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Ⅵ－１  放電式脱臭技術に関する調査その２  
 

計画調整部  技術開発課   杉山 佳孝，宮澤 裕三 (現 :清瀬処理場 ) 
上野 孝司 (現 :流域下水道本部 ) 

 
１．はじめに  
下水処理場から発生する低濃度系の臭気は主として活性炭による吸着処理が行われてき

た。活性炭吸着による臭気処理は最も一般的な臭気処理法の一つではあるが、活性炭の破

過時間の確定が困難である、多量の活性炭は廃棄物として出る等、運転管理面及び環境負

荷の両面から問題を抱えている。 

 また、活性炭は下水臭気の主原因の一つである硫化水素に対する吸着能力が小さく、一

時的にでも高濃度の硫化水素が発生した場合には、たちまち破過してしまうというリスク

がある。また、当然ながら破過した活性炭は廃棄物として処分されることとなるが、最終

処分場が不足している現代に多量の廃棄物を発生させることは決して好ましいことではな

い。 

 このため、活性炭吸着法に代わり臭気が変動しても長期間安定処理することができる臭

気処理システムの開発を行うことを目的として平成11年度から放電を利用した脱臭装置の

下水処理場水処理施設臭気ガスへの適用の可能性を検討した。 

 

２．放電式脱臭技術について 

 今回使用している放電式脱臭設備の概要を図１に示す。高圧放電部と気相反応部、触媒

部から構成されておりそれぞれの役割は次のとおりである。 

(1)高圧放電部 

 15kHz程度の高周波で８kV程度の

沿面放電を行うことで、電極表面に

非平衡プラズマを発生させる。非平

衡プラズマは、熱プラズマ（火炎等）

と異なり電子エネルギーは高いがイ

オン及び分子のエネルギーが低い状

態であり、耐熱材料等を用いる必要

がないため、設備を簡略化できる特

徴を持っている。高圧放電部は、臭

気ガスをこのプラズマの中に通して

活性分子、オゾン等を発生させ、そ

れらの酸化能力により臭気成分を処

理する工程である。 

(2)気相反応部 

 放電部で発生した活性分子、オゾン等と臭気成分を混合し酸化分解を促進する工程であ

る。 

(3)触媒部 

 アルミナ－シリカ系の触媒を用いて、酸化分解反応を触媒上で促進させ、また消費しき
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図１ 放電式脱臭設備概要図  
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れなかったオゾンをここで分解する。 

３．調査内容 

３．１ 概要  
平成 11 年度の成果を踏まえ、平成 12 年度は放電式脱臭装置に関してより適正な処理条

件を確立するため、以下の事項について調査を行った。なお、放電式脱臭装置の実臭気に

対する処理能力の確認のため、平成 11 年度に引き続き葛西処理場に実験装置を設置して

処理試験を行うとともに、下水臭気に適応した放電式脱臭装置開発のため、実験室でも基

礎実験を行った。  
３．２ 調査項目  

 本調査の項目は次のとおりである。 

(1)臭気ガスの連続処理性能  
(2)温室効果ガスの挙動調査  
(3)電極洗浄システムの改良  
(4)高圧電源装置（コールドプラズマ発生用）の改良  
(5)放電モニタによる放電エネルギーの制御  
(6)無負荷運転による触媒再生  
(7)放電電極の耐久性向上に関する調査  
(8)処理副生成物に関する調査  
(9)湿度の影響に関する調査  

３．３ 調査期間  

平成12年7月13日から平成13年3月23日まで 

３．４ 実施場所  

東京都下水道局 葛西処理場 北処理施設内：調査項目(1)～(6)、(8)、(9) 

 株式会社タクマ 中央研究所：調査項目(7) 

 

４．実験設備概要 

 図２に実験設備の概要フローを示す。また各設備詳細を下記に示す。 
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図２ 脱臭実験設備概略フロー  
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(1)処理対象臭気ガス：葛西処理場 北系水処理施設（第一沈殿池、曝気槽）より発生す 

る臭気ガス 

(2)放電式脱臭装置 

①処理ガス量：2,000m3/時（電極１組２枚当たり 1000m3/時) 

②電極面積：2,500 �、電極間距離：2mm（電極１組当たり） 

③放電電力：0.2～0.46Wh／m3  

(3)活性炭吸着装置（比較対照系） 

処理ガス量：1,000m3/時 

 (4)その他 

  ミストセパレータ、ヒータ、誘引ブロア 

 

