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2008年10月11日(土)より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13年目を終え

ることができました。昨年度は，2020年1月から発生した新型コロナウイルスの影響で，対面式の講義

を開催することが難しい世の中となり，受講を希望する皆様へはご期待に添えることができない年度となり

ました。定員を半数に減らすなどの対策を講じながら開催してまいりましたが，緊急事態宣言の発出に伴

い，８回の講座が休講を余儀なくされました。

ここ10年ほどで“火原協大学講座“の知名度もあがり，これまでの受講者数が延べ6,000人を超える

講座へと成長しましたので，コロナ禍を乗り越え，また定期開催できるよう取り組んでまいりたいと思いま

す。月１回の開催が定着した火原協大学講座は，年間約600名の方々に受講していただいております。

参加されている方々は開催テーマにより比率は変わるものの，20歳代から70歳代まで幅広く，また業

種

はじめに

も多岐にわたっています。様々な分野の方々に興味を持っていただ

き，有難い限りです。

また，開講当初は本部(東京)のみの開催であった大学講座も，

徐々に支部開催も始まり，各地域でも行っております。

2017年度からは沖縄電力㈱様へ出張大学講座を行い，講師を

派遣する取り組みも行っております。

これからも受講者の声を反映しながら，自己啓発や若手技術者

の育成を目指し，より喜ばれる“火原協大学講座”にできるよう，ま

い進してまいります。
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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。

本 部

北海道支部

東北支部

関東支部

中部支部

関西支部

中国支部

四国支部

九州支部

〒105-0014 港区芝2-31-15 北海芝ビル5階

〒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

〒980-8550 仙台市青葉区本町1-7-1
東北電力㈱ 発電・販売カンパニー 火力部 火力業務グループ

〒105-0014 港区芝2-31-15 北海芝ビル5階

〒450-6318 名古屋市中村区名駅1-1-1 ＪＰタワー名古屋18階
㈱ＪＥＲＡ 西日本Ｏ&Ｍ・エンジニアリング計画部内

〒530-8270 大阪市北区中之島3-6-16
関西電力㈱ 火力事業本部 火力企画部門 人財・安全推進グループ

〒730-8701 広島市中区小町4-33
中国電力㈱ 電源事業本部（火力）内

〒760-8573 高松市丸の内2-5
四国電力㈱ 火力部内

〒810-8720 福岡市中央区渡辺通2-1-82
九州電力㈱ エネルギーサービス事業統括本部 火力発電本部
火力総括グループ内

TEL：03-3769-3090

TEL：011-251-4385

TEL：022-799-6131

TEL：03-3769-3090

TEL：080-8657-5497

TEL：06-6445-6969

TEL：080-5237-2591

TEL：080-6387-2071

TEL：092-726-1731
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１．火原協大学講座について

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

法人会員様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非会員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
▪出張大学講座

講座数により変動いたしますので、お問い合わせください。
▪産業用発電設備集中講座

会員18,000円 非会員65,000円

＜参考＞本部・支部所在地
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２. 2020年度大学講座プログラム

