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中国のエネルギー消費総量と構成に係る予測——石炭を中心に

年 2015 2020 2030

消費総量（億トン標準炭） 43 50 60

エネルギー名称

石
炭

非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

石
油
と
天
然
ガ
ス

石
炭

非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

石
油
と
天
然
ガ
ス

石
炭

非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー

石
油
と
天
然
ガ
ス

総量に占める比率（%） 63 11 26 59 26 15 51 29 20

中国の2020年のエネルギー消費総量（標準炭換算）は50億トンに達すると予測される。その内、石炭が63％

、石油ガスが26％、非化石エネルギーが11％を占めている。

中国の2030年のエネルギー消費総量（標準炭換算）は60億トンに達すると予測される。その内、石炭が51％、

石油ガスが20％、非化石エネルギーが29％を占めている。

一、中国エネルギー消費の現状



近年、中国ではPM2.5問題が多発し、特に冬季の熱供給期間中にPM2.5問題が深刻になる。主な原因は電力、熱電、

熱供給、工業、農村などの分野における未選炭の使用である。まず、国による石炭火力発電の超低排出規制は

5/35/50mgである。現在、東部と中部における石炭火力発電所は基本的に超低排出改造を完成し、西部における石炭発

電超低排出改造は2020年に完成される見込み。

石炭発電所は相次いで超低排出を達成



発電所用ボイラ以外、中国での工業用及び熱供給用石炭燃焼ボイラは約54万台に達している。年間石

炭消費量はおよそ7.3億トンで、数量が多くて分散し、容積トン数が不統一で、効率が低い。汚染物の処

理装置が不十分で、車の輸送が多く、途中に塵発生や落下の発生現象も多い。

工業と熱供給ボイラ用石炭はPM2.5の形成原因の一つになる



中国のエネルギーは「石炭が富み、石油が乏

し、天然ガスが少ない」という現状で、大量に天

然ガスを輸入する必要がある。中国エネルギー安

全面から考えると、天然ガスを有益な候補とする

しかない。また、エネルギーソースが不足し、価

格が高く、支援資金の使用が適切ではなく、イン

フラ設備が不完全で、安全リスクが存在している

。そのため、幅広く普及されることは現実ではな

く、中国の実情に即していない。

二、中国天然ガスと新エネルギーの特徴



バイオマス、太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギー及び電気ヒートポンプ(空気源ヒートポンプ、地上熱源ヒ