５．調査 

５．１ 臭気ガスの連続処理性能の調査  
５．１．１ 目的及び調査内容  

下水処理場水処理系の臭気濃度の変動を把握するとともに、放電式脱臭装置による臭気

除去性能を活性炭吸着法と比較することを目的に調査を行った。測定項目と分析項目は次

のとおりである。  
(1)調査測定機器 

①臭気モニタ 

②放電モニタ 

③温度湿度センサ 

(2)分析項目  

    臭気濃度及び臭気成分の分析は脱臭装置出入口で行った。 

    ①臭気物質濃度の測定 

   ②測定物質：アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、二硫化メチル、硫化メチ 

ル、アセトアルデヒド、プロピオン酸、ｎ酪酸、ｎ吉草酸、ｉ吉草酸 

③臭気濃度  ：嗅覚測定法による 

④ＧＣ/ＭＳによる有機物の探索  

５．１．２ 結果  
(1)臭気の変動 

原臭気の臭気濃度の測定結果を図３に示す。臭気濃度は 41～5,500 まで変動しており、

変動幅は非常に大きいことがわかった。また、同時に測定した臭気物質の濃度の分析によ

ると主要成分は、アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、二硫化メチル、硫化メチ

ル、アセトアルデヒドであり、他は検出限界以下であった。臭気物質濃度としては硫化水

素が高くなっているが、推定臭気濃度で評価するとメチルメルカプタンの寄与が大きいこ

とが確認された。 

また、常時測定を行っていた臭気モニタの指示値と臭気濃度の実測値の関係、および臭

気センサの指示値の変動範囲より、実際の臭気濃度としては変動幅が大きく極めて低いレ

ベルから臭気濃度 10,000 程度までを視野に入れた設計を行う必要があると考えられた。さ

らに、同日内でも時間によって発生する臭気濃度は大きく変化しており、効率よく処理を

行うためには、原臭気の臭気濃度に応じた処理を行う制御が重要であることが示唆された。 

 



 
335 

（4） 

(2)臭気処理能力 

臭気の処理結果を図３に併せて示す。原臭気の臭気濃度は 41～5,500 まで変動している

が、処理臭気はおおむね 300 以下を維持しており、放電式脱臭法によって良好に処理され

ていることが確認された。 

 
５．２ 温室効果ガスの挙動調査  

温室効果ガス（メタン、二酸化炭素および

亜酸化窒素）の発生状況と、放電式脱臭法お

よび活性炭吸着法における温室効果ガスの挙

動を把握することを目的とし、温室効果ガス

の調査及び比較を行った。  
その結果、各温室効果ガスの分析結果は図

４・５・６に示すように亜酸化窒素、二酸化

炭素は放電式、活性炭とも入口濃度と出口濃

度に差は無く、低減効果は認められなかった。  
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図７ 乾燥ガス変更後のフロー  

５．３ 電極洗浄システムの改良  
 放電式脱臭装置では、効率のよい放電を維持するために放電電極を一定時間ごとに洗浄

し、放電板状に析出した塩類を除去する必要がある。さらに、放電を再開するためには洗

浄水を乾燥させなければならない。  
放電電極を洗浄・乾燥させる際、平成 11 年度は原臭気を流入させて乾燥を行っていたが、

その場合には放電を行わないまま未処理ガスが触媒のみの処理で流出することになり、処

理臭気が悪化するとともに、触媒が汚染されて放電再開後しばらくは脱臭効率が低下する

恐れがあった。これらの問題点を改善し、かつ電極洗浄システムを確立するために、乾燥

方法、洗浄用水について検討を行った。 

５．３．１ 乾燥ガスの変更  
 改良を行った概略フローを図７に示す。電極の洗浄時には、新しく設置した切替バルブ

により、原ガスから外気に切り替えてガスを流通させた。その後、4 ヶ月運転を行ったが

良好に処理ができており、問題はないことが確認された。これにより、電極洗浄中及び放

電再開後も臭気が悪化することなく処理できるようなシステムとなった。 

 

 
５．３．２ 乾燥時間の検討  
電極洗浄時の乾燥用のガスに関し、外気を用いた場合の乾燥に必要な時間を実験的に検

討した。その結果、乾燥時間を 3 分以上とした場合には放電が可能であるが、電極寿命や

電流の短絡防止などの観点から、乾燥時間は少なくとも 5 分以上必要であると考えられた。 

乾燥時間と放電の状態は表１のとおりである。 

５．３．３ 電極洗浄水に関する検討  
電極洗浄は、放電電極上に析出した塩類を除去して良好な放電を維持することを目的と

して行うが、洗浄水に要求される水質は表２の基準が適当であると考えられた。  
 

表１ 乾燥時間と放電の状態        表２ 洗浄水の水質基準  
乾燥時間  状況  蒸発残留物  500mg/l 以下  

１分  放電起動後、数秒で電源停止  濁度  2 度以下  

３分  放電直後、1/2 は未放電  
２分程度で完全放電  硬度  300mg/l 以下  

５分  放電直後、一部未放電  
20 秒程度で完全放電  その他重金属類  水道水質基準以下  

１０分  初期より完全放電  
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５．４ 高圧電源装置の改良  
湿度の変動や電極汚れの影響を受けにくいように電源装置を改良することを目的とし、

