
石炭クリーン高効率利用の
熱供給分野における応用

報告者：董事長 張誉鏵

高効率パウダーボイラー省エネ・環境保護一体化システム



目次
Conten

1 政策解説

2 会社紹介

3 高効率粉炭一体化ソリューション

4 研究開発成果と応用事例

5 関連資質



政策解説

「十三五」は今後のエネルギー発展改革の戦略指向を明確にした

エネルギー消費総量を抑制
エネルギー消費総量の抑制は主に石炭の抑制である。国は石炭消費

総量中長期抑制目標を制定し、目標責任管理を実行する。すでに明確

なのは、2017年、北京・天津・河北、長江デルタ、珠江デルタなどの地域

で石炭消費総量のマイナス成長達成を目指し、エネルギー消費総量に

占める石炭の割合が65%以下まで下がったことである。2020年には一次

エネルギー消費に占める石炭の割合を62%以内まで削減し、石炭消費

に占める石炭発電の割合を60%以上まで上げることを目指している。

クリーンエネルギーを大々的に発展させる
非化石エネルギーの割合を20%にするという目標のもと、エネルギー生産と

消費の「グリーン化」の歩みが加速する見通しである。

関連計画情報に基づき、2020年に通常の水力発電容量が3.5億キロワット

前後に達するように努力する。2020年までに雅礱江、大渡河、金沙江、瀾滄

江などの河川を重点開発し、2020年以降サルウィン川とヤルツァンボ江を重

点開発する。 集中式と分散式の両方重視の堅持、集中送出と現地消費の

組合せの原則に従い、2020年、風力発電と太陽光発電容量はそれぞれ2億

と1億キロワット以上に到達する。風力発電価格は石炭発電の電気卸売価

格に匹敵し、太陽光発電は送電網販売電気価格に匹敵する。

石炭クリーン高効率利用
資源の先天的理由により、今後も石炭が中国の主体エネルギーであるこ

とが変わらないと言えるだろう。石炭クリーン高効率利用はさらに重要視さ

れ、国家エネルギー局の役人も「石炭クリーン高効率利用の推進とクリー

ンエネルギーの発展を同等の重要性に位置づける」と述べている。

発電は石炭クリーン高効率利用の主要方向である。国の石炭発電省エ

ネ・排出削減の高度化改造行動計画に基づき、新規石炭燃焼ユニットの

発電石炭消費量は毎キロワット時300グラム標準炭を下回り、汚染物質排

出量はガス燃焼ユニットの排出水準に近づけ、2020年に現役の60万キロ

ワット以上のユニットの発電石炭消費量は毎キロワット時300グラム標準炭

まで削減する。ここ数年、発電会社への環境保護圧力は高まり続け、環境

保護への投資は政策圧力のもと増加せざるを得ない。

エネルギー体制改革
現在、中国のエネルギー体制には自然独占、行政独占などの問題が存

在し、市場競争は不十分である。エネルギー価格管理では、政府による石

油、天然ガス、電力への一定の価格管制が存在し、市場は資源配分にお

ける役割を喪失し、資源製品価格にねじれが起きている。



石炭消耗量削減

2017年上半期に国は「2+26」都市地区「石

炭から天然ガスへの変更」、「石炭から電気

への変更」、「石炭制限」を打ち出し、完成

「十三五」環境保護任務の達成を確保し、石

炭消耗量を削減した。

『重点地区石炭消費減量代替管理暫定

弁法』（発改環資[2014]2984 号）、『山東省

2017年石炭消費減量代替業務行動案』実

（魯発改環資〔2017〕857 号）にて2017年内に

全省にて石炭消費量を2706万トン以上削減

し、全省の2017年石炭消費総量を38233万ト

ンに抑制すると示した。

石炭制限ノットイコール
石炭禁止

しかしながら、地方は関連政策を読み解く

とき、「石炭制限」を「石炭禁止」と誤解してい

る。地方は政策執行時に「大きなものを残し

小さなものを解体する」、「画一的処理」し、

直接天然ガスを石炭の代わりにした。この行

動が中国のエネルギー構造に影響を与えた

のは間違いない。

環境保護部が「画一的処理」に反対の態度

を示しただけでなく、最近は「画一的処理」の

中止を求める声もますます強くなっている。

徐々に各級地方政府の注意を集めている。

政策背景



概念解説

制限一

低位発熱
量石炭

低位発熱量石
炭は制限を受
け、上質な石炭、
特にクリーン・
コールの応用
にプラスである。

制限二

民間汚染

