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過熱水蒸気の再生工程を含む
活性炭自動再生水処理ろ過装置

㈱ウィンテックグロビス



1. 企業紹介

2. 技術紹介

3. 市場現況及び見込み

4. 権利獲得現況

5. マーケティング目標

目 次



1. 会社紹介

会社名

(設立日)

㈱ウォンテックグロビス

(2011年 05月 16日)
代表者

ハングル : リ サンフン

漢子 : 李 相 勳

英語 : Lee Sang hoon

技術分野 機械/環境 主生産品 活性炭自動再生フィルター

資本金 1,000百万ウォン
売上

(2016年)
1,400百万ウォン

住所
本 社 : 京畿道 河南市 新長路87, 3階 C号

研究所 : ソウル特別市 松坡区 梧琴路 13ギル 3

Homepage www. Wintecglovis.co.kr E-mail ー

TEL ー FAX ー



2. 技術紹介

 技術特徴＿活性炭再生技術開発の背景

浄水場

下水処理場

廃水処理場

活性炭

破過点到達

・有機物及び色度除去に優れている
・活性炭処理技術は各分野で最適な
技術と認められている

一定期間を過ぎると破過点に到達
し、活性炭の性能が低下

“活性炭の取り替え及
び再生が必要”



2. 技術紹介

 技術特徴＿技術の開発背景

【既存】 活性炭工程の運営方式 課題① 維持管理が難しい

課題② 運用コストがかかる

周期的な活性炭再生及び取り替え

→炭化再生方式による活性炭の損失
→活性炭の運搬費、薪炭取り替え費用、
再生費用、廃棄処理費用、人件費など

活性炭再生 活性炭の取り替え

薪炭

廃炭

吸着ろ過システム

使用炭 再生炭

再生施設

吸着ろ過システム



2. 技術紹介

 技術概要
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活性炭吸着性能の低下

システム内での再生工程稼働

最初蒸気ボイラー 100℃以上のスチームが発生

ヒーターによって 400∼600℃の過熱水蒸気に変換

塔の内部調査管により活性炭に噴射

活性炭に吸着された有機物及び汚染物の除去

自体再生使用による活性炭寿命の延長が可能

通水工程 ▪活性炭細孔で汚染物質を吸着/ろ過 ＞ 浄水

逆洗工程 ▪ 浮遊物質による活性炭上部の閉塞やマッドボール現象、チャネリング現象を防ぐ

再生工程
▪ 100℃以上の水蒸気をヒーターで過熱させ, 400℃以上の過熱水蒸気を生成し、塔内の調査管を
通って活性炭に噴射

活性炭の取り替え時期を延長できる吸着、逆洗、再生工程が含まれているろ過システム

通水工程

逆洗工程



2. 技術紹介

 技術特徴
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● 水処理現場で自動再生が可能 （活性炭の寿命延長）

＞ 周期的な活性炭の取り替え作業が最小化

● 有機物系の排水においては廃棄物発生が殆どない

● 維持管理の容易性及び維持管理コストの削減

＞ 運転が簡単であり、活性炭の取り替え作業が最小化

● コンパクトな設置面積

＞ 従来の一般的な浄化処理設備（活性汚泥処理）で使用されている

沈殿槽などは不要で、設置面積が少ない

● ユニットタイプであるため工事不要。工事費削減

＞ 余裕土地の活用及び接地後、翌日から装置の使用が可能

● 上·下水道コストの削減

＞ 処理水を再利用する再利用施設に適用

● その他の用途よる処理が可能

＞ 工場内の工程水 · 生活用水などによる処理が可能



2. 技術紹介 既存技術との比較 （活性炭ろ過技術）

区分
活性炭ろ過器

(一般吸着塔型)
活性炭ろ過紙
(自然流下型)

活性炭自動再生ろ過器
(当社の技術)

イメージ

概要
活性炭、砂利などを鉄製タンク

内に充填し、汚染物質を除去

活性炭をRC構造物に充填

し、水質汚染物質を除去

活性炭を自動に再生し、汚

染物質を除去

差

別

性

活性炭 取り替えが必要 取り替えが必要 活性炭の再生

廃棄物 活性炭を廃棄時発生 活性炭を廃棄時発生 活性炭の寿命延長

維持管理 頻繁な活性炭の取り替え 頻繁な活性炭の取り替え 活性炭の再生使用・維持

管理費用 メンテナンスコストが高い メンテナンスコストが高い 活性炭の再生により削減

運搬費用
薪炭の取り替え及び、再生工

場の移動時発生

薪炭の取り替え及び、再生

工場の移動時発生
薪炭の取り替え時

損失 動力の損失が大きい 水頭損失が大きい ユーティリティコスト

経済性 下 中 上



2. 技術紹介 既存技術との比較 （活性炭再生技術）
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区分
回転炉

