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はじめに

2008年10月11日(土)、暗中模索でスタートした火原協大学講座も、

多くの関係者に支えられ今年で10年目が終わろうとしている。

この間、2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響で2011年度上期

は休講を余儀なくされた。しかし、半年後に再開し、以降毎月第3土曜

日の午後に定期開催している。ここ数年は“火原協大学講座“の知名

度が定着したおかげか、毎月定員40名のお申込をいただいている。講

座によってはキャンセル待ちのお申し込みをいただく場合もあり、盛

況で、ありがたい限りである。

聴講者の感想を紹介させて頂くと、「具体的な実例、写真、映像を

使った説明をいただき、非常に分かりやすかったです。（2017年7月8日『 勿来発電所の周辺環

境およびCO2排出量削減に向けた取組み 』今野 善博氏 講義アンケートより）」。「ガスター

ビン保守と最適メンテナンスをよく知ることができました。資料にない口頭の説明が非常に有意

義でした 。(2018年1月13日『ガスタービン高温部品の寿命・定検インターバル延長検討』佐藤

洋一氏講義アンケートより)」参加されている方々の年齢層は開催テーマにより比率は変わるも

のの、20歳代から70歳代まで幅広いこともありがたい。

これまでの実績を整理すると、登録講師数は当初10名強から80名を超え、延べ受講者数は

4,200人を超えた。(2018年3月現在)

また、開講当初は東京のみの開催であったが、徐々に支部開催も加わり、今では、東北支部か

ら九州支部まで各地域での開催も行っている。

更には、2017年度には沖縄電力㈱様へ出張大学講座を行っている。そして、2011年の火力原子

力発電大会から新たな企画としてスタートした「次世代リーダー育成セミナー(旧名：若手技術

者育成セミナー) 」にも、講師を派遣し協力させてもらっている。 これからも受講者の声を反

映しながら、より喜ばれる“火原協大学講座”にしていきたい。

火原協大学講座 分科会主査 永渕 尚之

（三菱日立パワーシステムズ）
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1.火原協大学講座について

火力技術者や研究者等を対象に興味あるテーマを選択し、基礎から専門まで充実した講座メニュー
を当協会の人材ネットワークから選出した講師陣がわかりやすく講義をする講座です。

① 講座メニュー
☆本部開催の月例講座
・原則毎月第三土曜日午後（連休などにより若干変更あり）

☆支部開催（支部の所在地周辺にて開催）
☆出張大学講座
・法人会員と大学等の学校法人からのご要望により開催

☆産業用発電設備集中講座
・毎年11月に東京の本部事務所にて開催、2日間の集中コース

② 対象受講者
☆個人会員と法人会員（産業用発電設備集中講座は会員外の方も受講できます）

③ 受講料
☆本部月例、支部開催

個人会員2,000円 法人会員8,000円
（1日集中講座の場合、個人会員3,000円 法人会員12,000円）

☆出張講座
別途相談

☆産業用発電設備入門講座
会員18,000円 会員外65,000円

＜参考：本部支部所在地＞
本 部
〒105-0014 東京都港区芝2-31-15 北海芝ビル5F TEL：03-3769-3090

北海道支部
〒060-8677 札幌市中央区大通東1-2北海道電力㈱火力部火力企画グループ TEL:011-251-4385

東北支部
〒980-8550 仙台市青葉区本町1丁目7-1東北電力㈱火力原子力本部火力部火力業務G

TEL:022-799-6131

中部支部
〒461-8680 名古屋市東区東新町1 中部電力㈱火力部内 TEL:052-973-2267

関西支部
〒530-8270 大阪市北区中之島3-6-16 関西電力㈱ 火力事業本部内 TEL:06-6445-6969

中国支部
〒730-8701 広島市中区小町4-33中国電力㈱電源事業本部（火力）内 TEL:080-5237-2591

四国支部
〒760-8573 高松市丸の内2-5四国電力㈱火力部内 TEL:080-6387-2071

九州支部
〒810-8720 福岡市中央区渡辺通2-1-82九州電力㈱発電本部発電総括グループ TEL:092-726-2907
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2. 2017年度（平成29年度）の大学講座プログラム
2017年度(平成29年度) （上期）
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開催日
　開催
場所

分類 講座内容
時
間

所属 講　師

ボ イ ラ 「ボイラの設計と燃焼調整」 90 ＩＨＩ 望月 靖文

ボ イ ラ 「ボイラの制御と運用調整」 90 ＩＨＩ 桂 敏夫

5/20

本
　
　
部

タ ー ビ ン
「蒸気タービン概論 （初級者向けの蒸気タービン技
術）」

180 東芝 奥野　研一

補 機 「復水器の機能と構造」 90
三菱日立パワー
システムズ

橋本　貴嗣

補 機 「給水加熱器の機能と構造」 90
三菱日立パワー
システムズ

堤田　真矢

Ｇ Ｔ 「中小型ガスタービンの概要」 90
三菱日立パワー
システムズ

圓島　信也

Ｇ Ｔ
「航空転用形ガスタービン～分散電源の中核を担う、航
空転用形ガスタービンの特徴と用途～」

90 ＩＨＩ 米澤　克夫

環 境
「勿来発電所の周辺環境およびCO2排出量削減に向けた
取組み」

90 常磐共同火力 今野　善博

環 境
「排煙脱硫システムの概要とAQCSとしての新たな役
割」

90
三菱日立パワー
システムズ

石坂 浩

7/22

関
西
支
部

タ ー ビ ン
「蒸気タービン概論 （初級者向けの蒸気タービン技
術）」

180 東芝 奥野　研一

ポ ン プ 「ボイラ給水ポンプの基礎と構造」 90 荏原製作所 安齋 典

ポ ン プ 「ボイラ循環ポンプの基本構造と保守」 90 富士電機 安田　昌弘

産 業 用 産業用ボイラ 90
三菱日立パワー
システムズ

佐野　栄一

タ ー ビ ン
タービンサイクル概論～プラントの設計図としてのヒー
トバランス～

90 東芝 井須　威博

8/25

中
国
支
部

ボ イ ラ 火力発電ボイラの非破壊検査 180
長菱エンジニア
リング

岩本　啓一

補 機 「復水器の機能と構造」 90
三菱日立パワー
システムズ

橋本　貴嗣

補 機 「給水加熱器の機能と構造」 90
三菱日立パワー
システムズ

堤田　真矢

本
　
　
部

8/24

中
部
支
部

9/9

本
　
　
部

4/15

本
　
　
部

6/16

中
部
支
部

（

北
陸
）

6/17

本
　
　
部

7/8

本
　
　
部

8/19



2017年度(平成29年度) （下期）
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開催日
　開催
場所

分類 講座内容
時
間

所属 講　師

ボ イ ラ ボイラの基本特性 90
三菱日立パワー
システムズ

山下　登敏

ボ イ ラ ボイラ水処理技術（水に起因するトラブルと対策） 90
三菱日立パワー
システムズ

椿崎　仙市

ボ イ ラ ボイラ用耐熱鋼の種類と損傷挙動 90 三菱重工業 駒井  伸好

ボ イ ラ ボイラの制御と運用調整 90 ＩＨＩ 桂  敏夫

補 器 微粉炭火力での木質ペレット利用拡大 90 ＩＨＩ 大野　恵美

バ イ オ マ ス ボイラ用主要補機の機能と構造について 90 ＩＨＩ 長澤　貴司

タ ー ビ ン 蒸気タービンの基礎とその構造 90 富士電機 岡　 美 樹

復 水 器 復水器の機能と構造 90
東芝エネルギー
システムズ

根本　晃

発 電 機 空気冷却タービン発電機の構造と特性 90 富士電機 木村　誠

発 電 機 タービン発電機の大容量化技術 90 東芝 高橋　伸二

ボ イ ラ ボイラの基本特性 90
三菱日立パワー
システムズ

山下  登敏

タ ー ビ ン 蒸気タービンの熱・流体設計 90
三菱日立パワー
システムズ

妹尾　茂樹

三菱日立パワー
システムズ

兼澤　佳行

三菱日立パワー
システムズ

佐藤　洋一

1/31

関
西
支
部

タ ー ビ ン
ガスタービン高温部品の寿命・定検インターバル延長検
討

180
三菱日立パワー
システムズ

兼澤  佳行

制 御

～PIDを自転車のように乗りこなそう～
数式を使わずシミュレーションで学ぶPID制御とチュー
ニング

90 横河電機 仲矢　実

プ ラ ン ト
安全弁の構造、種類、作動原理と使用上の注意事項につ
いて

90 岡野バルブ 今井　伸顕

制 御

～PIDを自転車のように乗りこなそう～
数式を使わずシミュレーションで学ぶPID制御とチュー
ニング

90 横河電機 仲矢　実

制 御
コンベンショナルプラントの運用性向上への制御側のア
プローチ

90
三菱日立パワー
システムズ

亀ヶ谷　行勝

発 電 機 タービン発電機の構造と近年の技術動向 90
三菱日立パワー
システムズ

仙波　章臣

制 御 火力プラントの制御 90
三菱日立パワー
システムズ

海野　健二

Ｉ o Ｔ ・
Ｉ ｃ Ｔ ICT技術を活用した火力プラント向け監視診断サービス 90

三菱日立パワー
システムズ

遠藤　彰久

Ｉ o Ｔ ・
Ｉ ｃ Ｔ お客様の価値を創出するIOT技術 90 富士電機 稲村　康男

ガスタービン高温部品の寿命・定検インターバル延長検
討

1801/13

本
　
　
部

タービン

3/17

本
　
　
部

2/17

本
　
　
部

3/9

九
州
支
部

12/18

本
　
　
部

12/20

九
州
支
部

2/16

中
部
支
部

11/17

中
部
支
部

（

北
陸
）

11/18

本
　
　
部

10/21

本
　
　
部

12/8

中
国
支
部



3. 2016年度（平成28年度）講座開催実績
3-1. 参加者実績

① 講座開講実績
講座は、本部と支部において開催しております。
本部では、毎月第三土曜日（連休やお盆時等はその前後の土曜日に開催）に開催する定例講座とイ

ブニングセミナーなど適宜開催するものを合わせ、年間12回以上開催してします。
また、支部では、東北・中部（名古屋と富山）・関西・中国・九州の各支部において年1回以上開

