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口頭発表 火力 

１. 安全性を向上させた水素ガスが発生しない新

型低温ボイラ化学洗浄の開発 

三菱日立パワーシステムズ㈱ 椿崎 仙市  

２. 民間における「火技解釈 第 10 章溶接部」に

関する改正要請活動について 

(一財)発電設備技術検査協会 長谷川 忠之 

３. 車室３D 計測データの活用による定検工期短

縮技術 

三菱日立パワーシステムズ㈱ 小寺 寿一 

４. 小ナット磨き装置の開発 

㈱中部プラントサービス 川島 伸一 

５.  石炭燃焼ボイラにおける腐食・灰付着モニタリ

ング技術 

東北発電工業㈱ 長沼 宏 

６. 音響パイプ診断技術を用いた復水器冷却管の

微小リーク管探傷技術の開発 

九州電力㈱ 古江 敏彦  

７.  海生生物付着抑制のための電解装置運用手法 

 東京電力フュエル＆パワー㈱ 大津 喜章 

８.  需給シミュレーションによる火力発電運用性

向上の効果の試算  

(一財)電力中央研究所 花井 悠二 

９. 先進超々臨界圧発電ボイラ材の保守技術開発 

 (一財)電力中央研究所 張 聖徳  

10. 蒸気タービン機器の応力解析とき裂進展評価 

 関西電力㈱ 木津 健一 

11. クリンカの脱落の容易さを測定する方法  

東京電力ホールディングス㈱ 岡部 治美 

12. 苫東厚真発電所４号機微粉炭機サポート部の

き裂の抑制対策について  

北海道電力㈱ 宮武 真悟 

13. 敦賀火力発電所取水塔クラゲ流入対策につい

て  

北陸電力㈱ 安居 慎一郎 

14. コンバインド火力発電プラントの性能管理計

算手法の開発  

中部電力㈱ 山田 康二 

15. 韓国向け最大容量の内部循環流動床ボイラの

運転実績について  

川崎重工業㈱ 大西 英文 

16.  U-KACC ボイラ初号機となる富士石油株式

会社殿向け ASP-BTG 設備の納入  

川崎重工業㈱ 土蔵 徳人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. パンタグラフダンパーを多様な型式の煙突に

適用した制震工法の開発  

東電設計㈱ 荻原 実 

18. 耐硫酸・塩素露点腐食 Cu-Sb 鋼（S-TEN）継

目無鋼管の開発  

新日鐵住金㈱ 瀧口 眞之 

19. バイオマス高混焼率運転を実現した石炭焚き

火力の計画と試運転実績  

～中山名古屋共同発電㈱名古屋第二発電所～  

中山名古屋共同発電㈱ 岡下 裕樹 

20. CO2 化学吸収技術の開発  

－豪州 PICA プラント 5,000 時間運転達成－  

㈱ＩＨＩ 崔 原栄 

21. 強制振動によるカップリング引抜時期判定手

法の開発  

太平電業㈱ 神保 圭吾 

22. 大型回転機のレーザーアライメント導入によ

る工期短縮と信頼性向上事例  

㈲ティティエス 横野 智明 

23. ECT によるボイラ管内面腐食減肉部検査技術

の開発  

三菱重工業㈱ 浦田 幹康 

24. 発電機の最新予防保全技術  

三菱電機㈱ 山田 亜佑夢 

25. 火力機器の構造・余寿命解析システムの開発 

 東北電力㈱ 遠藤 利浩 

26. 停止保管中における HRSG 伝熱管外面の腐食

対策の検討  

東京電力ホールディングス㈱ 平崎 敏史 

27. 原町火力発電所における震災復興事業・地域振

興事業への貢献について  

東北電力㈱ 氏家 俊樹 

28. 狭小取水口に適用する鋼製クラゲ回収装置を

用いたクラゲ洋上処理システムについて  

東北電力㈱ 澤口 拓也 

29. 蒸気タービン低圧段における水膜分裂挙動に

関する基礎研究  

東北大学大学院 中野 晋 

30. 海外における３００ＭＷ級の超々臨界石炭火

力の事例と蒸気タービンの紹介  

㈱東芝 エネルギーシステムソリューション社  

兼平 祐己朗 

31. 両軸駆動６５０MVA 水素間接冷却機の完成 

 ㈱東芝 エネルギーシステムソリューション社  

中村 英之 
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32. 火力発電プラント向けＩｏＴソリューション

の紹介  

㈱東芝 エネルギーシステムソリューション社  

青山 敬三 

33. 高効率大型ガスタービンの開発動向について  

シーメンス㈱ 大築 康彦 

34. 海上バイナリー発電所の建設工事事例紹介 

富士電機㈱ 浅田 洋司 

 

口頭発表 原子力 

35. 改良 EPDM 材料の高温環境特性の評価につい

て  

中部電力㈱ 杉村 卓哉 

36. ショットピーニングで付与した圧縮残留応力

の長期持続性を予測するための FEM解析手法

の開発  

(一財)発電設備技術検査協会 西川 聡 

37. 原子炉格納容器内の塗装の健全性評価におけ

る電子線照射の適用性  

(一財)電力中央研究所 加古 謙司 

38. 運転員のヒューマンエラー防止ツールの活用 

 ㈱原子力発電訓練センター 松本 好雄 

39. 配管縦割り切断装置  

関電プラント㈱ 田邉 一裕 

 

口頭発表 新技術・新エネルギー 

40. 再生可能エネルギー導入拡大に応じた離島に

おける蓄電池運用方法の検討  

沖縄電力㈱ 金城 尚吾 

41. 高密度ポリエチレン管電気融着継手の超音波

傷法による健全性確認（仮題）  

非破壊検査㈱ 田中 隆介 

42. 嫌気性 MBR を用いたハイブリッド型セレン除

去技術開発（フィールド環境での実証試験結果）  

電源開発㈱ 西村 恭彦 

43. 放射性汚染水処理吸着剤の簡易評価方法に関

する基礎研究  

東京電力ホールディングス㈱ 梅田 陽子 

44. 大崎クールジェン酸素吹 IGCC 実証プロジェ

クトの概要及び進捗状況  

大崎クールジェン㈱ 糸賀 祥治 

45. 穿孔ひずみゲージ法による残留応力測定技術

（その３）  

㈱ＩＨＩ検査計測 夏井 一樹 

46. インドネシア サルーラ発電所向け蒸気ター

ビン発電機  

㈱東芝 エネルギーシステムソリューション社  

和田 一宏 

47. 地熱向け軸流排気スプレー式復水器の開発 

 ㈱東芝 エネルギーシステムソリューション社 

 津田 将太 

ポスター発表 

１.  大阪湾および播磨湾における付着生物幼生出

現時期の実態調査（第２報） 

関西電力㈱ 奥畑 博史 

2.   石炭ボイラ用ポータブルスコープ 

関電プラント㈱ 山本 宏行 

3.   微粉炭燃焼ボイラ内のクリンカ付着量計測に

関する研究 

中部電力㈱ 成川 公史 

4.   排水中セレン濃度の簡易分析方法の開発 

中部電力㈱ 服部 雅典 

5.   ボイラ水壁管溶接部に対する超音波検査技術 

㈱日立製作所 三木 将裕 

6.   発電所冷却水系を付着生物から守るための最

新技術 

火原協 海生生物対策研究会 原 猛也 

７.  欧州における電力エネルギーの現状と課題 

   火原協 欧米における電力エネルギーおよび

環境に係る調査研究会  

田村 吉章 


