
　

　お支払後のキャンセルの場合，ご返金はいたしかねます。講座資料の郵送またはダウンロードをもって代えさせていただきます

　

ボイラの燃焼調整
ボイラにおいて“燃焼”は，良好な性能／運用性を確保するための根幹的要素の一つです。燃料の種類やボイラ設備，経年

変化によって燃焼状態・火炎形状は様々であり，これらを制御することによってボイラの健全性を確保し，柔軟な運用が可能

となります。このための重要な手段である“燃焼調整”について，本講座で具体的に紹介します。

㈱IHI

中村　勇樹

㈱IHI

桂　敏夫ボイラの制御と運用調整
脱炭素へ向けて，火力発電所はその役割や機能を見直すことが求められています。この課題に対処するために必要となる制

御的知見を深める素地を作ることを目的として，本講座では，石炭焚き変圧貫流ボイラの制御方法の解説，および発電所

の運用性向上の事例を紹介します。

東芝エネルギー

システムズ㈱

谷　明憲

東芝エネルギー

システムズ㈱

竹内　司

火力・地熱発電所向け

DX／CPSソリューション

東芝エネルギーシステムズでは最先端のデジタル技術を活用して，お客様のエネルギーに関わるバリューチェーン，オペレーショ

ン，メンテナンス，セキュリティの付加価値向上をサポートしており，これらのサイバー技術と，プラント機器メーカとしての技術・

知見の両方を活用したCPS（サイバー・フィジカルシステム）ソリューションを，発電所向け保守・運用支援技術として提供し

ています。この講義では火力・地熱発電所向けのデジタル技術及びCPSソリューションを紹介します。

カーボンニュートラルにおける

火力発電所の蒸気タービン制御の役割

電力系統を安定に保つために，火力発電所がどのような制御をし，発電量や周波数を安定に維持しているか，その中で蒸

気タービンやガバナがどのような役割を果たしているかを紹介します。また，近年再生可能エネルギーの増加に伴い，火力発電

所にはより高度な周波数応答性能が求められており，これに対応するための運用性向上施策についても紹介します。最後に

発電所の稼働率向上，高い性能維持に向けてDE/DXを活用した取組みなどについても簡単に紹介します。

川崎重工業㈱

長谷川　卓

三菱重工業㈱

杉田　覚

三菱重工

エンジニアリング㈱

遠藤　崇彦

排煙脱硫システムの概要

脱硝装置の基礎講座

(最近の動向及び保守管理)

燃焼排ガス中の窒素酸化物の処理技術について解説します。また，最近のボイラやガスタービンの低負荷運用などのニーズ対

する考慮事項や脱硝装置の保守管理に関して紹介します。

三菱重工業㈱

三井　良晃

川崎重工業㈱

堂浦　康司水素ガスタービン発電装置について
水素は天然ガスに比べて燃焼速度が速い，可燃範囲が広い等の特性があります。本講では，ガスタービン発電装置での水

素利用における技術紹介，運用事例等を紹介します。

国内外の環境規制動向，各種脱硫装置の概要と比較，湿式石灰石膏法脱硫装置の概要について紹介します。

カーボンニュートラル社会実現に向けた

CO2回収技術の適用

- CO2回収技術に関する当社取り組みについて-

カーボンニュートラル社会の実現に向けて，三菱重工エンジニアリングでは自社の独自技術によるCO2回収，小型CO2回収

装置等を取り扱っており，当社グループ内のCO2回収関連製品の開発にも技術面などから協力しています。本講義では，当

社におけるCO2回収技術に関する取り組みを紹介します。

国際水素サプライチェーン構築に向けた

川崎重工業の活動について

川崎重工業は2010年から次世代エネルギーとして水素に着目し，水素を「つくる」「はこぶ」「ためる」「つかう」技術を培ってき

ました。本講義では液化水素の大規模海上輸送サプライチェーン構築を目指す日豪パイロット実証プロジェクトのほか，商用

化に向けた今後のスケールアップ等について紹介します。

富士電機㈱

木村　誠タービン発電機の構造と特性
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，特性などを紹介いたします。特に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説明し，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紹介いたします。

　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

　E-mail：lecture@tenpes.or.jp

　一般社団法人火力原子力発電技術協会　本部会議室 （東京都港区芝2-31-15　北海芝ビル5階)　またはリモート（Webex）

富士電機(欧州系)

蒸気タービンの特徴

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(つぼ型構造,シングルポイント軸受構造,エロージョン軽減構造など)について解説いたします。

富士電機㈱

高野　哲

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)(アドバンスト編)

一般的な制御の教科書ではPID制御の説明はありますが，チューニングのやり方までは記載されていません。本講座では，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，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す。初