(ロータリーキルトン)
多段炉

活性炭自動再生ろ過器
(当社の技術)

イメージ

差

別

性

形態 水平型内熱型 活性炭再生 垂直型内熱型活性炭再生 通水と再生を繰り返す自動再生

再生媒体 高温の空気及び水蒸気 高温の空気及び水蒸気 過熱水蒸気

再生温度 700∼1,000℃ 700∼1,000℃ 400∼600℃

再生効率 70∼90% 90%以上 90%以上

所要面積 大 大 小

運搬費用 発生 発生 発生しない

損失
高温炭化再生による活性炭性

状変化及び粉炭発生

高温炭化再生による活性炭

性状変化及び粉炭発生

過熱水蒸気による活性炭性状

の変化及び粉炭発生が少ない

損失率 30~40% 20~30% 5%以内



2. 技術紹介

区分 活性炭自動再生

水処理ろ過器

活性炭ろ過器 オゾン酸化器 RO（逆浸透）法

イメージ

概要 活性炭を利用して有機物及び色
度などを除去し、周期的な自動
再生により活性炭の寿命延長が
可能

・活性炭を利用して有機物
及び色度などを除去

・オゾンを利用して殺菌及び
色度などを除去

・溶媒を半透膜性膜
に通過させ、イオン性
物質、コロイド、ばい
菌などを除去

特徴 ・上側の活性炭ろ過器（一般）特
徴全部含む
・活性炭の損失量（5~10％/年）
を補充し、長期的に使用可能
・維持管理が容易であるため管
理費用が節減

・表面積が大きく完璧な技
工構造で吸着力が高い
・味、色、匂いを起こす有
機物を吸着し、除去
・浮遊物などを逆洗浄し連
続運転が可能

・難分解性有機物を転換さ
せ、生分解性を向上
・バクテリア及びウィルス殺
菌
・消毒と共に色度除去が可
能

・濁度及び病院性微
生物の除去に効果的
・イオン性物質の除
去効果が良い
・運転機器はポンプ
中心で運転に容易

設置費用
（4,000トン/日）

₩1,000,000,000 ₩850,000,000 ₩1,200,000,000 ₩1,450,000,000

運営管理費
（4,000トン/日）

₩19,654,980 ₩81,901,500 ₩99,561,600 ₩62,950,000

既存技術との比較 （排水処理技術）



2. 技術紹介

 価額

• 内容入力(単位：円)

5億ウォン以下 30億ウォン以下

100億ウォン以下 150億ウォン以下

容量 直径 ろ過器数量

（㎥/日） （ø－ⅿ） （台）

容量 直径 ろ過器数量

（㎥/日） （ø－ⅿ） （台）

容量 直径 ろ過器数量

（㎥/日） （ø－ⅿ） （台）

容量 直径 ろ過器数量

（㎥/日） （ø－ⅿ） （台）



3.市場現況及び見込み

 韓国市場現況及び見込み

世界市場年平均成長率

国内市場展望

運営市場
下水市場
上水市場

50億

38億

18億

億
億

グローバル水市場規模及び展望（２０１３～２０１８）

億
億

億
億

億
億



3.市場現況及び見込み

▢ 日本の水道水の普及率は97.3％であり、下水処理率は87％

▢ 日本の水産業は、2012年に772億ドルをピークに、2018年までに下落すると予想

▢ 2013年、日本の上水市場は110億ドルであり、下水市場は112億ドル

日本国内の水企業の高い技術力により、外国企業の日本進出が難しい状況であり、

市場政策も閉鎖的であるためビジネスの機会が非常に制限されている。

▢ 2013年に運用市場規模は519億ドルで、日本の水市場の67％を占めす。

▢ 2013年基準、日本の部品・素材の市場規模は94億ドル

▢ 2013年から2017年までの産業用の水市場規模は55億ドル

▢ 民間企業20社が水運営市場に参加しているが、主な外国企業は、Veolia社以外はない。

 日本国内市場現況及び見込み



3.市場現状及び見込み

 国内外での製品販売実績 (契約含む)