2020年度（上期）

開催日 開催場所 分類 講座内容 時間 所属 講　師

ボイラ ボイラの基本計画と設計留意点 90 IHI 吉田　健

ボイラ ボイラの制御と運用調整 90 IHI 桂　敏夫

タービン 発電用大型ガスタービンにおける水素利用 90 三菱パワー 川上　朋

タービン ガスタービンの基本構造と保守サービス 90 三菱パワー 今北　浩司

運用 発電事業者の火力発電所における保全の取組について 90 JERA 尾山　泰彦

運用 金属材料のさび（腐食）とその防止法 90 東京電力 平﨑　敏史

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） 90
東芝エネルギー

システムズ
奥野　研一

発電機 水素冷却発電機の大容量化（基礎編） 90
東芝エネルギー

システムズ
高橋　伸二

ＩoＴ

ＩｃＴ
火力発電プラント向けIoTソリューション 90

東芝エネルギーシ

ステムズ
大熊　栄一

水処理
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]）
90 IHI 奥原　洋人

水処理
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]）
90 IHI 奥原　洋人

水処理 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） 90 三菱パワー 椿崎　仙市

水処理 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） 90 三菱パワー 椿崎　仙市

IGCC CO2分離・回収型酸素吹IGCCの特徴と開発状況について 90
大崎

クールジェン
菊池　哲夫

緊急事態宣言（新型コロナウイルス拡大防止措置）発出に伴い中止　⇒　令和３年２月２０日に延期

4.18 本　　部

緊急事態宣言（新型コロナウイルス拡大防止措置）発出に伴い中止　⇒　令和２年１１月１４日に延期

5.16 本　　部

緊急事態宣言（新型コロナウイルス拡大防止措置）発出に伴い中止　⇒　令和３年１月１６日に延期

6.20 本　　部

緊急事態宣言（新型コロナウイルス拡大防止措置）発出に伴い中止　⇒　令和２年１２月１９日に延期

7.18 本　　部

9.10 中国支部

9.12 本　　部

9.25 関西支部
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2020年度（下期）

２. 2020年度大学講座プログラム

開催日 開催場所 分類 講座内容 時間 所属 講　師

制御
現場で行われている制御を直観的に理解しよう～

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(初級編)
90

制御
プロセスを考慮したチューニングを目指す～

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(アドバンスト編)
90

水処理
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]）
90 IHI 奥原　洋人

水処理 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） 90 三菱パワー 椿崎　仙市

ＩoＴ

ＩｃＴ
ICT/クラウドを活用した発電プラントのDigitalizationとワークスタイル変革 90 三菱パワー 石垣　博康

ボイラ 産業用ボイラ 90 三菱パワー 石山　卓弘

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 三菱パワー 亀ヶ谷 行勝

制御 汽力プラントにおける制御性改善へのICT技術適用 90 三菱パワー 溝口　忠之

ボイラ ボイラの基本計画と設計留意点 90 IHI 吉田　健

ボイラ ボイラの制御と運用調整 90 IHI 桂　敏夫

運用 発電事業者の火力発電所における保全の取組について 90 JERA 尾山　泰彦

運用 金属材料のさび（腐食）とその防止法 90
東京電力ホール

ディングス
平﨑　敏史

タービン 発電用大型ガスタービンにおける水素利用 90 三菱パワー 川上　朋

タービン ガスタービンの基本構造と保守サービス 90 三菱パワー 今北　浩司

ボイラ ボイラの非破壊検査技術 90 三菱パワー 北村　雅樹

バイオマス バイオマス燃料による発電技術と国内動向について 90 電力中央研究所 市川 和芳

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） 90
東芝エネルギー

システムズ
奥野　研一

発電機 水素冷却発電機の大容量化（基礎編） 90
東芝エネルギー

システムズ
高橋　伸二

水処理
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]）
90 JERA 田鹿　元昭

水処理
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]）
90

東芝エネルギー

システムズ
寺田　慎一

緊急事態宣言（新型コロナウイルス拡大防止措置）発出に伴い中止

12.19 本　　部

1.16 本　　部

緊急事態宣言（新型コロナウイルス拡大防止措置）発出に伴い中止　⇒　令和３年１１月２０日に再延期

2.5 関西支部

2.20 本　　部

緊急事態宣言（新型コロナウイルス拡大防止措置）発出に伴い中止　⇒　令和３年１２月１８日に再延期

3.20 本　　部

11.9 中国支部

11.13 中部支部

11.14 本　　部

10.17 本　　部 横河電機 仲矢　実

10.27
中部支部

（北陸）
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３. 2020年度講座開催実績

3-1.参加者実績
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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
を年間12回開催しています。
しかしながら，2020年度は，新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言発出により,８回

の講座の中止を余儀なくされました。
支部では，中部支部（名古屋と富山）・関西支部・中国支部・九州支部において年1回以上開

催しておりますが，コロナ禍に見舞われた昨年は，九州支部講座の中止を余儀なくされました。
また，中部支部や関西支部では，コロナ禍における新たな取り組みとして，オンラインによる講座を

