
　

　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

　

　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　FAX：03-3769-3093

　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）

火力発電、地熱発電設備の

蒸気タービン発電機及び

付帯設備の制御概要

火力発電、地熱発電プラントの蒸気タービン発電機の制御、インターロック及びプラントの自動化制御を実現するための制御シ

ステム構成と、どのように制御されているのかを解説します。

富士電機㈱

岩崎　光男

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

島添　道裕

遠隔監視センターの動向

クラウドを活用した遠隔監視、

データ活用の実務について

本講座では、JERAにおけるデジタルパワープラントへの取り組みとして、発電所の遠隔監視やプラントデータ活用の事例を紹介い

たします。また、クラウドを活用したデータ分析の課題とそれらをどう解決してきたかについて、システム運用実務者の目線で解説し

ます。

㈱JERA

佐藤　孝洋

東芝エネルギー

システムズ㈱

長谷川　達也

水素冷却発電機の大容量化と保守

（基礎編）

2050年カーボンニュートラル達成に向け、再生可能エネルギー比率が増加する一方、安定な系統運用の観点からは、慣性を

提供する回転体、相対的に高効率である水素冷却発電機は、その運用の変化とともに引き続き重要な位置づけを担う。本講

義では、水素冷却発電機の大容量化を実現する技術と保守の重要性について紹介します。

GTCCのタービンメンテナンス管理において,デジタル技術を用いて作業効率化、安全・品質への寄与が期待できるアプリケーショ

ン開発の取組みを紹介します。デジタル技術と当社が持つタービンメンテナンスの経験を組み合わせる事で、従来には無かった付

加価値を生み出す事を目指しています。

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、現在水素焚き燃焼器を開発中。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%検証に成功しており、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。