催しています。

② 受講者数の推移
2008年(平成20年)から始まりました”火原協大学講座“の参加者の推移を、図1に示します。
毎年300名程度の方が受講されています。
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＊平成23年度（2011年度）は、震災により本部の上期開催を取りやめました。

2012年度（平成24年度）から開催
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③ 受講者の年齢別内訳
30代・40代を中心に様々な年代の方にご参加いただいております。
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② 受講者の業種別内訳
受講者は、電力関係、メーカ企業、工事会社、自家発技術者など多岐にわたっています。

２０代
25%

３０代
25%

４０代

23%

５０代
15%

６０代
10%

７０代以上

2%
未記入
0%

2017年度 受講生年齢内訳

電力関係

38%

メーカー
20%

自家発

9%

その他
9%

工事会社
24%

2017年度 大学講座受講内訳



3-2. 2016年度（平成28年度）ベスト講師賞受賞者紹介
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①2016年度上期 （開講：2016年7月9日）

根本 晃 様
東芝エネルギーシステムズ（株）京浜事業所

受講者アンケートの 理解度、有益度、教材、進行、総
合評価、参加 人数、受講生からの コメント数、質問数
等において 最も優秀な講師に 贈られる賞です。 上期、
下期から各1名づつ選出されます。

ベスト講師賞を頂くことができ、大変光栄に存じま
す。
“発電用復水器”の講座を社外で行うのは今回が初

めての経験でしたが、講座運営が活発に行われている
こと、土曜日開催や手軽な参加費など受講のしやすさ
もあり、非常に熱心な受講者が多いことに感銘致しま
した。
対象機器は発電プラント固有のものであることから、

ユーザーの方々が機器の知識を得るのが難しいもので
あるため、このような場を設けて頂くことは設計者の
立場として非常に有難いことだと感謝しております。
大学講座の趣旨に賛同するとともに、微力ながら今

後もご協力できればと存じます。有難うございました。

ベスト講師賞に選んでいただきありがとう
ございました。2003年に微粉炭火力発電所で
の木質バイオマス混焼の導入に関わってから、
現在までの開発の過程で経験したことを中心
にお話させていただきました。興味を持って
参加くださった受講者の皆さまに、しっかり
と伝わる講義ができたことをうれしく思いま
す。

ベ ス ト 講 師 賞

<要約>

復水器はタービンからの排気蒸気を凝縮させるこ

とによりタービン排気圧力を真空に維持することで、

タービン熱効率の向上を図ると同時に復水を回収

する熱交換器として設置されます。本講義では、原

子力・火力・地熱プラントに用いられる各種復水器

の機能や構造上の特徴と基礎原理、運転とメンテ

ナンスについて、初級者の方にも理解できる内容で

説明しました。

<要約>

微粉炭火力でバイオマスを高混焼率で利用することは、

化石燃料由来のCO2排出量を抑制するために有効な手

段です。従来は数％にとどまっていた混焼率を飛躍的に

増やすには、石炭とは別系統でバイオマスを粉砕・燃焼

する必要があります。また、導入のしやすさを考慮すると、

微粉炭火力設備から変更範囲が少ない方が望ましいで

す。そこでIHIは、石炭由来のCO2排出量を半減すること

を目標として、バイオマスの中でも木質ペレットに着目した

結果、石炭ミルに若干の改造を加えた木質ペレットミルで

粉砕し、微粉炭バーナで燃焼する技術を開発しました。さ

らに、商用プラントに仮設のペレット供給設備を用意し、1

台の石炭ミルを木質ペレットミルに改造して、木質ペレット

を25％混焼する実証試験に成功しました。排ガス処理設

備や、火炉収熱や、伝熱管への灰付着および腐食につ

いても検討し、微粉炭火力でのペレット50％混焼が実現

可能である見通しを得ました。

講義 「復水器の機能と構造」 講義 「木質ペレットミルの紹介」

<受賞の言葉>

<受賞の言葉>

②2016年度下期（開講： 2016年11月19日）

大野 恵美様
㈱ＩＨＩ 資源・エネルギー・環境事業領域
ボイラSBU基本設計部



3-3. 2017年度（平成29年度）火原協大学講座受講者の声

2017年度（平成29年度）に開催した講座に寄せられた受講者の声（一部抜粋）を紹介します。

• 各制御対象と操作端の関係がよく分かりました。

• 制御の基礎について、非常に分かりやすく教えてい
ただけました。

「ボイラの制御と運用調整」

（平成29年4月15日）

• 分かりやすい説明・補足でした。内部の説明は（昔
勉強したことや）忘れていたことを思い出せました。
構造、材料力学の資料や、時間配分がよかったで
す。

「蒸気タービン概論 （初級者向
けの蒸気タービン技術）」

（平成29年5月20日）

• ガスタービンの新たな知識を得られました。教材も
分かりやすかったです。

• 気軽に講師に質問ができ、よく理解できたことが良
かったです。

「航空転用形ガスタービン～分
散電源の中核を担う、航空転用
形ガスタービンの特徴と用途
～」

（平成29年6月17日）

• 具体的な実例、写真、映像を使った説明をいただき、
非常に分かりやすかったです。

「勿来発電所の周辺環境およ
びCO2排出量削減に向けた
取組み」

（平成29年7月8日）

• なかなか市販では入手できないＢＦＰに関する資料
を見ながら講義を受けることができ、大変良かった
です。

「ボイラ給水ポンプの基礎と構
造」 （平成29年8月19日）

• ＨＥＩ、ＩＥＭＡ等英語の資料がベースとなっているこ
とが多いですが、この講義では日本語で詳細な図
での説明をいただきありがたかったです。

「給水加熱器の機能と構造」
（平成29年9月9日）
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• 非常に上手い語り・進行で、興味が尽きるこ
とがありませんでした。

「タービン発電機概論（初級
編）」

（平成29年12月16日）

• 発電機の構造と技術の発展が比較されてい
て分かりやすかったです。大容量化に伴って
どのような理由で変化してきたか理解できま
した。

「ガスタービン高温部品の寿命・
定検インターバル延長検討」

（平成30年1月20日）

• ＰＩＤ制御の基本的な部分がイメージとして理
解でき、有意義でした。

• エクセルシュミレータは、講義の理解を深め
てくれ、大変助かりました。次回中級・上級編
があるか気になる。あればぜひ参加したいで
す。

「～PIDを自転車のように乗りこ
なそう～ 数式を使わずシミュ
レーションで学ぶＰＩＤ制御と
チューニング」

（平成30年2月17日）

• 受講者のほとんどがＰＩを知らないことに驚きま
した。また、当社取り組み遅れを改めて気づき
ました。

• 色々学ぶことができました。ＩＴ関係に疎い自分
にも分かりやすかったです。

「ICT技術を活用した火力プラ
ント向け監視診断サービス」

（平成29年3月17日）
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• プラント事業で水管理は肝となっているので，
トラブル事例の写真は非常に役立ちました。

「ボイラ水処理技術 （水に起因
するトラブルと対策）」

（平成29年10月21日）

• バイオマス混焼した際の良い点悪い点を確
認できました。

• ペレットミル開発の経緯、開発の内容、実機
への導入を順序良く説明いただけたことが良
かったです。

「微粉炭火力での木質ペレット
利用拡大」

（平成29年11月18日）



4.火原協大学講座・講義メニューの紹介
4-1.ボイラ
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※過去3年間に行った講座（本部・支部）より紹介
※●印：2017年度より追加した講座

ボイラの制御と運用調整
90

再生可能エネルギーの導入が進む中で、既存火力を含む石
炭火力発電所に対して運用性向上が求められ、提案をされ
ています。本講座では、石炭火力発電所を構成する制御シ
ステムとボイラ制御方法を理解することで、運用性向上への
種々のアプローチに対する制御的知見を深める素地を作る
ことを目的とします。また運用性向上のアプローチの一例とし
て、未経験の炭種も含めた様々な石炭を短いサイクルで焚
く場合にも、炭種切替時も含めて高い運用性を維持する制
御システムの紹介も行います。

（株）ＩＨＩ
桂 敏夫

発電用ボイラには燃料や蒸気条件によって様々な種類が存
在します。本講座では、貫流ボイラや循環ボイラといったボイ
ラ型式の特徴や違いにも触れながら、最新のUSCボイラ
(超々臨界圧ボイラ)と呼ばれる石炭焚き変圧貫流ボイラの
運用性について説明いたします。