開催いたしました。

② 受講者数の推移

2008年から始まりました“火原協大学講座“の参加者の推移（過去10年間）は，下記のとおりです。
毎年，本部・支部併せて600名程度の方が受講されています。

※2011年（平成23年）上期－ 東日本大震災の影響で休講。
※2019年（令和元年） 下期以降 － 新型コロナウイルス感染拡大の影響で休講。



電力関係

16%

メーカー

37%

自家発

4%

工事関係

12%

新エネルギー

8%

その他

23%

2020年度 本部主催大学講座受講者 業種別
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３. 2020年度講座開催実績

➂ 受講者の業種別内訳(本部大学講座）

受講者は，電力関係，メーカーをはじめ多岐にわたっています。その他の業種では，エンジニア，
コンサルタント，システム会社，商社，I T企業関係の方々にも受講していただいています。

④ 受講者の年齢別内訳(本部主催大学講座）

受講者は，30代～50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。

20代

9%

30代

29%

40代

19%

50代

25%

60代

8%

70以上

10%

2020年度 本部主催大学講座受講者

年齢内訳
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３. 2020年度講座開催実績

3-2.ベスト講師賞

受講者アンケートの「1.理解度」「2.有益度」「3.教材」「4.進行」の総合評価から，受講者に最も好評
だった講師に送られる賞です。下期・上期から１名ずつ選出されます。

2020年度 ベスト講師賞
《上期》 《下期》

2020年9月12日 本部
「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）」

三菱パワー株式会社
（現:株式会社亀山電機)

椿崎 仙市 様

2020年12月19日 本部
「金属材料のさび（腐食）とその防止法」

東京電力ホールディングス
株式会社

平﨑 敏史 様

・海水漏洩の対応の実例を説明していただき、わかりやす
かったです。

・Excellent‼

・素晴らしい内容でした。非常に為になりました。
・配管の腐食の話が有益でした。
・腐食についての知識が少なかったので，専門的なお話をい
ただき大変参考になりました。

【受講生の声】 【受講生の声】

3-3.火原協大学講座受講者の声

2020年度開催した講座に寄せられた受講者の声（一部抜粋）を紹介いたします。

講座 ご意見

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）

・海水漏洩の対応の実例を説明していただきわかりやすかったです。

・Excellent‼

金属材料のさび（腐食）とその防止法

・素晴らしい内容でした。非常に為になりました。

・配管の腐食の話が有益でした。

・腐食についての知識が少なかったので、専門的なお話をいただき大変参考になりました。

現場で行われている制御を直観的に理解しよう

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(初級編)

・PIDに関しまして知識が全くない状況でラグビーや日常生活に例えて大まかな仕組みを

　理解することができました。

・初心者でも分かる様にという工夫が素晴らしいと思います。ありがとうございました。

・別の講座でもっと実務的なことをしてほしいです。

　本日、取り上げることのできないとおっしゃっていた内容の話を聞きたい。

・Excelのシュミレーションを楽しみにしています。

発電事業者の火力発電所における保全の

取組について

・具体例を挙げた、なぜなぜ分析が大変参考になりました。

・メンテ部門とオペレーション部門のなぜなぜ分析の具体例は参考になりました。
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４. 持続的な講座開催を支える取り組み

4-1.主な取り組み

協会の人的ネットワークから「電力会社・大手重電メーカーの技術者」を講師陣として選出し，参加さ
れる受講生にとって有益となる講座を目指しております。

■ 年２回分科会を開催し，講座テーマ・講師を選定

■ 受講者へのアンケート実施
受講者の満足度・意見・希望するテーマの集約，講師への質問窓口対応

■ 会誌への掲載（講師より掲載希望のあった講義）
会員の皆様に広く大学講座を知っていただくため，会誌にレポートを掲載して

おります。

4-2.新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応

■ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う,緊急事態宣言発令による講座の中止
2020年４月～７月，2021年１月～３月の本部大学講座を中止