蒸気タービン概論

（初級者向けの蒸気タービン技術）

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，

併せて解説いたします。

東芝エネルギー

システムズ㈱

奥野　研一

三菱重工業㈱

太田　督

三菱重工業㈱

江川　拓

GTCCメンテナンスに対する

デジタル技術適用

（一財）

電力中央研究所

野方　靖行

（公財）

海洋生物

環境研究所

原　猛也

海水系統設備の防汚等、

海生生物対策技術

１）発電所取水設備と汚損問題概論；設備のどこにどんな問題を生じてきたかその対策の歴史

２）付着生物の生活史、生態の基礎；汚損生物の種類、生活史、生態

３）汚損対策概論①現行の対策とその留意点；塩素注入、防汚塗料、鉄注入、クラゲネット、産廃など

４）汚損対策概論②新技術の適用と限界；”火力原子力発電”に掲載したシリーズ記事の解説

ボイラの機能改善
カーボンニュートラル社会を目指した石炭火力発電へのバイオマス・アンモニア燃料の利用，OPEX削減を目指したAIの適用や

データ評価技術，再生エネルギーとの需給バランスを目指した運用高度化について紹介します。

㈱IHI

奥村　知洋

㈱IHI

小関　隆太郎ボイラの基本計画と設計留意点
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す。

申込・お問合せ先

10月15日（土） 13：00～17：00

11月19日（土） 13：00～17：00

12月17日（土） 13：00～17：00

1月21日（土） 13：00～17：00

2月18日（土） 13：00～17：00

3月18日（土） 13：00～17：00

令和4年度下期

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、ご都合に合わせて協会会場またはリモートでの

受講を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。

お申込方法等詳細は，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



（ＦＡＸ番号：03-3769-3093）　

主催：一般社団法人　火力原子力発電技術協会　

西暦 20 年 月 日

（年齢：　　　　　歳） 別紙　申し込み方法をご参照ください。

※特に記載のない場合は「会社（団体）名」＋「参加者氏名」となります。（法人会員様）

令和4年度下期  　火原協大学講座参加（協会会場・リモート）FAX申込書

お申込日
勤務先名

会員番号

所 　属
フリガナ

氏　　 名
勤務先住所

〒

受講料支払い方法

TEL 備　　考

(事務局への連絡事項等）受 講 歴 　　　　　　　　　　　　初受講　　　　　　　　　受講歴あり

連絡先
E-mail

領収証・請求書

宛   名

プロフィール

2017年㈱IHI入社。主に国内産業用および海外向けボイラプラントの基本計画に従

事。受注前の提案活動に始まり，ボイラプラントの基本設計および性能試験の遂行業

務に携わり，現在に至る。

㈱IHI

奥村　知洋

専門は火力発電プラント。入社以来，主に海外向け新設ボイラの見積～基本計画お

よび現地試運転/性能試験対応を中心に幅広く従事してきた。

2020年より既設ボイラの改造基本計画Grに移り，石炭・油・ガス燃料問わず，既設

ボイラの機能改善に向けた改造基本計画を実施している。

10/15

（土）

8/20

～9/26

ボイラの基本計画と設計留意点
㈱IHI

小関　隆太郎

ボイラの機能改善

申込
開催

日

申込

期間
講　座　名 講師(敬称略）

海水系統設備の防汚等、

海生生物対策技術
11/19

（土）

9/20

～

10/31

2010年に三菱重工業㈱に入社。

製造部およびサービス技術部において、プラントメンテナンス業務の改善業務に従事。

2018年以降、現場作業管理へのデジタル技術の適用に関する取組みに従事。

専門は天然物化学、海洋無脊椎生物学。（一財）電力中央研究所に1998年に入

所後、発電所の冷却水系の生物付着に伴う汚損や防汚対策に関する研究に従事。

2004年にフジツボの付着阻害物質の探索に関するテーマで学位取得。付着を制御す

る化学物質や表面構造の防汚対策への利用検討や遺伝情報を用いた付着生物の検

出技術開発を主として研究している。

（公財）海洋生物

環境研究所

原　猛也

専門は、「水産資源学」。長年、海の環境が専門の研究機関に所属し、魚類の行動や

汚損対策の環境影響評価調査に従事。今回は、講義2コマ目、汚損対策概論①およ

び②を担当する。（公財）海洋生物環境研究所フェロー、（一社）火力原子力発電

技術協会技術アドバイザー、日本付着生物学会副会長、姫路エコテック㈱顧問、東京

大学大学院非常勤講師、北里大学非常勤講師、福島県、千葉県、宮城県、東京都

などの委員を歴任。

（一財）

電力中央研究所

野方　靖行

発電用大型ガスタービンにおける

水素利用

三菱重工業㈱

江川　拓

2010年に三菱重工業㈱入社し、大型ガスタービンの低NOx燃焼器の開発及び現地

(国内、北米等)で燃焼器調整業務に従事、2020年には最新鋭ガスタービン501JAC

シリーズの開発及び実証発電設備の試運転に参画。その後は水素燃焼器の開発担当

となり、現在に至る。

1/21

（土）

11/20

～1/2

12/17

（土）

10/20

～

11/28

GTCCメンテナンスに対する

デジタル技術適用

三菱重工業㈱

太田　督

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

東京芝浦電気㈱（現東芝エネルギーシステムズ㈱）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と保守

（基礎編）

東芝エネルギー

システムズ㈱

長谷川　達也

㈱JERA

佐藤　孝洋

2005年東京電力㈱入社。火力発電所における計装制御設備の設計、メンテナンスに

主に従事。2018年7月よりデータアナライジンセンター（ＤＡＣ）、2021年7月よりデ

ジタルパワープラント推進部にて、クラウドを活用した遠隔監視システムの開発、運用、保

守に従事している。

専門は海外事業用火力プラントタービン発電機に関するアフターサービスエンジニアリン

グ、2011年4月に東芝に入社以来、主に事業用タービン発電機の現地試運転業務に

従事。その後、2018年3月に現在の所属部門である火力電気システム技術部にて、海

外事業用火力タービン発電機を中心としたサービスエンジニアリングに従事。

3/18

（土）

1/20

～2/27

火力発電、地熱発電設備の

蒸気タービン発電機及び

付帯設備の制御概要

富士電機㈱

岩崎　光男

2/18

（土）

12/20

～1/30

火力発電所のデジタル化と

保全の取り組みについて

㈱JERA

島添　道裕

2004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・試運転を行い、2018年7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して予兆監視サービス業務を担務。

遠隔監視センターの動向

クラウドを活用した遠隔監視、

データ活用の実務について

2006年に富士電機㈱に入社以来、国内外の石炭火力発電、バイオマス発電及び地

熱発電プラントの電気制御設計に従事。主にタービン発電機の制御、発電所所内電気

設備のインターロック、プレボイラー系の制御設計に携わってきた。

これらの業務を通じて発電所全体の制御、インターロック、自動化の見識をもつ。



お支払方法 お支払い期限

10月15日(土) 8/20～9/26 9/30

11月19日(土) 9/20～10/31 11/4

12月17日(土) 10/20～11/28 12/2

1月21日(土) 11/20～1/2 1/6

2月18日(土) 12/20～1/30 2/3

3月18日(土) 1/20～2/27 3/3

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

※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

　　FAX: 03-3769-3093

協会ＨＰからの申込方法 申込期間
受講料のお支払い

令和4年度下期

各回共通

時間：13:00～17:00

定員：協会会場：20名／リモート：100名

受講料：個人会員：2,000円／法人会員：8,000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


