
提案製品・技術

・ 「人工湿地」は、生活排水や畜産業、食品加工業な
どで大量に排出される有機排水を、ろ過処理と人
工的な生態系による処理を組み合わせることで、安
価で手軽に、そして持続的に無害化する浄化シス
テムである。

対象国排水処理分野における開発ニーズ（課題）

・ カンボジアでは急速な経済発展にインフラの整備が
追いつかず、生活環境、特に衛生面の悪化が深刻
である。
・ 中でも下水を含む排水処理は喫緊の課題とされて
いる。

カンボジア国 集落排水処理への人工湿地技術の活用
による環境改善にかかる案件化調査

株式会社リードネット（北海道札幌市）、有限会社古建工業（北海道弟子屈町）

開発ニーズ（課題）へのアプローチ方法（ビジネスモデル）

・ 人工湿地技術の集落排水処理への導入により、ま
ずは小規模な地域の排水処理を行い、同技術の優
位性を認識してもらい、これをショーケースとして他
の地域へ展開を図る。
・ 対象：公共事業運輸省（MPWT）
・ 人工湿地の建設と同施設の運営維持管理事業か
らの収入を想定する。

• 契約期間：2020年2月～2021年3月
• 対象国・地域：カンボジア国シェムリアップ州ほか
• カウンターパート機関：カンボジア国公共事業運輸省（MPWT）

公共事業運輸局（DPWT）
• 案件概要：人工湿地（Artificial Wetland）の導入可能性を検討するため、
シェムリアップ州クローラン地区における排水処理の実態調査と同地区での
普及・実証・ビジネス化事業に向けた案件化の検討ならびにカンボジア国各
地域における人工湿地技術を用いたビジネス展開に関する調査を実施する。

対象国に対し見込まれる成果（開発効果）

・ 人工湿地の導入により、集落排水の適正な処理
が行われる。
・ 排水の適正処理により、環境保全だけでなく、衛生
面が改善され、伝染病や感染症の拡大を防止する。
・ 施設建設と共に調査、設計、施工、運用、保守管理
をパッケージ化したビジネスモデルの確立により、
カンボジアに雇用を創出することが可能である。

本事業の内容

２０２０年2月現在

人工湿地（Artificial Wetland）



Products/Technologies of the Company

・ “Artificial wetlands” are low-cost, easy, and sustainable 

by combining filtration and artificial ecosystem treatment 

of large amounts of organic wastewater discharged from 

domestic wastewater, livestock and food processing 

industries.

Development Issues Concerned in Water

Treatment Sector

・ In Cambodia, infrastructure development cannot keep up 

with rapid economic development, and living conditions, 

especially sanitation, are seriously degraded.

・ Above all, wastewater treatment including sewage is an 

urgent issue.

SDGs Business Model Formulation Survey with the Private Sector for 
Environmental Improvement Project by Utilizing Artificial Wetland 

Technology for Village Drainage Treatment in Cambodia
Reed NET Co.,Ltd. (Sapporo) Furuken Industry Co.,Ltd.(Teshikaga) (Hokkiado Pref.,)

How to Approach to the Development  Issues 

・ By introducing the artificial wetland technology to the 

village drainage treatment, the wastewater treatment of 

small-scale will be performed first, and the superiority of 

the technology will be recognized, and this will be used 

as a showcase for other areas.

・ Target: Ministry of Public Works and Transport
・ The income from construction of artificial wetlands and 

operation and maintenance of the facilities is assumed.

• Survey Duration：Feb, 2020～Mar, 2021

• Country/Area：Cambodia Siem Reap Province etc

• Name of Counterpart：Ministry of Public Works and Transport

Department of Public Works and Transport

・ Survey Overview：In order to examine the feasibility of introducing a artificial wetland, a survey of the 

actual situation of wastewater treatment in the Kralanh district in Siem Reap Province, a survey on the 

project for spread, demonstration and commercialization in the district, and a survey of business 

development using technology of artificial wetlands in Cambodia.

Expected Impact in the Country

・ With the introduction of artificial wetlands, village 

drainage is properly treated.

・ Proper treatment of wastewater not only protects the 
environment but also improves hygiene and prevents the 
spread of infectious diseases.

・ It is possible to create employment in Cambodia by 
establishing a business model that packages research, 
design, construction, operation, and maintenance 
together with facility construction.

Survey Outline

As of February, 2020
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