■ 「三密」を避けるために，募集定員を40名から20名に縮小して開催

■ 現地ならびにオンライン併用講座の検討（2022年４月以降開始予定）
コロナ禍における新たな取組として，より多くの方にご参加いただけるよう受講者アンケートの結果を
踏まえ，現地ならびにオンラインの併用開催を検討しております。
受講者の皆さまが確実に受講できるようオンライン配信環境の整備を行い，準備が整い次第

実施予定です。
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５. 講座紹介 ※過去3年分

5-1. ボイラ

5-2. 環境・バイオマス

年度 講座名 分 講座内容 講師

2020
ボイラの基本計画と

設計留意点
90

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。このような相違を中心に，ボイラの基本計画

の考え方と設計における留意点を解説しました。

（株）ＩＨＩ

吉田　健

2019
ボイラの基本計画と

設計留意点
90

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した。

（株）ＩＨＩ

平山　功一

2019
排熱回収ボイラ

（HRSG）の概要
90

火力コンバインドサイクル発電の主要機器のひとつである排熱回

収ボイラ（HRSG）について，その役割，種類，構造，特性

などを解説しました。また，蒸気条件や蒸気用途によるボイラ型

式の違いや，世界の各メーカーによる違いなどを中心に，

HRSGの基本仕様について解説しました。

東芝エネルギー

システムズ（株）

中村　啓一

2019
ボイラの非破壊検査

技術
90

近年，火力プラントの停止期間短縮による稼働率向上のニー

ズは高く，特にボイラにおける不適合未然防止は重要な課題に

なっています。本講義ではプラント信頼性向上に貢献する非破

壊検査技術について解説しました。

三菱パワー（株）

北村　雅樹

2018
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紹介しました。

（株）ＩＨＩ

望月 靖文

2018
ボイラ本体の経年劣

化と保守
90

再生可能エネルギーの出力割合が増加する中で，ボイラは，

ベースロードから負荷追従を求められる状況となり，さらに稼働

率向上が期待されています。

ボイラの経年劣化，損傷事例を紹介し，その対策，予防保全

に対する取り組みを解説しました。

（株）ＩＨＩ

柏木　智光

年度 講座名 分 講座内容 講師

2019

排煙処理システムの

概要と設備計画の考

え方

90

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

解説しました。

（株）ＩＨＩ

木本　雅章

2019
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

注意事項などを解説しました。

（株）ＩＨＩ

大野　恵美

2018
MHPSの最新環境

装置(AQCS)
90

発電所等固定発生源からの排ガス中の規制対象物質(窒素酸

化物,硫黄酸化物,水銀,ばいじん）に対する最新の処理技術

について解説しました。

三菱パワー（株）

永井　良憲
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5-3. 蒸気タービン

年度 講座名 分 講座内容 講師

2019
蒸気タービンの基礎と

その構造
90

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，タービンとその周辺機

器の機能や特徴，タービンの信頼性向上技術等に関する基本

的な内容を解説しました。

富士電機（株）

西牧　航志郎

2019
蒸気タービンの流体

設計の基礎
90

蒸気タービンは熱エネルギー(差)を軸動力に変換する機械で

す。本講義では，火力発電用蒸気タービンを主な対象とし，そ

の流体設計の基礎的な内容を初級者向けに解説しました。ま

た，蒸気タービンの流体的な特徴，熱エネルギーを軸動力に変

換するための速度三角形設計の考え方などを解説しました。

三菱重工（株）

妹尾　茂樹

2019

蒸気タービン概論

（初級者向けの蒸

気タービン技術）

90

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した。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した。

