が吸着すると、その質
量に比例して共振周波数が減少する。そこで、水晶振動子５ｅの片方の表面に高級脂肪酸
を吸着し得る物質を被膜し、周波数の減少率によって試料水中の高級脂肪酸濃度の高低を
評価することとした。
【００２６】
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高級脂肪酸検出センサー５への被膜例は図３に示す通りであり、先ず、少なくとも前処
理試料水２ａと接触する側の金属電極５ｂ全体を覆い、さらには片面の全体を覆い、金属
電極５ｂの絶縁を目的とした高分子などの第一膜５ｃ、例えばポリビニルブチラール薄膜
を形成させる。第一膜５ｃとしては、その他に絶縁の機能を有する無機物も使用できる。
さらに、金属電極５ｂの上方の第一膜５ｃには、高級脂肪酸の吸着又は収着を目的とした
高分子などの第二膜５ｄ、例えばスチレン‑ジビニルベンゼン共重合体の薄膜を形成させ
る。
【００２７】
水晶振動子５ｅの片面に二重の膜を有する高級脂肪酸検出センサー５を、図４に示すフ
ローセル４内にセットして、高級脂肪酸の検出、濃度測定を行う。
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【００２８】
図４はフローセル４の構造を示しており、ポンプ６の吸引で前処理試料水２ａは入口４
ｂからセル４ａ内に取り入れられ、流路４ｄ（破線）を通過し、高級脂肪酸検出センサー
５を設置したフローセル４内のスペース４ｆに流れ込み、水晶振動子を備える高級脂肪酸
検出センサー５の片面の中央部に接触する。その後、前処理試料水２ａは、周縁部に向か
い同心円状に流れ、再び上方の流路４ｄを通過して出口４ｃから排出される。矢印が、前
処理試料水２ａの流れ方向を示す。
【００２９】
高級脂肪酸検出センサー５とセル４ａの間はＯリング４ｅで圧着されており、前処理試
料水２ａは高級脂肪酸検出センサー５の片面だけに接触する。測定開始前はブランク水３
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ａでフローセル４の流路４ｄ、スペース４ｆ内を満たす。その後、ポンプ６により一定速
度で前処理試料水２ａを吸引し、フローセル４の流路４ｄ、スペース４ｆへ供給する。ポ
ンプ６による前処理試料水２ａの吸引流速は０．１５ｍＬ／ｍｉｎ以下、通水時間は３−
５分程度、概ね４分程度で十分である。そのため、必要なる前処理試料水２ａの量はわず
かでよい。
【００３０】
この高級脂肪酸検出システム１を用いた高級脂肪酸の測定例は図５に示す通りである。
模擬試料水として、ｐＨを１０．７に調整したパルミチン酸溶液を使用した。パルミチン
酸のｐＫａは様々な研究者の間で８〜９の範囲で報告されており、ｐＨ１０．７において
、パルミチン酸はほとんど電離しており、水中によく分散している。パルミチン酸濃度を
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０，１２．５，２５，５０，１００ｐｐｍｗにそれぞれ調整した溶液を、それぞれ上述の
方法でフローセル４に供給しながら、高級脂肪酸検出センサー５の周波数変化を記録した
値をプロットした（図５）。
【００３１】
図５に示すように、測定開始から３０秒程度は周波数が不安定化する場合があるものの
、それ以降は図５が示すように安定した周波数減少が確認された。測定開始から５０秒〜
１５０秒の期間はサンプルごとにほぼ一定速度の減少が観察され、その減少率（Ｈｚ／ｓ
）はパルミチン酸濃度に応じて明らかに増大した。このように、測定によって算出された
高級脂肪酸検出センサー５の周波数減少率を指標として、高級脂肪酸濃度の推定が可能で
10

