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平成 26 年 3 月 24 日 

日 本 下 水 道 事 業 団 

 

海外向け技術確認第一号の技術確認証の授与 
― 先進的省エネ型下水処理システム（メタウォーター株式会社）― 

 

日本下水道事業団（JS）では、国が進めている海外水ビジネス戦略の一環として、海外

向け技術確認の業務を平成 25 年 2 月から開始し、約 1 年間の確認期間を経て、報告書を

取りまとめました。そして、平成 26 年 3 月 24 日に申請者であるメタウォーター株式会社

に海外向け技術確認証を授与いたします。 

海外向け技術確認の対象技術は、メタウォーター株式会社が発展途上国向けに開発を進

めている「先進的省エネ型下水処理システム：高効率固液分離･新型散水ろ床･最終固液分

離槽を備えた下水処理システム」です。 

技術確認では、メタウォーター株式会社がベトナム国ダナン市内の下水処理場で実施し

た実証実験結果（処理能力 300m3/d のパイロット実験装置）に基づいて提示された処理性

能等の妥当性を確認しました。 

今後は、日本下水道事業団として技術確認結果の公表をするとともに、当該技術の計画、

設計、施工、維持管理の各段階における支援を国土交通省と連携して引き続き実施する予

定です。 

 

技術確認の項目と目標水準は、以下のとおりとなります。 

●処理性能：処理水の BOD、SS 濃度が以下の数値を満足すること。 

   BOD：最大 30 mg/L 以下  

   SS ：最大 30 mg/L 以下 

●消費電力量原単位：水処理に要する、単位流入水量あたりの消費電力量原単位が 0.1 

kWh/m3以下であること。 

●設置面積：流入水量 2 万 m3/日規模の水処理施設に要する単位流入水量あたりの設備

の設置面積が、標準活性汚泥法（0.2m2/(m3/d)程度）に比較して小さいこと。 

●維持管理性：標準活性汚泥法に対して、機器点数及び運転管理項目が少なく、運転・

維持管理が容易なこと。 

 

 

（問い合わせ先） 

国際室  辻 幸志 

TEL: 03-6361-7814 

FAX: 03-5805-1806 

E-mail: Tsujik@jswa.go.jp 
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海外向け技術確認について海外向け技術確認について
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海外向け技術確認の実施内容と効果海外向け技術確認の実施内容と効果

＜実施内容＞＜実施内容＞
• 実証実験結果などに基づいて民間事業者が提示

した技術確認対象技術の処理性能などを検証

• 提示された処理性能などについて、ＪＳ内部の
委員会にて、処理性能、維持管理性、経済性な
どの妥当性を確認

＜＜効果効果＞＞
• 第三者公的機関審査による技術提案等の信頼性

確保、品質向上

• 技術的内容の検討不足による事業化時の手戻り
を防止（現地実証実験結果、設置面積やコスト
試算などの実施、適用時の留意事項など整理）
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海外向け技術確認の実施フロー海外向け技術確認の実施フロー

処理状況の確認処理状況の確認

現地現地WSWSへの参加への参加
（（33月月77日）日）

ＪＳ内部委員会ＪＳ内部委員会

確認依頼確認依頼
データの提示データの提示

確認結果確認結果
の報告の報告

技術確認証技術確認証
の交付の交付

JSJS

民間企業民間企業

国土交通省国土交通省
（下水道部）（下水道部）

ＪＳ内部委員会などで、「実証実験結果ＪＳ内部委員会などで、「実証実験結果
の検証」と「技術確認（現地視察やワーの検証」と「技術確認（現地視察やワー

クショップ参加など）」を実施クショップ参加など）」を実施

民間企業民間企業

対象国政府等対象国政府等対象国政府等

カバーレターカバーレター
（紹介状）の発出（紹介状）の発出

国土交通省および国土交通省および
ＪＳの支援を受けたＪＳの支援を受けた

海外展開海外展開
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ベトナム国ダナン市における技術確認ベトナム国ダナン市における技術確認
技術確認の目的技術確認の目的

本技術確認は，申請者が開発した対象技術について，申請者がベトナ
ム国ダナン市で実施した実証試験の結果に基づいて，申請者が提示す
る当該システムの処理性能等の妥当性を，公的機関である確認者が検
討し，確認するものである。
●申請者 ：メタウォーター株式会社
●対象技術：先進的省エネ型下水処理システム
●確認者 ：地方共同法人日本下水道事業団

実証実験施設実証実験施設 技術確認結果の説明技術確認結果の説明
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技術確認の対象技術技術確認の対象技術