東芝エネルギー

システムズ（株）

奥野　研一

2018

富士電機（欧州

系）蒸気タービンの

特徴

90

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）について解説しました。

富士電機（株）

池田 　誠

年度 講座名 分 講座内容 講師

2018

微粉炭焚きボイラの

灰付着障害とその対

策

90

微粉炭焚きボイラは，炭種や運転条件によって，石炭灰に起

因する灰付着障害（火炉スラッキング，後部伝熱面ファウリン

グ，硬質クリンカ生成）により，運用に支障を来たす場合があり

ます。その対策として設備面・運用面から様々な取り組みを実施

しています。本講義では，石炭灰性状を基にした灰付着障害の

予測・評価方法やクリンカ付着防止剤等の灰付着対応技術，

灰付着状況を把握する手法・技術について，発電所における

実際の取り組み内容を交えながら解説しました。

電源開発（株）

中富　仁

2018
発電所海水設備の

生物汚損とその対策
90

我が国は臨海に立地する発電所が多くあります。そこで，多量

の冷却海水取水に伴う海生生物の施設への付着に伴う生物汚

損は避けて通れない問題です。その為，生物汚損の対策（防

汚対策と呼ばれている）は発電所の維持管理上重要な課題で

すが，相手が生き物の為，その全体が見え難いとの声をよく聞

きます。本講義では生物汚損の実態と対策をわかりやすく解説し

ました。内容は付着生物群集と汚損生物の種類や生態，汚損

生物による障害内容，主要な防汚対策の解説，防汚効果の

評価等です。

日本 エヌ・

ユー・エス（株）

勝山　一朗
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5-4. ガスタービン

年度 講座名 分 講座内容 講師

2019

GTCC基本サイクルと

シーメンス社製ガス

タービンについて

90

コンバインドサイクルの基本的サイクルを重点的に解説し，富士

電機がコンバインドサイクル発電所で納入するシーメンス社製の

ガスタービンの特長について解説しました。

富士電機（株）

豊田　宏之

門脇　徹

2019

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，特徴について，他の原動機と比

較しながら解説しました。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

て解説しました。

（株）ＩＨＩ

田中　敦士

2019
大型ガスタービンの最

新開発動向
90

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した。

三菱パワー（株）

安威　俊重

2018
GTコンバインドサイク

ルプラント計画概論
90

ガスタービンを使ったコンバインドサイクルプラントの計画について，

ヒートバランスの基礎的な知識，プラントを構成する機器に関す

る基礎知識について解説しました。

東芝エネルギー

システムズ（株）

太田　行俊

2018

ガスタービンプラント

サービスにおける市場

ニーズへの対応

90

ガスタービンコンバインドサイクル（GTCC）発電設備に求められ

る高性能，高信頼性，環境性能や運用性改善など昨今の発

電市場における多様なニーズに応じ，その運営や保守も進化し

てきています。本講座では，ライフサイクルにわたって発電設備と

して競争力を維持改善するための，メーカーとしての取り組みに

ついて解説しました。

三菱パワー（株）

今北　浩司

年度 講座名 分 講座内容 講師

2019
水素冷却発電機の

大容量化と保守
90

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

内容を解説しました。

東芝エネルギー

システムズ（株）

高橋　伸二

2018 発電機励磁制御 90

発電機の運転に不可欠な励磁制御装置に関して，励磁装置

の役割・方式・特性並びに自動電圧調整装置(AVR)の役割と

構成を解説しました。更にAVRに付加される系統安定化装置

(PSS)の動作原理を通じて，電力系統の安定度の概念にも解

説しました。

三菱電機（株）

田中 誠一

2018
タービン発電機技術

（初級編）
90

タービン発電機全般の初歩的技術について解説しました。主に

基本設計の考え方，冷却システム，基本構造，技術変遷並

びに最近の技術動向などについて解説しました。

三菱電機（株）

富田 祥央

5-5. 発電機
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5-6. 制 御

年度 講座名 分 講座内容 講師

2020

現場で行われている

制御を直観的に理解

しよう

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(初級編)

90

プロセス産業の生産現場では，PID制御によりエネルギーやモノ

づくりが行われています。生産現場で行われているP動作，I動

作，D動作がどのような動作なのかを学びます。また、ノウハウ的

ではありますが、ZieglerｰNicholsの限界感度法を基にした現

場で使えるPIDチューニング方法に関しても紹介いたしました。本

講座の特長として、簡易Excelシミュレータにより視覚的にPID

制御動作を確認し，ラプラス変換などの難しい数式は使わず四

則演算程度で解説しました。PID動作とそのチューニング方法を

直観的に捉えることを目指しました。

横河電機（株）

仲矢 実

2020

プロセスを考慮した

チューニングを目指す

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(アドバンスト

編)

