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排水から再生可能エネルギーを創出

高濃度有機系排水処理

IHI-ICリアクター

 工場排水 再生可能エネルギー
（バイオガス）

（メタン発酵）

IHI-ICリアクター＋ガスエンジンコージェネレーションシステム
もしくは

IHI-ICリアクター＋バイオガスボイラー

排水から再生可能エネルギーを創出し、有効活用が可能！

工場排水
嫌気性排水処理設備
IHI-ICリアクター

バイオガス
（CH4+CO2）

脱硫塔 ガスホルダー

発電

電力会社へ売電
39 円／ kWh（税抜）※

温水　85～90℃

排気

※2019年 5月現在

熱交換器

ガスブースター

給水　20～25℃

FIT 制度利用による
売電収益で設備投資の

回収を加速

ガスエンジンコジェネ設備

ガスエンジンコジェネシステム
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排水から再生可能エネルギーを創出／バイオガスの有効活用

IHI-ICリアクター＋ガスエンジンコージェネレーションシステムの例

リアクター



最新鋭の排水処理システムです！
IHI-ICリアクターは
もっとも進んだ嫌気性排水処理装置

　IHI は環境技術の総合力と長年培ってきたノウハ

ウを活かし、各種の上下水道設備をはじめ、公共

用水域の汚染防止、産業廃水の処理などさまざま

な水処理設備を手がけてきました。

　そのひとつが「IHI-UASB システム」。これは

オランダで開発、実用化された嫌気性微生物群

の凝集・集塊化機能を利用したメタン発酵バイ

オリアクターによる高速嫌気性排水処理システ

ムです。IHI ではその部門で世界トップの実績

と技術力を持つオランダ・PAQUES 社との

技術提携により、産業排水の分野におけるさ

まざまなニーズにお応えする体制を整えてま

いりました。わが国では、欧米に比べその導

入は遅れたものの、近年は中・高濃度の有

機性排水、なかでも食品関連産業排水を中

心に急速に普及してきております。

　さて、このたび IHI では同じくPAQUES

社との提携により「IHI-UASB システム」の

能力、機能に大幅な改良を加えた新システ

ムの核として『IHI-IC リアクター』を商品化

しました。今後ますます重要性が増してい

く嫌気性処理分野でさらなる威力を発揮し

ていく最新鋭排水処理システムです。

IHI-ICリアクター

食品加工

ビール

清涼飲料

紙パルプ

蒸留酒・ワイン

IHI-ICリアクター
IHI-ICリアクターの3大特長 IHI-ICリアクターの構造

高度な排水処理力を発揮する
バイオマス「グラニュール」
グラニュールはメタン生成菌を中心とする嫌気性菌の自己固化能力を利用

して得られるペレット状のバイオマスです。処理速度を速めるためにはリアク

ター内のグラニュールの滞留時間を長くして高濃度に保持する必要があり

ます。グラニュールの成長過程

が木の年輪のように表れていま

す。これはグラニュールが成長、

分解の過程を繰り返しているも

のと考えられます。

グラニュール外観

8. 上部セトラー
処理水とグラニュールを分離し、清澄な 
処理水を取り出します。また仕上げゾーン
で発生するバイオガスの捕集も行います。

5.	気・液分離装置
ライザー管によって上昇したバイオ 
ガスとグラニュール処理水からバイオ
ガスが分離・除去されます。

バイオガス

原水

6.	ダウナー管
気・液分離装置で分離されたグラニュー
ルと処理水はダウナー管を通り、リアク
ター下部の原水流入部に戻ります。

7.	仕上げゾーン
未分離性BODの仕上げ処理を行い、
BOD除去率をさらに向上させます。

3.	下部セトラー
反応部で発生したバイオガスを収集します。
収集されたバイオガスはライザー管に集め
られます。

4.	ライザー管
下部セトラーで収集されたバイオ 
ガスが勢いよく上昇します。この時
エアーリフト効果により処理水と 
グラニュールも同時に上昇します。

1.	原水流入部
排水はポンプによって、リアクター下部で
内部循環水と混合された後、均一に拡散
されます。

2.	反応部
排水中の有機物（BOD）はグラニュー
ルの働きによってメタンガスと炭酸 
ガス（バイオガス）に分解されます。

IHI-ICリアクターの適用例

２段型の気固液分離装置

圧倒的なグラニュール保持力

・ グラニュールの保持力アップで
グラニュールの流出リスクを大幅に低減。
高負荷処理が可能です。

内部循環機能

縦型円筒形のリアクター

ガスリフトポンプの効果によって、
処理水が内部循環

・ 内部循環の効果により、原水のｐＨ調節を最小限に
抑制できます。

・ 内部循環に循環ポンプ（動力）が不要です。

・ リアクター設置スペースが非常にコンパクトです。

従来の嫌気性処理法を超える
優れたメリット

処
理
水

◀グラニュール
　顕微鏡写真

※イラストは簡略図です。
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