現実状況の制
限のもと、限り
有る天然ガス
必然的に都市
ガス、暖房を
優先する。

制限三

過剰生産
能力

既存の石炭化
学工業産業の
構造から述べ
ると、生産能
力はやや過剰
であるが必要
不可欠である。

改革什么？

産業革新

技術革新によるコ
スト抑制でも、材
料管理による成果
達成でも…問題、
圧力と挑戦に直面
し、石炭産業は構
造転換と高度化を
主張している。

「石炭制限」とはいったい何を「制限」しているのか?
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政策
正解

低位発熱量石炭の輸出を阻止

国の『大気汚染防止行動計画』が2012年9
月に公布後、大気汚染対策責任が徐々
に地方政府に委譲され、蘭州、北京、浙
江、広東などを含む地域は石炭燃焼品質
指標を引き上げ、低位発熱量石炭の燃焼
禁止要求を打ち出した。

諺に古いものを壊さなければ新しいものを打ち
立てられないという。どうすれば破壊と建設の間
の転換を通じて革新力を引き出し、競争力を上
げることができるのか？石炭産業の「冬」に直面
し、石炭産業企業は自分にプレッシャーを掛け、
深く掘り下げ、技術革新を利用し、設備改造を強
化し、新たな活力を解き放ち、企業の科学的で
持続的な発展を推進しなければならない。

環境保護税が法律体制を推進
環境保護税法の全体的な考え方は「費用」から「税」に改めることである。「税
負担の並進」原則に従い、汚染物質排出費制度から環境保護税制度への安
定した移行を実現する。法律は「環境を保護、改善し、汚染物質の排出を削
減し、生態文明の建設を推進する」ことを立法趣旨として盛り込んでいる。

石炭の秩序のある効果
的な供給を保障
現在、老舗の石炭企業は依然として国家関連
部委にてロビー活動し、『商品石炭品質管理
暫定弁法（意見募集稿）』（以下『弁法』）のなる
べく早い公布を望んでいる。

石炭産業の川下の安定を保障
現在、国家発展改革委は全国各地から報告
された104の石炭化学工業事業を受け受け
取っている。申請事業が全て十二五期間中に
建設着手した場合、投資規模は2万億元に達
する。現在、中国の建設済みと建設予定の石
炭 液 化 、Coal-to-olefin、Coal-to-Ethanol、
Coal to Dimethyl.Etherなどの石炭化学工業
事業も多く、石炭消費量は非常に多い

天然ガスの貯蔵を十分に開発利用
同時に、社会で広く言われている中国の天然ガス資源不足と
いう意見については、意見の相違が存在する。実際、中国は
豊富な天然ガス資源を有している。問題は採掘利用が不十
分なことにある。

石炭産業革新高度化を促進

概念解説

理性的に国の政策に向き合い 国家戦略を正しく理解する



減少上昇の間 革新は無限

——永恒能源逆境突破
ハイライト業務抜粋



会社紹介

「永恒能源」本社は香港に設立され、国家級ハイテク企業である。

会社は熱エネルギー供給分野の発展に力を入れ、

EMC&PPP&EPC委託管理モデルを推進し、プロジェクト省エネ・排

出削減一体化ソリューションと専門運用管理サービスを提供し、企

業生産用熱供給プロジェクト、工業団地の集中熱供給、民間暖房

供給及び熱電併給プロジェクトに投資建設している。

会社は研究開発、設計、製造、建設、運用を集約し、自主研究開

発した多くの革新技術は国の特許を獲得している。そのうち高効率

パウダー工業ボイラー脱硫集塵脱硝一体化技術は国内で初めて

生み出し、国家発展改革委、環境保護部、品質検査総局に認めら

れた。現在、会社は福建泉州国家ハイテク開発区に技術研究開発

センター、コア設備製造基地と従業員研修基地を竣工し、さらに多く

のプロジェクトへのサービス提供に強固な基礎固めを行った。



山東

工業グリーン動力計画
工業ユーザー

寧夏、陝西

石炭焚きボイラー整備
都市集中暖房供給

陝西、福建

小規模は解体し大規模
同士が合併
工業団地集中熱供給

浙江

石炭焚き小型ボイラーを重
点整備
工業伝熱流体ユーザー
ガス燃焼パウダーダブル燃
料システム

会社紹介



主要技術
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EMC/EPC/PPP等の多様なビジネスモデルの産業用と民間用熱エネルギー供給に従事してい

