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さらに高い要求

NOx:50mg/m3

SO2:35mg/m3

煤塵:5mg/m3

中国石炭発電の省エネ・

排出削減の高度化と改

造行動計画(2020)

NOx:50mg/m3

SO2:35mg/m3

煤塵:10mg/m3

GB13223-2011

NOx:100mg/m3

SO2:100mg/m3

煤塵:30mg/m3

一体化同時除去超低排出技術

2017/12/21 4

GB13223-2003

NOx:450mg/m3

SO2:400mg/m3

煤塵:50mg/m3

中国石炭火力発電所ボイラー排煙汚染物質排出標準及

び限度値の推移図



一体化同時除去超低排出技術
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超低排出排煙汚染物質排出指標

粉塵 二酸化硫黄 窒素酸化物

単位
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#1ユニット改造前、#2ユニット改造後の運用指標比較

一体化同時除去超低排出技術



低NOx燃焼技術
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1.石炭燃焼低NOx燃焼技術

 タンジェンシャル低NOx燃焼技術-四区燃焼カップリングクラスフィケーション低

NOx制御技術

 壁面式旋回低NOx燃焼技術-DSBバーナー

 W火炎ボイラー低NOx燃焼技術



低NOx燃焼技術
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2.ガス燃焼低NOx燃焼技術

 TPRI-MASガス燃焼低NOx燃焼器

 「亜音速噴流」、「セルフ安定燃焼ガン

ヘッド」特許技術

 排煙再循環条件にてNOxを30mg/m3ま

で抑制できる



高効率ミスト除去技術
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 「ダブルフックアーチ型板」ミストエリミネー

タブレード

 フローフィールドの最適化を通じて、出口液

滴濃度は10-15mg/m3未満を保証



尿素加水分解アンモニア生成技術
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 低品位熱エネルギーを利用し、所内電力を節約、経済性がよい

 リサイクル特許技術を採用し、脱塩水消費量を5%以上削減

 蒸留装置を採用し、蒸気消費量を減らし、アンモニア生成効率を上げる



残留アンモニア検出技術
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 測定精度が高く、データが安

定し、排煙内のNH3濃度を真

に反映できる

 分解能が高く、0.1μL/Lを下

回った後も変化動向を安定

表示できる。

 複数成分または複数ポイント

検出に拡大でき、柔軟に応

用できる

サンプリングプ
ローブ保護箱

600MWユニットSCR出口に設置した
残留アンモニア検出装置
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高度な節水技術 排水ゼロ・エミッション技術

石炭火力発電所の高度な節水技術と応用（一部）2
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 解決した問題

発電所全体の全ての水利用排水システムの水量
変化を全面測定し、主要システムの水質指標を分
析し、発電所の不適切な水利用を調べ、発電所の
現在の水利用水準を評価する。

 技術特徴

中国電力業界水収支試験標準、火力
発電所水管理ガイドラインを制定した。

高度な節水技術

1. 工場の水管理とバランス最適化



2017/12/21

technology

 解決した問題

現在の火発電所に普遍的に存在する循環水濃縮

倍率の制御が低く、汚染物質の排出量が多く、循

環水システム濃縮倍率が不安定という問題を解決

 技術特徴

 循環水濃縮倍率を上げ、補補給水が普通硬

度の水質条件にて、循環水濃縮倍率が10-12倍

を達成

 自動汚染物質排出制御システムを採用し、冷

却塔濃縮倍率k値を±0.2の範囲内に安定させ

ることができる

高度な節水技術

補給水

汚染物質排出

コンデンサ

濃
縮

倍
率

5-
6

2. 循環水超高濃縮倍率および自動汚染物排出技術
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 解決した問題

 通常の石灰処理システムの水質

の不安点問題を解決

3. 循環水補給水低速脱炭素処理技術

高度な節水技術

 技術特徴

通常の浄化プール6倍の上昇速度
に達する

精確な反応条件コントロール、小
さい敷地面積、高い水質、高い安
定性
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 解決した問題

 脱硫排水の50%以上の減量

を実現し、その後の固化処

理システムの投資及び運

用費用を削減した

脱硫排水メンブレン濃縮装置—精密ろ過、ナノろ過、逆浸透

廃水ゼロ排出技術

 技術特徴

 汚染防止性が高く、システ

ム運行が安定している

 発生した水は直接再生利

用でき、節水効果が高い

1.脱硫排水前処理及び濃縮処理技術



2017/12/21

technology

 問題解決

 蒸発晶析工程の処理脱硫排水の投

資コストが高く、運用費用が高い問

題を解決

脱硫排水バイパス排煙蒸発工程経路及び設備

 技術特徴

 ボイラー尾部の排煙内の低品位熱

エネルギーを利用し、独立した蒸発

器内で前処理濃縮後の脱硫排水を

蒸発固化する

2. 脱硫廃水固体化処理技術

廃水ゼロ排出技術
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石炭火力発電所一体化省エネ技術と製品（一部）3

石炭火力発電所

一体化省エネ主

要技術

火力発電ユニットの

柔軟性を高める基

幹技術

火力発電ユニットの

省エネ技術と製品
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冷接点総合管理と性能アップ

冷风

暖风器

热风

省煤器来
的热烟气

空预器

除尘器

一级低省 二级低省

7号低加6号低加5号低加

启动蒸汽加热器启动蒸汽加热器

流路改造 高度の点検修理

排煙余熱総合利用とボイラー効率アップ改造 熱エネルギーシステム性能アップ

 
 

改进前 改进后 

轴封母管 轴封母管 

至 8号低加 

ガスタ—ビン

ボイラー

冷接点システム

再生式

中国の某660MWユニットは13項目の省エネ技術を応用後、発電石炭消費量が8.55g/(kW·h)減

少。このユニットの年間平均発電石炭消費量は278 g/(kW·h)で、中国600MWユニットの最低値を

達成。

燃煤电厂一体化节能主要技术



提高火电机组灵活性的关键技术

低負荷安定燃焼と監視技術

低負荷スマート最適化制御技術

低圧シリンダゼロ出力熱供給改造技術

大幅に熱供給ユニットの発電負荷

を低減し、補助送電網の調節に重

要な役割を生やしている。

柔軟性改
造キー技

術

低負荷燃
焼

低負荷ス
マート制

御

低負荷脱
硝

一回周波

数变调反

応

熱電気分
離

低負荷脱硝技術
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ありがとうございます！

Thank you very much for your attention!


