
低碳背景下的海水淡化技术
低炭素を背景とした海水淡水化技術につい

て

赵河立

趙河立

自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所

自然資源部天津海水淡水化及び総合利用研究所

2021年12月



海水淡化产业发展概况
海水淡水化産業の発展概況

海水淡化低碳节能技术
海水淡水化における低炭素省エネ技術に
ついて
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1.海水淡化产业发展概况
海水淡水化産業発展の概況



全球水资源供给面临巨大压力
グローバルにおいて、水供給が大きな挑戦に直面している

很少或根本不缺水

自然性水资源缺乏

无估计

经济性缺水

接近经济性缺水

数据来自国际水管理研究所

 52%的国家出现不同程度缺水，26个国家约3亿人处于极度缺水
程度の差こそあれ、52％の国は水不足の問題を抱えており、26の国の約３億人

が深刻な水不足の状況におかれている。

 预计2025年，将有18亿人生活在水资源绝对稀缺的地区和国家

2025年では、18億人が絶対的な水不足の国と地域に生活すると予想される。*



海水淡化成为解决缺水问题的重要途径
海水淡水化は水不足問題を解決する重要な方法

全球海水淡化产业化快速发展，其中2019年全球新增产能创历史新高（签约工程
量640万吨/日），膜法占据份额逐年增大
全世界で海水淡水化産業は素早く成長し、その中、2019年全世界で新しく増加したキャパシティは歴史
的な高値を更新し（契約件数は640万トン/日）、「膜法」の占める割合は年々増加している。



中国社会经济发展受水约束
中国の社会経済発展は水に制約されている

人均水资源量

2300m3，世界

平均水平的1/4，

正常年份缺水达

500亿m3

一人当たりの水資源

の賦存量は2300m3で

あり、世界平均値の

1/４である。平年で

も年間500億m3の水

不足を抱えている。

◼ 人多水少，时空分布不均，与经济发展布局不相匹配；
人が多く、水が少なく、時間的にも空間的にな分布が不均衡のため、経済発展の構造に合致しな

い。

◼ 随着气候变化和人类活动增加，先天水资源不足的状况还将进一步加剧。
気候変動と人間活動の増加に伴い、元々の水不足が一層深刻になる

北部地区，局部地区水资源利
用率过高，普遍超过40%的生
态警戒线
北方地方では、局地的に水資源
が過度に利用され、多くの地域
では、40％という生態学的警戒
指標を超えている。

气候变化等导致的极端水文

事件频发

気候変動による極端な水文現象

が頻発する。



中国已建海水淡化工程规模
中国における既に建設済みの海水淡水化プロジェクトの規模

截至2020年底，中国已建海水淡化工程135座，工程规模165万吨/日。
反渗透(RO)和低温多效蒸馏(MED)是两大主流技术。
２０２０年末までは、中国で既に海水淡水化プロジェクトを１３５件建設し、プロジェクトの規模は１日
当たり１６５万トンである。主要な技術は逆浸透膜濾過（RO）と多重効用蒸留方式（MED）である。

中国海水淡化工程规模增长图
中国における海水淡水化プロジェクト規模の成長図



“碳达峰”与“碳中和”
「カーボンピークアウト」と「カーボンニュートラル」
◼中国将力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。

中国は２０３０年までにカーボンピークアウト、２０６０年までにカーボンニュートラルの実現を目指し
ている。

◼节能和减碳是海水淡化的发展方向。省エネと低炭素は淡水化の発展方法である。

◼海水淡化提供新增水资源，促进减碳目标的实现。
海水淡水化によって増やされた水資源は低炭素目標の実現を促すことができる。

世界各国碳中和目标分布图

https://www.visualcapitalist.com/race-to-net-zero-carbon-neutral-goals-by-country/



