
本部（東京）開催

　受講料 （1名1日分） ： 個人会員　2,000円　　法人会員所属者　8,000円

　会　  場　：　火原協本部会議室 （東京都港区芝2-31-15　北海芝ビル5階)

本部（東京）開催

　受講料 （1名1日分） ： 個人会員　2,000円　　法人会員所属者　8,000円

　会　  場　：　火原協本部会議室 （東京都港区芝2-31-15　北海芝ビル5階)

本部（東京）開催

　受講料 （1名1日分） ： 個人会員　2,000円　　法人会員所属者　8,000円

　会　  場　：　火原協本部会議室 （東京都港区芝2-31-15　北海芝ビル5階)

本部（東京）開催

　対象者 ： 当会会員 　募集定員 ： 40名 　受講料 （1名1日分） ： 個人会員　2,000円　　法人会員所属者　8,000円

　会　  場　：　火原協本部会議室 （東京都港区芝2-31-15　北海芝ビル5階)

本部（東京）開催

　対象者 ： 当会会員 　募集定員 ： 40名 　受講料 （1名1日分） ： 個人会員　2,000円　　法人会員所属者12,000円

　会　  場　：　火原協本部会議室 （東京都港区芝2-31-15　北海芝ビル5階) ※各自必ず「火力発電プラントにおける水質管理ハンドブック」をご持参ください

本部（東京）開催

　対象者 ： 当会会員 　募集定員 ： 40名 　受講料 （1名1日分） ： 個人会員　2,000円　　法人会員所属者　8,000円

　会　  場　：　火原協本部会議室 （東京都港区芝2-31-15　北海芝ビル5階)
本部（東京）開催

　　※事務局から定員超過等でお断りの連絡がない限りご来場ください。

　

火力発電プラントにおける水質管理
（水に起因するトラブルと対策[ボイラ]）

ボイラ関係の水に起因するトラブルは，水冷壁管の腐食による漏えいや，スケール付着によ
る過熱噴破・オリフィスの差圧上昇などがあります。本講座では，腐食の原理とその対策の基
礎および，実際にボイラで発生するトラブル事例について解説します。

（株）ＩＨＩ
奥原　洋人

8月5日（月）
1日集中講座
10:00～17:20

火力発電設備の運用・
保全高度化

火力発電設備の運用・保全高度化に向けた三菱電機の取り組みについて，三菱電機のIoTプ
ラットフォームである「INFORPISM」を活用したアプリケーションを解説します。具体例として，
発電プラント全体の異常兆候検知システムと，発電設備のアセットマネジメントを中心に解説
します。

講座名，講師は一部変更する場合がございます。

　申込締切 ： 2019年6月7日（金）

排煙処理システムは，処理するガスの性状・求められる性能を考慮して適切な機器構成で計
画することが求められます。各機器の紹介および組み合わせたシステムを構成する際の考え
方を解説します。

（株）ＩＨＩ
木本　雅章

汽力プラントの制御は，運用性・制御性改善の視点から，近年ICT，IoT技術の導入が進んで
います。具体的な取組み・導入事例を交えた，技術動向を解説します。

東芝エネルギー
システムズ（株）

高橋　伸二

　申込締切 ： 2019年7月12日（金）

富士電機（株）
濱田　邦彦

プレボイラ（復水・給水）・補給水・冷却水系統主要ポンプは，プラントの運転にとって重要な補
機です。本講座では基本計画（計画と運用）での，同系統主要装置品との関連や購入上の注
意点を含めて解説します。

　申込締切 ： 2019年5月10日（金）

ボイラの型式や基本仕様・基本構造は，要求される出力・蒸気条件・使用する燃料・運用要求
ほか諸条件に応じ，的確な計画が求められます。本講座では事例を中心に，ボイラの基本計
画での考え方および，設計における留意点を解説します。

（株）ＩＨＩ
平山　功一

超臨界変圧貫流ボイラ制御の改善および，
機械学習を活用した燃焼調整の自動化

三菱日立パワーシステムズは，「ボイラ出口蒸気温度の静定性や調整の容易さを改善した蒸
気温度制御」および「機械学習を活用したボイラの燃焼調整自動化に向けたシステム」を開発
しました。最新ボイラに採用したこれらの技術を解説します。