る。永恒能源の「高効率微排出粉炭ボイラー一体化システム」は中国で唯一の石炭クリー

ン燃焼及び排水で排煙を脱硫する自主革新特許技術を活用し、クライアントのため

に中小型集中熱供給、熱電併給事業の省エネと排出削減の重大な任務を負っている。

「永恒能源」のシステムと技術，大気汚染物質排出濃度は天然

ガス排出標準に匹敵し、石炭焚きボイラーの「スモッグ発生

源」解決にフルパッケージ案を提供している。

本システムのコア技術は石炭のクリーン高効率応用、効果的な輸送、石炭ク

リーン燃焼、排煙処理（排水で排煙を脱硫する）及びボイラー室の三廃（廃液、

固体廃棄物、排ガス）処理と処分などの一体化省エネ・環境保護技術を含

み、企業の有效解决「クリーン生産」要求の効果的な解決を助けている。

会社は設立以来今日までに800蒸気量トンのボイ

ラー改造事業を行い、総投資額は3億元を超える。



20t/h以上のボイラーは永恒能源の「高効率低炭素・省エネ・排出削減が一体化した石炭クリーン利用システム」を採用

し、その総合省エネ率は50%以上を達成できた。

環境保護

• システムはいかなる添加剤を加えることなく、

排水で排煙を脱硫し、超低排出要求を安定し

て達成し、天然ガスボイラーに匹敵する

• 排出削減率は95%以上で、一般的な粉炭ボイ

ラーの排出を50%削減した

• クリーン粉炭燃料の生産と配送はフル密閉方

式を採用し、二次汚染を起こさない

• 国内で初めて排水で排煙を処理する脱硫脱

硝技術を開発した。どのような添加剤も用い

ず、環境保護部に認められ、二次汚染を増や

さない。

信頼できる安全性

• 脱硝は低NOx燃焼+FGR排煙循環技術を採

用し、炉外脱硝技術による安全面の危険

性を防ぎ、脱硝剤尿素またはアンモニア水

の長期使用による設備や運用へのリスクと

問題を防止する

• DSC自動制御システムは、インターロックシ

ステム、防爆システム、不活性ガス安全保

護装置、炭酸ガス消防装置を備え、ボイラ

ーの安全な運用を実現

• 自主特許技術の床置バーナーによって炉

床は燃焼中に低い温度を保持し、高温燃

焼によるボイラーコークス化事故を防ぎ、シ

ステム運用中の連続安定を確保。

経済的省エネ

• システムの運用は安定し、ボイラー熱効率は

88%以上、 燃料バーンアウト率は98%以上

• 脱硫は添加剤を加えず、固体廃棄物を直接

脱硫し、運用費用を節約する

• 脱硝はいかなる外付設備や添加剤も使用せ

ず、投資コストを下げ、運用費用を節約する

• システムはユーザーの生産に応じて、熱エネ

ルギー回収再利用を設計し、エネルギー消

費を削減

• システム排水は循環槽に入り、外部に排出

せず、無駄にしない

• 石炭節約量は30%以上、電力節約量は25%-

30%

• 縦型構造配置で土地を節約し、石炭貯蔵場

所が不要。

ソリューション



●工業パーク集中熱供給・電力供給プロジェクト

9.81メガパスカル高温高圧熱電併給工業パーク

プロジェクト名：厦門雀巣（銀鷺）食品工業パーク

熱電併給熱供給プロジェクト

プロジェクト規模：総規模2*40 t/h +75t/h 

稼働時期：2017年 4月

プロジェクト住所：厦門市翔安工業園区銀鷺片区

総投資額：人民元1.8億

環境保護排出標準： 煤塵 10mg/m³

二酸化硫黄 20mg/m³

窒素酸化物 100mg/m³

案例对比



● 高効率粉炭ボイラー民間用集中熱供給プロ

ジェクト

プロジェクト名：泰安市泰山城区熱供給会社集

中暖房供給

プロジェクト規模：14MW+2x29MW温水ボイラー

稼働時期：2017年 11月

プロジェクト住所：山東省泰安市省荘鎮

総投資額：1300万（一期）

環境保護排出標準： 煤塵 10mg/m³

二酸化硫黄 50mg/m³

窒素酸化物 100mg/m³

案例对比



事例比較

● 企業カスタマイズ熱供給プロジェクト

プロジェクト名：済南達利食品集団有限公司

済南地区で唯一残る20T石炭ベース燃

