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三菱パワー㈱

森　 康

　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)

石炭火力の負荷変動対応技術
自然変動電源（太陽光・風力）の導入が拡大する中，電力の需給バランスを維持し周波数を安定化するために，火力発

電等による調整力の一層の確保と信頼性・運用性の向上が求められています。これらのニーズに対応する石炭火力発電にお

ける弊社での取り組みについてご紹介します。

発電プラントにおける

制御性機能高度化へのアプローチ

GTCCプラント・汽力プラントの制御は，近年の電力事情を背景に，運用性・制御性改善への高度・高機能なニーズが高ま

りを見せています。この課題を解決する為の制御機能高度化のアプローチを具体的な実例を交えて解説します。

三菱パワー㈱

溝口　忠之

三菱パワー㈱

江守 大昌

高効率バイオマス専焼CFB

回収ボイラ

近年カーボンニュートラルな発電用燃料としてバイオマスが注目されています。バイオマスを利用するボイラの中から代表的なものとし

て，主に木質ペレットやPKS（Palm Kernel Shell）などを利用する高効率な再熱循環流動層ボイラ（CFB）と，製紙工場で

黒液と呼ばれる燃料（パルプ製造プロセスの薬品であるナトリウムを多量に含む木質由来）を燃焼させて高温高圧の蒸気を発生

させると共に，ナトリウムを再利用するために回収するソーダ回収ボイラの2種類のボイラの特徴について解説します。

火力発電監視制御システム

の概要

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を解説します。主に，システムの変遷，最新技

術の内容（PLCを用いた機種の紹介や適用事例）を中心に解説します。

三菱電機㈱

芹澤　佑樹

プラント設備の運用・保全高度化

ソリューション

プラント運用事業者様向けに情報技術，ビッグデータ，AIなどの観点から設備保全を高度化する当社のIoTプラットフォーム

「INFOPRISM」を活用した異常兆候監視システムや遠隔監視システム，現場点検支援システムなどのソリューションシステム

について解説します。

㈱JERA

堀　充利遠隔監視センターの動向
本講座では，JERAのデータアナライジングセンター（DAC）が調査した遠隔監視センターの紹介と，DACのデータ活用事例

をご紹介し，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議論していきたいと思います。

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，

併せて解説します。

水素冷却発電機の大容量化

（基礎編）

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。近年は更に大容量の水素間接

冷却発電機が開発されており，固定子コイル水冷却発電機と比較し，保守が容易な水素冷却発電機が今後も増加すると

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の基本的な内容を紹介します。

火力発電所のデジタル化

と保全の取り組みについて

本講座では，JERAが現在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す。データアナライジングセンター

（DAC）におけるこれまでの実績に加え，様々な事例をご紹介します。

㈱JERA

松田　孝宏

東芝エネルギー

システムズ㈱

奥野　研一

東芝エネルギー

システムズ㈱

高橋　伸二

蒸気タービン概論
（初級者向けの蒸気タービン技術）

東芝エネルギー

システムズ㈱

根本　晃

給水加熱器および

脱気器の機能と構造

給水加熱器は，復水器で凝縮した復水をタービン抽気蒸気を熱源として加熱し，ボイラに給水することで，プラント熱効率を

向上させます。脱気器は低圧と高圧の給水加熱器の間に位置し，ボイラ給水中の酸素を脱気します。本講座では，給水加

熱器と脱気器の機能や構造，基礎原理について，初級者の方にも理解できる内容で紹介します。

三菱電機㈱

谷　宏幸

ターボポンプの種類，構造，性能などポンプを取り扱う上で必要となる基礎について解説します。また，ポンプを運用する上で

重要な保守の要点やIoT振動センサを活用した状態監視事例についても紹介します。

三菱パワー㈱

川上　朋

三菱パワー㈱

今北　浩司

ガスタービンの基本構造

と保守サービス

ガスタービンコンバインドサイクル（GTCC）発電設備は，燃焼ガス温度を高温化することにより高効率化を図っています。本

講座では高温化へ対応するためのガスタービンの構造，及び部品使用環境の厳しさに応じた定期点検の方法について紹介し

ます。

発電用大型ガスタービン

における水素利用

低炭素社会実現に向けて，2020年以降の水素インフラ導入期に高効率天然ガス焚きコンバインドサイクルに水素を導入し

ます。水素は天然ガスと比較し，逆火現象発生リスク等を伴うが，弊社J形ガスタービンに搭載されているDryLowNOx燃焼

器を改良し，水素混焼率30%検証に成功。水素混焼燃焼器および2030年以降の水素インフラ成熟期を想定した水素

専焼燃焼器の燃焼技術について紹介します。

㈱酉島製作所

大庭　弘靖ターボポンプの基礎と保守

令和３年度下期

本講座では,火力・原子力技術者、研究者等を対象に,興味がわくテーマを選択し,当協会の人材ネットワークから選出した講師陣による,わかりやすい講義を提供することを

目指しております。初心者の方には分かりやすく,リピーターの方には最新情報のご提供を心掛けております。

申 込 方 法

申込・お問合せ先

受講料支払方法

10月16日（土） 13：00～17：00

11月20日（土） 13:00～17:00

12月18日（土） 13:00～17:00

1月15日（土） 13:00～17:00

2月19日（土） 13:00～17:00

9月12日（土） 13:00～17:00

定員：20名 個人会員：2,000円 法人会員：8,000円 申込締切 ： 11月12日（金）

定員：20名 個人会員：2,000円 法人会員：8,000円 申込締切 ： 10月8日（金）

定員：20名 個人会員：2,000円 法人会員：8,000円 申込締切 ： 12月10日（金）

定員：20名 個人会員：2,000円 法人会員：8,000円 申込締切 ： 1月7日（金）

会 場

3月12日（土） 13:00～17:00

定員：20名 個人会員：2,000円 法人会員：8,000円 申込締切 ： 2月11日（金）

定員：20名 個人会員：2,000円 法人会員：8,000円 申込締切 ： 3月4日（金）
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10/16

