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1. 国家電力投資集団紹介

Nuclear

Thermal Hydro

Wind Solar Railway

 国家電力投資集団公司は2015年6月に成立し、旧中国電力投

資集団公司と国家核電技術公司の再編により設立された。

 国家電力投資集団公司は中国五大発電集団の一社であり、原

子力発電、通常発電の全産業チェーン能力を有し、グローバル

エネルギー発展の世界 トップ500 社を目指している。

 総資産：9483 億元（USD 143billion）

 設備容量：121.8GW

 クリーンエネルギー = 44.7%



1. 国家電力投資集団紹介——遠達環保

遠達環保股份有限公司

• 会社は強力な技術サポート体系を有し、国家級の科研プラットフォームを構築

• 国家革新型企業、国家ハイテク企業、国家級企業技術センター

• 排煙汚染処理産業技術革新戦略連盟理事長企業、中国環境保護産業協会副会長企業

• 排煙複数汚染物質制御技術と国家エンジニアリング実験室、石炭燃焼排煙浄化エンジニ
アリング研究センターを装備

• 重慶市院士専門家ワークステーション、ポストドクター科学研究ワークステーション科研プ
ラットフォーム。

国家電力投資集団公司グループ傘下の唯一の
省エネ・環境保護産業プラットフォームで、環境
保護を主たる業務とする上場企業。

中国の排煙総合処理、核環境保護、触媒製造
などの分野のリーディング企業。

事業は全国27の省、市、自治区及びインド、イ
ンドネシア、ベトナム、トルコ、ロシア等の複数
の国に分布
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2. 環境保護整備技術紹介——排煙処理技術

2.1 沸騰式バブル脱硫集塵一体化技術（BFI）
 石炭焚きボイラ排煙超低排出に適用する応用技術、シングルタワーで高効率、投
資が少ない、エネルギー消費が少ない、適応性が高い、安定性が高い、工期が短
い、予定外の場所を増加しないなどの特徴を有する。

 この技術は主に沸騰式バブル物質移動部材、精密化噴霧と高効率ミスト除去な
どの三つの構成要素からなる。

精密化噴霧

沸騰式物質移動
部材

性能指標：

 脱硫：効率>99%； < 35mg/Nm3

 集塵：効率>80%; < 5mg/Nm3

 高効率ミスト・ エリミネーター：出口液

滴ミスト<20mg/Nm3

高効率ミスト・ エ
リミネーター



2.1 沸騰式バブル脱硫集塵一体化技術（BFI）

2. 環境保護整備技術紹介——排煙処理技術

沸騰式バブル脱硫集塵一体化技術（BFI）応用実績

名称 ユニット規模

華能金陵発電所 2×1030MW

河南平顶山発電所 4×1000MW

上海漕涇発電所 2×1030MW

江蘇南通発電所 2×350MW

上海外高橋第一発電所 4×320MW

河北良村発電所 2×330MW

上海呉涇発電所 2×300MW

甘粛蘭州発電所 2×300MW

山西趙荘発電所 2×660MW

名称 ユニット規模

江西新昌発電所 2×700 MW

貴州貴渓発電所 2×640 MW

江西景徳鎮発電所 2×600MW

遼寧撫順火力発電所 2×300MW

河南開封発電所 2×630MW

江西豊城二期 2×700MW

広東博賀発電所 2×1000 MW

広東珠江発電所 1×1000 MW

……. …….