沈砂池・
揚水ポンプ

高効率固液分離槽高効率固液分離槽 新型散水ろ床新型散水ろ床 最終固液分離槽最終固液分離槽
消毒槽・

排水ポンプ

P

P

汚泥濃縮槽

P 脱水機等へ

高効率固液分離槽高効率固液分離槽

新型散水ろ床新型散水ろ床

最終固液分離槽最終固液分離槽

ろ過により固形性のSSおよびBODを除去

生物膜が主に溶解性のBODを除去

剥離生物膜等の細かなSSを沈殿除去

技術確認の対象範囲技術確認の対象範囲
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実証試験設備実証試験設備
高効率固液分離槽高効率固液分離槽

（（FSFFSF））
新型散水ろ床新型散水ろ床

（（HTFHTF））
最終固液分離槽最終固液分離槽

（（SLSSLS））

PP

PP

流入水流入水 FSFFSF
越流水越流水

HTFHTF
越流水越流水

SLSSLS
越流水越流水

流入水路流入水路
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処理性能の確認結果処理性能の確認結果

処理性能の確認結果処理性能の確認結果
対象技術の処理水ＢＯＤおよびＳＳ濃度が目標水準を満足し
たことを確認した。また，最終固液分離槽を設置していない
期間においても，最終固液分離槽の除去率から処理水ＢＯＤ
およびＳＳ濃度を算出した結果，実証試験期間全体を通して
目標水準を満足したことを確認した。

＜最大値＞＜最大値＞ ＜平均値＞＜平均値＞

注：括弧内は試算値の結果、目標水準（最大値）はベトナム国の排水基準

BOD
（mg/L）

SS
（mg/L）

8.7 9.2

(9.7) (15.3)

7.3 7.0

(8.3) (12.4)

水質項目

処理水

最終固液分離槽
（ろ材なし）越流水

最終固液分離槽
（ろ材あり）越流水

BOD
（mg/L）

SS
（mg/L）

20.5 18.0

(16.7) (28.2)

18.6 14.0

(14.3) (22.9)

≦30 ≦30目標水準

水質項目

処理水

最終固液分離槽
（ろ材なし）越流水

最終固液分離槽
（ろ材あり）越流水
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処理性能の確認結果処理性能の確認結果

消費電力原単位の確認結果消費電力原単位の確認結果
実証試験により確認された設計諸元に基づく2万m3/d規模のモデル設
計の結果，対象技術の水処理に要する消費電力原単位（単位流入水量
あたりの消費電力量）は0.1 kWh/m3以下であることを確認した。

条件：最上段の揚水ポンプによって所要の水頭差を全て得る。
消費電力原単位：0.045kWh/m3
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設置面積の確認結果設置面積の確認結果

設置面積の確認結果設置面積の確認結果
実証試験により確認された設計諸元に基づく2万m3/d規模
のモデル設計の結果，対象技術の水処理に要する単位流入
水量あたりの設備の設置面積が0.13m2/（m3/d）程度で
あり，標準活性汚泥法と比較して小さいことを確認した。
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維持管理性及び適用時の留意事項の確認結果維持管理性及び適用時の留意事項の確認結果

維持管理性の確認結果維持管理性の確認結果
対象技術に用いられている主要な機器はポンプ類と自動弁となっており
，標準活性汚泥法に対して少なく，さらには，運転管理が必要な項目も
少ないことから，運転・維持管理が容易であることを確認した。

また，従来の礫等を用いた散水ろ床法の課題（散水ノズルの閉塞や悪臭・
ろ床ハエの発生など）について，技術的な対策がとられていることを確
認した。

対象技術適用時の留意事項対象技術適用時の留意事項
対象技術を適用する際，計画・設計や運転・維持管理を行う上で，以下
の事項に留意する必要があることを確認した。

（１）計画・設計に関する事項
1) 気温・水温 4) 系列と規模の設定
2) 流入水質 5) 汚泥処理
3) 流入変動への対応

（２）運転・維持管理に関する事項
1) 害虫・臭気対策
2) 停止時の対応
3) ろ材の保護
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まとめ

＜＜先進的省エネ型下水処理システム先進的省エネ型下水処理システムの特徴＞の特徴＞
・安定した処理性能の維持
・省エネルギー，省スペース化の実現
・容易なメンテナンス

＜ＪＳの今後の対応＞＜ＪＳの今後の対応＞
・日本下水道事業団として技術確認結果の公表
・国土交通省と連携した海外での新規プロジェクトの

計画，設計，施工，維持管理の各段階における支援
の継続