三菱日立パワー
システムズ（株）

堂本　和宏

5月18日（土）
13:00～17:00

排煙処理システムの概要と
設備計画の考え方

　対象者 ： 当会会員 　募集定員 ： 40名

6月15日（土）
13:00～17:00

　対象者 ： 当会会員 　募集定員 ： 40名

プレボイラ（復水・給水）・補給水・冷却水系
統の主要ポンプの基本計画（計画と運用）

ボイラの基本計画と設計留意点

4月20日（土）
13:00～17:00

開催日時 講　　　座　　　名 内　　　容　　　紹　　　介 講　師（敬称略）

　対象者 ： 当会会員 　募集定員 ： 40名
　申込締切 ： 2019年4月12日（金）

低炭素化が求められている状況下，再生可能エネルギーの発電容量が近年増え続けていま
す。このような環境の変化に応えるため ガスタービンメーカーは， 従来通りの機器信頼性，
低NOｘ化という仕様に加え，①低炭素化のために更なる高効率化，水素やアンモニア焚きと
いった燃料多様化，②系統の負荷吸収機能に対応するための急速起動化等の新技術開発
を行っています。これらガスタービンに採用される最新技術およびその検証プロセスについて
解説いたします。

三菱日立パワー
システムズ（株）

安威　俊重

大型ガスタービンの
最新開発動向

ガスタービンの基本的な構造，特徴について，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。

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

（株）ＩＨＩ
田中　敦士

7月20日（土）
13:00～17:00

蒸気タービンに関し，対象を事業用タービン主機に絞り，構造を簡単に解説すると共に，熱流
体設計，構造設計，材料の基本を，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技術についても，併せて解説いたします。

６００ＭＷクラスの水素間接冷却タービン発電機が製造され，１０年以上運用されています。今
後も水冷却発電機と比較し，保守が容易な水素冷却発電機が増加すると思われます。本講
座では，水素間接冷却発電機の大容量化技術と，水素ガス密封用補機装置まで広げた保守
について，基本的な内容を解説します。

火力発電プラントでは，一般に，復水器の冷却水として海水を使用しているプラントが多く，復
水器冷却管の損傷・破断などによって，復水側に海水が漏れ込むトラブルが発生しています。
海水漏えい時の判定基準と対処方法について解説します。

　申込締切 ： 2019年7月29日（月）

火力発電プラントにおける水質管理
（海水漏えい時の処置）

東芝エネルギー
システムズ（株）

奥野　研一

三菱日立パワー
システムズ（株）

椿崎　仙市

蒸気タービン概論
（初級者向けの蒸気タービン技術）

水素冷却発電機の
大容量化と保守

東芝エネルギー
システムズ（株）

寺田　慎一

タービンでは湿り蒸気環境で起きる腐食や，タービン特有の応力による疲労，腐食環境と応
力が同時に作用する際に起きる，応力腐食割れ（SCC）などがあります。本講座では，タービ
ン固有の蒸気質等に起因するトラブル事例について解説します。

火力発電プラントにおける水質管理
（ボイラ給水およびボイラ水処理[電力
事業用]）

近年，太陽光発電等の再生可能エネルギー普及に伴い，火力発電プラントは今まで以上に
起動停止や負荷変化運用が頻繁に行われています。ボイラの水質管理の面でも，より的確に
管理することが必要となっています。本講座ではJIS B 8223“ボイラの給水およびボイラ水の
水質”に基づく火力発電プラントにおけるボイラの水質管理について解説します。

東京電力フュエル
&パワー（株）
田鹿　元昭

火力発電プラントにおける水質管理
（水に起因するトラブルと対策[タービン
系統]）

 一般社団法人火力原子力発電技術協会　総務部 ＜火原協大学講座事務局＞　　TEL：03-3769-3090　FAX：03-3769-3093　E-mail：lecture@tenpes.or.jp   

9月7日（土）
13:00～17:00

三菱日立パワー
システムズ（株）

溝口　忠之

三菱電機（株）
西都　一浩

　申込締切 ： 2019年8月30日（金）

汽力プラントにおける
制御性改善へのICT技術適用

当協会ホームページ（https://www.tenpes.or.jp/lecture/）の「火原協大学講座」からお申込みいただくか，または裏面の申込用紙をE-mailまたはFAXにてご送付ください。

