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エンジニアリングサービスを提供する
IPECはお客さまのソリューションプロバイダ−です

IHIプラントエンジニアリング（IPEC）は、

お客さまの最良パートナーとして、

これまでに培ったノウハウと最先端技術を最大限に活かし、

お客さまのニーズに応える“プラントデザイン”を

提案・具現化いたします。

最適な「プロジェクト・チーム」を組織し、
設計から調達・工事、アフターサービスまで一貫したマネージメントを実施
ご計画の種類や規模の応じて最適なメンバー・組織形態を持つ「プロジェクト・チーム」を編成します。
フィージビリティ・スタディを起点に、Engineering（E：設計）、Procurement（P：調達）、Construction
（C：建設）、試運転、アフターサービスに至るまでお客さまの多種多様なご要望にお応えします。
プロジェクトの成功に必要な納期・コスト・品質・安全性等の管理項目を厳格にマネージメントします。

プラント事業
●石油・化学プラント
●医薬品製造プラント
●バイオプラント
●ファインケミカルプラント

機器事業
●加熱炉
●圧力容器
●冷却塔
●空冷式熱交換器
●粉砕機
●煙突

エンジニアリング
事業

●配管設計
●土木建築設計
●電気計装設計

開発・設計 アフターサービス
メンテナンス（Engineering）

調達
（Procurement）

工事
（Construction）



IPEC は、IHI およびグループ各社との緊密な連携による
豊富な経験・実績を基盤に、
多種多様なプラント建設のニーズにお応えいたします。
その領域は、石油・化学プラントから医薬プラントまで幅広く、
設備の設計から調達、建設、試運転、
メンテナンスまでの一貫したマネジメントのもと、
より高度なお客さまの満足を追求しています。
また、需要が高まる既設プラントの改造・改良においても、
能力増強・合理化・省エネルギー化・環境調和等のテーマに対して、
豊富な実績・経験をもとにお応えいたします。
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バイオプラントを迅速かつ効率的に実現するためには、細胞取り
扱い技術を熟知するとともに、スケールアップ、最適化、洗浄・無菌
化技術、コンプライアンス対応（GMP、カルタヘナ法等）を駆使した
トータルエンジニアリングが必要です。これらのエンジニアリング
技術を活用し、微生物から動物細胞、植物細胞といった幅広い分
野に対応いたします。
また、「開発型エンジニアリング」として、バイオプロセスの構築に
あたり、開発のスピードアップ、生産性の向上、プロセスの安定化、
コストダウン、環境対策等を目的とした開発段階からのお手伝い
を積極的に行っています。

お客さまの製品プロセスの特異性に対応した最適設備のエンジニアリングを提供します。
長年のプラント建設で培った技術を応用し、マルチ生産対応で洗浄が容易な設計（配管勾配等）、確かな品質管理体制（禁油・禁水処理、
異物混入防止等）により、迅速なプラントの立ち上げをお手伝いします。

原薬・中間体（高薬理活性品を含む）、製剤、再生医療等の幅広い分野において実績を積み重ねてきました。
それらで培ってきたノウハウと最先端技術を活かし、医薬品製造プラントにおける品質確保、経済性追求、環境保護等といった、お客さまの
あらゆるニーズにお応えします。
また、海外提携先とのビジネスネットワークを活用し、最新のGMP対応や技術取得に取り組んでいます。
IPECでは、お客さまのご計画をFS（Feasibility Study）から設計、建設、試運転、アフターサービスまでトータルでお手伝いします。

石油精製プラント、石油化学プラント、化学プラントを中心に、
一括請負でプラントの EPC を手掛けております。
プロセス、各種機器装置、配管架構、電気計装、土木建築等
高い技術力と豊富な経験を持つエンジニアリング部門。
購入品のコストと納期を管理する調達部門。
工事を無事故・無災害で完成させる建設部門。
プラントの品質を保証するための品質保証部門。
これらが一体となり、設計、調達から建設、試運転、メンテナン
スまでをお客さまにご提供します。
さらに、これまで蓄積した豊富なプロジェクト遂行経験を活かし、
お客さまのプロジェクト計画の事業化検討を行う FS（Feasibility 
Study）、お客さまのご要望を理解して最適なプロジェクト計
画の技術仕様書を作成する FEED（Front End Engineering 
Design）にも積極的に取り組んでおり、EPC に先立つ事業化
検討段階からお客さまのプロジェクト実現をサポートします。
また、既設プラントの改造・修理・能力増強工事も数多くの実
績があります。