 BFI実績：計82台のユニット、累計設備容量は44700MWを超える



2. 環境保護整備技術紹介——排煙処理技術

2.1 沸騰式バブル脱硫集塵一体化技術（BFI）

 2016年度第五回全国電力業界設備一等賞重

慶市科学技術成果審査：専門家がこの技術

は世界的先進水準に達していると満場一致で

認定



2.2 ハニカム式高効率遠心ミスト・ エリミネーター

2. 環境保護整備技術紹介——排煙処理技術

繊維強化プ
ラスチックシ
リンダ

ブレード

止水装置

ハニカム式高効率遠心ミスト・ エリミネーター

原理

 基本原理：ハニカム管内に旋回遠心部品を設置

することで、液滴ミストの乱流凝固効果を高め、

慣性力、遠心力、重力などの働きのもと、ハニカ

ム管式の特殊構造を通じて、排煙内のミスト粒子

を効果的に収集する。

ハニカム式高効率遠心ミスト・ エリミネーター構
造

 旋回ブレード: 詳細設計及び計算方法を有する

 シリンダ：繊維強化プラスチック材質、耐食能力が

高く、使用期間は25年に達する

 止水装置

 水洗浄装置：洗浄効率が高く、洗浄水量が少ない。



2. 環境保護整備技術紹介——排煙処理技術
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ト・ エリミネー

ター

660MWユニッ
トの実際の蛇
管写真（通常
高効率ミスト・
エリミネーター）

2.2 ハニカム式高効率遠心ミスト・ エリミネー
ター

技
術
特
徴

ミスト除去効果が優れている

液滴ミストの固形分含有量が低
い

洗浄水量が少ない

取り付けやすい

低負荷運用効果がよい

大連甘井子300MWユニッ

ト40%負荷下液滴ミスト平

均含有量为24.5mg/Nm3



2. 環境保護整備技術紹介——排煙処理技術

 大連発電プロジェクトは国家電力投資集団公司遠達公司のBFI2.0新技術を採用。採用した
高低は单塔4層噴霧+沸騰式物質移動部材2.0+非壁面流装置+ハニカム式高効率遠心ミス

ト・ エリミネーター。

 設計排煙量は168万Am3/h、吸収塔流速は4.1m/s、ミスト・ エリミネーターシリンダ内の流速
は5.9m/s。

 ミスト・ エリミネーター負荷：ミスト・ エリミネーター設備総重量は18.6トン(不含上、下層水洗
システムを含まない）。点検修理負荷3KN/m。

2.2 ハニカム式高効率遠心ミスト・ エリミネーター

番号 プロジェクト名 ユニット規模 応用状況 備考

1 大連発電所 1×300MW 稼働
国家電力投資
集団公司

2 広東台山発電所 2×1000MW 落札 粤電集団

3 湖南永州発電所 2×1000MW 落札 神華集団

4 天偉発電所 1×330MW 入札 新疆天業集団

5 天辰化工発電所 1×135MW 入札 新疆天業集団



2. 環境保護整備技術紹介——排煙処理技術

2.3 湿式電気集塵技術

技術背景
 既存の電気集塵装置はPM2.5等の細塵と液滴ミスト回収効率が低く、煤塵排出は基準到達が難し
い。
 湿法脱硫を経た後、煙突風向きの川下によく酸性雨、石膏含有雨、青煙等の減少が出現する。
 湿式電気集塵装置は現段階の石炭火力発電所が超低排出を達成するもう一つの技術手段であ
る。