MHPS
斉藤　 一彦

火力発電ボイラの非破壊検査 180


原子力発電プラントの再稼働が不透明な現在、火力発電プ
ラントの重要性は一段と高まっていますが、高稼働による損
傷も懸念されます。一方、損傷を検出する非破壊検査技術
は、急激に進歩するコンピュータ技術を取りれた定量化・可
視化が目ざましく進歩しています。本講座では、これら最新
の非破壊検査技術を火力発電ボイラへ適用した例を中心に
紹介します。

元三菱
重工業

岩本　啓一

ボイラ設備の損傷
　～現場で体験した損傷事例～

ボイラの経年劣化に伴う損傷、不適合は、建設からの時間
の経過、温度、腐食雰囲気への曝露などの影響で発生して
いる事が多くあります。その発生対策を検討するためには、
真の原因を究明する必要があります。損傷、不適合発生環
境条件に基づき、損傷状況から原因を究明するための手法
について、損傷事例紹介、グループ討議を通じて、実際に検
討し、理解を深めます。

原子力発電の先行が不透明な中で、火力発電は今後もなく
てはならない発電エネルギーです。本講座ではその火力発
電プラント用ボイラの基礎的な構造と、各部位に採用されて
いる材料の種類・特徴を紹介します。また、火力発電プラント
の弱点であるCO2を削減するため、ボイラの効率向上を目
指した次世代（A-USC）プラント向け新材料の開発も進めら
れており、これら新材料の特性についても解説します。

MHPS
菊原　誠治

IHI
柏木　智光

IHI
田之上　辰朗

90

ボイラにおける損傷、不適合の原因
の調査手法

使用燃料別・ボイラ蒸気条件・プラント運用形態が異なるボ
イラ本体設備を長期に点検手入れしてきた経験から、現場
で現物を見てきた損傷事例を紹介します。また、ボイラは類
似構造部位が多いので、工期・工費面から弱点部位を抜き
取り代表点の検査が主体となります。未点検部位を残さない
ための水平展開、運転状態値からの診断絞り込み等につい
て紹介します。

講座名 分

火力発電用ボイラの基本的構造と
材料

MHPSのボイラ運用性 90

内容紹介 講師

90

180

元東京電力
片岡　穆

※●2017
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MHPS
山下　登敏

石炭焚ボイラ技術の可能性(過去に
学び、将来を考える）

排ガス温度が10℃下がったら
ボイラ効率は何％上がるか？

ボイラの基本特性 90

発電用ボイラには、燃料や蒸気条件によってさまざまな種類
が存在します。燃料ごとに異なるボイラの特性や構造の違
い、出力や蒸気条件に応じた貫流ボイラや自然循環ボイラと
いったボイラ型式の違いを中心に、ボイラの基本特性につい
て解説します。

ボイラ効率を求める方法には、入出熱法と熱損失法がありま
す。また、ボイラ効率は高位発熱量をベースとする場合と低
位発熱量をベースとする場合があります。本講座では、入出
熱法と熱損失法の違いや高位発熱量(HHV)と低位発熱量
(LHV)の違い、あるいはHHVとLHVでボイラ効率がどの程度
違うかなどについて述べます。勿論、副題の答えについても
述べます。

ボイラの設計と燃焼調整 90

ボイラを思い通りに動かすためには、目的に応じたボイラ設
計と燃焼調整をしたうえで、負荷変化試験を実施する必要
があります。基本的な石炭焚きボイラの運用、設計、燃焼調
整をベースに、今後の運用方法の変化に対し、どのようなこ
とを考慮する必要があるか一例をご紹介いたします。

ボイラ水処理技術
（水に起因するトラブルと対策）

90

火力発電プラントの水質管理は、水および蒸気の質に起因
する腐食やスケール付着などのトラブルを未然に防止し、安
全かつ円滑なプラント運転を行うことを目的としています。ボ
イラ水処理技術の変遷と最近の話題について解説します。

MHPS
椿崎　仙市

MHPS
田原　哲郎

MHPSのボイラ構造について紹介し、どの部位にどの様な劣
化・損傷が発生するか、事例を示しながら、点検・検査など
保守の要領を説明いたします。

IHI
望月　靖文

ボイラ
不適合の原因究明
何故その不適合は発生したのか？

ボイラの漏洩不適合の実例を基に受講者で数グループに分
かれて討議・考察をし、何故そのような不適合が発生したの
か、どのような原因究明方法があるのか等、講師から解説し
ます。これから出会うかもしれない不適合に対して若干なり
とも考え方を学んでおきます。

ボイラの燃焼調整

MHPSのボイラ構造・保守 90

MHPSのボイラ運用性 90

発電用ボイラには燃料や蒸気条件によって様々な種類が存
在します。本講座では、貫流ボイラや循環ボイラといったボイ
ラ型式の特徴や違いにも触れながら、最新のUSCボイラ
(超々臨界圧ボイラ)と呼ばれる石炭焚き変圧貫流ボイラの
運用性について説明いたします。

MHPS
斉藤　 一彦

90

180


90

90

高効率発電
ｼｽﾃﾑ
研究所

山本　正晴

高効率発電
ｼｽﾃﾑ
研究所

吉田　敏明

過去に極低品位亜瀝青炭（灰中のNa2O ≻10%)や極低発熱
量褐炭(860kcal/kg)を使用するために開発された微粉炭焚
ボイラ技術を紹介し、技術の可能性について考えます。そし
て再生可能エネルギーが大量に導入された現在のドイツの
石炭・褐炭焚ボイラの状況を概説し、将来何が石炭焚ボイラ
に求められるか、技術は如何に対応すべきかを皆さんと一
緒に考えます。

ボイラ設計のベースは燃焼にあります。燃焼過程を経て、燃
料中の化学エネルギーが熱エネルギーに変換され、ボイラと
いう熱交換器によって燃焼ガス中の熱エネルギーがボイラ
の火炉壁管・接触伝熱面管を流れる水・蒸気に吸収されま
す。火炉での収熱は燃料の燃焼状態・火炎形状によって変
化し、ボイラの性能に影響します。燃焼調整は現場では燃焼
状態・火炎形状を調整できる重要な手段です。本講座にて
具体的に紹介いたします。

講座名 分 内容紹介 講師
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4-2.蒸気タービン

講座名 分 内容紹介

排ガス温度が10℃下がったら
ボイラ効率は何％上がるか？

講師

ボイラ効率を求める方法には、入出熱法と熱損失法がありま
す。また、ボイラ効率は高位発熱量をベースとする場合と低
位発熱量をベースとする場合があります。本講座では、入出
熱法と熱損失法の違いや高位発熱量(HHV)と低位発熱量
(LHV)の違い、あるいはHHVとLHVでボイラ効率がどの程度
違うかなどについて述べます。勿論、副題の答えについても
述べます。

90

高効率発電
ｼｽﾃﾑ
研究所

吉田　敏明

講座名 分 内容紹介 講師名

蒸気タービン概論
（初級者向けの蒸気タービン技術） 90

100年以上の歴史を持つ蒸気タービンに関し、対象をタービ
ン主機とし、歴史と構造を簡単に説明すると共に、そこに至
る構造強度設計、流体設計、材料についての基本を、初級
者向けに幅広い観点から解説します。また、性能向上および
信頼性向上に関する代表的な最新技術について、技術変
遷も併せ解説します。

蒸気タービンの基礎とその構造

富士電機（欧州系）蒸気タービンの
特徴

MHPS
太田　正人

90

コンベンショナル火力に用いられているランキンサイクルを
題材としたタービンサイクル及びヒートバランスの入門的解
説。単なる熱力学的サイクル論に留まらず、プラント計画の
起点である「ヒートバランス線図」から読み取れる工学的意
味（機器仕様との関連）についても概説します。

東芝
井須　威博

東芝
奥野　研一

富士電機
岡　美樹

90

蒸気タービン概論
（初級者向けのタービン構造設計）

タービンサイクル概論
～プラントの設計図としての
ヒートバランス～

プラント全般／プラント効率
日本が世界に誇る技術
－省エネ・プラント効率－

蒸気タービン概論
（初級者向けの蒸気タービン技術）

90

180

100年以上の歴史を持つ蒸気タービンに関し、対象をタービ
ン主機とし、歴史と構造を簡単に説明すると共に、そこに至
る構造強度設計、流体設計、材料についての基本を、初級
者向けに幅広い観点から解説します。また、性能向上および
信頼性向上に関する代表的な最新技術について、技術変
遷も併せ解説します。

蒸気タービンは、火力発電や原子力発電、地熱発電、機械
駆動用といった様々な用途で使用されています。本講義で
は、火力発電用蒸気タービンを主な題材として、タービン主
機とその周辺機器の機能や構造上の特徴、タービンが回転
する原理等を、初級者の方にも理解できる内容で紹介しま
す。

富士電機の蒸気タービンは、欧州系技術を源流としていま
す。富士電機の蒸気タービンシリーズ（製品群）を紹介した
後、富士電機蒸気タービンの構造的特長（反動タービン、つ
ぼ型構造、復水器一体式低圧タービン、フリースタンディン
グ翼、シングルポイント軸受構造など）について説明致しま
す。

富士電機
和泉　栄

90

低炭素社会を迎えて日本の発電所では、初期計画から日
頃の運転管理に至るまで非常に木目細かな取り組みが成さ
れ、世界でもトップレベルの熱効率が達成されています。本
講座では熱効率を支える基礎理論について言及し「何が大
切か？」を解説します。プラント効率はまさに「たかが１％、さ
れど１％」。

