
青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（1/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

1 -

代表企業の資本金、従業員数を明示願いたい。

■

代表企業の資本金、従業員数は以下の通りです。
・資本金：133億6,745万7,968円（平成22年3月31日現在）
・従業員数：749名（平成22年3月31日現在）

2 -

①ごみ処理施設に関するＰＦＩ運営実績の件数を明示願いた
い。
②ごみ処理施設に関するＰＦＩ応募実績の件数を明示願いた
い。

■

①ＰＦＩの受注実績は●●あり、そのうち、運営期間中が
●●、建設期間中が●●となっております。
②ＰＦＩの応募実績は●●（受注実績●●件を含む）ありま
す。

3 -

会社が目指すコンセプトを明示願いたい。

■

代表企業は、「技術を大切に　人を大切に　地球を大切に」
との社是を掲げ、環境とエネルギーの分野において価値ある
ものを生み出すことで、社会に貢献してきました。
◆本事業においても、長年培ってきた技術と経験を活かし、
「エネルギーを有効利用する施設の建設・運営を行う」こと
でＣＯ２の発生量を削減し、低炭素化社会・循環型社会の構
築と地球環境の保全に貢献します。
◆建設・運営事業における積極的な地元企業の活用、及び運
営事業における施設の管理・運転人員の地元採用、地域に根
ざした活動への積極的な参加により、地域社会に貢献しま
す。

4 -

他都市のごみ処理施設の運営のＳＰＣに資本参加している場
合、資本金、資本割合を明示願いたい。

■

他都市のごみ処理施設の運営SPCへの資本参加実績は、以下
の通りです。なお、以下に記載の「代表企業」及び「構成
員」は、本事業の提案における「代表企業」及び「構成員」
と同一企業としております。
以下応募者の希望により非公表とします。

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（2/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

5 -

・水冷消火した焼却灰を乾燥せずに灰溶融炉ラインに流して
問題は無いですか。
・灰溶融炉入口灰の含水率はどのくらいか。

■

当グループのフローは、後燃焼ストーカからの焼却灰は乾灰
として搬送され、ストーカ下ホッパからの落じん灰のみが落
下灰コンベヤで消火された湿灰となります。本フローと同様
の実績は平成17年からあります。
ストーカ下ホッパへの落じん量はごみ量の●●以下であり、
その発生量は最大●●です。落じん灰の含水率は●●と想定
され、●●の最大発生量が見込まれます。
一方、１炉あたりの細粒灰発生量は●●（高質ごみ時）～
●●（低質ごみ時）kg/hであり、落じん灰と細粒灰の混合物
の含水率が最も高くなる場合は、●●と想定されます。
また、当グループの電気式プラズマ溶融炉の溶融対象物の水
分は●●以下としており、ストーカ下ホッパで水冷された落
じん灰を焼却主灰と混合して溶融することに何ら問題はあり
ません。
また、灰溶融炉設備の非常時には、焼却灰はNo.2粗物搬送コ
ンベヤにて消火され湿灰として不適物ピットに一次貯留され
ますが、これらの灰は再度ごみピットに戻し焼却するため、
焼却過程で乾燥されます。

6 第14号様式-1 1/4

電気式プラズマ溶融炉の実績について明示願います。

□

当グループの電気式プラズマ溶融炉を以下に示します。平成
●●年以降●●の稼動実績があり、さらに●●が建設中で
す。

応募者の希望により非公表とします。

平成●●年から平成●●年における延べ運転日数は●●日、
総処理量は●●千tになります。

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（3/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

