
研究発表1　＜地下2階 フェニックスホール＞　〔9時20分～12時00分〕

番号 発　表　題　目 会社名 発表者名

1-1 コンバインドサイクル発電プラントの水質管理に関する新しい提案 三菱重工業株式会社 中土　雄太 9時20分 ～ 9時40分

1-2 機動性に優れる広負荷帯高効率ガスタービン複合発電の要素研究 一般財団法 人電力中央研究所 高橋　徹 9時40分 ～ 10時00分

1-3
最新技術の適用により既設蒸気タービンの大幅な性能向上を
実現した事例紹介

三菱重工業株式会社 林　賢志 10時00分 ～ 10時20分

1-4 燃料アンモニアの社会実装に向けて 株式会社IHI 中澤　亮 10時20分 ～ 10時40分

1-5
北九州市における地域の再エネを活用した
水電解活用型エネルギーマネジメントシステムの開発

株式会社IHI 中山　祐作 10時40分 ～ 11時00分

1-6 マイクロ波によるCO2吸収焼結体の研究開発（CO2-TriCOM） 中国電力株式会社 香川　慶太 11時00分 ～ 11時20分

1-7 大崎クールジェンプロジェクトの進捗状況について 大崎クールジェン株式会社 芳賀　剛 11時20分 ～ 11時40分

1-8 スキッドマウント型小型地熱発電設備GeoportableTMの開発 東芝エネルギーシステムズ株式会社 川口　尭 11時40分 ～ 12時00分

～

研究発表2　＜B２階　ダリア①＞　〔9時20分～12時00分〕

番号 発　表　題　目 会社名 発表者名

3-1 石炭火力発電所における燃料運用最適化システムの開発 関西電力株式会社 酒井　英明 9時20分 ～ 9時40分

3-2
北海道電力㈱苫東厚真発電所４号機排煙脱硫装置
COD上昇対策について

北海道電力株式会社 小笠原　稔 9時40分 ～ 10時00分

3-3
火力プラントの高圧、中圧及び低圧タービンにおける
不純物の濃縮挙動

火原協　水質管理技術検討分科会顧問
　（（元）（一財）電力中央研究所）) 平野　秀朗 10時00分 ～ 10時20分

3-4 三隅発電所２号機の建設概要と試運転実績について 中国電力株式会社 洲本　康樹 10時20分 ～ 10時40分

3-5 石炭焚きボイラ内での灰堆積に関する研究 中部電力株式会社 成川　公史 10時40分 ～ 11時00分

3-6 石炭焚きボイラ内部の灰堆積メカニズム解明 東京電力ホールディングス株式会社 八代 健太郎 11時00分 ～ 11時20分

3-7 化学シミュレーションによる灰障害予測 株式会社IHI検査計測 内村　大道 11時20分 ～ 11時40分

3-8 石炭火力発電用ボイラの制振装置の研究開発 埼玉工業大学 皆川　佳祐 11時40分 ～ 12時00分

～

令和４年度火力原子力発電大会（広島大会）　　　
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研究発表3　＜B２階　コスモス②＞　〔9時20分～12時00分〕