料ボイラー

プロジェクト規模：20t/h

稼働時期：2013年11月

プロジェクト住所：山東済南

総投資額：人民元1400万元（超低排出標準）

環境保護排出標準： 煤塵 10mg/m³

二酸化硫黄 50mg/m³

窒素酸化物 100mg/m³



事例比較

● 企業カスタマイズ熱供給プロジェクト

プロジェクト名：済南達利食品集団有限公司 済南地区で唯一残る20T石炭ベース燃料ボイラー

類別 熱効率
年間消費標準炭
量（t）

煤塵（mg/m3） 二酸化硫黄（mg/m3）
窒素酸化物
（mg/m3）

改造前 65% 14100 30 200 200

改造後 88% 7200 10 50 100

年排出削減標準炭
（t）

年間排出削減煤
塵（t）

年間排出削減二酸化
硫黄（t）

年間排出削減窒素酸化
物（t）

年間排出削減二氧化
碳（t）

6900 5.58 38.6 34.3 2.29



事例比較

銀川市街地集中暖房供給プロジェクト



事例比較

● 集中暖房供給プロジェクト

寧夏孔雀湖プロジェクト500万平米 総規模480t/h    

類別 熱効率
消費標準炭
（キロ/平米）

煤塵（mg/m3）
二酸化硫黄
（mg/m3）

窒素酸化物（mg/m3）

改造前 65% 30-35 50 300 300

改造後 88% 16 30 200 200



プロジェクト名：中田永恒洛南県300万平米暖房供給プロジェクト

政府・企業共同PPPプロジェクト

プロジェクト規模：総規模240t/h 

稼働時期：2016年11月

プロジェクト住所：陝西省洛南県

総投資額：6000万（一期）

陝西洛南県域集中暖房供給プロジェクト

環境保護排出標準：

煤塵 20mg/m³

二酸化硫黄 50mg/m³

窒素酸化物 200mg/m³



項目
スチーム
ボイラー

t/h 

熱水ボイラー
MW 

伝熱流体炉
wKCal/h

熱風炉wKCal/h
熱電併給

背圧式ユニット

圧力MPa 1.0-9.8 0.7-2.5 / / 9.81

温度℃ 185-540

95/70

200-380 500-600 540115/70

130/90

ボイラー容量

20 14 600 500
35

35 29 800 800

65 42 1200 1000
75

75 58 1500 1200

100 70 1800 / 
130

130 90 2500 / 

ボイラーの種類



排出物水準は天然ガス排出標準に勝る

永恒能源のシステムと技術の大気汚染

物質排出濃度は天然ガス排出標準より優

れ、石炭焚きボイラーの「スモッグ源」解決

にフルパッケージ案を提供する。当社のコ

ア技術「排水で排煙を処理するフライアッ

シュ脱硫」及び「床置式低NOxパウダー燃

焼送風システム」は、ボイラーから排出さ

れる煤塵、SO2、窒素酸化物排出量を 5、

30、50mg/Nm3に簡単に到達させる。これ

は国家標準（5、35、50mg/Nm3），より低く、

この技術は2014年に環境保護部の普及

技術名簿に載り、2015年には国家発展改

革委重点低炭素技術名簿に掲載された。

6項目の国家特許技術、20項目の国家実

用新案を有する。

環境保護排出方面の優位性

累計 煤塵 SO2 Noｘ

国家標準
GB13271-

2014

石炭焚きボイラ 50 300 300

天然ガスボイ
ラー

20 50 200

山東「工業グリーン動力」排出
基準

10 50 100

「永恒能
源」一体化
ボイラーシ

ステム

標準型 20 50 150

超低型 10 30 100

超微型-熱電併
給

5 40 50

環境保護排出指標 単位



● 企業カスタマイズ熱供給プロジェクト

プロジェクト名：福建達利食品集団有限公司熱供給プロ

ジェクト

達利園食品飲料-中国食品業界トップクラス

プロジェクト規模：20t/h

稼働時期：2013年11月

プロジェクト住所：福建省惠安林口

総投資額：人民元1200万元