開 講 の ご 案 内

火力・原子力技術者、研究者等を対象に興味ある

テーマを選択し,当協会の人材ネットワークから

選出した講師陣によってわかりやすく講義をするこ

とを目指した講座です。

主催 一般社団法人 火力原子力発電技術協会

申 込 方 法

申込・お問い合わせ先

受 講 料支 払方 法 受講当日、現金にてお支払い願います。（領収証を発行いたします。 なお、請求書払いをご希望の場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。）



　　　　　　　　　　　　　　

　

17：15～17：20 個　別　　質　疑　対　応

15：40～15：45 休　　憩

15：45～17：15
火力発電プラントにおける水質管理

（海水漏えい時の処置）

火力発電プラントでは，一般に，復水器の冷却水として海水を使用しているプラントが多く，復水器冷却管の
損傷・破断などによって，復水側に海水が漏れ込むトラブルが発生しています。海水漏えい時の判定基準と
対処方法について解説します。

三菱日立パワー
システムズ（株）

椿崎　仙市

14：05～14：10 休　　憩

14：10～15：40
火力発電プラントにおける水質管理

（水に起因するトラブルと対策[タービン系統]）

タービンでは湿り蒸気環境で起きる腐食や，タービン特有の応力による疲労，腐食環境と応力が同時に作用
する際に起きる，応力腐食割れ（SCC）などがあります。本講座では，タービン固有の蒸気質等に起因するトラ
ブル事例について解説します。

東芝エネルギー
システムズ（株）

寺田　慎一

11：35～12：35 昼　　食　　休　　憩

12：35～14：05
火力発電プラントにおける水質管理

（水に起因するトラブルと対策[ボイラ]）

ボイラ関係の水に起因するトラブルは，水冷壁管の腐食による漏えいや，スケール付着による過熱噴破・オリ
フィスの差圧上昇などがあります。本講座では，腐食の原理とその対策の基礎および，実際にボイラで発生
するトラブル事例について解説します。

　（株）ＩＨＩ
奥原　洋人

9：30～10：00 受　　付

10：00～10：05 案　　内

10：05～11：35
火力発電プラントにおける水質管理

（ボイラ給水およびボイラ水処理[電力事業用]）

近年，太陽光発電等の再生可能エネルギー普及に伴い，火力発電プラントは今まで以上に起動停止や負荷
変化運用が頻繁に行われています。ボイラの水質管理の面でも，より的確に管理することが必要となってい
ます。本講座ではJIS B 8223“ボイラの給水およびボイラ水の水質”に基づく火力発電プラントにおけるボイラ
の水質管理について解説します。