級編では，フィードバック制御で生じた減衰振動からPIDパラメータを決定します。アドバンスト編では，制御対象の特長を考

察します。むだ時間あるいは遅れが支配的かを検討し，更にPIDパラメータの調整指針を得ることを目指します。

㈱横河電機

仲矢　実

申込・お問合せ先

4月13日（木） 15：00～16：45

5月20日（土） 13：00～17：00

6月17日（土） 13：00～17：00

7月22日（土） 13：00～17：00

8月19日（土） 13：00～17：00

9月9日（土） 13：00～17：00

令和５年度上期

火原協大学講座は，「協会会場」ならびに「リモート」のハイブリッド開催を実施しておりますので，ご都合に合わせてご自由にお選びください。

リモートは，Cisco Webexを利用いたします。また，皆様からご要望のありました平日開催の４月試行を予定しております。

お申込方法等の詳細は，次ページ以降に記載しておりますのでご一読いただき，みなさまのご参加をお待ちしております。

会 場

キャンセルについて

4月14日（金） 15：00～16：45

9月10日（土） 13：00～17：00

ハイブリット開催

～リモート参加出来ます～



4/13

(木)

4/14

(金)

8/19

(土)

開催日 講　座　名 講師(敬称略） プロフィール

専門は火力発電プラント。2002年に㈱IHIに入社，国内外の新設発電所用ボイラの

制御・計装設計や既設プラントの改造工事など，種々の案件に従事。これらを通じて，

ドラムから変圧貫流型，また自家発向けから事業用向けの様々なタイプのボイラプラント

を経験し，ボイラの制御に関する知見を深めた。現在は，バングラディシュ向け石炭火

力発電所の新設を担当するかたわら，ボイラ制御技術の高度化に関する社内のワーキ

ンググループで活動している。

ボイラの燃焼調整
㈱IHI

中村　勇樹

専門は火力発電プラントの基本設計。2013年に㈱IHIに入社し，主に新設石炭火力

ボイラの試運転に従事，変圧貫流ボイラの補機単体試運転から引き渡しまでの総合試

運転を経験した。2020年より現在の基本設計へ移籍し，主に海外向け既納ボイラへ

の運転評価や機能性向上・脱炭素へ向けた改造検討・提案をしている。現在は主に海

外の脱炭素化へ向けたアンモニア導入提案・検討をしている。

ボイラの制御と運用調整
㈱IHI

桂　敏夫

5/20

（土）

カーボンニュートラルにおける

火力発電所の蒸気タービン制御の役割

東芝エネルギー

システムズ㈱

谷　明憲

1996年に東芝府中工場に配属となり，最初は新設コンバインドサイクルプラントのDCS

設計に従事。8年後に本社技術部所属となり，計測制御全般のエンジニアリング業務

を担当。特に石炭焚き火力発電所のボイラ制御やタービン制御，コンバインドサイクルの

HRSG等の調整制御を担当し，サイトの調整業務にも参画。また技術企画部門にも在

籍し，水素・再エネ関連，再エネ増加に伴う火力発電の運用性向上，火力発電の

IoT検討にも携わり，その後は，火力発電・建設情報制御部門のマネジャーとして現在

に至る。

火力・地熱発電所向け

DX／CPSソリューション

東芝エネルギー

システムズ㈱

竹内　司

専門は火力発電プラント技術及びこれらに関わるIoT技術である。鉱山・建設機械メー

カでのサービスオペレーション担当及びコンディションモニタリング技術担当を経て，㈱東芝

（現：東芝エネルギーシステムズ㈱）に2014年入社。オセアニア地域の火力・地熱発

電所向けタービン機器更新及び保守に係るエンジニアリング業務に従事した後，2020

年よりNEDO事業「石炭火力の負荷変動対応技術開発」のプロジェクトマネージャーに

従事し，現在に至る。

三菱重工業㈱に2000年に入社以来，排煙脱硫装置(湿式石灰石膏法)，

IGCC(ガス精製設備)に関する開発及び基本設計を担当。この業務を通じて石炭焚き

の火力発電プラントを経験し，エネルギーに関する知見も持つ。2018年1月1日より三

菱重工のグループ会社である三菱重工エンジニアリング(株)に休職派遣し，CO2回収

設備に関する開発に従事し，現在に至る。

7/22

（土）

6/17

（土）

排煙脱硫システムの概要
三菱重工業㈱

杉田　覚

国際水素サプライチェーン構築に向けた

川崎重工業の活動について

川崎重工業㈱

長谷川　卓

2014年入社以来水素プロジェクトの事業開発に従事。2020年から二年開欧州駐在

を経て2022年4月より現職。エネルギー全体について調査・従事経験があり，水素にか

かわらずエネルギーに関して知識を保有。

水素ガスタービン発電装置について

脱硝装置の基礎講座

(最近の動向及び保守管理)

