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• 1994.12 会社設立
• 1996.08 ポハン製鉄所 STS 増強工事竣工
• 2000.06 国内建設者で最優秀ランク獲得
• 2003.10 松島新都市スタート
• 2005.10 大韓民国緑色経営大賞受賞 (建設業界
初)

• 2009.10 日本アジア特殊製鋼竣工
• 2011.12 ブラジル CSP 一貫製鉄所受注
• 2014.01 ペルー ノドガス火力発電受注

BBB-

Baa3

S&P

Moody’s

International Credit Rating

A major construction builder 
with the highest credit rating in the world

ポスコ建設の紹介ポスコ建設の紹介

• 製鉄プラント
‐ Finex / 製銑/ 製鋼 /連鑄/熱延Process など
‐ ブラジル CSP、インドネシア一貫製鉄所など

• エネルギープラント
‐ 発電 / 新再生エネルギー / 化工 / 石炭化学 Plant など
‐ ペルーカルパ複合火力、 アンサン複合火力など

• 土木及び環境
‐ 道路、港湾、鉄道、水処理、資源再利用など
‐ ベトナムノイバイ高速道路、中浪水再生センター

• 建築
‐ 住居、業務/商業/文化、教育/医療、宿泊/レザーなど
‐ 釜山センタムパーク、カンボジアVattanac Capital Tower

• 都市計画
‐ Integrated Urban Development
‐ 松島国際業務団地、ベトナム・ハノイ広域都市マスタープラン



海水淡水化
30,000ｔ/日, 
Krakatau 50,000ｔ/
日

製鉄排水の再利用
インドネシア製鉄所
11,000ｔ/日

水辺生態系復元技術
盛徳ダム上流ボヒョン川、
カンドン副ダムなど
事業家推進

分散型用水供給システム
次世代用水供給システム
事業家基盤 (1,000ｔ/日)

下水再利用
下水処理場 5,000ｔ/
日 竣工及び運営実績

Hydro J.B. 工法
環境新技術認証、 PCT
下水処理場 30,000ｔ/
日

ポスコ建設の水処理事業ポスコ建設の水処理事業



光陽海水淡水化プラント光陽海水淡水化プラント

 事業名 : 光陽東護岸の海水淡水化用水供給事業
 発注先 :              ヘダム光陽 (SPC)
 位置 : 全羅南道光陽市金湖洞 908
 事業形態 :          民間投資事業方式 (PF, 財務投資者100%)

SPC ‒ ポスコ : 用水供給契約
 事業規模 :           30,000m3/day (発電所温排水取水)
 事業費 :              約 500億ウォン
 期間 :                 EPC ‒ 20ヶ月 (2012.12 ～ 2014.7)

O&M ‒ 30年 (2014.8   ～ 2044.8)

受電機資材発注

竣工 (7/31)契約 (12/7)

機械工事着手
機資材納品

土木工事着手

2012年2012年 2014年2014年2013年2013年

(2/1) (12/15)

(1/3)

建築工事着手

(4/1)

(7/1)

計電工事着手

(9/1)

(1/31)

施工完了

(2/1)
試運転着手

(10/26)
SPC ヘダム光陽設立

事業敷地取得完了

(11/5)



光陽海水淡水化プラント – 適用工程及び技術光陽海水淡水化プラント – 適用工程及び技術

 適用工程

 適用技術

• PX*(Pressure Exchanger) : エネルギー回収措置の一種類。高圧の RO濃縮水から圧力を回収しROに圧力を伝達
• ISD** (Internally Staged Design) : RO Vesselに2種類以上のRO膜を使用
→ 1～3段膜の汚染を低減、流量の均等配分、同一流入圧力により多い生産水を生産し経済性を確保 (高回収率 RO)

加圧浮上 汽水用逆浸透(2段)

エネルギー回収措置

海水
(温排水)

淡水

濃縮水

高圧ポンプ 海水用逆浸透(1段)

限外濾過
(UF)

放流

取水ポンプ

項目 取水 前処理 高圧ポンプ+エネルギー回収 逆浸透

概要 海水移送 粒子性物質の除去 海水の高圧移送及び
圧力エネルギー回収 イオン性物質の除去

構成

SK発電所の温排水取水 DAF + UF 高圧ポンプ + PX 1段 RO + 2段 RO

特徴
ㆍ既存温排水の利用により
施設投資費、運営費を
節減

ㆍ安定的水質の確保により
RO 寿命延長

ㆍ排水発生量の最小化

ㆍ電力消費量の節減
(15～20%)

ㆍ高回収率の適用により
前処理及び ROの投資費
節減(15～20%)

Boosterポンプ

UF‐RO 直決工程 SWRO ISD 適用



未来型統合物管理技術 (Smart Water Grid)未来型統合物管理技術 (Smart Water Grid)

気候変化に対応、水資源の不均衡を解消、水福祉の実現

既存の水管理システムに先端情報通信技術を融合し、リアルタイムの知能型水生産、
配分、管理及び消費者の情報を共有するトータル水管理システム

Smart – 知能型, ICT

Water Management
水管理

気候変化

浄水

上水供給

主水源(ダム、貯水池、雨)

スマートメータ

主水源(河川、地下水、海水)

両方向
情報共有



SWG 基本構想(案) : 仁川市ヨンジョン島事例SWG 基本構想(案) : 仁川市ヨンジョン島事例

統合運営センター
人工知能フラットフォーム

生産・供給・消費
人工知能意思決定システム

MF/UF Compact
常用の水処理プラント

NF/RO 
初純水生産プラント

マスターフラットフォーム

取水施設

管路施設

人工知能
水門遠隔制御設備

Smart
センサーネットワーク

水資源網
リアルタイムモニターリングシステム

両方向情報交換
監視制御システム

ヨンジョン島
構想（案）