一次電圧を平成 11 年度の 100V から 200V を用いた放電システムに変更し、安定性を調査し

た。また、放電に与える高圧電源の周波数の影響を、放電によって発生するオゾンガス濃

度を用いて検討した。  
(1)電極汚れの影響 

一次電圧に 200V 電源を用いることによって、一次電圧の変動や放電電極の汚れなどの影

響を受けない安定した放電が可能であることが確認された。  
(2)周波数の影響 

周波数が 16kHz 以下では、発生オゾン濃度は低下するが、16kHz と 13.5kHz では大きな

差は認められなかった。発生オゾン濃度が高いことは、触媒に過剰な負担がかかって触媒

寿命の短縮を招きかねないことから、周波数は 13.5～16kHz の範囲内に設定することが好

適であると考えられた。  
 

５．５ 放電モニタによる放電エネルギーの制御  
放電モニタは、放電時に高圧回路から発生するノイズにより放電の強弱を測定し、放電

状態を管理するものである。この放電モニタにより臭気濃度の変動に応じた制御方法を確

立することを目的とし、原臭気の臭気濃度と放電モニタの相関を求めることによって、変

動する臭気濃度に対する制御の可能性を検討した。さらに放電モニタ値を利用することに

よる臭気の変動に対する制御性を、硫化水素およびメチルメルカプタンをボンベから供給

し、その濃度を変更することによって実験的に検討した。  
(1)原臭気の臭気濃度と放電モ 

ニタ値の関係 

高圧電源装置のチョッパ電圧を

一定とした場合の、原臭気の臭気

モニタ値と放電モニタ値の経時変

化を図８に示す。原臭気の臭気モ

ニタ値が高くなるほど放電モニタ

値が相対的に低下していることが

認められ、放電モニタを制御に用 

いることが可能であると考えられ

た。 

(2)放電モニタを用いた制御 

放電モニタ値が一定となるよう 

にチョッパ電圧を自動変動させた 

結果を表３に示す。原臭気の臭気濃度は 730～9,800 まで変動させたが、いずれの場合も処

理臭気の臭気濃度は 130 以下となっており、良好に処理できたことが確認された。また、

放電モニタを一定化する制御を行うことによって、原臭気の臭気濃度の変動に伴ってチョ

ッパ電圧が自動的に引き上げられて放電電力が増加し、本実験の手法で臭気濃度の変動に

対して自動制御で常時適切な臭気の処理が行われることが確認された。 
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表３ 制御実験結果  
Run 番号 Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 

入気温度（℃） 15.4 15.3 15.3 15.2 15.2 15.3 

入気湿度（％RH） 83.6 － 87.3 － － 86.7 

放電電力（Ｗ） 248 303 389 387 420 415 

発生オゾン濃度(ppm) 1.4 1.8 2.0 2.0 2.0 1.9 

硫化水素入口濃度(ppm) － 0.15 0.10 0.10 0.24 0.50 

ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ入口濃度(ppm) － 1.1 2.0 2.5 2.4 － 

入口臭気濃度 980 730 1700 2300 3100 9800 

出口臭気濃度 41 31 98 31 130 73 

※Run 1 以外はﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝと硫化水素をガスボンベから供給して実験を行った。 

 
５．６ 無負荷運転による触媒再生  

放電式脱臭法において、触媒の効果

が一時的に低下した場合の対処方法を

確立するため、放電式脱臭装置を約７

ヶ月運転した後、切替バルブを操作す

ることによって、放電している脱臭装

置内に外気を流通させる無負荷運転を

行い、無負荷運転前後の臭気処理効果

を比較した。なお、無負荷運転は 2.5

時間行った。  
無負荷運転前後の原臭気及び処理臭気の分析結果を表４に示す。無負荷運転前には臭気

濃度低減率が 90～92.5%であったものが、無負荷運転を行った後には 97.6%まで上昇したこ

とから、臭気除去効果が低下した場合、無負荷運転を行うことによって触媒側の臭気処理

効果が復元可能なことが認められた。 

 
５．７ 放電電極の耐久性向上に関する調査  

耐久性の高い放電電極について調査検討するため、従

来型電極（銅箔に貴金属メッキを施したもの）とアルミ

ニウム製電極の比較実験を、腐食性の高い硫黄系高濃度

の模擬ガスを流通させて処理を行うことにより実験を行

った。なお、耐久性の向上のため、アルミニウム電極は

放電部の形状を従来型より変更した。  
24 時間処理を行った電極を写真１に示す。従来型電極

は処理を行うことによって電極の劣化が極端に進行した

が、それに比べてアルミニウム製電極の劣化は少なかっ

た。したがって、アルミニウム製電極を用いることによ 

って、電極寿命を長くすることが可能であると考えられ

た。  
５．８ 処理副生成物に関する調査  
 放電式脱臭装置の副生成物を検索し、その毒性について評

物質濃度を検討するとともに、処理ガス中の有機物の GC/MS

濃度の測定を行った。  

 
表４ 無負荷運転前後の臭気処理状況  
サンプ

ル No. 
原臭気  

臭気濃度  
処理臭気  
臭気濃度  

臭気濃度  
低減率 (%) 

