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口頭発表 火力 

１.  排煙脱硫装置における噴霧乾燥技術を利用した

無排水化技術の開発 

大川原化工機㈱ 古川 和邦  

２.  レーザー技術を用いたタービン・ボア芯出し工

程 

プルーフテクニック㈱ 井村 圭 

３.  溶接施工法及び溶接士技能における溶接方法の

区分の見直し 

(一財)発電設備技術検査協会 大石 勇一 

４.  石油残渣系固体燃料焚きボイラ（U-KACC 

ボイラ）の計画と運転実績 

川崎重工業㈱ 伊勢田 均 

５.  壁面走行ロボットによる遠隔探傷技術 

非破壊検査㈱ 吉江 和晃 

６.  超音波肉厚モニタリングシステムによるプラン

ト保全のスマート化 

非破壊検査㈱ 田中 隆介  

７.  蒸気系配管の化学洗浄における水蒸気酸化スケ

ール溶解効率向上に関する取組み 

 九州電力㈱ 古江 敏彦 

８.  深層学習による高クロム鋼配管溶接部の損傷評

価  

関西電力㈱ 木津 健一 

９.  火力発電所用プラント運転・監視システムの最

新技術 

 東芝エネルギーシステムズ㈱ 大滝 裕樹  

10. レーザ計測による定検工期短縮新工法開発 

 東芝エネルギーシステムズ㈱ 村上 雅規 

11. 西名古屋火力発電所 7 号系列総合運開と採用技

術  

東芝エネルギーシステムズ㈱ 渡邉 聡十朗 

12. 717MVA 高効率タービン発電機の完成と実証

試験結果 

東芝エネルギーシステムズ㈱ 今井 岳彦 

13. 石炭火力発電所における脱硫排水中ＣＯＤの低

減対策  

㈱四国総合研究所 平賀 由起 

14. 高クロム鋼溶接部 TypeⅣクリープボイド検出

方法の提案  

東北発電工業㈱ 相澤 威一郎 

15. 煙道アンモニア注入による排ガス中の SO3 削

減  

中部電力㈱ 金森 道人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  富山新港火力発電所２号機ガス焚き改造工事の

概要  

北陸電力㈱ 堀田 良和 

17. 火力発電設備保守の省力化・高度化に向けた無

線センサネットワークとエナジーハーベスタの

開発  

(一財)電力中央研究所 西ノ入 聡 

18. コストを抑えた生物系廃棄物の臭気対策  

関西電力㈱ 奥畑 博史 

19. 火力発電所排ガス処理設備の新規防食技術とし

ての耐酸性反応性塗料  

㈱京都マテリアルズ 山下 正人 

20. A-USC の給水水質に関する基礎検討  

㈱日立製作所 廣田 守 

21. 機動性に優れる広負荷帯高効率ガスタービン複

合発電システムの検討  

(一財)電力中央研究所 高橋 徹 

22. 中性除錆剤ラストバルチャーによるスケール洗

浄技術紹介  

共栄社化学㈱ 植田 篤斉 

23. 3t/日石炭ガス化研究炉を用いた O2/CO2 吹き

石炭ガス化特性の把握  

(一財)電力中央研究所 木戸口 和浩 

24. 石炭火力発電を対象とした微粉炭/アンモニア混

合燃焼技術の開発  

㈱ＩＨＩ 伊藤 隆政 

25. 149MW バイオマス高混焼発電プラントの計画

と試運転実績～日本製紙石巻エネルギーセンタ

ー㈱雲雀野発電所 1 号発電設備～ 

 ㈱ＩＨＩ 伊藤 駿 

26. 高熱通過絶縁を適用した水素間接冷却タービン

発電機の開発とサービスへの展開  

三菱日立パワーシステムズ㈱ 高橋 和彦 

27. 微粉炭バイオマス高混焼率火力発電設備の運転

実績  

三菱日立パワーシステムズ㈱ 横山 康 

28. 発電用大型ガスタービンにおける水素利用  

三菱日立パワーシステムズ㈱ 川上 朋 

29. 排熱回収ボイラ高圧節炭器管における配管減肉

モニタリング  

東京電力ホールディングス㈱ 平崎 敏史 

30. ガスタービン油圧制御装置の作動油劣化評価  

東京電力ホールディングス㈱ 古橋 幸子 
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31. 再エネ拡大で注目される火力発電の柔軟性-