- 下・廃水実績

NO 処理場の名
処理容量
(㎥/日)

ろ過器の直径(mm) 処理目的 備考

1 慶尙南道南海郡尙州面の下水処理場 400 Φ600 残留 BOD, COD, SS色度の除去 正常稼働中

2 慶尙南道宜寧郡下水処理場 4,000 Φ1,000 色度, 匂いの除去 (下水再利用施設) 正常稼働中

3 京畿道楊平下水処理場 1,600 Φ2,100
残留 BOD, COD, SS,色度の除去

(下水再利用施設)
正常稼働中

4 全羅北道淳昌郡浸出水処理場 50 Φ300
残留 BOD, COD, SS,色度の除去

正常稼働中

5 忠淸北道梧倉科学団地廃水 2,500 Φ1,650 残留 BOD, COD, SS, 色度の除去
設計適用 / 2017年
上半期に設置予定

- 浄水実績

NO 処理場の名
処理容量
(㎥/日)

ろ過器の直径
(mm)

処理目的 備考

1 慶尙北道 義城郡春山面 新興里上水道 80 Φ600 味, 匂い, 濁度, 微量有機物質の除去 正常稼働中

2
慶尙北道 義城郡春山面 デサ里上水道

50 Φ600 味, 匂い, 濁度, 微量有機物質の除去 正常稼働中

3
慶尙北道 義城郡 春山面 チョンウン里上

水道
50 Φ600 味, 匂い, 濁度, 微量有機物質の除去 正常稼働中



3.市場現状及び見込み

 国内外での製品販売実績 (契約含む)
- 雨水/重水実績

NO 設置場所 処理容量(㎥/日) 処理目的 処理用途 備考

1 ソウル都市型生活住宅 10 優秀及び中水道施設 造景及びトイレ用水 正常稼働中

2 江原道原州市私立図書館 10 優秀利用施設 造景及びトイレ用水 正常稼働中

3 済州島のT小学校 30 優秀利用施設 造景及びトイレ用水 正常稼働中

4 済州島のオルン中学校 30 優秀利用施設 造景及びトイレ用水 正常稼働中

5 済州島韓国情報化振興院 20 優秀利用施設 造景用水 正常稼働中

6 大邱韓国情報化振興院 15 優秀利用施設 造景用水 正常稼働中

7 済州島体育センター 5 優秀利用施設 造景用水 正常稼働中

8 蔚山運転免許本部地方移転事業 中水 5 優秀及び中水道施設 造景及びトイレ用水 正常稼働中

9 京畿道シフン休憩施設上下行線 5 優秀利用施設 造景及びトイレ用水 設置中



3.市場現況及び見込み

 売上高現況

区分 2014年 2015年 2016年

売上高 775,728,539 377,130,798 1,422,112,411

(単位 : ウォン)

売上高

年年年



4.権利獲得現況

韓国国内特許登録現況

番号 出願状態 特許番号 登録日 特許名

1 登録 10-1158898 2012.06.15 水処理装置及び水処理方法

2 登録 10-1275502 2013.06.11
活性炭自動再生機能を用いる大容量水

処理装置

3 登録 10-1326044 2013.10.31
浄水処理及び下水処理に使用される活性

炭ろ過材再生システム

4 登録 10-1672728 2016.10.31 活性炭浄水及び再生大容量水処理装置



4.権利獲得現況

ノウハウ及びその他保有技術現況

<難分解性有機汚染物質分解のための丸形複合体造成物> <水中エアレーター>



5.マーケティング目標

技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、代理店など

推進日程

（月）

内容

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

需要調査

適用先の確保及び営業

関連事業化の契約

技術製品の輸出

技術研修及び技術者を派遣

追加技術の開発

現地に製品を適用



5.マーケティング目標

 予想需要先

希望順位
技術輸出(移転) 
希望バイヤー

Homepage
希望類型

(技術輸出、移転、合弁など)
備考

(事前意思打診可否など)

1
日本の浄水場

(高度処理施設)
- 技術製品の輸出

2
日本の下水処理場

(リサイクル施設)
技術製品の輸出

3 日本の廃水処理場 技術製品の輸出

4 日本の水処理企業 技術製品の輸出

5
日本の活性炭ろ過
機の使用企業

技術製品の輸出


