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Industry
工 業

Contamination
汚 染

Water Cycle
水循環

Water essential for all life!
生物に不可欠な水

SME have limited 
options for simple & 
efficient wastewater 

treatment

Company desire to 
produce “guilt-free” 

products

Operational costs of 
treatment are 

proportionally higher
for SME 

Need to comply 
with discharge 

regulations

環境にやさしい製品の需要

簡易的で有効な廃水処理が不足

廃水処理 運転コストの負担

一般排水基準の遵守

Agriculture
農 業

City
市町村



発電をする菌を利用
Using electrogenic bacteria

有機物を栄養として直接発電
Generation of electricity directly from organic substances in wastewater

微生物の増殖が少ない
Slow bacterial growth

電気化学システム(BES)を利用した廃水処理
Wastewater treatment using Bio-Electrochemical System (BES)

陰極上の発電菌



余剰汚泥余剰汚泥

高温維持・メンテ

大量発生

電気化学システム法 （BES)
（微生物燃料電池）
Bioelectrochemical System
(Microbial Fuel Cells) 汚泥汚泥

電力発生・メンテ不要

従来の廃水処理に対するBESの優位性
Advantages of BES over current wastewater treatments

嫌気性菌嫌気性菌

汚泥汚泥
嫌気性菌嫌気性菌

空気（曝気）

バイオガス

好気性菌好気性菌

活性汚泥法（好気処理）
Activated Sludge Process 
(Aerobic Treatment)

メタン発酵法（嫌気処理）
Methane Fermentation Process
(Anaerobic Digestion) 

少量汚泥

少量汚泥

電気電気



施設運用 汚泥処理 空気投入（曝気処理）

施設運用 汚泥処理 空気投入（曝気処理）

+発電

従来法(活性汚泥法)
Current method (Activated sludge process)

電気化学システム法(BES)
消費電力

消費電力

エネルギー削減 （80%以上）

BESの優位性（低消費電力）
Advantages of BES: low energy consumption



BESの発電原理
Principle of BES

カソード触媒を利用、電極や材料

の改良により
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イオン透過膜

カソード触媒



BES大型化の阻害要因
Challenges of scaling-up of BES

廃水

H+

発電発電

e-

H+
発電菌発電菌

H2OH2O

O2O2

有機物

e-

イオン透過膜
• コスト
• 機械的強度

カソード触媒
• コスト
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カソード触媒表面 (x100,000)

• 貴金属を使わない、鉄ベース触媒
Iron based, non-precious metal catalyst

• 活性炭を担体に使用
Used on high surface area carbons

• 低コスト廃水処理用にデザイン
Designed for low cost waste treatment applications

• 長期にわたる耐久性
Long term robustness

カソード触媒
Cathodic Catalyst
(PCT/JP2018/007294)

カソード触媒
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• 電気化学システムに特化した設計
Designed specifically for BES

• 既存の製品に比べ競争力のある価格
Competitive price vs commercial products

• 本技術 <1000ドル/m2 

our CEM <$1000/m2 

• 耐久性 (１年以上実証試験にて稼働）
Robust (tested over 1 year)

MEMBRANE TECHNOLOGY 膜技術
(Cation Exchange Membrane 陽イオン交換膜)

(米国仮出願 62/360,537)
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Tray type (100L)

Box type (1700L)

スケールアップ可能なデザイン
Scalable designs



• Treatment of rice wash and distillery waste
洗米廃水と蒸留廃水を処理

• Reactor capacity: 50 L x 3 trays
排水処理リアクター 50 Lｘ3段

• 4 years operation (2013-2017)
４年稼働（2013-2017）

• Electricity output: 15 mW x 20 cells
出力15mW x 20セル

• Removal rate of organic substance: >90%
(max COD 15g/l, 100L/day)
有機物除去率90％以上を維持

(最大15g/L COD除去 , 100L/day)

瑞穂酒造での実証実験（トレータイプ 2013～2017）
Pilot experiment using the tray type at Mizuho Shuzo



＜現状 Current Status 2018/12/20＞
• 滞留時間2.5日

Retention time: 2.5 days

• 処理容量：680L/日
Processing capacity: 680L/day

• 処理前 COD 10.0g/L の実廃水
COD of wastewater before treatment: 10.0g/L

• 処理後 COD 0.2g/L で下水処理
COD of wastewater after treatment: 0.2g/L

• 処理能力は向上中
Performance has been improving

瑞穂酒造でのボックスタイプの実証実験 （2018. 5～）
Pilot study using the1700L type at Mizuho Shuzo 



グローバルな実証実験
Global pilot studies
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実用化に向けての課題
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発電量の向上
（現在10W/㎥➡実用化は1000W /㎥ ）

電極、耐久性、構造の工夫
（腐食に耐える、普及するためには安価に製作、効率の向上）

固有の廃液処理に適した細菌の適用
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