APPF 報告- 

 電源開発㈱ 中山 寿美枝 

32. 連続肉厚測定が可能な超音波探触子の耐熱性向

上および遠隔測定装置の開発  

東京電力ホールディングス㈱ 酒井 裕介 

33. カルボン酸アミン塩による非ヒドラジン系ボイ

ラ水処理の適用事例  

内外化学製品㈱ 近藤 佑介 

34. 苫東厚真発電所 ボイラ保守技術高度化に向け

た取り組みについて 

北海道電力㈱ 津山 隼輔 

35. 灰汚れ評価「灰の膠着度」の亜瀝青炭への適用 

㈱IHI 検査計測 知惠 賢二郎 

36. 世界最高効率プラントに適合したコンバインド

サイクル発電所向け復水器 ～西名古屋火力発

電所第７号系列コンバインド発電設備～ 

東芝エネルギーシステムズ（株） 齋藤 亨栄 

37. 東京電力 データ分析センター（DAC）によるリ

モート監視と常陸那珂火力における取り組みに

ついて  

東京電力フュエル＆パワー㈱ 亀井 宏映 

38. 『火力発電プラントにおける水質管理ハンドブッ

ク』の発行 

 三菱日立パワーシステムズ㈱ 椿﨑 仙市 

39. 台風の位置と碍子汚損量上昇の関係について  

九州電力㈱ 上田 成彦 

40. 西名古屋火力発電所の建設工事および試運転状

況について  

中部電力㈱ 伊藤 光秀 

41. 能代火力発電所１号機排煙脱硫装置吸収塔ミス

トキャッチャーの差圧上昇抑制対策について 

東北電力㈱ 佐藤 優 

42. 酸素処理法適用ボイラにおける化学洗浄の課題

と対策  

東北電力㈱ 森井 隼 

 

口頭発表 原子力 

43. 超音波探傷技術者に対する探傷技量訓練の有効

性検討  

(一財)発電設備技術検査協会 平澤 泰治 

44. 九州電力㈱川内原子力発電所 2 号機ＳＧ取替に

ついて  

九州電力㈱ 中原 弘 

45. 川内原子力発電所１号機における２次系統高ｐ

Ｈ運転の適用について 

九州電力㈱ 出原 和幸 

 

口頭発表 新技術・新エネルギー 

46. 環境にやさしいスマートな切断手法の提案につ

いて  

四電エンジニアリング㈱ 一宮 礼人  

47. Grade91 の超大型粉末焼結部品の HIP-ニアネ

ット成形 

 シモダフランジ㈱ 浦川 博史 

48. アンモニアを利用した発電プラントからのＣＯ

２削減技術 

㈱ＩＨＩ 須田 俊之 

49. CO2 化学吸収技術の実証 －豪州ＰＩＣＡプラ

ントによる運転検証－ 

㈱ＩＨＩ 梶倉 翔  

50. 大崎クールジェン酸素吹 IGCC 実証プロジェク

トの進捗状況 

大崎クールジェン㈱ 三沢 信博 

51. マイクロ波を用いた石炭灰ゼオライト合成に関

する基礎研究 

東京電力ホールディングス㈱ 梅田 陽子 

52. 火力発電プラント異常兆候検知システム 

三菱電機㈱ 齊藤 正裕 

53. 山川バイナリー発電所の建設工事事例紹介 

富士電機㈱ 小山 弘 

ポスター発表 

１.  石炭灰の環境安全性の簡易・迅速評価技術 ～灰

中ホウ素の新規測定装置の開発～ 

(一財)電力中央研究所 正木 浩幸 

２.   七尾大田火力発電所 揚運炭設備ベルトコンベ

ヤ温度監視装置設置について 

北陸電力㈱ 田中 裕之 

３.   平成 30 年度版の「火力発電所における海生生

物対策実態調査報告書」について 

火原協 海生生物対策研究会 飯淵 敏夫 

４.   EHC 制御油固化処理方法の改良 

㈱テクノ中部 菊池 弘樹 

５.   復水脱塩運転におけるアンモニア形転換時の水

質評価について 

栗田工業㈱ 廣瀬 眞美 

６.  格納容器内線量率分布評価ツールの放射線解析

自動化  

中部電力㈱ 稲垣 博光 

７.  廃炉における小口径配管内面除染のための切断

方法に関する研究 

若狭原子力技術シニアコンサルティング㈱ 

肥田 善雄 

８.  レーザ光を用いた浜岡原子力発電所における風

向風速観測の試行（その２） 

中部電力㈱ 辻 建二 


