
ま え が き
サントリー�������は�	
���に1999�
に�された���の����である������
��より���の��� 100!の"#$%&'(
)*+,$�-./の01�2.3$456な7�
�'7エネルギを89しており$2002�には���
などの��01:;が�く<=され$>リデュース'
リユース'リサイクル89?@A3BCDにおいて
EF/GHIJをKJした�このJは01LMNに
Oけて３RP;にQRしてSTみ$UV6な:;を
WじてXYなZ[をあげている\]$グループおよ

びとくに^_の`められるa�b3をBCするもの
であり$cd�eは����がfgのKJであった�
����へは$1999�の�����１h�a�
にiGラインおよび�jkbへl/$ろm/をno
する./pq�rと$iGラインからのs/をpq
するs/pq�rをtuしている�
そのviGwxのyzにともなうs/{|}に~
�するため2001�eにs/�rを}��1.5h�a�
し$これまで��に�;していた���２h�aと
して$��のiGライン}�が��したことにとも
ない$./'s/�rとも}�された�
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サントリー(株)高砂工場殿向

用水・排水処理設備
Process Water Supply System and
Wastewater Treatment System for

Suntory Takasago Plant

サントリー�������は��の������である�cMは�j./をnoする./�rおよ

びiGwxの���に~�するs/pq�rをtuし$����に�;している�とくに$��を

もちいた���pq�r�PABIO MOVER�とその�pq�rである���pq�r�PANBIC-H�

の�uによって�//�y;に~しても��したs/pqがUVでき$� ¡¢£よりも¤しく�

�した��¥¦¡¢£を"#できている�

Together with a process water supply system, a wastewater treatment system was delivered to Suntory's
Takasago plant that produces a variety of soft drinks. The system effectively combined with an aerobic
system�PABIO MOVER�using biomedia and anaerobic system�PANBIC-H�as pretreatment has
been operating stably against fluctuating quality of inlet wastewater, achieving the Suntory's effluent
requirement that is much stricter than the municipal regulations.
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２���は2004�より����を	
し�2004�
�に����2005��に���を	
した�
��では���の２���における����と�
����の�� ��の!"を#$する�

��������
���� � � �

フローシートを	１に%す���� ��は�&
に'(を)*するためにもちいられる+��および
&に,-�にもちいられるろ.�を'/�01する
��であり�23�� ���4+����5��
� ��に67される�
89に����の&"プロセスについて:;する�

���
�����

3�<に=まれる>�マンガンおよび?@をAB
することを&CDとした��であり�A Fe�AMn
Eをもちいて� をおこなっている�
�FGはろHとしてIJにアンスラサイト�KJ

にLMろHであるフェロライトをもちいたろ.Nで
ある�O�<に=まれるフミンPQのRST�コロ
イドUのVWXや>Yおよびマンガンを�8Z[\
Pソーダを]^してP_させ`ろ.にてこれらを
ABする�>は8Z[\Pソーダ]^のみで�aに
P_されるが�VWXやマンガンは�bcdおよび
そのefによってはghYなP_Ufのままでろ.
Nにi^するが�LMろHがjkDにl�すること
でP_�`ABをmnとしている�
���� � � �

+�FGは�oTp`E�およびイオンqrE
でstされている�
+�O�はまず�oTp`EにてO�<のuv
[\およびVWXがABされ�そのwイオンqrE
にてO�<のイオンがABされ�+�として)*�
�へ01されている�イオンqrEは�xyz{i
|)}２y２Ezを~�しており��E�は２Jに
Yかれており�IJはイオンqr��のぎっしり�
まった�いわゆるパックドベッドとなっている�L
�は�Kのとおりである�

2 I{i��のため����のI�が�やかで�
��@が�なくてすむ�
4 |)�の�(]^をK{iとすることで��な
ピストンiでiれるため|)��に�れており�
��の�i�zと��して|)��が�ない�
5 IJのイオンqr��は��されているので�
 ¡¢£をおこなったときにも� �への¤¥が
�ない�

���������

��<の?@および CODABをおこなったろ.
�の'/�01をおこなう��であり�¦§ろ.N
およびoTp`Eによりstされている�
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	１ ��� ��フロー

１ ���±cd

²１�³^�� �±cd´

O � � µ i �

�¶®m3/d° 1 230

pH 5·8 5.8·8.6

SS®mg/L° 148 5

BOD®mg/L° 587 5

COD®mg/L° 587 8

²1.5�³^�� �±cd´

O � � ¸¹� �

�¶®m3/d° 1 230

pH 2·8 5.8·8.6

SS®mg/L° 100·460®200° º

BOD®mg/L° 180·4 250 ²600

COD®mg/L° 230·2 950 º

® °�は»�¼�BOD½¾¶は3 400 kg-BOD/d�K

²２�³^�� �±cd´

O � � µ i �

�¶®m3/d° 2 130

pH 2·8 5.8·8.6

SS®mg/L° 200 5

BOD®mg/L° ²2 000 5

COD®mg/L° ²2 000 8
BOD½¾¶は3 400 kg-BOD/d�K
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まず���として PAC を��し���	の
�
�を��させ���ろ��にて��の��をおこ
なう�
その��������にてCOD��をおこない�
���の��のために� !"#ソーダを��し�
ろ��として$%される�

��������
���� � � �

	１に&'()の*+*,-.�フローシートを

２に/す���はロット01え2の*+345�
が6なものであり�789:に;<して�が=>
する�２'のライン?@により5�*+へのAけ�
れ�Bは?えることとなったが�789:が=わっ
てきたこともあり�5�CDEとしては1.5'F*
2とGHの-.とした�
また�IJ(KはLMNOにPしCBQRがST

される(UVWにあるためXしいYZ[\が]めら
れる^Vにある�_`の?@において1.5'までは
なかったabの5�がcdされており�*+efを
ghするにあたっては�����は1.5'とGじ
とし�かつijした��でklmnoの*+cdと
なるよう２'*+のefをghした�
�pにqrする6l*+プロセスのstと２'?
*での*+=uvを/す�
��������	
�システム


３に PANBIC-H システムのwxを/す�
PANBIC-H システムはyzリアクタ�{|}�~�
����よりqrされる����のyz���*+
である��*+はUASB���Zyz�スラッジブ
ランケット���とGHにグラニュールによりyz
��をおこなう��で�UASB��よりもさらにI
DE��を��とするものである�UASB��のよ
うにN�に GSS�Gas-Solid Separator�は��され
ておらず��のようなプロセスで���の{��ガ
スの���グラニュールのZ���をおこなってい
る�

� 5�はリアクタ��より��され�グラニュー
ル�を��Zで �する�ここで���はメタン
ガスと¡#>�"に{�される�
¢ £7したガスはリアクタNを�¤し�リアクタ
��で��され�ガス¥¦*+へ�かれる�
§ ���を��された¨はリアクタ��よりZ�
する�この2グラニュールの©�は���ととも
にZ�する�
ª Z�¨	のグラニュールは��の{|}で«¬
{|され�ポンプにてリアクタに��される�
このようなqrを¦したことにより�®<の
UASBと¯°して±²に�³アップがg´した�
� IDEへのµTと��のコンパクト>
�¶·¸はUASBの1¹3�

¢ ºスペース>
�UASBの1¹2�
これらの»れたl¼に½わせて�yz���の�
するstである�
� ¾z���と¯°してランニングコストがiい
¢ ��の¿�=Àにµしてijしている
ことにより�1.5'?**+に PANBIC-H システム
が¦された�

Vol. 2 No. 1�2005¹8� ÁÂÃÄソリューションÅÆ 15


２ 5���*+フロー


３ PANBIC-H システムwxÇ
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２���では�����	に
�が�かったこと
から������については���に��する�
���を��した�
���オキソニア����

������や��の !に"して#$%&を'
(におこなう)*から�+,-�.や+/,0の+
,-1がもちいられることが234となってきた�
5678でも9:�+,-�.と+/,の;<1で
ある+,-1=>��?@ABオキソニア��Cが
�Dされることとなり�%&��の�EがFGとなっ
た�
オキソニアの+/,は�HIすると/,となるた
め�%&するためには@J 1%&をFGとするが�
+/,のままであるとK$LMがあり�NOとして
P 1にQRSをTつこととなる�したがってその
まま 1%&すると�P 1がU#してしまう� 
1QRSについては+,-�.もVWである�
そこで�オキソニアはXYに�ZしておくFGが
あり�その[\としては�]^では_`a,ナトリ
ウム�チオa,ナトリウムやb-<10のHIcを
もちいるdeや�fSgのhiをもちいるdeがj
Mされていた�
しかし�HIcをもちいるdeではklの%&コ
ストが5くなり�かつHIcをmnする��o\の
pq�も�nするというrs*があった�また�f
Sgについても5tu+,-1の%&であり�vw
0xyz{の|で}~されるrsがあった�
9:は�これまでに�い�しい%&d�として�
�%&�のもつHI�を�Mして�オキソニア�
�と�%&�を��4に;<することでオキソニ
ア�の+,-1を��するdeをjMした�
;<o%&された��はo\の��%&?PABIO

MOVERCにて%&している�
�������	
	���パビオムーバー�

���は����は���に�����lを��
し���または��のもとで��させるd�の5�
�>���%&�Eである���１に�l� �	

４に¡~�を¢す����は5678の�£
�を
¤�に¥¦した%&d�で§¨くの�©を>してい
る�ªなものとしては«の*があげられる�
¬ ®に¯したP 1のfMと�lを��させる
ことにより�°きな±h�Oがえられ5�	%&
が²³である�
´ リアクタµの�lに¶·したP 1で%&する
ため�¸¹pqがºGである�
»¼pqは½さいSSとなって�Dするが�¾¿
Àなどで��できるためバルキングのÁÂがない�
Ã Ä�ÅÆ�からÇÈ�ÉÆ�までÊ4に<わせ
た%&�がËÌにえられる�
Í ���-Î�ÏÐパルプ�Ä�0ÑいÒÓの�
�に¯Mできる�
Ô Õ�の���やÖ×タンクなどWØな��の�
�を{Mすることができるため�Õ���を>�
�Mし�³��Ùを�ることが²³である�
Ú �lのÊÛまりのÁÂはまったくなく�Üの 
1ろ+e�ÝyÞeのようなßàáLは2âºG
である�
9:の２���では�１�で�Eした PABIO
MOVER を�%&�のãM%&ラインとし�オ
キソニア%&�ãMの PABIO MOVER を�äに
�Eした�

���マルチアクトス

���は�åæ¾¿%&�を6ろ+��と<わせ
て�Æ��£までのç�げ%&?CODÐ�u��C
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	４ PABIO MOVER¡~� ��１ PABIO MOVER�l� 
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をおこなう��������	
��である��

５にプロセスフローを�す����の��は�のと
おりである�
� ���の��	を��するため�
���が�
きく�かつ��	の�� も!い�
" ��	は�#に$%と&�'()*にあり�ま
た�デッドスペースの+ない,-./により�'
(0 が!い�
1 ��	の234を56することによって�7%
の%8が9�しても:;%8を<=できる�
> ��	の�� が!くとれるため�ランニング
コストが?い�
@ １A���であり�
���が�きいので��
がコンパクトになり�BCが�さい�
D ���であるため�7%EのFGH8によるろ
�IJがKく�LM�のようなNO�がPQで
ある�
R ST�シーケンスによるUVのため�UVW;
がXYである�
２Z[\では%4]にあわせ�１Zで�した１
^に_えもう１^のマルチアクトスを`aに�し
た�
��������	�
�パビオミックス�１�

PABIO MIX はbcB)の�deなf)のghi
をjしているgh�であり�また�klmnとく
らべ�o0 にpれていることから�$%:;プロ
セスに PABIO MIX をq�することで�$%:;に
r�するエネルギを�きくstすることができる�
PABIO MIX には�ミキサタイプuvwghxy

z{|}とエアレータタイプu~�xgh}の２�
�があり���な��にq�することができる��
,のghxj�����や����はもちろん�１
�でghx~�を�り�えることが��であること
から��UVや��������にももちいること
ができる�
��の２Z[\では�オキソニア����オキソ
ニア����の�,gh�としてミキサタイプを６
� ¡した�
�６に PABIO MIX のS¢./を�す�
PABIO MIX は£に
x¤ � -

xシャフト
xg h i

で.�されており�ミキサタイプの£な��として
�の¥があげられる�
� !いgh�o
bcBfのghiを�¦-§¨で�Vさせるた
め�©�な¦-��がえられgh�oが�さい�
gh�oª�«２¬５W/m3

" シンプルな./でかつ4
¤�-xシャフトxghiuFRP m}のみで
.�されており�./は®#にシンプルである�
�７はミキサタイプとエアレータタイプがタンク
,でどのように��しているかを�している�
gh�の�¯なfによって�タンク,でbcB-
の°B¨くに%�がf�され�その±²�%�の³
�れやその±²として´こるエネルギのµ¶を·�
にした)*でのghが��となる�また�gh��
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�６ PABIO MIX./¿

�５ マルチアクトス プロセスフロー
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�
��に�してあるリブが��を���かつ��	
に

��し�そのタンクの�をくまなく��させる�
���くに�いエネルギが��され�その����
���が�くなるため��� !が"なくても#$
%!が&'に(い�

����������
	８
９に2004)３*からの+,-./0の12

データ��２に2004)�の��,34２5を6す�7
8の２9://0の12は2005)２*から;<し�
12;<=>４カ*を?@した�
+,-./0はA,のBCD�にEFされること
なくGHした-.をIJしており�/0K�として
も��LMをNOにPQする��がえられている�
また�78の:/とRSして3�したTUVWでの
XYZ[	\のD]により�D]^と_`して�a
bcd-Oeが３f４g�hし�ijkeをlmに
nhすることができた�

む す び
o7�pqrstuvと�w\xyzの{tに|
}し���~��への2�が��なテーマとなって
いる�
��も���wソリューション��として78�
�した�Yをはじめとしたこれまで�ってきた�か
な��とノウハウで�ユーザの�エネルギ��wB
Cの�hに��していきたいと�えている�

�=に��の��にあたりご��とご�!をいた
だいた�サントリー��5�� ¡Wに¢£の¤¥を
¦します�

�����
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	７ ®¯と°± ²
	８ ³±/0 12��

	９ ��,データ

�２ 2004)���,34

´ µ ¶ ·¸LM
� � ,
�¹º¶5

pH
SS�mg/L5
BOD�mg/L5
COD�mg/L5

5.8»8.6
30
¼

20

5.8»8.6
7.5�55
10�55
16�85

7.5
1.5
1.5
4.1

� 5½は¾¿¹º¶