ある。
【実施例１】
【００３２】
図６に示すように、本発明の高級脂肪酸検出センサー５の使用例として、油脂の含有率
の高いグリーストラップ廃棄物を処理するメタン発酵槽から採取した試料水を用いた測定
を実施した。図６（ａ）は試料水を採取したメタン発酵槽の運転状況を示している。メタ
ン発酵槽は有効容積６Ｌの円柱型水槽であり、モーター付き攪拌翼により２００ｒｐｍの
速度で常時攪拌されていた。１日１回規定量の汚泥の引き抜きと原料投入とを行って、半
連続運転を実施した。発酵液はウォータージャケットに温水を循環することによって３５
℃に維持されていた。

20

【００３３】
生成したバイオガスの累積量はマイクロガスカウンターを用いて記録され、ガス生成速
度に換算してプロット（●）した（図６（ａ））。図６（ｂ）の高級脂肪酸濃度は、採取
した試料水を凍結乾燥して完全に乾燥させ、脂肪酸メチル化キット（ナカライ化学社製、
型番０６４８２−０４）を使用して遊離脂肪酸をメチル化し、精製フィルターでろ過した
後、ＦＩＤガスクロマトグラフで測定した。
【００３４】
メタン発酵槽にはグリーストラップ廃棄物を原料として毎日投入し、次第に容積負荷を
上昇させながら約８０日間の運転を行った。図６（ａ）にはメタン発酵槽容積あたり１日
あたりの原料投入量（容積負荷、（グレー背景））とガス生成速度（●）の推移が、図６
（ｂ）にはＦＩＤガスクロマトグラフにより分析した発酵液中の高級脂肪酸濃度（Ｃ８−
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Ｃ２２の合計（●））、ｐＨの推移が示されている。容積負荷上昇に従って高級脂肪酸濃
度が上昇した。高級脂肪酸濃度が６ｍＭを超える高水準に到達した時期（７８日目）にバ
イオガス生成が急減し、最終的にメタン発酵が停止した。
【００３５】
このような運転特性を示したメタン発酵槽から、ＱＣＭのための試料水を採取した。採
取した試料水はｐＨを１０．７に調整し、十分に安定して電離が進行したことを確認した
。その後５，０００ｒｐｍ、１０分間遠心分離し、上澄み水を採取して前処理試料水とし
て測定に使用した。その結果を図７に示す。
【００３６】
図７は、いくつかの同一試料でガスクロマトグラフとＱＣＭの測定を行い、得られた高
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級脂肪酸濃度（●）と周波数変化率（○）の関係を図示したものである。高級脂肪酸検出
センサーの第一膜にはＰＶＢを、第二膜にはＰＳＤＶＢゲル（ジーエルサイエンス社製、
型番ＰＬＳ−２

ｆｏｒ

ＡＱＵＡ）を用いた。図５と同様に、周波数変化率は高級脂肪

酸濃度に応じて増大することが確認され、周波数変化率の算出による高級脂肪酸濃度の推
定は、メタン発酵液に対しても適用可能であることが示された。
【００３７】
なお、周波数変化率は、安定して周波数が減少する区間において、周波数の減少量／区
間の経過時間で示される。具体的には、ロギングされた通水開始５０秒後から１５０秒後
までの各経過時間と、各時間における周波数と通水０秒後の周波数との差の絶対値のデー
タセットを用いて回帰直線を算出する。その回帰直線の傾き（Ｈｚ／ｓ）を周波数変化率
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とする。
【符号の説明】
【００３８】
１

高級脂肪酸検出システム

２

容器

２ａ

前処理試料水

２ｂ

バルブ

３

容器

３ａ

ブランク水

３ｂ

バルブ

４

フローセル

４ａ

セル

４ｂ

入口

４ｃ

出口

４ｄ

流路

４ｅ

Ｏリング

４ｆ

スペース

５

高級脂肪酸検出センサー

５ａ

水晶板

５ｂ

金属電極

５ｃ

第一膜

５ｄ

第二膜

５ｅ

水晶振動子

５ｆ

周波数

６

ポンプ

７

廃液

８

発振機

９

周波数ロガー
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【図１】

【図２】

【図３】
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