各種プラント設備の設計から
調達・建設・試運転・メンテナンスまで

プラント事業

石油・化学プラント

医薬品製造プラント

バイオプラント

ファインケミカルプラント

医薬品製造
プラント

石油・化学
プラント バイオプラント

ファインケミカル
プラント

プラント事業
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これまで国内外 1,000 基以上の冷却塔を納入しており、幅広い
フィールドで豊富な実績を蓄積してきました。その経験をもとに、
お客さまに建設地の調査から設計、建設、診断、メンテナンス
にいたるトータルサービスをご提供します。また、既設冷却塔（他
社製を含む）の補修や能力増強工事、環境ニーズに配慮した白
煙抑制型・低騒音型冷却塔のご提案等お客さまの様々なニーズ
に幅広くお応えします。

煙突に必要な多岐にわたる幅広い知識と技術力を持つ “ 鋼製煙
突メーカーのパイオニア ”として、これまで多くのお客さまに鋼製
煙突を納入してきました。その技術力と豊富な実績によって培わ
れた総合エンジニアリングにより、計画から設計、建設、メンテ
ナンスまで一貫したサービスをお客さまに提供します。

半世紀以上の豊富な経験で、石油精製プラント、石油化学プラ
ント、都市ごみ焼却プラント、各種発電プラント、原子力プラン
ト等の幅広い分野の設備に納入しております。また、長年の経験
で培った知見をもとに、能力改善、経年変化した部品の交換や
機器の補修等お客さまの多様なニーズにもお応えします。

お客さまに最適な機器を提供
さらに納入後のメンテナンス計画の立案・実施まで

数ミクロンからサブミクロンの粒子径微粉の大量生産が可能な竪
型ミルをご提供しており、お客さまの高品質な製品づくりのご要
望に幅広くお応えします。また、IHIと共に築いてきた粉体ハンド
リングノウハウと竪型ミルの豊富な実績を組み合わせて、原料受
け入れから貯蔵、粉砕、製品出荷までを一貫した粉体プラント
の建設にもお応えします。

機器事業

IPEC は各種プラントを建設するとともに、
プラントを構成する主要機器をお客さまに提供しております。
より高機能で高品質な機器を提供するために、
長年培ってきた独自のノウハウを駆使した機器設計を
行い、お客さまのニーズに応える体制を整えています。
さらに、納入した機器に対しては、
メンテナンス計画の立案、最新の計測・診断技術を
駆使したメンテナンスを提供いたします。

米国フォスターウィラー社と加熱炉の技術提携を開始して以来半
世紀にわたりあらゆる型式の加熱炉をお客さまにご提供しており、
その数は既に国内外で約 400 基に達しています。そこで培った
確かな技術と豊富な経験により、新設はもちろん、既設（他社
製も含む）加熱炉の省エネ・能力増強工事、設備診断等お客さ
まの様々なニーズにお応えします。

加熱炉

石油精製、石油化学、化学、ガス処理プラント等で使用する塔
槽類・熱交換器の設計、製作およびこれらの機器の構造解析、
耐震設計を行います。製作は IHI グループ工場のほか、国内、
海外メーカーで案件ごとに最適な製作会社を選定します。また、
FCC（流動接触分解）装置をはじめとする大型塔槽類の現地改
造工事も多数手掛けています。

圧力容器

冷却塔

粉砕機 煙突

空冷式熱交換器

加熱炉 冷却塔

圧力容器 空冷式
熱交換器

粉砕機 煙突

機器事業
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スペシャリスト集団に支えられた　
確かな設計・エンジニアリングを提供

エンジニアリング技術・基礎研究

IPEC は、IHI グループの一員として技術力を集結し、お客さまの課題解決に役立てています。
各種プラントに不可欠な機器、配管、架構、土木・建築、電気・計装設備は、
経験や実績に裏づけられた確かな設計技術により成り立っています。
また、プロジェクト管理、CAD、各種解析のためのアプリケーションソフトを駆使して
一元化された無駄のないエンジニアリングを遂行します。
さらに、耐震設計、脈動解析、熱応力解析、高温・極低温配管設計等の高度解析技術にも多くの経験と実績を持ち、
年々高まるお客さまの高度な設計要求に対応しています。