90

初級編では比例(P)，積分(I)，微分(D)の各動作を学び，

ノウハウ的ではありますが，フィードバック制御によって生じたと認

められる減衰振動から，その時の比例ゲイン，減衰比，振動

周期からPIDパラメータを決定することを学びました。アドバンスト

編では，制御対象のプロセスを見つめ，むだ時間あるいは遅れ

が支配的かを検討し，シミュレータによりP制御，I制御，D制

御それぞれの挙動を調べます。そこから更にPIDパラメータの調

整指針を得ることを目指しました。例外はありますが，流量・圧

力制御はPI制御，温度制御はPID制御であることを理解頂け

ます。

横河電機（株）

仲矢 実

2020
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した。また運

用性向上の例として，様々な炭種を短いサイクルで焚く場合に

適用できる制御システムや，既存設備の運用負荷幅拡大・負

荷変化率向上を行った実例も紹介しました。

（株）ＩＨＩ

桂　敏夫

2019

～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(アドバンスト

編)

90

初級編ではシミュレータを駆使し，フィードバック制御によって生じ

たと認められる減衰振動から，その時の比例ゲイン，減衰比，

振動周期からPIDパラメータを決定することを学びました。アドバ

ンスト編においては，制御対象がむだ時間あるいは遅れが支配

的かを検討し，シミュレータによりP制御，I制御，D制御それぞ

れの挙動を調べます。そこから更にPIDパラメータの調整指針を

得ることを目指しました。

横河電機（株）

仲矢 実

2019

～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(初級編)

90

一般的な制御のテキストではPID制御に関する項目はあります

が，実際のチューニングのやり方までは記載されていません。ま

た，プラントの長期安定化で製造現場ではPIDパラメータを調

整する機会も少なくなっています。本講義では，簡易Excelシ

ミュレータにより視覚的に制御動作を確認し，現場に即したPID

パラメータのチューニング方法を紹介しました。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

説しました。

横河電機（株）

仲矢 実
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5-7. 補 機

5-6. 制 御

年度 講座名 分 講座内容 講師

2019

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

90

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した。

三菱パワー（株）

堂本　和宏

2018
火力発電監視制御

システムの概要
90

火力発電所の監視制御システムを司る計算機・制御装置シス

テムの概要について，システムの変遷，最新技術の内容（最

新機種MELSEP5の特徴）を中心に解説しました。

三菱電機（株）

伊藤　文孝

年度 講座名 分 講座内容 講師

2019

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）

90

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した。

富士電機（株）

濱田　邦彦

2019
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した。また，中国市場で

需要がある1000メガワット100%容量ボイラ給水ポンプについて

紹介すると共に，同国の1000メガワット超発電向け新ボイラ給

水系の検討事例について解説しました。

（株）荏原製作所

安齋 典

2019 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

理解できる内容で解説しました。

東芝エネルギー

システムズ（株）

根本　晃
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5-8. 運 用

5-9. IoT ICT

年度 講座名 分 講座内容 講師

2019
遠隔監視センターの

動向
90

本講義では，JERAのデータ分析センターDACが調査した遠隔

監視センターの紹介（GE・MHPS）とOSI-Soft社のPiworld

（サンフランシスコ）の内容を紹介し，今後の遠隔監視セン

ターのあるべき姿を皆さんと一緒に考えていきます。

（株）ＪＥＲＡ

堀　充利

2019

火力発電所のデジタ

ル化とIoT技術の深

化

90

本講座では，JERAが新たに進めている火力発電所のデジタル

化の取り組みを紹介しました。データ分析センターDACにおける

これまでの実績に加え，IoT技術を活用した事例を解説しまし

た。

（株）ＪＥＲＡ

亀井　宏映

2019
火力発電設備の運

用・保全高度化
90

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した。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した。