三菱重工業㈱

三井　良晃

2005年旧BHKに入社。入社後，湿式脱硫装置，脱硝触媒の研究開発を経験。

2015年より脱硝触媒の設計業務に携わる。2017-2020年には海外休職派遣でエン

ジニアとして触媒の拡販業務に従事(赴任先：ドイツ)。再び脱硝触媒の設計業務に従

事し現在に至る。

令和５年度上期  　火原協大学講座講師紹介

川崎重工業㈱

堂浦　康司

1997年川崎重工業㈱入社。産業用ガスタービン燃焼器の低NOx化や運用フレキシビ

リティ向上の開発，製品改良等の業務に従事。近年は水素焚きガスタービン燃焼器等

の開発とりまとめ。

9/9

（土）

タービン発電機の構造と特性
富士電機㈱

木村　誠

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Ｐ

ＩＤ制御とチューニング

(初級編)(アドバンスト編)

㈱横河電機

仲矢　実

1986年3月慶応義塾大学工学研究科修士課程修了。

1986年4月横河北辰電機(現．横河電機)入社。プラントシミュレータの応用研究に

従事。

2010年4月よりシステム事業へ異動。現実と仮想を融合した新オペレーションシステム・

ミラープラントを事業化。

2018年6月R&Dに異動。DXを活用したプラント自動運転などの研究に従事。

2020年より東京工業大学非常勤講師。

2002年電気科学技術奨励賞(オーム技術賞)，2013，2020年計測自動制御学

会(SICE)技術賞受賞。

1994年富士電機㈱入社。主にタービン発電機などの大形回転機の開発，設計に従

事。製品設計の他，電磁界解析による損失・温度の計算および熱流体解析による通

風冷却技術開発の経験があり，回転機のJEC(ジェック)規格改正および電気学会調

査専門委員会等への参画，発表に携わる。現在，電気学会回転機技術委員会委

員。

富士電機(欧州系)

蒸気タービンの特徴

富士電機㈱

高野　哲

2006年，富士電機㈱に入社。

以降，火力発電用並びに地熱発電用蒸気タービンの構造設計に従事。

三菱重工業㈱に1991年に入社以来，国内海外の総合排煙処理システム

(AQCS)，排煙脱硫装置の計画・建設・試運転引渡し迄一貫して従事。総合環境プ

ラントメーカーとして脱硫無排水化装置や，排煙脱炭酸装置などのプロセスも経験し，

これらAQCSの周辺技術についても幅広い知識を持つ。三菱日立パワーシステムズ㈱，

三菱パワー㈱を経て現在三菱重工業㈱に在籍中。

カーボンニュートラル社会実現に向けた

CO2回収技術の適用

- CO2回収技術に関する当社取り組み

について-

三菱重工

エンジニアリング㈱

遠藤　崇彦



お支払方法 お支払い期限

4月13日(木)

4月14日(金)

5月20日(土) 3/20～4/28 5/2

6月17日(土) 4/20～5/26 6/2

7月22日(土) 5/20～6/30 7/7

8月19日(土) 6/20～8/3 8/10

9月9日(土) 7/10～8/18 8/25

※参集時の会場

　　〒105-0014

　　　東京都港区芝２－31－15 北海芝ビル５Ｆ

　　　　(一般社団法人)火力原子力発電技術協会 本部会議室

　　　　TEL: 03-3769-3090(代表)

　申込先

　　協会ホームページ

　　https://www.tenpes.or.jp/lecture/

　　E-mail: lecture@tenpes.or.jp

2/20～3/26 3/31

協会ＨＰからの申込方法 申込期間
受講料のお支払い

協会ＨＰ「講座・講演会」から

ご希望の参加方法（「協会会

場」または「リモート」）を選択し

て申込

協会会場，リモートとも，

受付確認メール記載の

口座へ振り込み

【土曜開催】

時間：13:00～17:00

定員：協会会場：同上

受講料：個人会員：2,000円／法人会員：8,000円

受講方法：同上

【平日開催】

４月13日

４月14日

時間：15:00～16:45

定員：協会会場：20名／リモート：60名

受講料：個人会員：1,000円／法人会員：4,000円

受講方法：協会会場 ・当日会場(※)へ参集

・資料は机上に配布

リモート ・入金確認後ご案内するメールに記載のWebexのURLに接続

・資料は開催日近くにご案内するメールに記載の場所からダウンロード

令和５年度上期

皆様からご要望のありました，火原協大学講座の平日開催の４月試行を行います。

時間と金額が土曜開催とは異なりますので，お間違えの無いようご確認の上，お申込み願います。


