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国家海洋局天津海水淡水化と総合応用研究所の

紹介



1979年に、中央政府の可決により設立

国内唯一の海水淡水化と総合応用技術

の研究及び成果移転の国家級研究所。

国家がから大いにサポートする89国家

級公益類の研究機構の一つである。

定員438人，在職スタッフ378人
専門技術者307人

博士・修士学位者157人

教授クラス技術者25人、助教授クラス技術

者55人

新正規百千万人材国家級入賞者1人

中央政府特別助成金所得者13人

華国锋、鄧小平、李先念等最高指導

者の可決により設立。

当研究所概要
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当研究所の概要



2008年9月挂牌成立

国家品質検査総局113社I類製品品質検査機構

47種の海水応用製品377個検査項目をカバー

海水淡水化装置、部品、素材の検査・点検

海水、淡水の水質分析

化学製品としての海水応用

国家海水と弱塩水活用製品監督検査センター

2009年2月、科技省の可決で設立

2013年科技省の定める基準に合格

国家海洋局と天津市海水応用技術センターを

基礎として、由国家海洋局と天津市役所の連名

にて申請

国家海水応用技術研究センター

当研究所の概要



海水淡水化技術中央政府及び自治体の共同試験室

中国膜工業協会液体分離膜製品検査·点検センター

全国海洋標準化技術委員会海水淡水化と総合利用分科技術委員会

アジア太平洋脱塩協会（APDA）事務局

環インド洋連合（IOR-ARC）海水淡水化技術コーディネーターセンター

当研究所概要



所有資格

海洋工事設計甲級資格
海域使用論証資格
海洋工事コンサルティング資格
海域機能区分編纂技術機構

品質保障システム

ISO 9001:2008 品質管理システム
ISO/IEC 17025:2005 試験室管理システム

スタンダード制定

国家及び業界スタンダード19項目公布
編纂中国家及業界スタンダード合計60项目以上

当研究所概要
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国家や自治体の発展のために技術サポートを提供

国家海水応用企画や計画の編纂担当或いは参与

「海水淡水化産業加速発展の意見》内閣事務局
「海水淡水化産業発展十二次五ヵ年計画」発展改革委員会
「海水淡水化科技発展十二次五ヵ年計画専門企画」科学技術省
「海水淡水化産業発展促進の意見」国家海洋局
「国家海水応用専門企画」
「海水利用スタンダード発展計画」

自治体海水応用企画、計画編纂担当
自治体海水応用企画：天津、河北、遼寧、広西、泉州、盘錦など。

国家関連政策提案と戦略報告の作成

「中国国海水淡水化と綜合応用産業発展促進の提案」国家海洋局
《企業所得税優遇政策を満たす海水淡水化プロジェクトの認定条件と範
囲」財務省、国税総局
《中国海水応用産業化の仕組みと発展戦略研究」化学技術省

企業にコンサルティングサービスを提供
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中国蒸留海水淡水化技術の発展



蒸留法海水淡水化技術

多段フラッシュ海水淡水化技術

多重効用蒸留海水淡水化技術

多重効用缶式蒸留器

二重管板方式

蒸発圧縮式技術



多段フラッシュ海水淡水化技術

最高温度120℃まで可能

段数は多く、40段以上まで可

能

ワンセットの容量が大きい

耐腐食性が高いため、高

コスト

エネルギー消費は高く、

動力装置の電気消費量は

約4 kWh/t

技術特徴



多重効用法低温海水淡水化

技術特徴

オペレーションの温度は低い（最高

70℃）

オペレーションの柔軟性は高い

動力のエネルギー消費は低い（大型

装置でも1.2kWh/t以下）

システムの熱効率は高く、造水比率

は高い。（GORは15まで到達可）

工場の廃熱資源を十分に利用できる。



蒸発圧縮式海水淡水化技術

高効率な蒸気利用

外部からの蒸気不要、電源操作のみ

圧縮機構造は複雑であるため、運行安

定性は低い

圧縮機の制限を受けるため、大規模な

利用の場合は影響を受ける。

汚水処理や資源リサイクルなどへの応

用の可能性。

技術特徴



20世紀60年代

1987年

1980-1998年

2002-2004年

小型蒸発圧縮式海水淡水化装置を開発

天津大港発電所はアメリカESCOから
2セット3000t/日 MSF海水淡水化装置を輸入。

天津にて百トン級MSF装置を自主開発
油田向けの1200トン/日 MSF装置の開発

60t/日 MVCの装置を開発
自主開発した3000 t/日 MEDは運行中（青島）

中国における蒸留法海水淡水化の沿革

2009年-2013年
インドネシアへ6基合計2.1万トン/日 MED装置
を輸出
中国はすでにある程度の国際競争力を備えてい
ることを示す

2013年-現在
蒸留法技術を研究し、広く普及
させる。
蒸留法新技術の研究と応用



国内MED装置の配置について

20世紀60年代，小型蒸気圧縮式装置を開発（上海704所）

2004年，3000t/日MED産業化装置を落成 (黄島発電所、当研究所)