ートポンプ、水源ヒートポンプ)などの技術も積極的に普及している。但し、コストが高く、応用範囲を広げないといっ

た制限条件がある為、大規模に石炭燃焼ボイラ代替の能力を備えておらず、候補として利用するしかない。



経済の発展と大気汚染管理を実現するために、クリーンコール技術（以下、「CCT」という）に力を入れるのはよ

り現実的な選択である。

クリーンコール利用技術とは石炭が開発から利用されている全過程で、汚染排出の減少と利用効率の向上を目指す

加工や燃焼、転化、汚染管理などの新たな技術のことである。

クリーンコール利用技術には主に2点が含まれている。1、直接的なクリーンコール利用技術である。つまり、石炭

を直接燃焼する場合、相応の技術措置を通じて、クリーンコール利用を実現することである。例えば、選炭・洗炭、

ブリケットと石炭・水スラリー（以下、「CWM」という）の製造技術を含む燃焼前の浄化・加工技術である。2、石炭

はクリーン燃料への転化の技術である。主に石炭のガス化・液体化及びIGCC（石炭ガス化複合発電）技術が含まれて

いる。

中国のマクロ経済発展戦略が転換されるにつれて、CCTは持続可能な発展と「二つの根本的な転換」を実現する戦

略措置の一つとして、中央人民政府の強力な支持を得ている。

三、クリーンコール技術の発展に力を入れるのは活路である



2014年、国家能源局、環境保護部、工業信息化部は共同で『石炭の安全且つグリーンな開発とクリーンで効率的な利

用の促進に関する意見』を配布し、その中で先進的なブリケットとCWM技術を積極的に推進しなければならないことが

指摘されている。

2015年4月、国家能源局が『石炭クリーン・高効率利用行動計画（2015-2020年）』（国能石炭【2015】141号）を配

布し、その中で以下の内容が指摘されている。「クリーン、高効率、低炭素、安全、持続可能な現代の石炭クリーンな

利用システムを構築する」、「低NOX燃焼技術及びCWM燃焼技術改造モデルを積極的に展開し、基準を満たす排出を全面

的に実現する」、「選炭や石炭配合、ブリケット、CWM 、低品位炭の品質向上などの先進的な石炭品質最適化加工技術

を採用し、石炭の品質を最適化と向上させる」

2016年4月、山東省人民政府弁公庁が『山東省において石炭のクリーン且つ効率的な利用の推進加速に関する意見』

（魯政弁発〔2016〕16号）を配布し、その中で以下の内容が指摘されている。「先進的な高効率微粉炭 、クリーンな

ブリケットとCMW技術を積極的に促進し、選炭・洗炭と石炭配合技術への推進力を増大させ、工業グリーン動力事業の

実施を加速させている。







2019年7月2日、山東省人民政府弁公庁が魯政弁

字【2019】117号公文「石炭総消費量を厳格に制御

し、石炭のクリーンで効率的な利用の推進に関する

指導意見」を配布した。文書では古い設備の改造力

を拡大し、新型CWM、微粉炭ボイラを普及し、エネ

ルギー利用率を高めることが指摘された。



2017年、山東省人民政府が『山東省「十三五」省エネ排出削減総合業務方案に関する通知』を配布

した。

工業における省エネを強化する。「工業グリーン動力」計画の実施範囲を拡大し、新型CWMボイ

ラーなどの新エネルギーが工業業界における応用を加速させる。

山東省は新旧原動力転換の6分野を実施している。その一番目はエネルギーの利用であるが、石

炭が含まれている鉱物資源の精細化利用は経済の高品質発展に駆動力を与える見込みである。

2016年、山東省経済信息化委員会、発展改革委員会、財政局、住宅と都市部建設局が『山東省「十三・五」省エネルギー総

合業務方案に関する通知』を配布した。

エネルギー消費の構造を調整・最適化し、「十三・五」期間中、多くの重要な設備と製品の推進に一層力を入れ、業界にお

ける省エネの目標の実現を確保し、新型CWMボイラーなどの新エネルギーが工業分野における応用を加速させ、石炭のクリーン

な利用と新エネルギーの効率的な利用を促進する。



四、特利爾公司の概況

青島特利爾環保股份有限公司は国家レベルでハイテク

な会社として、CCT研究開発と推進応用に重点を置いて

いる。そのコア技術と製品は新型CWM製造技術、新型CWM

燃焼技術及び新型CWMボイラー技術である。その業務範

囲は都市地域熱供給、工業団地における熱電併給などの

産業に集中している。石炭の燃焼による大気環境汚染を

削減するために、政府とユーザー対して全過程での石炭

スラリー化利用のソリューションを提供することに取り

組んでいる。



集団は知的財産権・特許を30件以上持ち、上海
交通大学や中国海洋大学、清華大学、南方科学技
術大学などの大学と相次いで産学研連携を展開し
、国内外の院士と国家特別専門家をはじめとする
専門家と連携しており、山東省重大な省エネ成果
賞、山東省科学技術賞を獲得した。相次いで工業
情報化部の「国家工業省エネルギー技術設備推薦
目録」、「山東省クリーン生産先進技術名簿」及
び「国家発展改革委員会の産業構造調整目録」に
入れられ、清華大学熱能工学研究所と共同で省級
院士ワークステーションを設立した。2016年初に
新三板に登録し、中国のクリーンコール分野初の
株となり、銘柄コードが836661である。



エネルギー分野のトップクラスの専門家と連携

岳光溪

中国工程院の院士
清華大学の博士指導教官、
エネルギーと動力工学学部
教授
マサチューセッツ工科大（
MIT）高級訪問学者
石炭クリーン燃焼国家工程
センター常務副主任
第20回国際流動層技術会議
議長

王翔宇

欧州アカデミーの院士
カーティン大学の終身教授
Ausner Pty Limited主任研究
員
豪州国家専門評価委員会専門
審査員
豪州「先進技術と革新」企業
技術連盟の創設者及び主席



エネルギー分野のトップクラスの専門家と連携

劉科

オーストラリアアカデ
ミーの院士
国家特別招聘専門家
南方科学技術大学教授
南方科学技術大学クリ
ーンエネルギー研究院
院長
南方科学技術大学革新
起業研究院院長

劉清俠

カナダアカデミーの院士
国家特別招聘専門家
カナダアルバータ大学化
学と材料工学学部教授
中国鉱業大学教授
カナダクリーンコールと
クリーンエネルギー及び
鉱物加工センターディレ
クター
カナダ中国教授協会主席