 無負荷運転前  
１  2,300 230 90.0 
２  1,300 98 92.5 

 無負荷運転後  
３  5,500 130 97.6 
４  4,100 98 97.6 
５  3,100 73 97.6 

 

写真１ 放電処理 24 時間後の

電極  
左側；アルミニウム電極  
価するため、処理前後の臭気

による探索、及び NOｘ、SO2

右側；従来型電極  
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 その結果、アセトアルデヒド、プロピオン酸に関しては若干の増加が認められたものの、

臭気としての寄与は非常に小さく、また毒性としても問題のない範囲であると考えられた。

その他の物質では、トルエンなどが増加傾向に認められる場合があったが、逆に原臭気に

対して処理臭気が減少している場合もあり、触媒への吸着による時間遅れによって検出さ

れている可能性があると考えられた。さらに、NOx、SO2 とも検出限界（NOx 0.0004ppm、

SO2 0.0005ppm）以下であり、問題ないと考えられた。 

 
５．９ 湿度の影響に関する調査  
 放電式脱臭法では、触媒表面での結露により触媒が作用しなくなり臭気処理効果が低下

することを防止するため、原臭気をヒータで調湿する。相対湿度が高い場合でも安定した

処理が可能なシステムを構築すれば、ヒータの負荷が減少すると同時にヒータ稼働時間も

短くなり、ランニングコストの低減が可能であると考えられる。このため、ヒータの稼働・

非稼働時の臭気処理性能を調査し、さらに、ヒータの運転方法について検討を行った。  
 原臭気の相対湿度が処理に与える影響を検討した結果、相対湿度が 90%以下でも触媒部

分で結露しない条件であれば、良好な処理が可能であることが認められた。ただし、高湿

度でヒータを稼働させず継続的な運転を行うと臭気除去効果は除々に低下するため、ヒー

タが一定時間ごと（例えば 30 分毎）に稼働するようタイマー制御等を併用することが好ま

しいと考えられた。 

 また、気相反応部および触媒部を保温し、ヒータの制御範囲を相対湿度が 80～90％とす

ることにより、ヒータの稼働時間を減少させることができることが示唆された。  
 

６．下水臭気の処理システムとしての実用性  
従来、下水処理場から発生する低濃度系の臭気の処理は主として活性炭による吸着処理

が行われてきたが、活性炭吸着法は運転管理面および環境負荷の両面から問題をかかえて

いる。本調査は、活性炭吸着法に代わる低コストで臭気濃度の変動に強い次世代型脱臭装

置を開発することを目的とし、平成11年度から放電を利用した脱臭装置の下水処理場水処

理施設臭気ガスへの適用の可能性を検討した。 

その結果、水処理系の原臭気の臭気濃度は変動幅が非常に大きいが、放電式脱臭法の連

続処理性能調査により、長期間安定した処理性能が得られることが確認された。 

平成11年度の調査において課題として挙げられた、放電電極の耐久性の向上、電極洗浄

システムの最適化、電源装置の改良および臭気の変動に応じた制御システムの確立に関し

ても、平成12年度の調査で改良がなされ、実用性を十分に有するレベルになったものと考

えられる。 

調査の結論として、放電式脱臭装置の特徴を以下にまとめた。 

(1)原臭気の臭気濃度が変動しても、放電モニタによる制御を行うことで常時適切で安定し

た処理が可能である。 

(2)原臭気の臭気濃度は設計値で10,000程度まで対応可能である。 

(3)寿命予測が困難な活性炭式脱臭に比べて放電式脱臭は消耗品の寿命が明らかであり、維

持管理し易い。 

(4)充填材量は活性炭の1/5程度である。 

(5)放電電極の交換は非常に簡単であり、直営で対応可能である。 

(6)設置面積・荷重が小さく、設置場所が限定されにくい。 
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(7)放電による電力消費量が非常に小さい。 

一方で、活性炭に比べて脱臭効果は同等もしくは若干劣るレベルと考えられるが、処理

臭気濃度は常に300以下となっていたことが確認された。また、設備費、維持管理費とも活

性炭吸着装置と同等以下と試算されている。 

 以上の事項より、放電式脱臭装置は下水水処理系臭気の処理に対し、十分な適用可能な

技術レベルに到達したものと考えている。 

 なお、今後の課題としては、水処理系以外の臭気ガスに対する放電式脱臭装置の適用可

能性の検討が挙げられる。 
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