2006年，1万t/日MED装置（泰達新水源、Weir）を導入

2006年，2×1万t/日MED装置（国華蒼東発電所、Sidem）を導入

2009年，引进4×2.5万t/日MED装置（北疆発電所、IDE）を導入

2009年，1.25万t/日MED装置（国華蒼东東発電所、導入吸収）竣工

2009年，6台合計2.1万t/日MED装置（衆和社、当研究所）を輸出

2010年，4×1.25万t/日MED装置（京唐製鉄、Sidem）を導入

中国における蒸留法海水淡水化の沿革



通常の熱法海水淡水化

国内の熱法海水淡水化は既に2.5万トン/日のワンセットモデル装置を配置済。

国内の熱法海水淡水化は海外へ輸出している。

現在、3.0万トン/日 海水淡水化ワンセット装置はモデル利用として展開している。

新型熱法海水淡水化

ソーラー電力による熱海水淡水化工場。

多重効用管板方式蒸留器はモデル利用として認可を受けた。

中国における蒸留法海水淡水化の技術進展



2003年，海水淡水化研究所は60トン/日MVC装置の開発に成功

二重効用蒸気圧縮式工法に成功し、大型装置の最良設計の基礎をく

中国における蒸留法海水淡水化の技術進展



2004年、当研究所は3000トン/日 MED-TVC工場を落成

国内初、完全自主知的財産権を有す加工製造MED装置（9効用）開発

中国における蒸留法海水淡水化の技術進展



2008年、当研究所は6基MED海水淡水化装置を海外へ輸出

中国において初めての輸出となる大型MED海水淡水化装置

海水淡水化輸出の先例となり、初めて海外市場へ進出

国内独自技術により、コンサルティングや設計、建設、試運転を完成。

Some exported MED seawater desalination plants
インドネシアへ数基MED海水淡水化装置を輸出

中国における蒸留法海水淡水化の技術進展



2012年、当研究所はMVC採油廃水ゼロの新規技術を開発·応用。

コア技術： MVC機械蒸気再圧縮技術+二効用蒸留

プロジェクトの成果及びモデル工場の運用により、機械蒸気再圧縮技術のブラ

ンド化を形成、システム効率の向上の機能を果たし、ゼロ排出技術が更に加速。

中国における蒸留法海水淡水化の技術進展



2013年、当研究所は中国初の太陽電池光熱海水淡水化工場を落成。

2013年，太陽電池発電集光器+MED海水淡水化工法

工法は信頼度が高く、高技術・対妨害性

システムは再生エネルギーによって供給可能、低炭素海水淡水化のモデル工場と

なる。

中国における蒸留法海水淡水化の技術進展



技術力向上

工法開発

メイン装置

メイン素材

性能テスト

運営教育

技術サービス



工法開発

異なる需要に対応するMED技術を開発

冬と夏の温度差が大きい場所に適している

300MW、600MW、1000MWなどの現役発電装置に適す

500t/日~25000t/日シリーズMED工法を開発

工業廃熱、ディーゼルエンジン廃熱、太陽電池などの低熱源に適す

MED工法改善

効用別進水方式

ホットスタンバイ方式改善

熱回収応用



工法開発ー最先端計算、デザインソフトウエアの再開発

海水淡水化工場のインタクラクティブ、ネット化のデザインプラットホームを構築

3D界面、多専攻のデザイン協力や分析、計算検証、迅速設計。

最先端設計·計算·分析のソフトウエアを採用

自社作成計算用ソフトウエア（工法）

Inventor三Dデザインソフトウエア（装置）

Ansys応力分析ソフトウエア（装置）

CFX流体分析ソフトウエア（流体分析）

SW-6プロセス装置デザインソフトウエア（装置）

PDMS三D工場デザインシステム（工法）

PROMIS-E（電気）

MATLAB(数値流体力学)

ASME、DIN、AD、JISの設計基準を参照



工場用デザインソフトウエア

ANSYS応力分析

Inventor三D機械設計 PDMS三Dパイプ設計

CFX流体分析 MATLABデータ分析

P&IWメーターパイプ

工法開発-最先端計算、デザインソフトウエアの再開発
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ヒートパイプ瞬間流動