番号 発　表　題　目 会社名 発表者名

5-1
電磁気検査手法による低レベル放射性廃棄物等ドラム缶の
健全性評価方法の検討

非破壊検査株式会社 笹井　明日香 9時20分 ～ 9時40分

5-2 β・γ同時弁別型線量計の開発 東芝エネルギーシステムズ株式会社 菊地　賢太郎 9時40分 ～ 10時00分

5-3 放射性汚染水処理吸着材の発泡性の検討方法 東京電力ホールディングス株式会社 水田　祐司 10時00分 ～ 10時20分

5-4 放射性汚染水処理吸着材へのナノバブル水の影響に関する基礎研究 東京電力ホールディングス株式会社 梅田　陽子 10時20分 ～ 10時40分

5-5 原子炉内二相流の高解像度データベースの構築とデータ同化による
予測性向上手法の開発

一般財団法人 電力中央研究所 宇井　淳 10時40分 ～ 11時00分

5-6
中国電力島根原子力発電所「電子版事前消火計画（PRISM）の
導入について」

中国電力株式会社 佐藤　将吾 11時00分 ～ 11時20分

5-7 円滑な改造工事推進に向けた複数企業のコラボレーション環境の提供 東芝エネルギーシステムズ株式会社 池田　篤司 11時20分 ～ 11時40分

5-8 データベースエンジニアリング対応の構成管理支援システムの開発 東芝エネルギーシステムズ株式会社 高木　宏樹 11時40分 ～ 12時00分

～

研究発表4　＜B２階　ラン①＞　〔9時20分～12時00分〕

番号 発　表　題　目 会社名 発表者名

6-1 火力・原子力タービン発電機向け点検ロボットの開発 東芝エネルギーシステムズ株式会社 松崎 晃大 9時20分 ～ 9時40分

6-2 固定子および回転子点検ロボットによるタービン発電機の点検技術 三菱電機株式会社 松元　響 9時40分 ～ 10時00分

6-3
火力発電所のプラントデータを活用した予兆検知／性能向上
ソリューション技術の適用

東芝エネルギーシステムズ株式会社 牧野　哲也 10時00分 ～ 10時20分

6-4
インフラサービスへの取り組みとToshiba SPINEX for Energy
（IoTプラットフォーム）

東芝エネルギーシステムズ株式会社 沼波　宰 10時20分 ～ 10時40分

6-5
お客さまとIHIをつなぐ運転・保守支援システム
『MEDICUS NAVI』

株式会社IHI 早瀬　太皓 10時40分 ～ 11時00分

6-6 機械学習のプラント制御系への適用 東芝エネルギーシステムズ株式会社 松崎　篤 11時00分 ～ 11時20分

6-7 デジタルテクノロジーを活用したフィールド業務合理化技術 東芝エネルギーシステムズ株式会社 石村　立太郎 11時20分 ～ 11時40分

6-8
労働災害防止に向けた研究
～ ＡＩによる安全対策の自動提案技術の開発 ～

東北電力株式会社 齋藤　実 11時40分 ～ 12時00分

～

発表時間

発表時間

 原子力

 ロボット・IoT・システム



研究発表5　＜B２階　ラン②＞　〔9時20分～12時00分〕

番号 発　表　題　目 会社名 発表者名

7-1 配管・フランジの新しい保護・防錆方法 株式会社CSJ 岡　志史雄 9時20分 ～ 9時40分

7-2 負荷変動を考慮する高クロム鋼のクリープ寿命評価法の検討 一般財団法人 電力中央研究所 張　聖徳 9時40分 ～ 10時00分

7-3 ボイラチューブ材余寿命評価技術のAI化に関する研究 九州電力株式会社 原田　洋 10時00分 ～ 10時20分

7-4 発電用火力設備への改良テンパービード法溶接補修適用に関する研究 北海道電力株式会社 高原　雅敏 10時20分 ～ 10時40分

7-5 画期的なコヒーレンスイメージング技術の超音波探傷試験への適用 一般財団法 人電力中央研究所 福冨　広幸 10時40分 ～ 11時00分

7-6 超音波の多重反射エコーを用いたライニング剥離腐食試験技術について 非破壊検査株式会社 半田 さくら 11時00分 ～ 11時20分

7-7 ガイド波によるプラント配管損傷スクリーニング技術の開発 三菱重工業株式会社 浦田　幹康 11時20分 ～ 11時40分

7-8
ボイラ燃焼ガス中伝熱管表面温度を分解能10cmで計測できる光ファイ
バセンサーの開発

中国電力株式会社 西田　秀高 11時40分 ～ 12時00分

～

　＜B２階　ヒマワリ＞

番号 発　表　題　目 会社名 発表者名

2-1 イオン交換樹脂の化学的安定性に関する考察 室町ケミカル株式会社 村本　賢一

2-2 CO2フリー発電プラントの熱物質収支シミュレーション 電源開発株式会社 須田　知弘

2-3
結晶方位解析によるガスタービン高温部品の寿命・損傷評価
技術開発

中部電力株式会社 小林　大輔

2-4 石炭火力の運用性改善とCO2削減効果 一般財団法人 電力中央研究所 吉葉　史彦

2-5 伝熱管の防錆塗装の開発 東芝エネルギーシステムズ株式会社 木村　賢一

 運用・検査・計測

※上記の時間中は、
　ポスターの横に発表者
　が待機していますので、
　自由に質問や意見交換
　を行っていただけます。

発表時間

■一斉説明時間
10時00分～11時00分
13時00分～14時00分

発表時間

ポスター発表　プログラム

10月6日（木）　9時00分～16時00分