環境保護排出標準： 煤塵 50mg/m³

二酸化硫黄 100mg/m³

窒素酸化物 150mg/m³

事例比較



● 企業カスタマイズ熱供給プロジェクト

プロジェクト名：福建柒牌集団有限公司熱供給プロ

ジェクト

プロジェクト規模：10t/h

稼働時期：2012年5月

プロジェクト住所：福建省晋江市英林柒牌工業園

総投資額：人民元600万元

環境保護排出標準： 煤塵 30mg/m³

二酸化硫黄 100mg/m³

窒素酸化物 150mg/m³

事例比較



● 企業カスタマイズ熱供給プロジェクト

プロジェクト名：緑康生化股份有限公司熱供給プロジェクト

プロジェクト規模：1500wkcal/h伝熱流体ボイラー

現在粉炭ボイラー業界1台あたり最大容量

稼働時期：2015年5月

プロジェクト住所：福建省浦城県南浦生態工業園区

総投資額：人民元1280万元

環境保護排出標準： 煤塵 50mg/m³

二酸化硫黄 200mg/m³

窒素酸化物 200mg/m³

事例比較



● 企業カスタマイズ熱供給プロジェクト

プロジェクト名：（1）興業科技緑色皮革-上場会社

（2）宝恩集団-大桓九皮革

プロジェクト規模：10t/h            &   25t/h

稼働時期：2014年11月 &   2016年10月

プロジェクト住所：福建晋江 &   山東淄博

総投資額：600万元 &   950万元

環境保護排出標準： 煤塵 50mg/m³

二酸化硫黄 200mg/m³

窒素酸化物 200mg/m³

事例比較



●企業カスタマイズ熱供給プロジェクト

プロジェクト名：浙江百得利皮革伝熱流体ボイ
ラー

粉炭与ガス燃焼两用ボイラーシステム
プロジェクト規模：700万大卡/h
稼働時期：2016年
プロジェクト住所：浙江紹興
総投資額：850万
環境保護排出標準：煤塵 20mg/m³

二酸化硫黄 50mg/m³
窒素酸化物 150mg/m³

事例比較



八項目の特許 二十項目の実用新案

栄誉資質



「永恒能源」高効率パウダー工業ボイラー微排出一体化システム技術

2014年に国家環境保護部の普及を奨励する環境保護技術目録に入選する

栄誉資質



「永恒能源」高効率パウダー工業ボイラー微排出一体化システム技術

2015年に国家発展改革委重点省エネ低炭素技術普及目録に入選する

适用的技术条件 建设规模
投资额
(万元)

节能量
(tce/a)

二氧化碳减
排量

（tCO 2/a）

该技术在
行业内的
推广潜力
（%）

预计总投
入(万元)

预计节能
能力(万
tce/a)

预计二氧
化碳减排
能力（万

tCO 2/a）

区域锅炉房供暖
改造、工业锅炉

改造

供热面积160万

m2的煤粉锅 炉
房系统改造

4549 12350 32604

新建10t/h立式
角管式煤粉蒸汽

锅炉

10t/h煤粉蒸
汽锅炉热力供

应系统
300 3556 9246

20t/h锅炉节能
减排改造

20t/h蒸汽锅
炉

1100 3102 8188

主要技术内容

典型项目

《国家重点节能低碳技术推广目录》（2015年本 节能部分）

目前
推广
比例
(%)

未来5年节能减碳潜力

5

新型

高效

煤粉

锅炉

系统

技术

工业和民

用燃煤锅

炉供暖或

生产用蒸

汽、民用

供暖

采用煤粉集中制备、精
密供粉、分级燃烧、炉
内脱硫、锅壳（或水

管）式换热、布袋除尘
、烟气脱硫和全过程自
控等技术，实现燃煤锅
炉的高效运行和洁净排

放

3 8 8625 608 1581

序
号

技术名称 适用范围

栄誉資質
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注目とご支援
ありがとうございます

連絡先：

Tel： 0595-28292168
Fax：0595-28292163
E-Mail：eemco-fj@eemco.cn
http://www.eemco.cn

微信アカウント：永恒能源