V12.1 高速カメラ撮影Fluentシミュレーション结果

蒸気噴射ポンプマッハ数分布Fluentシミュレーション

ボールシート圧縮率Ansysシミュレーション分析 スプレーMatlabコンビネーション分析

工法開発-数値流体力学及シミュレーション分析



蒸発器

冷
凝
器

MED試運転装置

Inventor装置3D機械設計

工法開発-3Dデザイン



パイプ3D配置効果図

パ
イ
プ
設
計
断
面
図

パ
イ
プ
配
置
立
面
図 PDMSパイプ3D設計

工法開発-3D協同デザイン



メイン装置及び素材の開発

伝熱強化 蒸気熱圧縮 海水濃縮液

洗浄薬剤負圧密閉液体ガス分離



メイン装置及び素材の開発

総合伝熱試験台 蒸気噴射試験台スプレー試験台

密閉試験台 数値流体力学試験台ガス液体分離試験台



洗浄薬剤

性能テスト

密閉性能

テスト

防腐技術

研究

装置構造

テスト

伝熱性能研究

係数制御研究

キーパーツ

研究

プロセス研究

メイン装置及び素材の開発



メイン装置及び素材の開発



試験及びテスト装置は2億元

性能テスト
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密閉性試験装置 マグネトロンスパッタリング装置 塩霧腐蝕試験装置

湿熱テスト装置引張り装置 フレークテスト装置 老朽試験箱

性能テスト
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運営トレーニング



虚拟操作和联动

運営トレーニング



加工、建設現場

試運転現場

技術サービス
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蒸留海水淡水化技術中国における応用



中国における蒸留海水淡水化事業規模

2016年末まで、全国で完成した海水淡水化工場は131社、給水規模は

1188065トン/日、最大の工場の事業規模は20万トン/日。

全国において完成した多重効用法採用

の工場は16箇所、給水規模は375150ト

ン/日，全国事業規模の31.6%を占める

国内多重効用法の最大規模は20万トン/

日、最小規模は30トン/日。



現在、中国における蒸留淡水化技術の応用は以下四つの分野に分けられる。

① 都会用水

② 産業用水

③ 工業廃水処理

④ 弱塩水の淡水化

中国における蒸留海水淡水化工場の応用



北疆発電所20万トン/日 MED海水淡水化工場（生活飲用水）

14効用蒸発器 + 1効用冷凝器、造水比率 > 13

ワンセット規模：25000トン/日

場所：天津国投北疆発電所



海南楽東県30トン/日

多重効用法蒸留海水淡水化工場

線性フレネルレンズ単位面

積焦熱

装置操作の柔軟性、調整適

応調節力あり。

ホットスタンバイは短い、

起動は速く太陽電池間欠

性運行要請を満たす。

太陽電池光熱海水淡水化ビジネスモデルプロジェクト（生活飲用水）

3効蒸発器+1効用冷凝器、太陽電池エネルギーを蒸気の熱源にする



装置容量：20トン/日

熱源供給：熱水（75~85℃）

製品水質：5~10mg/L

工法デザイン：二重管板式膜蒸発

浙江舟山東洲漁業会社東洲21号遠洋漁船

と弘普6号遠洋漁船に使用されている

20トン/日 二重管板式蒸留淡水化製品（生活飲用水）



国内初 完全自主知的財産権を有する自主加工·製造MED装置（9効用）

黄島発電所3000トン/日 MEDモデル工場（産業用水）



コア技術： MVC機械蒸気再圧縮技術+二効用蒸留

モジュールユニット、柔軟性配置

スプレーフラッシュやU型伝熱冷凝パイプ、スクリュー圧縮機によって、増圧比率

を上げる。

60トン/日 MVC処理採油廃水（廃水処理）



新疆8効用二重管板式 蒸馏弱塩水淡水化化学工場（弱塩水淡水化）

24m3/日 8効用二重管板式蒸留弱塩水淡水化装置

太陽電池採熱

ガス発電装置廃熱ボイラー

弱塩水前処理



国内におけるその他の大型蒸留法海水淡水化工場（産業用水）

天津泰達新水源1万トン/日 MED装置

京唐製鉄工場4×1.25万トン/日 MED装置

神華倉東発電所1.25万トン/日 MED装置



インドネシアINDRAMAYU 2×4500トン/日 MED海水淡水化工場（2009年）

中国初海外へ輸出した大型国産MED装置（7効用）、造水比率10

海外へ輸出した大型国産MED装置



インドネシアPACITAN 2×3000トン/日 MED海水淡水化工場（2010年）

龍湾3×315MW火力発電プロジェクト補助装置（7效用）、造水比率8

海外へ輸出した大型国産MED装置



インドネシアPACITAN 2×3000トン日 MED海水淡水化工場（2011年）

パチタン3×315MW火力発電プロジェクト補助装置（7效用）、造水比率8

海外へ輸出した大型国産MED装置



52