三菱電機（株）

西都　一浩

年度 講座名 分 講座内容 講師

2020

発電事業者の火力

発電所における保全

の取組について

90

弊社では「設備が最適な状態であり続けること」を目指し，「不

具合の再発ゼロ」および「保全行為と時期の見極め」に取り組ん

でいます。今回は，「現場主体」で進める弊社の保全の取組内

容およびその考え方について一端を紹介しました。

（株）JERA

尾山　泰彦

2020
金属材料のさび（腐

食）とその防止法
90

金属材料の腐食による問題は様々な分野で広く遍在していま

す。本講義では，金属の腐食が発生する原因やそれらを防ぐた

めの対策を見出すために，実際に起こった事例等を交えなが

ら，腐食現象の基礎を説明しました。

東京電力

ホールディングス

（株）

平﨑　敏史

2018

金属材料のさび（腐

食）とその防止法

～腐食を学び，腐食

を知ろう～

90

金属材料の腐食による問題は，様々な分野で広く遍在してい

ます。本講義では，金属の腐食が発生する原因やそれらを防ぐ

ための対策を見出すために，実際に起こった事例等を交えなが

ら，腐食現象の基礎を解説しました。

東京電力

ホールディングス

（株）

平﨑　敏史

2018

電動機駆動回転機

の電流情報量による

設備診断技術及び

火力発電プラントへの

適用

90

電気盤に取付けた電流クランプセンサーで計測したモータ電流信

号を多重解析することにより，モータおよび回転機械の状態診

断を可能にしました。従来では，振動計測が困難な回転機械

の状態診断を，簡単・安全・正確に行うことができます。その診

断技術および診断システムについて，火力発電所設備に適用

した事例を解説いたしました。

三菱パワー（株）

森下　靖

（株）高田工業所

劉　信芳

2018
蒸気タービン補機の

保守管理
90

火力発電所における蒸気タービン補機（ポンプ，ファン，復水

器，熱交換器等）について，近年の多様化される運用形態に

応じた点検部位・検査方法などを，ユーザーとしての観点から，

実際の不具合事例を交えて解説しました。

東京電力フュエル

＆パワー（株）

内倉　隆久

2018
低圧電動機の構造と

分解点検方法
90

火力発電所構内に設置されている補機の中で，数多く使用さ

れている低圧電動機について，その動作原理から構造等をわか

りやすく解説しました。定期的に実施している低圧電動機分解

点検の基礎的な方法や注意点についても解説しました。

東京電力フュエル

＆パワー（株）

谷添　智樹
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5-6. 制御技術

5-9. IoT ICT

年度 講座名 分 講座内容 講師

2019

汽力プラントにおける

制御性改善へのICT

技術適用

90

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した。

三菱パワー（株）

溝口　忠之

2018

ICT/クラウドを活用し

た火力発電プラントの

Digitalization

90

全世界・業界を席巻するデジタル化の波は火力発電業界にも

押し寄せ，火力発電プラントにおけるデジタル化のニーズも高

まってきています。

本講義では，三菱日立パワーシステムズ㈱が火力発電向けに

提供するデジタルソリューションMHPS-TOMONIの構築を通じ

て得た，データ解析，PI System，クラウド，エッジ，サイバー

セキュリティといった様々な技術を導入，活用するベストプラクティ

ス，Lessons learnedを解説しました。

三菱パワー（株）

石垣　博康

2018
火力発電プラント向

けIoTソリューション
90

東芝は，お客様と協力して発電所の運転員・保守員に身近で

真に役立つ，発電所向けのIoT技術の適用と開発を進めてい

ます。コンセプトは「Do it with you」。目指しているのは，発電

と運用保守の経済性を向上させることです。具体的な例として，

国内で関心の高い異常徴候検知と異常検知された際のＲＣ

Ａ（原因追及分析）及び，最新のプラント性能管理などにつ

いて解説いたしました。

東芝エネルギー

システムズ（株）

大熊　栄一
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5-10. 産業用発電設備集中講座

5-6. 制御技術

講座名 分 講座内容 講師

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しました。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，