番号
プロジェクト

名
ユニット容量

1 漕涇発電所 2×1000 MW

2 二郎発電所 2×660 MW

3 渭河発電所 2×300 MW

4 高河発電所 2×660 MW

5 金光発電所 2×660 MW

応用実績ボイラー
煙突

SCR高効率脱硝
湿式高効率脱硫

湿式静電高度集塵

同時にHg0を酸化

同時にSO3などを抑制

同時にNoｘ/Hgなどを抑制

同時にSO3/Hgなどを除去

静電高効率集塵

煤塵



2. 環境保護整備技術紹介——排煙処理技術

2.3 湿式電気集塵技術

研究成果
 湿式電気集塵技術は国内トップ水準に到
達した自主研究開発技術である、出願特
許は11項目(発明4項目)、付与特許8項目
(発明1項目) 。

主要革新点

 高硫黄分、高灰分石炭を燃焼しても、出口粉塵
は依然として5mg/Nm3以内であり、PM2.5の除
去効率は80%以上に達する

 螺旋ニードル剛性放電極と導電繊維強化プラ
スチック集塵極材料を採用し、同じ耐食等級の
ステンレス材料に比べ重量が50%低下し、コス
トが30%以上下がった

 湿式電気集塵装置とFGD脱硫塔全体配置、洗
浄排水が直接脱硫システムに入って循環利用
し、排水「ゼロ」エミッションを実現した

 本成果は国内の同類技術に比べ、塔体サポー
トを十分に利用し、システム煙道と抵抗を減ら
し、投資コストを約12.5%、運用コストを約5%削
減した。



2. 環境保護整備技術紹介——排煙処理技術

2.4 尿素加水分解技術

尿素熱分解工程と比べると、ユニット規模の違いに応じて、尿素加水分解工程の年間運用費用
は約300-600万元節約できる

尿素加水分解アンモ
ニア生成原理

• 発電所の低品位蒸気加熱加水分解反応器内の尿素溶液（40%-50%）を利用し、圧力0.5-

0.7MPa、温度140-160℃の条件にて加水分解反応を行い、尿素溶液を加水分解装置内で分

解しNH3、CO2及びH2Oを生成する

特徴
• 加水分解反応は温度が低く、エネルギー消費も低い（熱分
解と比較）

• 尿素加水分解率はほぼ100%

• 設備モジュール集積化

• システムの信頼性が高く、利用可能率は99.5%を下回らない

• システムの設置が柔軟で、一対一、一対複数などの方式を
とれる

• 汚染物質排出システムを通じて尿素内の有害不純物を排除
する。



番号 プロジェクト名 ユニット容量

1 習水二郎発電所 2×660MW

2 貴州茶園発電所 2×660MW

3 新郷豫新発電所 2×330MW

4 南陽热発電所 2×200MW

5 通遼热発電所 4×200MW

6 習水発電所 4×135MW

7 平東热発電所 1×210MW

8 焦作丹河発電所 2×1000MW

9 分宜発電所 2×660MW

10 貴渓発電所 2×600MW + 2×300MW

11 平頂山発電所 2×1030MW

12 新昌発電所 2×700MW

尿素加水分解アンモニア生成工程応用実績

2. 環境保護整備技術紹介——排煙処理技術

2.4 尿素加水分解技術



尿素加水分解典型実績-新郷豫新発電所脱硝プロジェクト

パラメータ 平均値

脱硝率 ＞85%

尿素消費量 390Kg/h

蒸気消費量 1.4t/h

脱塩水 1t/h

加水分解装置動作圧力 0.65MPa

加水分解装置動作温度 142℃

加水分解装置加熱蒸気パ
ラメータ

175℃

加水分解装置アンモニア生
成量

220kg/h

備考：ユニット排煙流量1060000Nm3/h（ドライ較正6%O2）、NOx含有量600mg/Nm3（ドライ較正6%O2）

（尿素加水分解システム）主要動作パラメータ

尿素加水分解装置

2. 環境保護整備技術紹介——排煙処理技術

2.4 尿素加水分解技術
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広温度脱硝触媒

SCR前後端でSO3を除去

硫酸水素アンモニ
ウム（ABS）

低負荷での触媒活性を保
証

基于アルカリ性吸収剤
SO3除去技術
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SO3制御技術と広温度触媒技術のシナジー効果を通じて、発電所の全負荷域脱