180

一言で構造設計といっても、振動、強度、機能、材料、製
造、組立、試験、運用と幅広い要素を含んでいます。ここで
はタービン主機の基本構造および構造設計に関し、主に回
転部を中心に初級者向けにできるだけ多方面の観点から解
説・説明します。

※●2017
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4-3.ガスタービンコンバインドサイクルプラント

帝京大学
田沼　唯士

蒸気タービン内部の流動現象
―蒸気タービンの運転中に内部で
何が起こっているか―

90

蒸気タービンの内部では、蒸気の膨張と増速だけでなく、流
れの時間変動、渦や剥離、衝撃波、凝縮による水滴の発生
など、性能の低下や翼の振動等を引き起こす様々な流動現
象が起こっています。このような現象の理解は、設計者、運
用・運転技術者にとって有用です。本講義では、蒸気タービ
ンの作動原理と内部流動現象を、モデルタービンでの観察
結果や数値シミュレーション結果の可視化画像などを用い
て、初級者向きに解説いたします。

蒸気タービンの熱・流体設計

蒸気タービンの翼構造と翼振動

タービン／高性能タービン
ECOなタービンとは？

講座名

蒸気タービンの動翼は、剛性を高めるため、あるいは減衰を
高めるために、隣り合う翼を連結した構造が採用されていま
す。それら翼の連結構造によってタービンの振動特性は複
雑になります。この一見複雑と思える振動特性は、翼の振
動モードと流れによる励振力の分布が想定できれば理解し
やすいのです。本講座では、さまざまなタービン動翼の振動
特性について、共振条件の考え方からランダム振動応答現
象まで簡単に解説します。

MHPS
齊藤 英治

90

全世界の原動機別発電電力量において蒸気タービンは全
体の約2/3を占めており、より一層の性能向上が必要と考え
られます。一方今後の電力需要増加の大半は中国を中心と
する新興国なので、機器コストの低減も重要となります。本
講座では性能の定義と性能向上技術の進展を解説し、適切
なコストで更なる性能向上を目指す「ECOなタービン」の将
来像を考えます。

90

蒸気タービンを中心に、タービンの熱設計（速度三角形）の
考え方を説明します。加えて、タービンの翼設計の一般的な
考え方を、低圧最終段長翼を例に説明いたします。蒸気ター
ビン最終段動翼は、翼長が1mを超え、先端周速がマッハ数
2.0に近くなります。その流体設計は、最先端の技術と知見
を必要とし、チャレンジングなものです。

MHPS
妹尾  茂樹

分 内容紹介 講師名

90

講座名 分 内容紹介 講師

中小型ガスタービンの概要 90

ガスタービンは、主に発電用/機械駆動用に用いられます
が、その出力は数10Wのマイクロガスタービンから、約
500MWの大型ガスタービンまで多くの機種が存在します。本
講義では、ガスタービンの基本的な構造・特性について解
説し、その中で特に20～150MWクラスの中小型ガスタービ
ンについて、最新の技術動向を紹介いたします。

MHPS
秋山　陵

ガスタービンコンバインドサイクル
発電設備の基礎と特徴

90

化石燃料を利用する発電設備の中で、ガスタービンと蒸気
タービンを組み合わせたコンバインドサイクル発電設備
（CCPP）が、最も高効率かつ環境にやさしい発電設備です。
本講座では、他火力発電設備との比較を含めたCCPPの特
長等について紹介いたします。

富士電機
池田  忠司

※●2017
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航空転用形ガスタービン
～分散電源の中核を担う、航空転用
形ガスタービンの特徴と用途～

90

ガスタービンを発展過程から分類すると蒸気タービンから発
展した重構造形ガスタービンと航空用エンジンから派生した
航空転用形ガスタービンに分類されます。航空転用形ガス
タービンは出力は数万kW以下に限定されますが、高発電効
率、軽量コンパクト、発停回数に対する耐久性が高い、起
動、停止時間が短いなどの特徴を有し、連続運用、Weekly
またはDaily Start and Stop、系統安定化電源等の様々な運
用形態に対応でき、産業用、事業用バックアップ電源などに
利用されています。航空転用形ガスタービンの構造、特性な
どの特徴やそれを活かしたプラント適用事例を紹介いたしま
す。

IHI
米澤　克夫

大型ガスタービンの保守サービス 90

 化石燃料を利用する発電設備の中で最も高効率かつク
リーンな発電設備であるガスタービンコンバインドサイクル
（GTCC）発電設備への高効率化、稼働率向上の為の信頼
性や経済性の要求が大きくなっています。GTCC高効率化を
図るに重要なガスタービンの高温化・大型化は著しい一方
で、高い信頼性を確保する為には過酷な使用環境下にある
部品の定期メンテナンスは必要不可欠です。本講座ではガ
スタービンの信頼性向上の為の保守サービスについて説明
します。

ガスタービン高温部品の
寿命・定検インターバル延長検討

180

再生可能エネルギーの台頭等により、GTCC運用メンテナン
スコストの低減が求められています。高温・高圧下での過酷
な運用環境下で使用されるガスタービン高温部品の寿命や
定期点検インターバルの延長推進の取組みとしての活動な
らびに、今後のCondition Based Maintenance(CBM)の取組
み状況について解説します。また、講義内容の理解力向上
の為の演習問題・解答の解説も行います。

航空転用ガスタービン
分散電源の中核を担う航空転用形
ガスタービンの特徴と用途

180

ガスタービンを発展過程から分類すると、蒸気タービンから
発展したHeavy Duty（重構造型）ガスタービンと航空用エン
ジンの派生型である航空転用形ガスタービンに分類されま
す。
  航空転用形ガスタービンは出力が限定されますが、発電
端効率が高く軽量コンパクトな特徴を有してます。また発停
回数に対する耐久性が高く、起動・停止時間が短く、Weekly
またはDSS、周波数調整用電源等の様々な運用形態に対
応でき、産業用だけでなく事業用の供給余力確保のバック
アップ電源としても注目されています。本講座では、航空転
用形ガスタービンの構造、特性やそれを活かしたプラント適
用事例を紹介します。

MHPS
兼澤　佳行

三菱重工業
熊野　信太郎

IHI
米澤　克夫

講座名 分 内容紹介 講師

※●2017

※●2017

講座名 分 内容紹介 講師

空気冷却タービン発電機の
構造と特性

90

各種発電設備に用いられる同期発電機について、その種類
や構造、特性などを解説します。特に火力用空気冷却タービ
ン発電機の構造や通風冷却、全含浸絶縁システムについ
て、空気冷却タービン発電機の性能、運用性、保守性の違
いについて述べます。また、監視システムや診断技術などに
関する近年の動向についても解説します。

富士電機
木村　誠

※●2017
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タービン発電機概論（初級編） 90

本講座では、固定子コイルの冷却に水素間接冷却および水
冷却を採用しているタービン発電機の基本構造と、大容量
化の技術変遷をまじえて解説し、併せてフィルールドの経験
から必要とされる保守技術を解説します。

東芝
高橋　伸二

高電圧大電流ガス絶縁開閉装置
および遮断器とその進歩 90

高電圧大電流遮断器はSF6ガスを用いることで大きく進歩し
てきましたが、現在も日々新たな技術開発により進化し続け
ています。また変電所のコンパクト化に大きく寄与している
GISは、安全性と保守の容易さから主流となってきていま
す。今回はSF6ガス遮断器の遮断原理、責務と進歩の状
況、GIS設計の基本要因と断路器・接地開閉器の責務につ
いて述べます。

東芝
豊田　充

富士電機
三輪　智洋

変圧器の基礎と特徴

変圧器は、交流電力の電圧を電磁誘導を利用して変換する
機器です。発電・変電・配電の分野で広く用いられる他、産
業用の電源としても用いられています。
本講座では、変圧器の基礎原理や機能的特徴・構造的特
徴および最近の技術動向について紹介いたします。

90

タービン発電機の高電圧絶縁技術と
絶縁劣化診断技術の動向

90

あらゆる電気機器において、電気絶縁は、機器の寿命を決
定付ける重要パーツの一つであり、材料の進歩と共に発展
を遂げ、今尚改良が続けられています。本講座では、タービ
ン発電機に適用されている高電圧固定子コイル絶縁システ
ムに特化し、その技術動向並びに各種構成要素の機能を含
めた最新のコイル絶縁技術について紹介いたします。更に、
予防保全の観点より、絶縁劣化メカニズムと診断技術の最
新情報も取り入れ解説いたします。

　MHPS
鈴木　啓司

富士電機
西條　学

交流遮断器 90

遮断器は変電所内の開閉装置において最も重要な機器で
す。通常の電流の投入及び遮断だけでなく、短絡のような
異常状態において電流の投入及び遮断ができる開閉装置
です。遮断器の諸性能、種類、試験方法などを説明いたしま
す。

富士電機
　中島　昌俊

講座名 分 内容紹介 講師

タービン発電機の構造と近年の技術
動向

90

タービン発電機の設計・製作技術は成熟しつつありますが、
近年の事業環境を鑑み、どのような点に着目して、効率向
上や大容量化、さらには高信頼性を実現しようとしているか
を紹介いたします。そのため発電機の設計方法、型式選定、
構成物の紹介といった基本的な内容から、最近の技術動
向、ＩＴ技術の活用等を解説するとともに、規格から読み取れ
る国際的技術動向についても紹介いたします。