設計院とビジネスモデル

工程設計や電気設計、都市管理、特殊設

備設計など8つの資格を保有しており、EPC

と電気工学設計を独立して展開できる。当社

はEPC/BOT/BOO/PPP/EMCなどの多くの協力パ

ターンを採用することが可能である。



主要株主

中日節能環保創業投資有限公司

青島国信発展（集団）有限責任公司

杭州市都市建設投資集団有限公司

上海愛建資本管理有限公司



新型のCWMは70%石炭+24%水+6%添加剤から成るもので

ある。当社の新型CWM技術では、全プロセスにおける石

炭のクリーンで高効率な利用を実現できる。その燃料

は密閉の形で貯蔵・輸送し、損耗がなく、埃などの汚

染がない。CWMが不燃性・非爆発性の液体燃料であるた

め、可燃性と爆発性のある油とガスと比べて、安全性

には独特な優位性がある。



1、技術の優位性

当社は最先端の燃焼技術を利用し環境にやさしい高効率の新型CWM循環流動ボイラーを開発・設計し（「新型CWM高効率エコボイ

ラー」と略称する）、際立った優位性を3つ持っている。

①環境優位性：汚染物質が生じる源となるボイラーでその発生を抑え、低排出を実現する。汚染物質の直接排出濃度は国際的に最

も厳格なアメリカ南カリフォルニアの基準に達する。NOxの直接排出濃度は＜50mg/Nm3で、天然ガスボイラーより優れている。炉内

におけるSO2 の脱却率は＞95%、炉の後は脱硫脱硝措置が必要なく、除塵機一台で排出基準に満足できる。中国アカデミー会員の岳

光溪氏は「これはこれまでの常識を覆し、今まで想像もできないことです」と評価。

②高効率・省エネ：熱効率は90%以上に達し、送風機は20%～30%の電力を削減。

③安全優位性：CWMの特性によって、燃焼から運輸、貯蔵、輸送までの全過程において危険性がない、ガス、煤塵などによる爆発事

故のリスクもないので人口密度の高い地域でも建設可能。ボイラーの伝熱面は殆ど摩耗が生じない、6500時間以上の連続運転がで

きる。



2、性能特徴

（1）CWMの低温で効率の高いクリーン燃焼を実現、炉内温度は他の石炭・ガスボイラーより200℃位低い830～880℃となる。また、

コーキングしにくく、安定的な運転、高い安全性を有する。

（2）CWMは燃焼において粒子の塊が形成され、炉内で繰り返して燃焼し、非常に高い燃焼効率で、完全燃焼率は99%以上である。

（3）高効率・高温・耐熱セパレーターを採用、分離効率は99.6%（d50は9～12μｍ、d99は90～100μｍ）、媒体物質の利用率が高い

ので補充量を削減させ、媒体物質の良好循環を通して大幅に床の温度を下げられる。

（4）ボイラーの燃焼温度が低く、炉温が均一、分離效率が高く、ガスと固体がよく混合されることは炉内において脱硫（カルシウ

ム吹き込み）に最適な条件を提供し、ボイラーは燃焼において効率の高い脱硫を実現し、石灰岩の利用効率が高い。

（5）ボイラーは低温燃焼によってサーマルNOxの生成を抑え、一次と二次空気の最適化によって、段階的な空気供給を実現し、還

元性の雰囲気を作り、燃料中のNとOの結合チャンスを減らし、NOx発生量を抑える。



（6）優れた負荷調整の特性があり、設計燃料と予備燃料の燃焼において30～100%の定格負荷で安定的な燃焼が確保される。

（7）流動層は低圧・低空気量で運転し、一次空気の圧力が低く、石炭火力循環流動層ボイラーより送風機の電力消耗が大幅に下

げる。

（8）ボイラーはCWM燃料の適用性が良い、品質指標が緩んで、燃料の製造コストを大幅に削減する。

（9）システムがシンプルで、自動化レベルが高く、安定的な運転ができる。

（10）ボイラーシステムは燃料の運送から除塵まで全て密閉され、現場の環境に影響がなく、花園式の工場を建設できる。

（11）ボイラーシステムの敷地面積が少なく、土地を節約できる。



3、ボイラーの構造と流動状態の構築における重要な

部分

A、高効率・高温・耐熱セパレーター

B、高流動率、低エネルギー消耗、セルフバランスル

ープシール

C、低抵抗力、交換しやすいジャケット式空気ノズル

D、透過力の強い二次空気配置

E、CWMの元素分析・汚染物質の生成・破壊原理によ

る炉内構造とシステム配置



4、 燃焼過程

専門造粒機によって、CWMを均一的に火炉下部の流動層内熱媒体部分に投入し、その媒体温度