東京電力フュエル
&パワー（株）
田鹿　元昭

時　　間 題　　目 内　　容　　紹　　介 講　師（敬称略）

＜ご注意＞

① 本講座を受講される方は、あらかじめ ご一読をお願いします。

② 本講座は「火力発電プラントにおける水質管理ハンドブック」ご購入者向け特別講座です。

③ 講座をお申し込み後、請求書を送付いたします。 。

※欠席の場合は返金致しませんのでご注意ください。
④ 個人でお申込みの場合、領収書は個人名様のみとなります。

対 象： 「火力発電プラントにおける水質管理ハンドブック」ご購入者

募集定員 ： 40名（先着順。定員になり次第締め切ります）

受講料 （1名） ： 個人会員 2,000円 法人会員 12,000円

<お申込み方法・手順>

1.ご参加お申込み

協会ＨＰよりお申込みください。（https://www.tenpes.or.jp/lecture/detail/id=60996）

会員ページにログインいただき、「会員サービス」 → 「講演会・大学講座のお申込み」

→ 「2019年8月5日（月）大学講座 ＜書籍「火力発電プラントにおける質ハンドブック」購入者向け 特別1日集中講座＞

（平日開催）「火力発電プラントにおける水質管理」」 にお申込みください。

2.申込受付後、請求書を送付いたしますで、指定の口座に受講料をお振込みください。

振込口座・振込み期日につきましては、請求書に記載いたします。

※お振込みの際にお手数料はご負担願います。

※期日までにお振込みがない場合にはキャンセルとさせていただきますのでご了承ください。

※振込完了後のキャンセルにつきましては、返金致しかねますので、あらかじめご了承ください。

3.書籍の購入について

「火力発電プラントにおける水質管理ハンドブック」 （会員価格：1冊 5,000円 + 送料 350円）

協会ＨＰよりお申込みください。（https://www.tenpes.or.jp/books/detail/id=49575）

会員ページにログインいただき、「会員サービス」－「出版物」よりお申込みください。

《お振込み口座番号》

銀行名: みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金 №１４４５６４０

口座名義 : シヤ）カリヨクゲンシリヨクハツデンギジユツキヨウカイ



（ＦＡＸ番号：03-3769-3093） 主催：一般社団法人　火力原子力発電技術協会

西暦 20 年 月 日

（年齢：　　　　　歳） 　　　当日現金支払い（領収証を発行します）　        請求書払い

1998年石川島播磨重工業（株）（現：（株）IHI）入社。主に火力発電
向け，超臨界圧変圧貫流ボイラプラントの基本計画に従事。受注
前提案活動に始まり，国内・海外プロジェクトの実設計，性能試験
遂行業務に多数携わり，現在に至る。

排煙処理システムの概要と
設備計画の考え方

（株）ＩＨＩ
木本　雅章

1996年石川島播磨重工業（株）（現：（株）IHI）入社。排煙処理シス
テム(排煙脱硫装置およびガスヒータ)基本設計に従事。見積活動
から引渡後のＲＲ業務，研究開発など，排煙処理技術に幅広く携
わる。

ボイラの基本計画と
設計留意点

三菱日立パワー
システムズ（株）

堂本　和宏

1981年三菱重工業（株）入社。以来，約38年間火力発電プラント
の水処理設備，水質管理に関する研究，設計，サービスに従事。
特に火力発電所における腐食等のトラブルに関し，原因究明と対
策を担当。JIS B 8223（ボイラの給水およびボイラ水の水質）およ
びJIS B 8224（ボイラの給水およびボイラ水-試験方法）改正原案
作成委員会委員および分科会委員。

富士電機（株）
濱田　邦彦

1983年富士電機(株)入社。火力発電所や地熱発電所の補機（ポ
ンプ・装置品・過渡解析）計画を中心に配管設計業務やプラントと
りまとめ業務に携わり，国内外プラントの計画・トラブル解決を経
験，現在に至る。

東京芝浦電気（株）（現東芝エネルギーシステムズ　（株））入社以
来，蒸気タービン主機の技術開発からものづくり設計，トラブル
シューティングまで幅広い業務を担当。専門は蒸気タービン構造
強度設計。特に最終段に代表される長翼の開発設計を数多く手
がける。近年は新技術試験検証業務に従事。

火力発電プラントにおける水質管理
（水に起因するトラブルと対策[ボイラ]）

（株）ＩＨＩ
奥原　洋人

2019年度上期  　火原協大学講座参加申込書

お申込日
勤務先名

会員番号

所 　属
フリガナ

連絡先
E-mail

領収証・請求書
宛   名

5/18
（土）

1996年三菱重工業（株）入社。以来，主にF形以降のガスタービン
新規開発，改良設計に従事。専門はガスタービン開発全般。入社
3年目で自分が設計したガスタービンの試運転にも参加し，ものづ
くりの難しさ，楽しさを経験した。また，5年間のアメリカ駐在を経験
し，日本のみならず海外での市場ニーズに関する経験を積む。現
在は大型ガスタービン技術部の次長として，新機種開発のみなら
ず，サービスアップグレード，ICT関連の業務に従事。
1994年石川島播磨重工業（株）（現：（株）IHI）入社。航空エンジ
ン，産業用ガスタービン構造設計に従事。その後，ガスタービン発
電プラント設計およびプロジェクトマネージャーとして，多種多様な
工事に携わる。現在はプロジェクト部技術グループ長として，新
設・既設プラントならびに研究開発まで，広く技術関連事案を統
括。