各種プラントにおける配管設計について、性能向上はもちろん、
法規制対応や安全性、経済性等のさまざまな視点から “ 最適な
配管 ” を追求しています。IHIとともに各種プラントに携わった豊
富な経験から、施工時、さらには納入後までも見据えた設計を
行うことで、施工性、操作性、メンテナンス性の向上にも貢献し
ます。さらに、周辺環境に応じた健全性や美観性にも配慮してい
ます。

各種プラントの電気・計装設備に関し、基本設計、詳細設計か
ら施工、試運転調整まで展開し、お客さまのニーズにお応えしま
す。

豊富な経験と技術力を持ち、プラントに付帯する基礎、建物（ク
リーンルーム）、鉄骨架構、サイロ、煙突・鉄塔等の土木・建
築計画および解析・設計から建設までを EPC で担当し、多彩な
ニーズにお応えします。

培養から精製まで、スケールアップ検討
に特化した研究設備を保有しています。
ラボから生産プラント建設における開発
コストの削減、プロセス最適化、既存設
備の改善をお手伝いします。
また、「培養技術」、「流体シミュレーショ
ン解析」等の研究開発を IHI 技術開発本
部と共に進めています。

〈活用実例〉
●受託開発・共同研究
●技術交流会
● Kla（酸素移動量量係数）測定実習

カテゴリー 6（OEL 0.1 μ g/㎥）対応
のクリーンルームと同等な機能を有する
実験室を保有しています。
封じ込め環境における模擬実験や模擬操
作を行うことで、お客さま目線に立った
設備提案を行います。
実際に見学いただくことで、お客さまの
設備イメージの具体化をお手伝いします。

〈活用実例〉
●封じ込め設備の性能確認
●設備の操作性確認、運用方法の追及
●封じ込め環境における施工見本の展示

配管設計

電気計装設計

プラントの各負荷の特性および電源の信頼性等をふまえ、基本
設計、システム設計を実施します。発電設備、受配電設備、動
力設備から照明設備まで設備一式のエンジニアリング提供に取り
組んでいます。

電気設計

プラントの運用方針より操作監視方式、自動化方式、システム構
成へと展開し、計測制御設計を実施します。プラントの特性を考
慮したセンサー・操作端の型式選定やサイジングにより最適な設
計を行います。

計装設計

土木建築設計

生物工学実験室

医薬封じ込め技術実験室
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東京都知事（特 -27）第 68665 号
●土木工事業　　　●建築工事業
●電気工事業　　　●管工事業
●鋼構造物工事業　●機械器具設置工事業

東京都知事 第 34427 号
　
特 13-010500

●ＩＳＯ 9001： 2008　ＪＩＳ　Ｑ 9001： 2008　
　登録番号 Y ＫＡ 4002616　2004 年 1 月 9 日登録
●ＩＳＯ 14001： 2004ＪＩＳ　Ｑ 14001： 2004
　登録番号ＹＫＡ 4003921　2007 年 3 月 17 日登録
●ＯＨＳＡＳ18001： 2007
　登録番号ＹＫＡ 4004097　2008 年 3 月 30 日登録

特定建設業許可

一級建築士事務所

特定人材派遣

ＩＳＯ

登録等

石油・化学・医薬等幅広い「環境対応ニーズ」に対応
21 世紀の人類が抱える大きな課題の一つとして「地球環境の保全」が掲げられています。
IPEC は、これまで培ってきたエンジニアリング力を駆使し、
石油・化学・医薬における幅広い産業界の「環境対応ニーズ」に対して、
減容化・水処理・代替エネルギー等の具現化をお手伝いします。

環境負荷
物質削減

大気汚染
防止

廃棄物削減リサイクル

水質汚染
防止

省エネルギー

IPECの
環境対応技術



〒135-8710 東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル
TEL（03）6204-8200（代表）　FAX（03）6204-8840
URL http://www.ipec-ihi.jp/

本社

1709-1500-FXSS（DP890） Printed in Japan

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に
　必ず取扱説明書をよくお読みください。

●カタログに記載の仕様、寸法および外観は、改良のため予告
　なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色調は印刷の都合により、実際の色と異なってみえる
　場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●所在地は変更になる場合がありますのでご了承ください。

● I H Iおよび I H Iシンボルマークは、I H Iの登録商標です。

●このカタログの記載内容は2017年9月現在のものです。