　MHPS
仙波　章臣

※●2017
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4-5. 制御技術

火力発電プラントの計測と制御 90

火力発電プラントの制御システムの変遷とシステム構築の
背景、およびボイラの特性を配慮したシステム構成の基本的
考え方について学び、業務への活用を目指します。異常時
の対応、保護インターロックについても理解を深めていただく
よう解説します。

プラントインターロックの心 90

プラントインターロックは、急速に燃料を遮断あるいは減少さ
せることにより、火力プラントの安全確保と機器の致命的損
傷を防止し、プラントの安全停止あるいは安全運転継続を図
ることを目的として設置されています。それぞれの項目ごと
に、その根拠あるいは理由について考察します。

元IHI
大木　隆平

制御
事業用貫流ボイラの制御 90

定圧貫流ボイラと変圧貫流ボイラの特徴を紹介します。その
上で、変圧貫流ボイラが何故主流になったのかを考察し、主
として変圧貫流ボイラの動特性を確認しながら制御システム
の考え方を説明します。

系統にやさしいタービン発電機制御
システム

90

風力・太陽光等再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、そ
の変動性・不確実性をカバーする為、火力プラントには今迄
にない柔軟な運用が必要となってきています。本講では、蒸
気タービン制御システムとしての基本的な特徴・機能・構成
を押さえた上で、柔軟性・運用性向上のために考慮すべき
技術要件を解説し、電力系統にやさしいタービン発電機制御
システム実現の方向性を紹介いたします。

東芝
稲田　浩

火力プラントの制御 90

再生可能エネルギー導入が進められていく中で、既に欧米
では火力発電に対しては効率重視から運用性重視に舵が
きられようとしています。日本の既存火力発電であっても、
ハード、ソフト面での改良を行うことで、運用性向上を追求し
た新しいプラントに生まれ変わる可能性を秘めています。本
講座では、石炭焚きプラントの運用性向上への取組 および
制御側のアプローチについて提案いたします。

　MHPS
海野　健二

コンベンショナルプラントの
運用性向上への制御側のアプローチ

90

再生可能エネルギー導入が進められていく中で、既に欧米
では火力発電に対しては効率重視から運用性重視に舵が
きられようとしています。日本の既存火力発電においても負
荷変化率向上や最低負荷低減の運用性向上が検討され、
実際に試験・検証が実施されています。本講座では、コンベ
ンショナルプラントの運用性向上への取組 および制御側の
アプローチについて提案します。

複雑化する時代ゆえに必要な
単純化と可視化！

90

この50年、火力プラントの制御装置は空気式から電気式(ア
ナログ式)、そして、ディジタル式に変わり、制御技術は飛躍
的に進歩しました。今では考えられる制御ロジックを容易に
実現できることから複雑化の一途を辿っています。
　その一方で技術伝承の必要性が求められており、単純化
と可視化が有効な手段であることを実例を交え紐解いてゆ
きます。
そして、このメカニズムは目から入力される情報をそのまま
知識化し、更にそしゃくした知識として頭の中に格納されるプ
ロセスだと言われています。

MHPS
黒石　卓司

MHPS
亀ヶ谷　行勝

※●2017
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講座名 分 内容紹介 講師

ディーゼル・ガスエンジンの
最新動向 90

分散型電源の一翼を担うレシプロエンジンは燃料多様性・高
発電効率・短納期・負荷追従性などの特徴をもち、国内では
コジェネ電源・ピークカット電源・再生エネルギーのアンシラ
リー電源・非常用兼用電源として適用されています。また新
興国ではＧＤＰが急激に伸長する場面で、電力需給ギャップ
大・貧弱な送電網などへの対策として、短納期での分散型
中小型発電設備として活用されています。100ＭＷクラスの
発電所までカバーできるレシプロエンジンの概要と最新動向
を解説いたします。

ボイラ給水ポンプの基礎と構造 90

ボイラ給水ポンプの種類と構造、軸封の種類と構造、更にポ
ンプを運用する上で重要であるポンプの分解手順や点検項
目等のメンテナンスの要点について解説します。また、最近
の中国市場で需要がある1000ＭＷ100%容量のボイラ給水
ポンプについて紹介いたします。

荏原製作所
安齋 典

三菱重工業
角田　明

※●2017

～PIDを自転車のように乗りこなそう
～数式を使わずシミュレーションで学
ぶＰＩＤ制御とチューニング

90

PID制御は現場制御の基本です。しかし、教育機関において
そのチューニング方法までは教えてくれません。本講座で
は、簡易Excelシミュレータにより制御動作を確認し、PIDパラ
メータのチューニング方法を解説します。また、ラプラス変換
などの難しい数式は使わず四則演算程度で、PID制御の基
本を解説します。

横河電機
仲矢　実

講座名 分 内容紹介 講師

横河電機
中久保　博史

エンタルピー演習
～これがわかれば視界が大きく
広がる～

180

ボイラ制御を理解する上で、エンタルピー線図・エンタルピー
計算をできるようになることは非常に有効です。ボイラ設計
及び制御設計においても密接に関連してくるエンタルピーに
ついて、演習を主体として、自ら計算したり、エンタルピー線
図に作図したり、手を動かすことにより体得していただく講座
です。

　MHPS
松岡　俊規

多炭種対応制御方式について 90

石炭焚ボイラは、石炭性状の差異や伝熱面の汚れによるボ
イラの静特性/動特性の変化がユニットの運用性能に影響を
及ぼします。石炭性状や汚れのボイラ特性の変化に対応し
ながら、制御パラメータを最適に自動補正する方式として多
炭種制御があります。本講座では、その概要をわかりやすく
紹介します。

制御システムの周辺機器 90

差圧伝送器・電磁・渦・超音波・コリオリ等流量計といった
ローカル機器の歴史や原理上のメリットなどを中心に説明い
たします。また、機器の設定変更などを遠隔で行える Ｂｒａｉｎ
/Hart通信 などによる自己診断機能に加え、ＰＣでの管理
ツールによるローカル機器情報の管理を紹介します。　更
に、最近、導入事例の多くなった無線機器の役割やアプリ
ケーションなどを紹介いたします。

※●2017



-17-

講師

ボイラ用主要補機の
機能と構造について

90
ボイラ設備用主要補機である通風機や水ポンプ、空気予熱
器、灰処理装置等の機能や構造、保守の要点について解
説します。

ＩＨＩ
 長澤　貴司

ボイラ循環ポンプの
基本構造と保守

90

ボイラ循環ポンプは、主に事業用火力発電設備のボイラ水
強制循環用として、また、低負荷時のボイラ水循環用として
広く用いられています。このボイラ循環ポンプ（ＢＣＰ）につい
て、用途、形式、特徴をはじめとして、現在の主流である
ウェットモータ式のＢＣＰの基本構造、保守上のポイント等、
基礎的な項目について解説いたします。

富士電機
安田　昌弘

復水器の機能と構造 90

復水器は、火力・原子力発電設備において、タービンを回転
させた高温高圧の蒸気を冷却する重要な役割を担っていま
す。器内は真空状態で冷却源には大量の海水や河川水を
使用しており、いかに効率よくタービンからの蒸気を冷却で
きるか、またタービンの背圧を下げプラント熱効率をどこまで
向上させられるかが重要となります。本講座では、復水器の
構造や機能、そして熱力学基礎に基づく基本設計について
解説いたします。

　MHPS
橋本　貴嗣

動翼可変ピッチ軸流ファンの
基本構造と性能 90

軸流ファンは高効率・省スペースですが、部品点数が多く構
造が複雑であるといわれています。本講座では、主に火力
発電用大型ボイラ向け動翼可変ピッチ軸流ファンの基本構
造及び性能について解説し、軸流ファンの特徴について認
識を深めます。併せて、軸流ファンの新技術についても解説
します。

三菱重工業
原　賢一

復水器の機能と構造 90

復水器はタービンからの排気蒸気を凝縮させることにより
タービン排気圧力を真空に維持することで、タービン熱効率
の向上を図ると同時に、復水を回収する熱交換器として設置
されます。本講義では、原子力・火力・地熱プラントに用いら
れる各種復水器の機能や構造上の特徴と基礎原理につい
て、初級者の方にも理解できる内容で紹介いたします。

東芝
根本　晃

給水加熱器の機能と構造
90

タービンプラントは、主機である蒸気タービンおよび発電機の
他に、一般に補機と総称される多数の機器から構成されて
います。その中で給水加熱器は、蒸気タービンからの抽気を
用いてボイラへの給水を加熱し、タービンプラントの熱効率を
向上させる目的に使用されています。給水加熱器は管式熱
交換器が採用され、管内に給水を管外に抽気およびその凝
縮水を流動させ、加熱管の内外表面の熱交換を行うもので
す。
　本講座では、給水加熱器の機能および構造などに関する
基本的な項目について解説します。

MHPS
堤田　真矢

講座名 分 内容紹介

※●2017

※●2017

※●2017

※●2017
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4-7.配管設計・管理

4-8.非破壊検査・溶接・材料・防食・水質管理技術

講座名 分 内容紹介 講師

配管
過熱蒸気から飽和水の輸送を扱う
配管系の流動現象と配管振動

90

発電プラント配管は機器間を連結して、過熱蒸気から飽和水
の流体を輸送しており、機器振動や流体圧力変動、またバ
ルブの開閉や流体の状態変化を伴う過渡的なプラント運用
により配管振動が起きます。これら配管振動の評価および
対策を行うには、管内の流動現象を把握することがポイント
です。
　本講座では、各種配管内流体現象（蒸気高速流、キャビ
テーション、二相流、ウォーターハンマー、層化流動）を説明
し、配管内流動評価と制御方法及び配管振動対策について
解説します。

