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大唐国际 601991、0991

华银电力 600744

桂冠电力 600236

大唐新能源 01798

大 唐 环 境 01272

総 容 量：141277MW

火力発電：96581MW

水 電：27040MW

風力発電：16543MW

太陽光発電：1111MW

托克托，国内最大火力発電

12台6720MW

塞罕坝，国内最大風力発電

1510MW
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第一部分 中国電力の基本情況

第二部分 発電企業の競争力強化

第三部分 スマート発電所の研究と建設
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総容量：18.6億kW

発電量：52967億kWh

火力発電

水力発電

風力発電

太陽光発電

1.中国電力の基本情況
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 発電ユニット容量の部分的な過剰及び十分な市場競争で、電気は既に“贅沢品”か

ら“一般的なパブリック製品”，さらに“サービス商品”に変わりつつある。

 風力発電、太陽光発電等新エネルギーの急発展に伴い、新エネルギーの利用、ピー

ク抑制、熱と発電の分離等の課題解決、発電設備の安全性、環境保護、高効率、柔

軟性を備えた発電ユニットの需要。

 燃料コスト、管理コストの削減、収益力の強化は発電企業の追求目標であり、さら

に持続発展の必然条件である、これは技術改革による管理能力向上による。

2.発電企業の持続的な競争力強化

インテリジェンス+，発電企業の持続的な競争力に技術手段を提供
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安全
Safety

• 人に優しい企業—

—作業員の安全確

保

• 動態感知——ネッ

トワーク及び外部

侵入の検知

• 予防の重要性——

重大な設備のダ

メージの防止

柔軟性
flexible

• 電力グリッドの相

互融通——発電ユ

ニット负荷の随時

満足

• 燃料適用——不均

一品位炭の有効活

用

• 電源とグリッドの

調和——民間電力

供給の満足

環境にやさしい
Eco-friedly

・清潔な排出――燃

焼過程の汚染物質

の制御

• 共同処理化――多

種類汚染物質の共

同排出

• 水処理管理——減

量化、ゼロエミッ

ション

効果
Efficiency

• 発電ユニット性

能——動態調整で

合理化の実現

• 生産過程——高効

率管理、コストダ

ウン

• 応急対策——内外

協力のもと迅速の

対応

2.発電企業の持続的な競争力強化
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3.スマート発電所の研究と建設

人員安全機能モ
ジュール

技術方針 予想効果
技術成熟度と
実用性評価

人員安全管理
3Dポジショニング技術と人員に監視モバイル端末をつけ
て、発電所人員に対する移動位置、生命安全性をリアル
タイムに観測する。

人員の安全事故の減少 II级

智能二票

“インターネット＋”の応用を通じて、人員の位置、重
点の設備と敏感エリアの観測、2票の管理システム、入口
の警備システム、防犯警報システム等を相互監視し、安
全な生産管理を実現する。

発電企業の安全な生産管理過程
を通して、現場人員の位置とコ
ントロール出来ない状況 管理
しにくい外請負工事、危険エリ
アでの防護油断の解決

II级

知能ヘルメット

音声、知能カメラ等の技術を採用し、音声のトークバッ
ク、ビデオ通話、知能ヘルメットの脱帽、SOS救援、人
員の位置測定、防犯警報システムの軌道再生、高い所に
登り、接近、人体の監視測定などの実現する。

人員の安全事故の減少 II级

知能巡回検査ロ
ボット

知能カメラ、赤外線画像、気体測定、音声分析などのシ
ステムを搭載した移動ロボットによって、自動的に固定
ルート上の作業検査、同時に関連データーの採集を可能
にする。

人の代わりにロボットでの巡回
検査により、生産運行の管理レ
ベルの信頼度と適時性を向上

II级
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环境安全
機能モジュール

技術方針 予想効果
技術成熟度と
実用性評価

態勢感知

発電所のデータ、ネットワークのリンクの
上の情報に対してのリアルタイム監視測定
を行って、安全予防、脅威検測、調査応対、
主導的防御。

電力のモニターリング・システムの全方位、
全天候のネットワークセキュリティの態勢に
対して感知を実現し、
直ちに各類のネットワークセキュリティのリ
スク
および不法訪問の発見し、電力のモニターリ
ング・システムのネットワークセキュリティ
の態勢の感知と早期警報を実現する。

II级

知能的な安全予
防

人の顔の認識システム、３Dの可視化の入
口の警備、身分のラベルなどを採用し、人
員識別を実施し、ドローンなどの技術を採
用し、発電所の周辺と空域を巡回し、知能
追跡、位置付け、空中の怪しい飛行物遮り
止めて、変電所の設備、公用システムなど
重要な設備へ襲撃の予防。