は830～880℃程度である。CWMは底部酸素不足の条件下で液状の熱媒体に加熱され、水分が急速

に蒸発し、続いて揮発分が放出され、着火・燃焼に移行する。密接した上部での豊富な二次空

気の適切な補充を通して、CWM燃料を酸素不足の条件下で燃焼させることで、可燃ガスと燃焼し

きれない固定炭素が生じるが、それらはストーブを上層しながら完全に燃焼する。ストーブの

出口には高効率・高温・耐熱セパレーターが設けられるため、熱い排ガスに乗ってきた熱媒体

物質はそこで分離され、セパレーター下部のバックフィーダーを経てストーブへ戻り、CWM燃料

粒子の循環流動層燃焼が可能になる。そうすると、高い燃焼効率が得られるだけでなく、熱媒

体物質の損失を削減すること、また流動層温度の制御によって低温・低NOxの燃焼を実現するこ

ともできる。



番号 会社名 機種番号 数量 用途 注文日付

1 厦門泓信特種繊維有限公司 SHS20-1.25-J 1 生産 2008

2 済南熱力集団東新熱電有限公司 SHFS35-3.82/450-SM 2 熱供給 2008

3 東営市海科瑞林化工有限公司 SHFS35-3.82/450-SM 2 生産 2009

4 山東神馳化工有限公司 DHFS75-3.82/450-SMJ 1 生産 2009

5 勝利油田石油化工総場 DHFS60-3.82/450-SM石油ボイラーを
75T/HCWMボイラーに改造

2 生産 2009

6 日照港集団有限公司 SHS15-1.25-J 1 生産 2009

7 中国化工正和集団コーポレーション SHFS35-3.82/450-SM 3 生産 2010

8 山東忠誼清潔能源限公司 SHFS14-1.0/115/70-J 1 熱供給 2010

9 盤錦市北方瀝青燃料有限公司 SHFS35-3.82/450-J技術サービス 3 生産 2011

10 東営赫邦化工有限公司 SHFS35-1.6-J 2 生産 2011

11 日照港集団有限公司 SHFS35-1.6-J 2 生産 2011

五、CCTの事業例



12 山東中原熱力有限公司 SHFS14-1.0/115/70-J 1 熱供給 2011

13 四川北方ニトロセルロースコーポレーション （西安
基地）

SHFS10-2.5-J 1 生産 2011

14 遼寧鞍山国鋭化工有限公司 SHFS15-1.25-J 1 生産 2012

15 山東東方華龍工貿集団有限公司 SHFS35-3.82/450-J 1 生産 2012

16 重慶龍海石化有限公司 SHFS35-3.82/450-J 3 生産 2012

17 石家荘諾奇熱力 SHFS14-1.0/115/70-J 1 熱供給 2012

18 山東中原熱力有限公司 SHFS14-1.0/115/70-J 1 熱供給 2012

19 済南熱力集団東新熱電有限公司 QXF70-1.6/130/70-SM 2 熱供給 2013

20 山東興陽供熱有限責任公司 SHFS35-3.82/450-J 2 熱電 2013

SHFS75-3.82/450-J 1 熱電 2013

21 山東東方華龍工貿集団有限公司 SHFS35-3.82/450-J 1 生産 2013

22 文登世潔新能源供熱有限公司 SHFS10-1.25-J 1 熱供給 2013



23 江蘇必康製薬有限公司 SHFS20-1.25-J 2 生産 2013

24 湖南金沙不動産 SHFS20-1.6-J 1 熱供給 2013

25 文登世潔新能源供熱有限公司 SHFS35-3.82/450-J 1 電力供給 2014

26 威海南海新区世潔供熱有限公司 SHFS14-1.0/115/70-J 1 熱供給 2014

27 江蘇必康製薬有限公司 SHFS35-1.6-J 1 生産 2014

28 城陽区惜福鎮熱源工場 QXF29-1.6/130/70-J 1 熱供給 2015

29 済南熱力集団蓮花山熱源工場 QXF70-1.6/130/70-J 2 熱供給 2015

30 山東博山製薬有限公司 SHFS10-1.25-J 1 生産 2015

31 山東博山製薬有限公司 SHFS20-1.25-J 1 生産 2015

32 江蘇必康製薬有限公司 SHFS20-1.25-J 1 生産 2015

33 江蘇必康製薬有限公司 SHFS35-1.6-J 1 生産 2015