東芝
井關　崇司

講座名 分 内容紹介 講師

火力発電用ボイラの非破壊検査と
寿命診断技術
　～ 発電設備の医者は、 どのように
検査・診断をしているのか？ ～

90

私たちは、人間ドックや健康診断において検査を受け、その
結果に基づき医師に診断していただくことにより病気に罹る
ことを未然に防止し、安心して生活することができます。発電
設備も同じで、適切な検査や寿命診断を適用することによ
り、メンテナンスコストを押さえつつ安定して運用することが
可能となります。
　本講座では、破壊や損傷モードが多岐にわたる発電用ボ
イラを主の題材に非破壊検査技術と寿命診断技術を解説し
ます。

MHPS
坂田　文稔

腐食は電気の流れ、
流れを止めるのが防食
～これを知れば腐食は怖くない？～

90

金属材料の腐食は、設備の効率低下を招くとともに、時には
大事故につながります。火力発電設備を構成する金属材料
の代表的な腐食について、初級者にもわかりやすくメカニズ
ムを説明し、併せて、腐食をどのように防止するかの知恵も
紹介します。

元東京電力
梅村　文夫

クリープ損傷メカニズム
 　丈夫な“金属材料”、温まると何が
起こるの？

90

ボイラ・タービンなどに使用されている金属材料が、運転中
高温に晒されて、内圧や遠心力などの力を受け続けると、材
料の内部でゆっくりとクリープ損傷が進行し、き裂の発生や
破損が生じます。本講座では、このようなクリープ損傷が進
行するメカニズム、実機での損傷事例、損傷評価法等につ
いてわかりやすく講義いたします。

千葉工業大
学

緒方　隆志

ボイラ本体の経年劣化と保守 90

運転開始以降、時間の経過と共にボイラ各部が劣化し、そ
の結果として腐食や摩耗、あるいは疲労やクリープ等による
損傷が発生します。本講座ではこれらの劣化や損傷がボイ
ラ本体のどの様な場所でどの様に起こるか、あるいはこれら
の損傷による計画外停止を避けるためにどの様な検査や保
守を行っているかの取組を中心に紹介いたします。

IHI
　柏木　智光

材料（疲労損傷）
諸行無常！
なぜ金属は老いるのか？

90

過酷な環境で使用しているつもりはなかったのに、ある日突
然壊れている。過去の大きな交通災害のニュースで、しばし
ば耳にする金属疲労。しかし、交通災害だけでなく、その危
険性は身近なところで生じます。本講座では、材料の壊れ
方にフォーカスして、わかりやすく疲労損傷メカニズムを説明
します。

MHPS
近藤　雅之
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4-9.燃料部門

講座名 分 内容紹介 講師

1.東電設計
　船橋信之

1日

発電所海水設備の汚損対策技術
－基礎から応用まで－
1.発電所の海水設備の概要
2.海水および海生生物の基礎知識
3.発電所海水設備の運用と管理
4.海生生物対策技術の現状と最新
技
術動向
5.対策技術の評価
6.国内外の対策技術の紹介

2.電力中央
　研究所

　野方靖行

3.東電設計
　船橋信之

4.海洋生物
研究所

　飯淵敏夫

5.日本ＮＵＳ
　勝山一朗

発電所の海水設備では、多様な海生生物が付着することで
いろいろな問題が発生します。この集中講義では、発電所
で海水を取り扱う設備、海水や海生生物の科学的解説、海
生生物等の設備への付着メカニズム、付着を防止するため
の多様な技術の現状と開発中の新しい技術など、多彩な講
師陣が幅広く解説いたします。

技術動向

4-10.環境技術部門

火力発電用ボイラを中心とした溶接
技術の基礎と最近の動向 90

発電用ボイラの各種機器は、高温高圧環境で使用されま
す。特に溶接部は、この使用環境により様々な影響を受け
るため、溶接部の特性を知ることは機器の信頼性を確保す
る上で重要です。ここでは、溶接に関する一般的な基礎知
識を概説した上で、ボイラ材料特有の溶接部特性とその取
扱いについて説明し、併せてボイラ関連の溶接に関わる最
新動向も紹介します。

IHI
山岡　弘人

スケールの付着
スケールはどうして付着するのか？ 90

火力プラントにおける水質管理は、重大なプラントのトラブル
に遭遇して初めて、その大切さを痛感します。
　プラント水質がJIS基準値内に管理されていてもスケール
付着問題は発生するため、定期的な検査とメンテナンスの
重要度を事例を交えて紹介します。

MHPS
椿﨑　仙市

講座名 分 内容紹介 講師
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勿来発電所の炭種拡大およびCO2
排出量削減に向けた取組み

90

常磐共同火力（株）勿来発電所は、昭和30年に常磐炭田の
低品位炭活用を目的に設立されました。その後、情勢変化
に対応しながら北海道炭・海外炭へ移行し、長年培った低
品位炭のハンドリング及び燃焼技術を基に最適混炭システ
ムを構築しました。これまでに国内を含む9カ国約100銘柄に
及ぶ石炭を使用し、最近では再生可能エネルギー（下水汚
泥の炭化燃料、木質ペレット燃料）の導入及び石炭ガス複
合発電(IGCC)実証機25万ｋＷを商用機に転用し、CO2排出
量削減に努めています。

常磐
共同火力

今野　善博

講座名 分 内容紹介 講師

発電所冷却水系への海生生物汚損
の実体と対策
　
１．障害の実体と問題の所在
２．障害生物の生理・生態
３．対策の種類その１　原理と適用
４．対策の種類その２　原理と適用
５．環境とのバランス

1日

4.ﾅｶﾎﾞｰﾃｯｸ
　大庭忠彦

5.海洋生物
研究所

　原　猛也

発電所の海水設備では、多様な海生生物が付着することで
いろいろな問題が発生します。この集中講座では、どのよう
な問題が現場で起きているのか、対策技術には何があるの
か、多様な対策が与える海洋への環境影響はどうなのかに
ついて、それぞれの専門家が講師となって設備の運用保守
を担当している技術者向けに体系的に解りやすく解説しま
す。

1.日本ＮＵＳ
　勝山一朗

2.電力中央
　研究所

　野方靖行

3.海洋生物
研究所

　飯淵敏夫

4-11.産業用・自家発用発電設備部門

自家発ボイラ故のチェックポイント
90

自家発ボイラ故障の損傷事例とその延命化対策を紹介しま
す。オリジナルの設計思想と損傷事例を対比しながら、具体
的な事前処置と延命化対策を解説いたします。大型の事業
用ボイラと比べ、小さい故にチェックするポイントも違います。
その感・コツをお伝えします。

MHPS
佐野　栄一

講座名 分 内容紹介 講師

自家発電設備（石炭火力）でのＣＯ２
削減事例の紹介
　～低温廃熱回収による省エネ～

90

宇部興産の主力自家発ユニットである145MW設備で隣接す
るセメント工場の低温廃熱をタービン復水で熱回収し発電量
を増加させる省エネを実施しました。省エネ効果（2011年度
実績）は、原油換算10,600kL/年、CO2換算17,200ton。本
講座では、火力発電設備の近隣に廃熱があれば適用可能
となる汎用性の高い本省エネ事例の設備概要、基本設計、
運用状況、運開後の不具合およびその対応等について紹
介します。

宇部興産
中村　敏明

産業用蒸気タービンの特徴 90

様々な用途に用いられる産業用蒸気タービンについて、そ
の構造特性を紹介し、抽気の活用方法とプラント性能の考え
方を解説します。また、蒸気タービン仕様選定を的確に進め
られるよう、運用方法と抽気の使用方法を紹介いたします。

東芝ﾌﾟﾗﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ

蓑和　昌則

　座産業用ボイラ 90

自家発ボイラ故障の損傷事例とその延命化対策を紹介しま
す。オリジナルの設計思想と損傷事例を対比しながら、具体
的な事前処置と延命化対策を解説いたします。大型の事業
用ボイラに比べ、小さい故にチェックするポイントも違います。
その感・コツをお伝えします。

MHPS
佐野　栄一
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産業用発電設備集中講座（2日間集中講座）2015年度（平成27年度）

4.　産業用発電設備に使われる
　　中小型ガスタービンの特徴・
　　用途

90

ガスタービンの構造、特徴を他の原動機と比較しながら紹介
します。さらに、発電端効率が高く、軽量コンパクトで、様々
な運用形態に対応できるため、産業発電設備に多く用いら
れている航空機転用形ガスタービンを中心に性能、構造の
特徴や用途について国内外のプラント適用事例を交えて紹
介いたします。

IHI
米澤　克夫

1.　座産業用ボイラの損傷事例と
　　予防保全 90

産業用ボイラは求められる用途が様々で、発生する損傷も
様々です。その結果、当社がユーザーを通して経験してきた
損傷事例は膨大なものとなっています。それら膨大な損傷
事例から蓄積された、当社の予防保全の考え方について紹
介いたします。

MHPS
佐野　栄一

2.　産業用蒸気タービンの特徴
90

産業用蒸気タービンは、各種工場における動力源としての
目的と同時に、プロセス側で必要とする熱利用のための蒸
気を供給する目的を持つことが多い設備です。発電と熱供
給をバランスさせながら、どのような制御を行うべきか、バラ
ンスを取るためにどのような構造的特徴を持っているのかを
解説いたします。