7 第14号様式-2 1/4

敷地内に「動物注意」の標識を設置する趣旨

■

「青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業に係る環境影
響評価書」によると、予測の結果、カモシカ及びヒバカリに
ついては、供用後のごみ等搬出入車両の走行により、ロード
キルの影響があると考えられるとあります。また、ハチクマ
及びオオタカについては、ごみ搬出入車両の走行に伴う騒音
により、営巣・繁殖環境が影響を受ける恐れがあることとあ
ります。それらの影響を可能な限り回避・低減することを目
的として、ごみ等搬出入車両の走行ルートへの動物注意の標
識設置や車両運転者に対しての安全運転教育の徹底が上げら
れています。本計画の敷地内においても上記主旨を踏まえ
て、車両動線に動物注意の標識を設置し、車両運転者に対し
て、生態保全対策と交通安全対策の意識づけを行い、また、
見学者等に対しては施設の環境保全措置の考え方を示す意図
があります。

8
第14号様式-2

2/4

住民に開放することとしているが、管理はどうするのか。

■

大型花壇は春季、夏季、秋季に区別され、一年を通じて花が
咲いていることから、通常は敷地内道路や建屋からの観賞を
想定しています。開放する時期は、見学者が訪れた時の一定
の時間内や、イベント開催時（花壇づくりなど）などに限定
することとします。また、エリアは、花壇及び散策路の周囲
に限定します。
開放するエリアは、他のエリアと区画し、来場者の安全を図
ります。

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（4/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

9 第14号様式-3 -

発電量と排熱量と排熱回収量を定量的に示し、電気と熱の有
効利用（エネルギー効率）の観点から、積雪・寒冷地対策に
関する計画を定量的に明示願いたい。

□

焼却炉2炉運転時、基準ごみ質、冬季における発電量、排熱
量、排熱回収量は下表のとおりです。

ロードヒーティングの対象エリアとしては、管理棟の正面玄
関の階段及び身障者用駐車場及びスロープとしており、その
他の構内道路等については除雪による対応としています。
表のとおり、ロードヒーティングに使用する熱量は排熱量に
比べてわずかであり、計算上は構内道路すべてをロードヒー
ティングの対象とすることも可能ですが、取付道路の除雪作
業が運営事業者の業務範囲となっているため、構内道路と取
付道路を一括して除雪する計画とし、ロードヒーティング設
備は最小限とすることで、ライフサイクルコストの低減を
図っています。

その他、エネルギーの消費を伴う積雪・寒冷地対策として
は、パラペットに笠木ヒータ(容量●●kW)を設置し、外気温
に応じてon/offさせる計画としています。排熱を利用する方
法も技術的には可能ですが、温水を製造する熱交換器や温水
送水ポンプ、配管工事にかかる設備費およびそれらのメンテ
ナンス等のライフサイクルコストや、制御性を考慮して、電
気ヒータ式を採用しています。

10 第14号様式-5
1/4
2/4

以下の品目については、計画発生量分のみを利活用できるご
提案であると理解してよろしいでしょうか。ご教示くださ
い。
（スラグ、メタル、鉄、アルミ）

□

施設から発生する（スラグ、メタル、鉄、アルミ）は、実発
生量が計画発生量を超えた場合にも、全量引取、全量利活用
が可能な提案としております。

項目 熱量[kW] 備考
発電量 ●

排熱量 ●
蒸気タービンの排気を復水に戻すた
めの熱量

排熱回収量 ● ロードヒーティングに使用する熱量

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（5/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

11 第14号様式-8 1/5

外部燃料を除く、ごみ由来の熱量のみから算出した発電効率
及びその根拠資料をご提示ください。

□

第14号様式-8(1/5)に示しました発電効率は、焼却炉2炉定格
運転時(外気温10℃)の値を示しています。このとき外部燃料
は使用していませんので、ごみ由来の熱量のみから算出した
発電効率となっています。
算出式は第14号様式-8(1/5)にも示しましたが、

(発電量P[kW]×3,600)／(ごみ処理量G[kg/h]×ごみ発熱量
H[kJ/kg])

にて算出しています。

当グループでは下水汚泥を蒸気式乾燥機にて乾燥前処理する
ため、施設搬入時点のごみの量および発熱量に比べ、実際に
焼却される時点ではごみ量は減少し、発熱量は上昇していま
す。第14号様式-8に示しましたごみ処理量および発熱量は、
下水汚泥乾燥前の値に換算しており、その算出根拠について
は、「施設設計図書　３ 設計基本数値　(２) 熱収支図及び
計算書　１．熱収支　2)　熱収支説明書」をご参照くださ
い。