破壊分子の侵入防止及び襲撃によるユニット
の運休防止

II级

3.スマート発電所の研究と建設
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設備安全機能
モジュール

技術方針 予想効果
技術成熟度と
実用性評価

状態点検補修
対策

パラメーターの状態、設備の状態、生産過程を核心に、多種
ソースの状態データを融合し、故障の早期警報を以て、これ
らのデータを深く突っ込んで掘り起こし合理的に使用し、そ
の中の隠れた規則性の関係を探し出し、発電設備の全方位、
全過程の状態の監視、設備故障の初期診断および全面的な評
価を分析する。

設備故障の兆しを早期発見し、事前に故
障発生を予防し、受動から主導への検修、
無計画から計画的運転停止により、設備
故障の減少、検修間隔の合理的延長、検
修時間の短縮、費用削減に満たし、発電
ユニットの信頼性と可用率を向上させる。

III级

金属核心部品
の内力应变の
知能観測シス
テム

核心部品に内力特定測点の方法で、内力のデータ規則と知能
観測コントロールの核心部分の内力と寿命情況を分析する。

一定時間の核心金属部品の内力应变の収
集通じて、温度などのデータ、部品の異
なる工業状況の下での内力应变規則を分
析し、その規則に基づいて、部品の寿命
情況を、知能的な早期観測を行う。

II级

発電機の回転
子のターン短
絡の故障のオ
ンライン監視
測定

固定子スロットの歯の上で、センサーとして小型のサーチコ
イルを設置し、発電機の回転子の界磁電流を測量発生した主
な磁束と溝の中磁束密度によって、回転子のターン短絡の故
障を判断する。

この方法は、外部条件および回転子のタ
ーン短絡の故障点が槽の中の位置の影響
が少ない、信用できる度がわりに高くて、
しかしオンラインで発電機の回転子のタ
ーン短絡の故障を監視できる。

II级

3.スマート発電所の研究と建設
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効率強化
機能モジュール

技術方針 効果
技術成熟度と
実用性評価

合理的なボイラー
燃焼コントロール

ボイラー運行の歴史データと関連試験データに伴い、人工知能の
計算方法を採用し、ボイラーの燃焼プロセスモデルを作って、ボ
イラーの効率とNOx生成量がどのように従て異なる空気、石炭燃焼
運行方式変化する因果の特性を反映し、ボイラーの燃やすプロセ
スモデルを結び、同時にボイラー効率を高めながら、NOx生成量
を下げることを合理的な目標として、進化の計算方法を使って、
内部の自己調整を通じで、多種目標の合理てきなコントロールが
でき、それでボイラー燃焼クローズの合理てきなコントロールが
実現する。

ボイラー効率の0.5%―1%を高め
て、同時にNOxが10%を形成す
るのを下げます。

I级

主な蒸気温度と再
熱蒸気温度のイン
テリジェント制御

現代制御理論と機械学習、人工知能の計算方法などを一体にし、
主な蒸気温度と再熱蒸気温度に対して対象の大停滞している特性
を動態補償し、主な蒸気温度と再熱蒸気温度の広義被制御対象の
停滞と慣性を有効減少。そして、予測制御、ファジィコントロー
ル等コントロール策略の有効の組み合わせを通じて、気温知能コ
ントロールシステムのクローズを核心として、主蒸気温度と再熱
蒸気温度の合理てきなコントリールの性能を高める。

ユニット運転は正常な状況の
下で、主蒸気温度の変動は5℃
未満；
負荷変動の状況の下に、主な
蒸気温度の変動は主蒸気温度
の変動は８℃未満。パイプ壁
の温度は超過しない。

I级

蒸気タービンの冷
間端の合理的なコ
ントロール

総合経済性の最優で 設備の最優の真空を確定し、異なる循環水
温度と蒸気タービンユニット負荷により、最優の循環ポンプの組
み合わせ運行方式を確定する

ユニットをベストな真空状態
で運行し、電所の電力使用量
及び石炭の消耗率を低減させ
る。

II级

3.スマート発電所の研究と建設
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柔軟性の強化
機能モジュール

技術方針 効果
技術成熟度と
実用性評価

蓄積エネルギーの
周波数変調

発電所でMW級の蓄積エネルギーのバッテリーと蓄積エネル
ギーのコンバーター等の設備を建設し、蓄積システムとユニ
ットの共同てきに周波数変調する時に、電力網のディスパッ
チングのAGC命令を同時に設備と蓄積エネルギーシステムに
出し、蓄積エネルギーシステムが精密高速な応対特性で火力
発電の出力とAGC命令の差值を調整しながら、瞬間的の設備
出力とAGC命令のギャップを補います。