東芝ﾌﾟﾗﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ

蓑和　昌則

2.これだけは知って欲しい
　産業用ボイラの損傷事例と
　予防保全

90

産業用ボイラは求められる用途が様々で、発生する損傷も
様々です。
その結果、当社がユーザーを通して経験してきた損傷事例
は膨大なものとなっています。
それら膨大な損傷事例から蓄積された、当社の予防保全の
考え方について紹介いたします。

MHPS
佐野　栄一

3.　産業用火力発電所の制御
　　-あなたの思いでボイラは動く- 90

ドラムボイラと貫流ボイラの動特性の違いを確認し、火力プラ
ントの制御システムがボイラの動特性を基本に構成されてい
ることを解説いたします。プラント異常時及び制御装置異常
時に対し制御装置としてどのような対策をしているかなどに
ついても言及します。また、ボイラ保護回路の基本的考え方
を示し燃料遮断時に必要となる安全対策についても触れま
す。

元IHI
大木　隆平

産業用発電設備集中講座（2日間集中講座）2016年度（平成28年度）

1.火力発電設備の運用・保守に
　関わる電気事業法について

45

火力発電所におけるボイラー・タービン主任技術者に携わっ
た経験から、火力発電設備の運用・保守に関わる電気事業
法について、法の概要、届け出内容（保安規程、工事計画
書等）、発電用火力設備の技術基準や安全管理検査制度
等についてご紹介します。

火力原子力
発電

技術協会
園山　敏彦

3.産業用蒸気タービンの特徴 90

産業用蒸気タービンは、各種工場における動力源としての
目的と同時に、プロセス側で必要とする熱利用のための蒸
気を供給する目的を持つことが多い設備です。その特徴を
熱サイクル、性能および運用を考慮したうえで、様々な構造
特性を持つタービンがどのような用途に使用されているか出
来るだけ簡便に解説いたします。

東芝ﾌﾟﾗﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ

蓑和　昌則
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5.タービン発電機の構造と特性 90

産業用発電設備として用いられている同期発電機につい
て、その種類や構造、特性などを紹介します。特に火力用
タービン発電機の種類とそれらの性能や通風冷却、絶縁シ
ステムの構造上の特長、運用性、保守性の違いについて説
明します。また、監視システムや診断技術などに関する近年
の動向についても紹介いたします。

　富士電機
木村 誠

産業用発電設備集中講座（2日間集中講座）2016年度（平成28年度）

3.産業用蒸気タービンの特徴 90

産業用蒸気タービンは、各種工場における動力源としての
目的と同時に、プロセス側で必要とする熱利用のための蒸
気を供給する目的を持つことが多い設備です。その特徴を
熱サイクル、性能および運用を考慮したうえで、様々な構造
特性を持つタービンがどのような用途に使用されているか出
来るだけ簡便に解説いたします。

東芝ﾌﾟﾗﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ

蓑和　昌則

4.産業用発電設備に使われる
中小型ガスタービンの特徴・用途

90

ガスタービンの基本的な構造、特徴を他の原動機と比較し
ながら解説します。また、発電効率が高く、軽量コンパクト
で、様々な運用形態に対応できるため、産業用発電設備に
多く用いられている航空転用型ガスタービンを中心に、性
能、構造の特徴や用途について、国内外のプラント適用事
例を交えて解説します。

（株）ＩＨＩ
田中 敦士

1.火力発電設備の運用・保守に
　関わる電気事業法について

45

火力発電設備の運用・保守に関わる電気事業法について、
法の概要、届け出内容（保安規程、工事計画書等）、発電用
火力設備の技術基準や安全管理検査制度等について解説
いたします。また、平成29年4月1日より安全管理検査制度
が見直されていることから、その見直し内容について概要を
解説いたします。

火力原子力
発電

技術協会
園山　敏彦

2.これだけは知って欲しい
　産業用ボイラの損傷事例と
　予防保全

90

産業用ボイラは求められる用途が様々で、発生する損傷も
様々です。
その結果、当社がユーザーを通して経験してきた損傷事例
は膨大なものとなっています。
それら膨大な損傷事例から蓄積された、当社の予防保全の
考え方について紹介いたします。

MHPS
佐野　栄一

産業用発電設備集中講座（2日間集中講座）2017年度（平成29年度）

5.タービン発電機の構造と特性 90

産業用発電設備として用いられている同期発電機につい
て、その種類や構造、特性などを紹介します。特に火力用
タービン発電機の種類とそれらの性能や通風冷却、絶縁シ
ステムの構造上の特長、運用性、保守性の違いについて説
明します。また、監視システムや診断技術などに関する近年
の動向についても紹介いたします。

　富士電機
木村 誠

4.調節弁の構造・制御・診断 90

調節弁は、その用途とプロセス条件を満足するために、種々
の構造が必要です。また、プラントの効率化及び安定運用の
ためには、高精度で最適な調節弁制御が不可欠です。さら
に、近年急速に普及している診断技術において、調節弁診
断がプラントの信頼性向上に大きく貢献することが期待され
ています。本講座は、最も重要な計装機器である調節弁に
対して、重要な要素である構造・制御・診断を紹介いたしま
す。

日本ﾌｲﾂｼﾔ
王　健

※●2017
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4-12.エネルギー概論（世界情勢・再エネ対応技術等）

講座名 分 内容紹介 講師

欧米の石炭事情と今後の動向 90

先進国にとっても開発途上国にとっても、石炭は安価で安定
した電力供給の鍵であり、従って石炭火力発電は世界の発
電量の40%を占めています。しかし唯一の欠点はCO2発生
量が多いことであり、シェールガスの台頭と相まって欧米を
中心に石炭に対する逆風が吹き始めています。また日本へ
の影響はどうなるのでしょうか？最近の海外出張での調査
をベースに欧米の石炭事情と今後の動向について解説しま
す。

再生可能エネルギー時代を見据えた
火力プラントの制御
 ～まだまだ頑張れる火力発電～

90

日本で、今後訪れる”再生可能エネルギー増時代”に火力
発電はどのような役割を果たすべきでしょうか？先行する欧
米ではすでにこの問題が顕在化しています。日本がこの問
題に直面するのは2020年以降と予想していたましが、昨年
10月、九州、四国、北海度などで太陽光発電固定買取に
待ったがかかってしまいました。火力発電のフットワークには
余力はあるのでしょうか？　「まだまだ火力発電は頑張れ
る！」というアイデアを紹介いたします。

東京大学
金子　祥三

MHPS
黒石　卓司

世界および日本のエネルギー情勢と
今後の動向 90

世界のエネルギー情勢は大きく変わろうとしていますが、中
でも日本は東日本大震災の後、激動の時を迎えています。
今後の動向と環境・経済・安全の総合的判断からの取るべ
き選択について解説します。

再生可能エネルギー増時代の
火力プラントの役割 90

経済産業省審議会は平成24年5月28日に、2030年の電力
エネルギー構成を示す「新エネルギー基本計画」案が公表さ
れました。最終的な原発比率は未だに明らかにされていま
せんが、いずれのケースにおいても火力比率が減ります。こ
のような将来に備え、火力発電では以下の3点に取り組む
必要があります。
①日本のエネルギー自給率は僅か4％、これに応える高効
率ガスタービン②CO2低減させるための石炭ガス化③受給
バランスを保つためのサラブレットのようなフットワーク

解説！　COP21　パリ協定は一体
火力発電技術に何をもたらすのか？

90

2015年11月30日から12月13日の間、フランスのパリで開催
された「国連気候変動枠組条約第21回締約国会議
（COP21)は、パリ協定を採択し終了しました。本講座では、
パリ協定の合意が何を意味するのか、1997年のCOP3での
京都議定書の採択から今回のパリ協定に至るCOP交渉の
歴史を踏まえてこれからの火力発電がどうなるのか、火力
発電技術者の立場から解説いたします。

東電設計
船橋　信之

「パリ協定」に応える火力発電
～まだまだ頑張れる火力発電～

90

今後、196ヵ国が合意した「パリ協定」を目指していくことにな
ります。これに対する火力発電が果たす役割は運用性でしょ
う。この具体的な取り組みとして“最低負荷低減”、“負荷変
化率向上”、“FCB(Fast Cut Back)”、“中給インターフェイス
方式”などを紹介いたします。

MHPS
黒石　卓司
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4-13.エネルギーの基礎・歴史等

講師

高効率
発電システム

研究所
　山本　正晴

MHPS
ｺﾝﾄﾛｰﾙ
ｼｽﾃﾑｽﾞ

村上　美恵子

MHPS
ｺﾝﾄﾛｰﾙ
ｼｽﾃﾑｽﾞ

山田　祥子

サイバー攻撃の怖さを肌で感じてくだ
さい！
　～大切なのは“先手の対策”～

180

「ビッドとバイトは銃弾と爆弾と同じくらい危険になる！」これ
は米国国防総省の元副長官の言葉です。既に米国では司
法省、FBI、などの重要拠点がサイバー攻撃を受け、次の対
象は特に脆弱な“電力網”といわれています。島国で暮らす
我々は歴史的にガードが甘いのですが、インターネットに国
境はなく「いつ攻撃されてもおかしくない！」ということを肌で
感じて頂きたいと思います。
　また、講座の後半は、世界最高水準の評価を得ているア
ンチウィルスベンダー(ウィルス対策企業)のカスペルスキー
社が開発したゲーム形式の演習を通して、どのようなことが
対策として重要かを体験して頂きます。