発電効率の算出根拠について、詳細は「施設設計図書　３
設計基本数値　(６) 発電設備設計計算書　１．発電端効
率、送電端効率計算書」をご参照ください。

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（6/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

12 第14号様式-8 -

電気と熱のベストミックス利用計画を明示願いたい。

□

施設で使用する熱としては、燃焼空気予熱などプラント設備
で必要なもの以外に、以下のものがあります。
　・ 給湯
　・ 冷暖房
　・ ロードヒーティング

このうちロードヒーティングについては、蒸気タービン排気
による排熱利用方式としています。一方、給湯および冷暖房
についてはいずれも電気式ヒートポンプを採用しています。

給湯は、タービン抽気蒸気を熱源とした方がエネルギーの有
効利用が図れる可能性がありますが、本事業では場内の給湯
のみのため使用量が少なくエネルギー効率向上効果が小さい
こと、蒸気熱源とした場合、焼却炉が全停止中に備えて予備
ボイラが必要になること、およびヒートポンプ式給湯器であ
るエコキュートの性能(エネルギー効率および寒冷地での性
能)が向上していることから、電気式エコキュートを採用し
ました。
冷房については、蒸気を熱源とした吸収式冷凍機と、電気式
ヒートポンプエアコンを比較検討しました。吸収式冷凍機は
蒸気タービン抽気蒸気を熱源とするため、タービン発電量が
低下しますが、消費電力が少ないため電気式エアコンに比べ
て余剰電力が多くなり、エネルギー面では優れています。し
かしながら、予備ボイラが必要になるなど、設備費・メンテ
ナンス費も考慮したライフサイクルコストではヒートポンプ
エアコンのほうが低コストとなったため、電気式ヒートポン
プエアコンを採用しました。
暖房については、温水式にすると予備ボイラ等必要設備が増
えるため、冷房用の電気式ヒートポンプエアコンを暖房用に
も使用する計画としています。寒冷地に対応した機種を選定
します。

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（7/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

13 第14号様式-9 -

システム全体において、熱有効利用率を含めた計画を明示願
いたい。

■

熱の有効利用については、以下の考え方で計画しています。

①蒸気タービンにできる限り多くの蒸気を供給する。過熱蒸
気は高温・高圧を必要とする用途に限る。
②熱の供給先の条件により、低温・低圧でも可能な場合は、
蒸気タービン抽気や排気、また他で使用済みの蒸気を再度利
用することで、熱をカスケードに利用する。
③系外に出て行く熱をできる限り少なくする。

熱を有効利用する各設備について、考え方を下表に整理しま
す。

これらの方策により、第14号様式-9(1/3)に示しましたとお
り、発電と合わせてごみ燃焼熱の●●を有効に利用していま
す。

目的 熱源 考え方
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

● ● ●
● ● ●
● ● ●

●

●

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（8/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

14 第14号様式-9 -

熱回収率向上策の内容としては、第14号様式-8「発電効率向
上策」の内容と同等のものとの理解でよろしいでしょうか。

□

ごみの燃焼熱を可能な限り蒸気として回収するために、「第
14号様式-8(2/5)」に示しました「熱回収率向上のための方
策」を採用しています。
得られた蒸気を「第14号様式-8(3/5)」や「第14号様式-9」
に示しました方策により、熱を必要とするプロセスに最適な
条件の蒸気を供給すると同時に、蒸気タービンの発電量を最
大限確保します。

15 第14号様式-10 3/3

●●●は設置するのか。

■

本提案には、●●●の設置は含まれておりませんが、将来的
に貴市が木質系バイオマスの有効利用を検討される場合、当
グループとしては、代表企業独自の技術である●●●を本敷
地内に設置することで、御要望にお応えすることが可能で
す。