34 青島経済技術開発区熱電ガス総
公司

QXF70-1.6/130/70-J 1 熱供給 2015

35 済南熱力集団領秀城熱源工場 QXF70-1.6/130/70-J 2 熱供給 2015



36 チベット世潔熱力有限公司（ゴルム
ド藏青工業園項目）

SHFS75-3.82/450-J 1 熱供給 2015

37 済南熱力集団腊山熱源工場 QXF70-1.6/130/70-J 6 熱供給 2016

38 山東海科化工集団有限公司 SHFS35-3.82/450-J 1 生産 2016

39 中国化工正和集団コーポレーション TG-75/3.82-J 3 生産 2016

40 泰山城建熱電有限公司 SHFS50-3.82-J 2 熱電 2016

41 ルー南贝特製薬有限公司 QXF70-1.6/130/70-J 2 生産 2016

42 済南熱力集団蓮花山熱源工場二期 QXF70-1.6/130/70-SMJ 2 熱供給 2016

43 江蘇輝豊農化コーポレーション DHFS40-1.25-J 2 生産 2016

44 山東聖方熱力有限公司(曲阜) QXF70-1.6/130/70-J 1 熱供給 2017

45 済南熱力集団領秀城熱源工場二期 QXF70-1.6/130/70-SMJ 改建
2 熱供給 2017

46 浜州中潔能熱力有限公司 TG-75/3.82-M 2 熱電 2017

47 カ沢市鄄城県集中供熱項目 QXF58-1.6/130/70-SMJ 2 熱供給 2017

48 山西和順県集中供熱項目 TG-130/9.82-SMJ 3 熱電 2017



49 秦皇島富陽熱力有限公司 QXF58-1.6/130/70-SMJ 2 熱供給 2018

50 カラマイ市熱動力センター項目 TG-220/9.81-SMJ+2×TG-130/9.81-SMJ 3 熱電 2018

51 青島西海岸公益事業集団能源供熱有限公司熱電
項目

TG-170/5.29-SMJ+TG-160/5.29-SMJ 2 熱電 2018

52 青島西海岸公益事業集団能源供熱有限公司熱電
項目

TG-20/1.25-SMJ 2 熱供給 2018



クリーン熱供給「山東モデル」の構築

山東省全般において、新型CWM製造センターとCWM物流

配送センターを合理的に配置し、CWMの集中製造と統一

配送を実現し、省内の100キロメートルのCWMの快速な流

通ネットワークシステムを徐々に形成する。既存の石炭

ボイラーは、各城市部の城市熱供給と工業団地の蒸気供

給に依存しており、石炭ボイラーのクリーン燃焼、超低

排出、エネルギー効率の向上、安全でクリーンなエネ

ルギー供給システムの形成を実現するために、高効率

で環境に優しいCWMボイラーにアップグレードする、新

型熱供給の「山東モデル」を築き上げる。

六、クリーンコールの「山東モデル」



中国全土の戦略配置

「山東モデル」をサンプルとして、中国全

土へ普及・推進する。それには、環渤海地域、

北京・天津・河北、遼寧半島地域、山西全般

地域、河南鄭州地域、新彊カラマイ地域、青

海ゴルムド地域、江蘇徐州・塩城地域、及び

浙江・広東など南部の工業団地を含む。



一帯一路戦略

一帯一路に沿って、沿線国にCCTを推進

し、発展途上国、特にインド・パキスタン

など石炭技術が相対的に立ち遅れ、汚染が

かなり厳しい国と地域にコストの低いク

リーンエネルギーを提供する。また、中南

アジア地域における大気汚染問題解決の一

翼を担う。



「インタネット+ボイラ安全・省エ

ネ・環境」というモデル

IOT、ビックデータ、クラウドコンピューティ

ング、APCなどの技術応用により、ボイラ省エ

ネ・排出削減の効果に係るオンライン監視・診

断及び分析の運営プラットフォームの構築を強

化し、地域エネルギーインタネットを形成し、

最終的に知能的ボイラ装置運転を実現しつつ、

クリーンな環境、及び設備の安全・環境保護・

高効率・省エネルギー運転を確保する。



これからの3年間～5年間：

特利爾公司はCCTの研究開発をより一

層強化し、ニア・ゼロエミッションに

向けて取り組み、技術の普及応用を拡

大し、CCT全産業チェーン百億級企業・

CCT分野におけるユニコーン企業を目指

して努力し、全人類の大気汚染対策と

居住環境改善に大きく貢献する。