硝を実現

NH3 SO3 H2O (NH4)HSO4

3. 今後の研究開発方向-排煙処理技術

3.1 SO3制御技術



3. 今後の研究開発方向-排煙処理技術

3.1 SO3制御技術

 原理：Na2CO3、NaHSO3などのルカリ性吸

収剤溶液をボイラー尾部煙道内に吹き

入れ排煙内のSO3と選択的反応を行う。

 SCRシステム内での硫酸水素アンモニウ

ム（ABS）の生成による触媒の詰まり及び

設備腐食を抑制し、低負荷ではSCR脱硝

効率が低いという問題を効果的に解決。

SO3除去中试装置

 SO3除去効率は85%以上に達する

霧化蒸発、SO3選択的除去制御技術

煙突湿式
脱硫

乾式
集塵

溶解
タンク

脱塩水

圧縮空気
炭酸ナトリウム

ボイ
ラー

空気
予熱器

エ
コ
ノ
マ
イ
ザ



3. 今後の研究開発方向-排煙処理技術

3.1 SO3制御技術

SO3制御技術モデル事業建設—通遼霍林河坑口発電有限責任公司

完成性能保証

 SO3除去効率は80%で設計

 SCR入口、除去後のSO3濃度は9g/Nm3未満

 SCR出口、除去後のSO3濃度は10mg/Nm3未

満（標準状態、実際の酸素、乾燥排煙）

旧発電所の問題

 空気予熱器の腐食と詰まりが深刻、設

計値より500Pa増加

 電気バグフィルタ集塵装置のバグ糊化

現象が深刻、設計値より1200Pa増加。



3. 今後の研究開発方向-排煙処理技術

3.1 SO3制御技術

 国家電力投資集団公司集団は新型吸収剤と添加

剂を自主研究開発し、化学吸収法による煙道内の

CO2的吸収濃縮主要技術を会得し、自主財産権の

万トン級二酸化炭素回収装備設計能力を形成し

た。工業級の二酸化炭素からのポリカーボネート

への調製合成などのプラスチック分解技術を会得

し、二酸化炭素の資源化利用を実現した。

万トン級二酸化炭素回収装置

初の万トン級石炭火力発電所二酸化炭素回収装置が、2008年9月に正式に建設
を開始し、2010年1月20日より正式に稼働。



3. 今後の研究開発方向-排煙処理技術

3.3 排水ゼロ・エミッション技術

 火力発電所の汚水排出に対する国の環境保護要求は日増しに厳しくなり、排水ゼロ・エミッ
ションは必然的な流れである。

 脱硫排水は全発電所の排水終端出口であり、水質、水量は石炭燃焼、脱硫システム給水及
び脱硫動作状況の影響を大きく受け、水質変動範囲が非常に大きい。

 水質状況に応じて、現段階の排水ゼロ・エミッションは様々な技術手段を採用できる。

深度軟化 濃縮 晶析

深度軟化 濃縮 晶析
塩分
分離

不軟化/部分軟化 晶析晶种法濃縮

深度軟化 濃縮 煙道余熱蒸発

手段1

手段2

手段3

手段4



3. 今後の研究開発方向-排煙処理技術

3.3 排水ゼロ・エミッション技術
合川発電所脱硫排水ゼロ・エミッションモデル事業

 脱硫工程：湿式石灰石-石膏法

 排水処理量：4m3/h

 ゼロ・エミッション処理工程：深度軟化+濃縮清澄分離+ナノ濾過塩分分離+MVR蒸発晶析

脱硫工程
水給水

前
処
理

塩分
分離

濃
縮
晶
析 塩化学工業企業

ナノ濾過で塩分
分離したNa2SO4

濃縮液を逆流し、
同時に軟化コス
トが高い及び結
晶塩資源化問題

を解決

番号 項目 単位
パラメー
タ

1 システム出力 m3/h 4

2 年利用時間 h 5500

3
炭酸ナトリウム消

消費量
kg/h 16

4
水酸化ナトリウム

消消費量
kg/h 0.83

5 蒸気消費量 t/h 0.12

6 電力消費 KWh/h 350

7 塩生成量 t/h 0.16

8 水生成量 t/h 4

9 圧縮空気消費量 Nm3/min 1

10 建設面積 m2 800

11 運用コスト 元/m3 36.37

主要経済指標

沈殿

混合塩水

マグネシ
ウム除去

大部分のカル
シウム除去

残ったカルシ
ウム除去

濃縮槽
反応槽反応槽反応槽

発電所
再利用

凝縮水

4t/h二段式蒸
発濃縮+晶析 緩衝タンク

純塩水

ナノろ過システム

ナノろ過
緩衝タンク

化学工業
工場再利用

工業一級塩

汚泥は三連タン
ククラリファイ
ヤーまたは脱硫
塔に返送

三連タンク
水流出



Thank You!