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（9/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

16 第14号様式-10 -

再生エネルギーを使用した場合の、利用効果(CO2削減、化石
燃料削減)を定量的に明示願いたい。

□

①自然採光                 ②太陽光発電

③ハイブリッド外灯        ④バイオディーゼルフューエル
                              (BDF)

⑤雨水利用(場内散水)：雨水は井水の代替として使用しま
す。井水の使用によるCO2排出係数は設定が困難なため、雨
水利用によるCO2削減効果の定量化は困難です。
⑥ヒートポンプ式冷暖房：ヒートポンプ式冷暖房はエネル
ギー面では蒸気熱源に劣るため、CO2排出量は蒸気式を採用
した場合に比べて増加しますが、ライフサイクルコストに優
れるため採用しています。高効率な機種を選定し、消費電力
を可能な限り抑制します。
⑦ヒートポンプ式給湯器(燃焼式給湯器との比較)

⑧その他のご提案項目：その他のご提案項目(●●●等)につ
いては、バイオマス資源の品質や使用量によって利用効果
(CO2削減、化石燃料削減)は変化します。

電灯容量 ● kW

負荷率 ● ％

消灯時間 ● h/日
年間節電量 ● kWh/年
CO2排出係数 0.000473 t-CO2/kWh
CO2削減量 ● t-CO2/年

容量 ● kW

設備利用率 ● ％

年間発電量 ● kWh/年
CO2排出係数 0.000473 t-CO2/kWh
CO2削減量 ● t-CO2/年

電灯容量 ● kW

負荷率 ● ％

点灯時間 ● h/日
年間節電量 ● kWh/年
CO2排出係数 0.000473 t-CO2/kWh
CO2削減量 ● t-CO2/年

年間使用量(最大) ● kL/年

軽油の発熱量 ● GJ/kL
CO2排出係数 0.0187 t-C/GJ
CO2削減量 ● t-CO2/年

給湯器消費電力 ● MWh/年 プロパン削減量 ● t/年
CO2排出係数 0.000473 t-CO2/kWh CO2排出係数 3 t-CO2/t
CO2排出量(a) ● t-CO2/年 CO2削減量(b) ● t-CO2/年

● t-CO2/年合計CO2削減量(b-a)

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（10/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

17 第14号様式-11 1/4

実績として連続運転可能日数が記載されておりますが、1年
間（365日）から連続運転日数を差し引いた日数が１炉あた
りのメンテナンス日数と理解してよろしいのか、ご教示くだ
さい。

□

第14号様式-11（p35）には連続運転可能日数として●●日、
またその実績として●●日を示しています。

この●●日とは以下の考え方に基づきます。
第14号様式-31（p103）に示します当グループのメンテナン
スに必要な日数は、オーバーホールに必要な日数●●日、中
間点検に必要な日数最大●●日、共通休炉最大●●日です。
したがいまして当グループは、年間の運転日数を●●として
計画しています。
ただし、中間点検および共通休炉はいずれも最短●●日とす
ることも可能であり、これらの期間を連続してメンテナンス
期間とすることで、焼却炉の連続運転可能日数は●●以内に
ての連続運転が可能になります。

また、●●日とは当グループの運転実績を示しますが、故障
等により停止したわけではなく、ごみピット残量や定期メン
テナンス等を考慮した運転計画に基づき炉を停止した結果で
あり、本実績が上限というわけではありません。

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（11/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

18 第14号様式-17 2/2

プラットホームの有効幅について、ご教示ください。（募集
要項に対する質問の回答（その１）建設要求水準書No.207及
び別紙4に示す回答内容を満足していることをお示しくださ
い。）