2.海水淡化低碳节能技术



1.高性能材料及装备
高性能の材料と設備

◼ 膜法淡化材料及装备 膜法による淡水化の材料及び設備

Science,2011,333,712

新型膜材料的开发、

传统膜材料的性能优化

新しい膜の開発と従来の膜

の性能アップ



1.高性能材料及装备
高性能の材料と設備

◼ 膜法淡化材料及装备 膜法による淡水化の材料及び設備

高效
耦
合
効率的な
カップリ
ング

泵叶轮
ポンプインペラ

透平叶轮
タービン羽根車

高效透平式能量回收
効率的なタービンエネルギー回収

能量回收高压泵一体机
一体型エネルギー回収高圧ポンプ



1.高性能材料及装备
高性能の材料と設備

◼ 热法淡化材料 蒸留法による淡水化の材料

➢ 新型钛管焊接技术和铝管加工技术。

新型のチタン管溶接技術とアルミ管加工技術

铝管盘拉加工
アルミチューブコイル延伸加工

钛管等离子+脉冲TIG高效焊接 チタン管プラズマ+高

効率のパルスTIG溶接

钛管电弧辅助激光焊
アークアシスト方式のチタン管
レーザー溶接

溶
接

多機能溶接ガン



2.工艺优化 工程の最適化

◼ 膜法淡化工艺优化 膜法による淡水化工程の最適化

➢ 多段式海水淡化，通过膜壳排列、不同类型的膜元件排布等实现节
能降耗的目的

多段階の海水淡水化、膜シェルの配置とさまざまな種類の膜要素の配置を工夫す
ることで、省エネと消耗削減を実現させる。

Science,2011,333,712



2.工艺优化 工程の最適化

◼热法淡化工艺优化 蒸留法による淡水化工程の最適化

➢热法技术以商品蒸汽作为热源，成本较高，能源消耗量大
商用蒸気を熱源とする蒸留法はコストが高く、エネルギーの消費も大きい

➢利用企业余热、废热实施海水淡化，减少能源消耗ss ys yos ys
企業の排熱と廃熱を利用した海水淡水化は、省エネができるss ys yos ys

余热
排熱

可增产淡水62亿吨/年
年間62億トンの淡水を増産できる

低成本淡水
低コストの淡水

海水淡化
海水 淡水化

可利用热水、烟气等余热
お湯や煙道ガスなどの排熱

5.15×1014 J/hを利用できる

石化、钢铁等企业
石油化学、 鉄鋼などの企業



◼ 余热利用海水淡化 排熱を利用した海水淡水化

大连长兴岛恒力石化4.5万吨/日MED海
水淡化工程（石化工艺热水为热源）

大連長興島恒力石油化学の１日当たり
４.５万トンのMED海水淡水化プロジェ
クト（石油化学工程の熱水を熱源とす

る）

浙江舟山绿色石化基地一期10.5万吨/日MED
海水淡化工程（石化工艺热水为热）

浙江舟山緑色石油化学基地第一期の１日あた
り１０.５万トンのMED海水淡水化プロジェク
ト（石油化学工程の熱水を熱源とする）

工程案例
プロジェクトの実例

2.工艺优化 工程の最適化



3.可再生能源海水淡化 再生可能なエネルギーによる海水

淡水化
◼ 可再生能源海水淡化-太阳能

光伏发电设备
太陽光パネル発電

設備

太阳能集热设备
太陽熱集熱器

RO ED MVC

MED MSF

传统淡化技术
伝統の淡水化技術

电能

電気エネルギー

传统淡化技术
伝統の淡水化技術

高/中温热能

高／中温の熱エネルギー

太阳能作为热源或电源

太陽光を熱源もしくは電源

とする



3.可再生能源海水淡化 再生可能なエネルギーによる海水淡水

化
◼ 聚光光热海水淡化

太陽熱利用の海水淡水化

海南乐东太阳能光热低温多效海水淡化装置，30吨/日
「海南楽東」多重効用型太陽熱利用低温淡水化装置、

１日当たり３０トン

新疆托甫基地太阳能多效板式蒸馏淡化装置，30吨/日
「新疆托甫基地」多重効用型パネル蒸留式太陽光エネ

ルギー利用淡水化装置、１日当たり３０トン



3.可再生能源海水淡化 再生可能なエネルギーによる海水

淡水化
◼ 多元耦合供能海水淡化 複数のエネルギー供給による海水淡水化

➢ 多种可再生能源在时间和空间上存在互补性，通过多能互补可优化能源供
给，保证海水淡化设备稳定运行。

複数の再生可能なエネルギーは時間的にも空間的にも補完関係にあるため、それを組み合わせること
で、エネルギー供給の最適化をはかり、海水淡水化設備の安定的な運行を維持する。