その内容について解説するとともに，関連する弊会出版物の見直し状

況等についてもご紹介いたしました。

（一社）火力原子力

発電技術協会

本多　重史

産業用ボイラにおける代表的な

損傷メカニズムと予防保全
90

産業用ボイラに求められる用途は様々であり，その使用環境の違いに

より損傷内容が異なってきます。それゆえ，注意すべき内面腐食，外

面腐食，疲労，その原因やメカニズムは様々です。当社がユーザを

通じて経験した膨大な損傷事例データより，予防保全の考え方につ

いて解説いたしました。

　三菱パワー（株）

石山　卓弘

産業用発電システムの代表的

な熱サイクルと副次的効果につ

いて
90

産業用蒸気タービン発電システムは各種工場における主電源供給設

備だけでなく，蒸気供給源として主生産設備の稼働効率に大きく寄

与しています。本講義は特徴のある主要産業（製紙システム，製鉄

システム）設備における発電システムの概要紹介と，蒸気タービンシ

ステムの熱バランスの考え方をタービンの簡単な構造的特徴を用いて

解説いたしました。

東芝プラント

システム（株）

　蓑和　昌則

産業用発電設備に使用される

中小型ガスタービンとガスエンジ

ンそれぞれの特徴と用途
90

産業用発電設備に使用される中小型ガスタービンとガスエンジンについ

て，それぞれの特徴と，それらを生かした用途について解説しました。

一例として，ガスタービンは単体での発電効率は高くないが，排熱の

利用によりトータルの熱効率を高く運用することができる。逆にガスエン

ジンは，単体の発電効率が高いが，排熱が少なくトータルの熱効率

は低くなる。その他に，起動特性，負荷追従性，部分負荷性能な

どの特性についても解説を予定しています。

（株）ＩＨＩ

原動機

田中　敦士

タービン発電機の概要 90

各種の発電に用いられる同期発電機について，その種類や構造，特

性などを解説しました。特に火力，地熱，バイオマス発電に適用され

る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，保守性の違いについて解説しました。また，オンライ

ン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い

たしました。

富士電機（株）

木村　誠



開催場所：沖縄電力株式会社　本店

タービン発電機の構造と予防保全
東芝エネルギーシステムズ株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　伸二 氏

火力発電プラントにおける水処理技術
（水に起因するトラブルと対策）

三菱パワー株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　椿崎　仙市 氏

ICT技術を活用した火力プラント向け
監視診断サービス

三菱パワー株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　遠藤　彰久 氏

金属材料のさび（腐食）とその防止法
～腐食を学び，腐食を知ろう～

東京電力ホールディングス株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　平﨑　敏史 氏

2019年
9月6日
（金）

微粉炭火力での木質ペレット利用拡大
株式会社IHI
　　　　　　　　　　　　　　　　　大野　恵美 氏

2020年
2月10日

（月）
微粉炭焚きボイラの灰付着障害とその対策

電源開発株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐藤 我枢 氏
一般財団法人電力中央研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　 若林 信行 氏

【沖縄電力株式会社 様】

2018年
3月7日
（水）

2018年
8月31日

（金）
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６. 出張大学講座のご案内

開講実績

一般社団法人 火力原子力発電技術協会 総務部 大学講座担当
Tel ： 03-3769-3090
mail ： lecture@tenpes.or.jp

出張大学講座は，法人会員様からのご依頼により，講師がご依頼企業に出向いて講義を実施いたし
ます。

① プログラム

1講座90分単位とし，ご希望に合わせてたプログラムを設定いたします。
講座で使用する資料は，協会でご用意いたします。

② 対象受講者

ご依頼法人企業に所属される方

③ 講義会場

ご依頼者様にて，ご用意をお願いいたします。
④ 費 用

基本費用には，講師謝礼・資料代等を含みます。別途，交通費及び宿泊費実費をご負
担いただきます。詳細につきましては，お問い合わせください。

《お問合せ先》