（土）

10/8

（金）

給水加熱器および

脱気器の機能と構造

ターボポンプの基礎と保守

1998年三菱重工業㈱に入社。専門はガスタービン燃焼器設計。以降，F形ガスター

ビン／G形ガスタービン等　大型ガスタービンの燃焼器開発に携わる。2015年より水素

ガスタービン燃焼器開発に従事し，水素混焼・専焼燃焼器開発を手掛ける。主席技

師として現在に至る。

ガスタービンの基本構造

と保守サービス

三菱パワー㈱

今北　浩司

大型ガスタービンの製造拠点である高砂工場にて，入社以来ガスタービンコンバインド

サイクルプラントのサービス業務に携わり，保守・運転におけるサービスサポート，新規

サービスメニューの開発，長期メンテナンス契約のプログラムマネジャーなどを務める。現

在は当社製ガスタービンの信頼性向上プログラムならびに海外サービスプロジェクトを担

当。

プロフィール

東芝エネルギー

システムズ㈱

根本　晃

㈱酉島製作所

大庭　弘靖

1986年㈱東芝に入社。コンバインドサイクル・火力・原子力・地熱向けなど，タービン

発電プラント用の各種熱交換器の研究開発および設計に従事。

1994年4月 ㈱酉島製作所に入社し，主に研究開発部において製品開発や要素技

術開発に従事。2018年4月から東京産業技術部において営業部門に対する技術支

援業務に従事。

11/20

（土）

11/12

（金）

発電用大型ガスタービン

における水素利用

三菱パワー㈱

川上　朋

2/19

（土）

㈱東芝に入社以来，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。

水素冷却発電機の大容量化

（基礎編）

東芝エネルギー

システムズ㈱

高橋　伸二

1977年㈱東芝に入社。原子力及び国内火力発電所向けタービン発電機の詳細設

計，並びに改修設計に従事。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主に担当。1990年代後半か

らは，他社製の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っている。

1/15

（土）

1/7

（金）

12/18

（土）

12/10

（金）

蒸気タービン概論

（初級者向けの蒸気タービン技術）

東芝エネルギー

システムズ㈱

奥野　研一

火力発電所のデジタル化

と保全の取り組みについて

㈱JERA

松田　孝宏

3/12

（土）

3/4

（金）

高効率バイオマス専焼CFB

回収ボイラ

三菱パワー㈱

江守 大昌

1993年三菱重工業㈱に入社以来，主に中小型ボイラの計画から試運転・引き渡し

までを担当。一時期は汽力発電プラント全般の基本計画も担当し，現在は大型事

業用・中小型産業用両方のボイラの見積計画から受注後の基本計画までを担当。海

外駐在も経験。

石炭火力の負荷変動対応技術
三菱パワー㈱

森　 康

三菱重工業㈱に入社し研究所にて伝熱研究に従事。その後，新発電プラントの机上

検討，テストプラント建設運用などの技術開発に携わる。本社に移動し，新製品およ

び新技術の開発マネジメント業務を経て，新エネルギー導入促進協議会，

JCOAL(現在の石炭フロンティア機構)に出向の後本社に戻る。現在，石炭火力発

電の技術開発業務を担当。

1994年東京電力㈱入社。入社以来，主に火力発電所・建設所の計装／制御設

備の設計・メンテナンス・試運転・新技術導入を行い，2020年4月よりデータアナライ

ジンセンター（ＤＡＣ）にて，JERA及びお客様の火力発電所設備に対する予兆監

視サービス業務を担務。

遠隔監視センターの動向
㈱JERA

堀　充利

1997年東京電力㈱入社。石炭火力建設所における制御設備の詳細設計や試運

転を行った。2018年７月よりデータアナライジングセンター（DAC）IoT運用Gにて，

ＤＡＣシステム保守やＩｏＴ技術の活用を検討している。

2/11

（金）

発電プラントにおける

制御性機能高度化へのアプローチ

三菱パワー㈱

溝口　忠之

1990年三菱重工業㈱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㈱向け火力発電所制御システム更新工事，東北電力㈱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。

火力発電監視制御システム

の概要

三菱電機㈱

芹澤　佑樹

2012年三菱電機㈱に入社。主に事業用火力発電所向けの監視制御システムの計

画・設計業務に従事した後，2年間社外出向を経験。出向中には，石炭火力発電

所付帯設備向けのブロック図設計業務を担当。出向復帰後は，主に発電所付帯設

備や水力発電所向けの監視制御システムの計画・設計業務に従事。

プラント設備の運用・保全高度化

ソリューション

三菱電機㈱

谷　宏幸

2009年三菱電機㈱（電力システム製作所:神戸市）に入社。専門は火力発電プラ

ント監視制御システム開発。2009年より火力プラント監視制御システムの開発，設

計に従事。2017年よりIoT技術を活用した設備保全ソリューションの開発，設計に従

事し現在に至る。