风能
風力エ
ネルギ
ー

波浪能
波力エネ
ルギー

电池
電池

太阳能
太陽光エ
ネルギー

ー

反渗透膜组件
逆濾過膜部品

0

10

20

光伏功率(kW) 风电功率(kW) 蓄电池容量(kWh) 柴油发电机功率(kW) 设备可利用率
光伏+蓄电池 光伏+风能+蓄电池 光伏+风能+蓄电池+柴油机



4.利用分散废热（冷）的海水淡化
分散した廃熱（冷熱）による海水淡水化
◼废热板式蒸馏淡化

廃熱を利用したパネル蒸留式淡水化

➢利用分散废热淡化海水
分散した廃熱を利用した淡水化

➢模块化，结构紧凑，易
于安装
モジュール式で、コンパクトな構
造で設置が簡単である

➢运行成本和维护费用低
運営コストと維持費が低い

海洋平台
オフショアプラットフォーム

船舶
船舶

柴油机
ディーゼルエンジン

微型燃气轮机
マイクロガスタ
ービン 废热

廃熱 板式蒸馏
パネル式蒸留

◼ LNG冷能淡化 LNG冷熱による淡水化

➢低结晶热 (334.9kJ/kg)

結晶化熱が低い

➢低腐蚀速率 腐食速度が遅い

➢ 无结垢问题 水垢の問題がない

➢ 预处理简单 簡単な前処理

冷能释放:大量(827 kJ/kg) 超低

温(-162℃) 冷能随海水排海。

冷熱エネルギー：大量（827 kJ/kg）

の超低温(-162℃）冷熱エネルギーが

海水とともに流れていく。

直接接触式海水冷
冻淡化工艺

直接接触型の海水冷凍淡
水化工程



5.核能热电水联产-水热同送海水淡化
原子力を利用した海水淡水化ー熱、電力と水を同時に産出する

 供热系统迫切需要大量的清洁热源

熱の供給システムにおいて、大量なクリーンエネルギーが必要とされている

核能是在技术上、经济上和环境上能够满足海水淡化大规模发展的一个
可依赖能源

原子力は、技術の面においても、経済性と環境の面においても、海水淡水化の大規模な開発に対
応できる信頼性の高いエネルギーである。

◼核电技术成熟，为核能海水淡化发展奠定了基础
成熟した原子力技術は、原子力による淡水化を開発するための基礎である

◼核反应堆易于与现有海水淡化工艺相耦合
原子炉は、既存の淡水化工程と簡単に組み合わせることができる。

◼核反应堆与海水淡化结合，可实现反应堆废热的经济利用
原子炉と海水淡水化を組み合わせることで、原子炉廃熱の経済的利用を実現させる

◼核能绿色环保，不产生温室气体或其他有害气体
原子力は環境に優しく、温室効果ガスやその他の有害ガスの排出を伴わない

◼ 压减燃煤锅炉已经成为能源结构转型的大趋势

石炭ボイラーの削減は、エネルギーの構造転換における大きなトレンドである。



5.核能热电水联产-水热同送海水淡化
原子力を利用した海水淡水化ー熱、電力と水を同時に産出する

北方地区城市供暖需求

北方地区人均水资源总量

中国北方城市的水热需求
同时存在

中国の北部都市では、水と熱の需要は

同時に存在する

◼北方地区供热热源缺乏
北方地方では、熱不足

◼北方沿海水资源缺乏
北方地方の沿岸部では、水不足

◼高温淡水制备+长距离输
送+末端热量析出

高温の淡水を産出＋長距離輸

送＋末端まで熱を供給



5.核能热电水联产-水热同送海水淡化
原子力を利用した海水淡水化ー熱、電力と水を同時に産出する
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0

50

100
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200
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现状 远期水热同送