世界の国々の石炭への事情
　-米国、ＥＵ、アジアの国々と石炭
輸出国豪州など－

90

石炭は安定供給されており、もっとも安い燃料です。しかし、
炭素が他の燃料に比べ多く含まれているため、地球温暖化
の元凶として扱われています。しかし、アジアをはじめとする
開発途上にある国々では、まだまだ石炭を必要とする国が
多くあります。各国では、ＣＯＰ21に、真摯に取り組もうとして
います。本講座では、世界の国々、米国、ヨーロッパ、アジア
の国々や石炭大輸出国である豪州などの国々で、「石炭に
対してどのように考えているのか」について、考えていきた
いと思います。

石炭
エネルギー
センター

　牧野　啓二

講座名 分 内容紹介

ドイツのエネルギー大転換
(Energiewende)の
現状と挑戦課題

90

ドイツでは晴れた風の強い日曜日(2016年5月8日)の午前
11時に、電力需要の87.6%を再生可能エネルギーで賄って
います。また、2022年には全ての原子力発電所が停止しま
す。現在、褐炭と石炭発電所の合計出力は47GWで、2015
年の発電量(kWh)に占める割合は42％でした。2040年には
全てを廃止する予定です。これを実現するために困難な課
題に挑戦しています。このドイツのエネルギー事情を概観
し、皆さんと共にエネルギー大転換(Energiewende)について
考えたいと思います。

講座名 分 内容紹介 講師

火力プラント制御をより理解するため
の熱力学
～”エンタルピー”、”比容積”、”定圧
比熱”から産まれた制御を考える～

180

エンタルピーを学ぶことで制御の本質が理解できることをこ
れまでのエンタルピー講座を通じて紹介しました。 本講座で
は、更に、”比容積”また”定圧比熱”に関わる演習を通じて
熱力学の大切さを 一緒に考えたいと思います。
○本講座は今まで開講いたしました、エンタルピー基礎講座
からステップアップしたものです。
※√（ルート）計算のできる電卓のご用意をお願いいたしま
す。

MHPS
松岡　俊規

MHPS
　黒石　卓司
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4-14.再生可能エネルギー

微粉炭火力での
木質ペレット利用拡大

90

微粉炭火力で木質ペレット高比率混焼を実現するための、
木質ペレットの選び方、木質ペレット燃焼システム、運転に
おける注意事項などを、商用機での事例を交えながら解説
します。

ＩＨＩ
大野　恵美

講座名 分 内容紹介 講師

バイオマス発電に向けた燃料化技術 90

火力発電でのバイオマス利用拡大によるCO2排出量削減
に向け、発電利用に適したバイオマス燃料化技術として、ガ
ス化、液体燃料化、パウダー化、炭化燃料化技術について
紹介いたします。また、原料となるバイオマスの国内外ポテ
ンシャルについても併せて紹介いたします。

電力中央
研究所
大高 円

バイオマス燃料による発電技術と
国内動向について 90

発電部門の地球温暖化対策のひとつとして、カーボンニュー
トラルなバイオマス燃料による発電が進められています。そ
の発電技術として、小規模なガス化発電、中規模のバイオ
マス専焼発電、大規模な石炭火力混焼発電について紹介
いたします。
　また、バイオマス発電の国内動向として、FIT制度を中心に
問題点などを紹介します。

電力中央
研究所

市川 和芳

木質ペレットミルの紹介 90

従来、微粉炭焚きボイラでバイオマスを利用する場合、石炭
とともに微粉炭機で混合粉砕していますが、バイオマス燃料
の粉砕性が低いため、混合率を増やすことは難しいことでし
た。木質ペレットに関しては、微粉炭機を改造したペレットミ
ルで、石炭と同程度の供給量を解砕し、微粉炭バーナで専
焼することが可能となりました。本講義では、木質ペレットミ
ルについて紹介いたします。

ＩＨＩ
大野　恵美

石炭火力での混焼利用拡大に
向けた木質バイオマス改質技術

90

地球温暖化対策の視点から、発電部門においては、石炭火
力のCO2排出量削減が重要な課題となっています。カーボ
ンニュートラルな木質バイオマスの石炭火力混焼利用は、
効果的なCO2排出量削減方策のひとつでありますが、繊維
質が多く粉砕性に劣る木質バイオマスの混焼率は数％に留
まります。本テーマでは、石炭火力での木質バイオマスの混
焼利用拡大に向け、粉砕性やエネルギー密度の改善が可
能な改質技術について、炭化技術を中心に紹介いたしま
す。

電力
中央研究所

大高　円

※●2017
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4-15.新技術

講座名 分 内容紹介 講師

自家発電設備（石炭火力）でのＣＯ２
削減事例の紹介
～バイオマス混焼及び新規
バイオマス燃料開発の紹介～

90

宇部興産 微粉炭火力発電設備における、バイオマス専用ミ
ルによる大規模バイオマス混焼（バイオマス：建設廃材、平
均７％混焼（熱量ベース）、2007年7月～運転）の事例を紹
介します。また、新規バイオマス新燃料として開発中である
加工バイオマス燃料を紹介します。

宇部興産
坂田　昌一

講座名 分 内容紹介 講師

ICT技術を活用した
火力プラント向け監視診断サービス

90

海外の発電所で多い運用最適化や稼働率向上のニーズに
応える為、MHPSではICT技術を活用し、統計学手法を活用
した不適合予兆検知や、クラウドでの高度シミュレーション技
術を導入しました。発電事業者向けの同サービスは、
"MHPS-TOMONI"と呼び、顧客の市場競争力を強化する為
に開発しました。

MHPS
遠藤　彰久

お客様の価値を創出するIoT技術 90

IoT(Internet of Things)は、あらゆるものがインターネットに
接続される事を意味しますが、その本質は、現場からのデー
タを収集・蓄積し、サイバー空間で新しい価値を創出するシ
ステムの総称です。本講座では、IoTの動向、その重要性、
価値創出の方法から火力発電を始めとするプラント・生産設
備への適用例などについて、解説します。

富士電機
稲村　康男

※●2017

※●2017

4-16.石炭

講座名 分 内容紹介 講師

勿来発電所の石炭増量および
環境負荷低減に対する取組み

90

常磐共同火力（株）勿来発電所は、昭和30年に常磐炭田の
低品位炭活用を目的に設立されました。その後、情勢変化
に対応しながら北海道炭・海外炭へ移行し、海外炭につい
てはこれまでに9カ国104銘柄に及ぶ石炭を使用してきまし
た。立地条件的には住宅地に近接しており、環境負荷（大
気、水質、騒音、振動、粉じん等）に細心の配慮を行ってい
ます。また最近では、再生可能エネルギー（木質ペレット燃
料等）の導入及び石炭ガス合発電(IGCC)実証機25万kＷを
商用機に転用しCO2排出量削減に努めています。

常磐
共同火力

今野　善博

排煙脱硫システムの概要と
AQCSとしての新たな役割

90

火力発電プラント向けの排煙脱硫装置としては様々な方式
が開発、実用化されてきましたが、現在では石灰石-石膏法
と呼ばれる湿式脱硫システムが主流です。その湿式脱硫シ
ステムの概要と特徴について述べると共に、最近の単なる
SO2除去装置としてだけでなく、AQCS（Air Quality Control
System）としての新たなニーズへの対応についても解説い
たします。

MHPS
石坂 浩

※●2017

※●2017



5. 出張大学講座のご案内

出張大学講座は、法人会員の方や大学等の学校法人の方からのご要望により、ご希望のプログラム
や講師をそろえ、法人企業・事務所や大学等の学校などのご希望の会場出向いて講義を実施いたしま
す。

① プログラム
1講座90分を1単位とし、開催地のご希望に合わせてプログラムを設定いたします。
講座で使用する資料は、協会で用意いたします。

② 対象受講者
法人会員さま、学協会さま
講座の参加人数はご用意頂く会場の広さによりますが、30名前後が一般的です。

③ 講義会場
ご用意ください。会場に指定された時刻に講師を派遣いたします。

④ 費用
費用には、講師謝礼、講師交通費・宿泊費、資料代等を含みます。
交通費及び宿泊費は実費となります。
また、事務局職員の同行が必要な場合は実費を請求いたします。
詳細はご相談ください。

出張講座のご相談は、下記までお問い合わせください。
一般社団法人 火力原子力発電技術協会 総務部 渡辺佳美
TEL：03-3769-3090
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火原協大学講座の定例・支部・出張開催を問わず、ご希望の
テーマがございましたら、下記までお寄せください。

一般社団法人 火力原子力発電技術協会 総務部 渡辺佳美
TEL：03-3769-3090



6. 平成30年度（2018年度4月～）のプログラム
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②
•「会員ページ」の上部にある「講座・講演会」をクリックしてください

③
•受講したい講座の「お申込みはこちら」をクリックしてください

④
•会員データの確認・入力を行い、「入力内容を確認する」を押してください
※データに不備があると、画面上部にエラー表示が出ます

⑤
•固定されたデータを確認し「入力内容送信する」を押してください

⑥

• 「講座・講演会に参加のお申し込みをいただき、誠にありがとうござ
いました」と表示されれば、受付の完了です

• ※「行事申込履」にて確認・変更・取り消しが可能です

①
• 当協会ＨＰ「会員ログイン」よりお申し込みください

※法人会員の方は、申込都度人数分のお申し込みをお願いいたします。

7.ＨＰからのお申し込み方法
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※お申し込み用紙からＦＡＸでもお申込みいただけます