（株）ＩＨＩ
田中　敦士

初受講　　　　　　　　受講歴あり

4/20
（土）

4/12
（金）

大型ガスタービンの
最新開発動向

三菱日立パワー
システムズ（株）

安威　俊重

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

氏　　 名
勤務先住所

プロフィール

※特に記載のない場合は「会社（団体）名」＋「参加者氏名」となります。（法人会員様）

〒

受講料支払い方法

申込
開催
日

申込
締切

講　座　名 講師(敬称略）

TEL 備　　考
(事務局への
連絡事項等）受 講 歴

6/15
（土）

6/7
（金） プレボイラ（復水・給水）・補給水・冷

却水系統の主要ポンプの基本計画
（計画と運用）

9/7
（土）

8/30
（金）

火力発電設備の運用・
保全高度化

蒸気タービン概論
（初級者向けの蒸気タービン技術）

7/20
（土）

7/12
（金）

水素冷却発電機の
大容量化と保守

8/5
（月）

※
受
講
案
内
及
を
ご
一
読
の
上
お
申
込
み
く
だ
さ
い

三菱日立パワー
システムズ（株）

溝口　忠之

三菱電機（株）
西都　一浩

汽力プラントにおける
制御性改善へのICT技術適用

1990年入社。専門は火力プラント（汽力）向け計装・制御システム
設計全般。東京電力（株）向け火力発電所制御システム更新工
事，東北電力（株）向け石炭火力新設工事現地試運転，メキシコ
向けコンバインドプラント計装・制御設計，メキシコ向け地熱発電
所PMを経験し現在に至る。
1991年三菱電機（株）入社。火力プラント監視制御システムの開
発，システム設計，水力プラント(国内外の大型水力，揚水)設計，
制御システム設計に従事。専門は火力・水力発電プラント監視制
御システム開発。2015年から本社総合エネルギーシステム技術
部にて，電力IoTを活用した新事業企画，開発，提案活動に従事。
2018年10月から電力システム製作所にて，発電分野のIoT活用
事業企画，システム開発に従事。

5/10
（金）

火力発電プラントにおける水質管理
（ボイラ給水およびボイラ水処理[電
力事業用]）

東京電力フュエル
&パワー（株）
田鹿　元昭

1995年三菱重工業（株）入社。ボイラの基本計画・設計・現地調整
業務に従事。2012年から2016年はインドプロジェクトプロジェクト
マネージャーとして、インドJVを指導を行う。2016年ボイラ設計一
課長となり現在に至る。

三菱日立パワー
システムズ（株）

椿崎　仙市

火力発電プラントにおける水質管理
（海水漏えい時の処置）

1977年東京芝浦電気（株）（現東芝エネルギーシステムズ　（株））
入社。原子力･国内火力発電所向けタービン発電機の詳細設計，
改修設計に従事。1987年からは国内外の自家用･事業用タービン
発電機の改修設計・予防保全計画・トラブルシューティングを担
当。1990年代後半からは，他社製タービン発電機の保守やトラブ
ルシューティングにも携わる。

東芝エネルギー
システムズ（株）

高橋　伸二

2010年（株）IHI検査計測入社。ボイラおよび化学プラントに関係す
る試験業務に従事。専門は地球化学，ボイラ給水関係の水化
学。現在は化学プラント全般の研究開発業務に従事するととも
に，社内のボイラ給水に関わる水質管理総括を担当。

1990年東京電力（株）入社。発電所の運転管理，環境管理業務に
従事。専門は火力発電プラントの化学・環境管理。現在は化学プ
ロセスのエンジニアリング業務およびプラント性能管理業務に従
事。ボイラ水質管理について，社内の火力発電所における水質
管理の総括を担当。JIS B 8224（ボイラの給水およびボイラ水-試
験方法）改正原案作成委員会委員および分科会委員。

火力発電プラントにおける水質管理
（水に起因するトラブルと対策[タービ
ン系統]）

1989年東京芝浦電気（株）（現東芝エネルギーシステムズ　（株））
入社。コンバインドサイクル発電プラント建設・メンテナンス業務に
従事。専門は火力発電プラント水質管理。火力発電プラントにお
ける水質管理ハンドブックⅣ水に起因するトラブルと対策のタービ
ン系機器のトラブルと対策を担当。

東芝エネルギー
システムズ（株）

奥野　研一

東芝エネルギー
システムズ（株）

寺田　慎一

（株）ＩＨＩ
平山　功一

超臨界変圧貫流ボイラ制御
の改善および，機械学習を
活用した燃焼調整の自動化