化石能源消耗量（万吨标煤）

化石エネルギーの消費量（万トン

標準石炭

➢节能减排：水热同送方案 VS  现状集中供热
省エネ排出削減：熱と水の同時産出 vs 現在の集中的熱供給

67%
74%

➢煤炭用量减少186万吨标煤
石炭の消費削減総量は186万トン標準石炭

➢共节省化石能源消耗148万吨标煤，节能比例达67%
化石燃料の消費削減総量は148万トン標準石炭、

省エネー比率は６７％に達成
➢减少二氧化碳排放量420万吨，减排比例达74%

二酸化炭素の排出削減総量は420万トン、排出削減比率は
７４％に達成

➢主要污染物减排比例达70%以上
主な汚染物の排出削減比率は７０％以上に達成

以淡水50万吨/日为例，节能减排总量（与现状对比）
１日あたり淡水50万トンを産出する場合、省エネと排出削減総量試算（現状との比較）

替代现状大量燃煤锅炉后

相比于现状能耗与排放情况，远期水热同送方案

大量の石炭ボイラーが置き換えられた場合の

省エネ／排出削減効果

SO2
90% ↓

NOx  
77% ↓

粉尘
粉塵
77% ↓



6.工程大型化 大型のプロジェクト

北疆电厂20万吨/日 MED
北疆発電所 MED20万トン/日

大港新泉10万吨/日 SWRO
大港新泉１0万トン/日SWRO

曹妃甸5万吨/日 SWRO
曹妃甸 ５万トン/日SWRO

青岛百发10万吨/日 SWRO
青島百発 １0万トン/日SWRO

董家口10万吨/日 SWRO
董家口10万トン/日 SWRO

浙江舟山石化10.5万吨/日
SWRO+7.5万吨/日MED
浙江舟山石油化学10.5万トン/日

效率提升，能耗降低
効率向上と省エネ



3.展 望
展 望



海水淡化利用行动计划
海水淡水化利用行動計画

◼ 2021年6月，国家发展改革委、自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划（
2021-2025年）》

2021年6月、国家発展改革委員会と自然資源部は『海水淡水化利用開発行動計画（2021-2025）』を発表した。

措施

行动
计划

背景

目标

重点
工作

✓ 沿海水资源矛盾十分突出，海水淡化能保障水安全
沿岸部の水不足問題が深刻化し、海水淡水化は水の安全を確保することができる

✓ 海水淡化迫切需要快速发展

海水淡水化を素早く発展させることは急務

✓2025年，总规模达290万吨/日以上
2025年では、１日当たり290万トン以上の規模に達成

✓标准体系基本健全，政策机制更加完善
基準システムと政策を完備

✓提升海水淡化供水保障水平。建设4-6个示
范城市和若干10-30万吨/日示范工程

海水淡水化の保障水準を向上。４−６個のモデル都市と

10−30のモデルプロジェクトを建設

✓扩大工业园区海水淡化利用规模。推动建
设5-10个示范工业园区

工業エリア内の海水淡水化利用規模を拡大し、5−１０

個のモデル工業エリアを建設

✓提高海岛及船舶用水保障能力
島と船舶の用水保障能力の向上

✓拓展淡化利用技术应用领域
淡水化技術の応用分野を広げる

✓ 强化技术研发

技術開発を強化

✓ 完善产业链条

産業チェーンを完備

✓ 提升服务能力

サービス能力アップ

中国海水淡化发展方向：节能降耗、规模化利用
中国における海水淡水化の発展方向：省エネと排出削減、大規模な利用



◼在新兴领域，淡化技术发挥了难以替代的作用，还会发挥更大的作用
新興分野では、淡水化技術はかけがえのない役割を果たしており、今後より大きな役割を果たすで
しょう

➢水质污染和过度开发利用
造成的水环境退化是中国
目前水利用面临的最大问
题，解决这个问题主要靠
治污。
中国の水利用が直面している
最大の問題は、水質の汚染と
過度の利用による水環境の悪
化であり、この問題の解決策
は汚染防止である。

➢海水淡化技术已在治污中
发挥重要作用，有望发挥
更大作用。
海水淡水化技術は汚染防止に
重要な役割を果たしており、
今後より大きな役割を果たす
ことが期待されている。

2019年，膜产业总产值达到
2773亿，预计2022年将超过

3600亿
2019年には、膜産業の総生産
額は2,773億に達し、2022年に
は3,600億を超えると予想され

ている

工业污水再利用领域，反渗
透膜应用规模2019年底超过

5000万m3/d
工業廃水の再利用の分野で
は、逆濾過膜の応用規模は
2019年末までに5000万m3/ d

を超えた

市政/工业污水处理领域，万吨以上
MBR工程（含在建）2019年底累计

设计规模超过1900万m3/d
地方政府/工業廃水処理の分野では、
10,000トンを超えるMBRプロジェク

ト（建設中を含む）の
2019年末の累積設計規模は
1,900万m3/ dを超えている

市政饮用水处理领域，膜法自来
水厂处理规模2019年底接近

1000万m3/d
地方の飲用水処理の分野では、
膜水プラントの処理規模は2019
年末までに1,000万m3/dに近づい

ている
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谢谢！
ありがとうございました！