電力網の高速リスポンスを実現す
る

II级

先進計算方法で
合理てきなAGC制
御システムをコン
トロール

伝統AGCでPIDを制御し、＋フィードフォードのコントロール
システムの元で、予測制御を採用し、コントロール核心部分
として、AGCコントロール・システムの中での主な蒸気温度
と主な蒸気圧力等のパラメーターを予測し、事前に制御する。
大幅にAGCコントロール・システムの安定性と抗変動性を高
め、また、ピークと周波数変調の増減調整を通じて電力網と
発電所の柔軟な調整力の発電技術で幅に発電の峰の加減を知
能てきなコントロールを実現し、多種な周波数変調技術、同
時に発電の経済性を配慮します。

現在国内の先進計算方法のコント
ロール・システムがプラットフォ
ームを使用するのがわりに多くて、
効果がそれぞれ異なっています。
効果のあるAGCコントロールがプ
ラットフォームが明らかに主な蒸
気压力と主な蒸気の温度の設定値
の偏差を減少し、負荷頻繁変動す
る下にAGC制御システムの性能を
高める。

I级

発電と供熱の分解
蓄熱タンク、電気蓄熱、蒸気タービンの側道、低圧シリンダ
ーの切除等の技術を採用し、ユニットからのエネルギー量を
最小限に抑え、発電と供熱の分解を実現する。

ユニットからの供熱能力を最大限
にし、暖房シーズンの供熱ニーズ
を満たす。

II级

3.スマート発電所の研究と建設
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国家能源集团
东胜热电、宿迁、大渡河

华能集团
珞璜、小天都

大唐集团
南京、泰 州

京能集团
钰湖、十堰

德国西门子
MindSphere平台

美国GE
Predix平台（数字双胞胎）

法国电力
eMonitoring远程监测预警平台

国家電気網
青海大数据平台

远景能源
山西广灵智慧风场

3.スマート発電所の研究と建設
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ボイラーの知能監視測定と合理化システム

子模块1：ボイラーオンライン温度
測定

子模块2：コークスの合理化早期警
報

子模块3： 4菅状態の監視測定と知
能診断

子模块4：燃焼の合理化コントロー
ル

3.スマート発電所の研究と建設
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特点1：非接触式赤外線の温度測定の手段に基づいて、多種類データの融合分析を核心し、設備測

量と知能データマイニングの計算方法の結合を通じて、ボイラー状態の全面的な感知を実現する

機械実行データ
非接触式连续测温

温度场实时重建算法

三次元实时温度场

结焦优化预警

燃烧优化

壁温监测数据

四管状态监测与智
能诊断

壁厚检测数据

3.スマート発電所の研究と建設
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特点2：人工知能計算方法と量化の専門知識を通じて、工事応用価値のボイラーの燃焼状態予測方

法を作り、ボイラーの燃焼の全体てきの合理化を実現し、伝統コントロールの変数カップリング、

慣性停滞システムの制御制限を突破した

ボイラー効率

NOx排出する

避ける焦げる

四種類のパイプ状態

主、再熱蒸気温度

燃え上がる最適化実行/取り除く

実行パラメータ変化

3.スマート発電所の研究と建設
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特点3： DCS知能コントロールのプラットフォームを作り、人工知能計算方法のボイラーが燃焼ク

ローズ制御を実現し、本当のボイラーの燃焼制御の“インテリジェント化”を実現する。

制御プラットフォーム 燃焼クローズ制御後，ヒューマンインタ
ーフェースの不必要；NOX降低10%，ボ

イラー効率を高め0.5%-1%

开始投运
时刻

コミッション效果

3.スマート発電所の研究と建設
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スマート発電所の建設は初級探求段階にある

現在の問題

情報化建設に基づいて、生産過程のインテリジェント化の研究不足；

完全な構築設計不足で、データ、情報、業務、管理が有効な融合できない；

データの有効利用できず、“ハードウエア”を重視、管理を軽視、採集を

重視、利用を軽視。

3.スマート発電所の研究と建設
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電気工場の生産経営管理の高度な知能と少人数無人の最終目標を実現するには、一挙に成功するこ

とは不可能です。知恵発電所の建設は長期かつ困難な研究実践過程に違いない。

いくつの方向

◼ 技術設備の信頼性を核心てきな診断、監視測定、早期警報などの技術；

◼ ユニット経済性の核心てきな能効評価、最適な運行技術；

◼ 環境保護と水処理の核心てきな合理化診断、データ分析技術；

◼ 分散式エネルギー供給の核心てきな知能的エネルギー、知能的水処理；

◼ 多種類エネルギー互補の核心てきな分散式エネルギー供給、スケジューリングの管理

技術。

3.スマート発電所の研究と建設



ありがとうございます！

务实

奉献

创新

奋进