□

プラットホーム内の動線は、第14号様式-17(2/2)の図17-2に
示しています。ここで、建設事業要求水準書45頁第4章第4節
2(1)にあります、「搬入車両(最大積載量10t)がごみピット
に投入作業中」の場所を図の赤色着色部分、「隣のごみ投入
扉に他の車両（最大積載量10t）が寄り付くための切替し場
所」を黄色着色部分、「さらにその搬入車両（最大積載量
10t）の脇を入退出するための車両（最大積載量10t）が、安
全に通行できる十分な長さを確保」した場所を図の緑色着色
部分にそれぞれ示しており、各ゾーンが重複しない計画とし
ています。
なお、図中の車両軌跡図は10t車の軌跡を示しています。

19 第14号様式-18 -

長期的なゴミ量変動への対応策について、運転性能を保証
（維持）できる実績およびデータを明示願いたい。

□

当グループ納入の施設において、ごみ量が少ない実績の一例
を示します。
・焼却炉規模：●●

処理量が計画より約●●少なく、平均負荷率を約●●％下げ
て運転を実施しており、運転日数は計画より●●％少なく
なっていますが、公害防止条件を遵守して運転を継続してい
ます。
なお、ごみ量が計画処理量を大幅に上回っている実績はあり
ません。

20 第14号様式-21 -
機器故障時における代表企業等による支援体制について、よ
り具体的な提案がありましたら、ご教示ください。

□
応募者の希望により非公表とします。

21 第14号様式-22 2/2
ご提案にある「環境リスクアセスメント」について、具体的
にご教示願います。

□
応募者の希望により非公表とします。

計画 実績 負荷率 備考
年間処理量 t/年 ● ● ● 立上下日含む
運転日数 日/年 ● ● ● 立上下日除く
日処理量 t/日・炉 ● ● ● 立上下日除く

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（12/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

22 第14号様式-24 -

要監視基準値及び運転基準値の設定に関する考え方につい
て、具体的にご教示ください。

□

①ばいじん
当グループ納入施設のうちバグフィルタを設置している施設
の運転実績より、要監視基準値及び運転基準値を設定してい
ます。

②塩化水素、硫黄酸化物
ご提示いただいたごみ質及び当グループの経験より、酸性ガ
スの平均発生濃度と最大発生濃度を想定しています。本事業
では薬剤(消石灰)と酸性ガスの反応効率の向上と、薬剤使用
量の削減を図るため、●●●を採用しています。●●●にお
いて薬剤を最低量使用したときの酸性ガス除去率を考慮し
て、平均発生濃度に対する出口濃度を運転基準値としていま
す。
万一、●●●が故障等で機能しない場合でも、通常の乾式排
ガス処理システムは運転可能です。酸性ガス最大発生濃度の
ときに、●●●が停止した場合を想定し、通常の乾式排ガス
処理システムにより低減可能な出口濃度を要監視基準値に設
定しています。
なお、硫黄酸化物については濃度とガス量から、流量に換算
して表記しています。

③窒素酸化物、一酸化炭素
窒素酸化物および一酸化炭素は、高度燃焼技術の導入により
炉内での発生を抑制します。同様の高度燃焼技術を採用した
当グループ納入施設の運転実績より、要監視基準値及び運転
基準値を設定しています。

23 第14号様式-26 1/4

代表企業、構成員、協力企業の明確な責任体制を明示願いた
い。

□

代表企業、構成員、協力企業の責任体制（役割分担）は下表
の通りです。
以下応募者の希望により非公表とします。

24 第14号様式-26 -

人員配置計画（人数）と地元貢献に関する計画中の雇用人数
の関係を明示願いたい。

□

人員配置計画（人数）と地元貢献に関する計画中の雇用人数
の関係は、以下の通りです。
以下応募者の希望により非公表とします。

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業

応募者ヒアリングに係る質問回答書　【応募者Ｂ】  （事前質問）

（13/13）

番号 様式番号 頁 質問事項 分類 回答

25 第14号様式-28 1/3

「固定費中の「電気基本料金」の金額（年額）をご教示くだ
さい。また、想定されている買電を行わない月数についても
ご教示ください。 □

電気基本料金は年額●●千円であり、料金にはアンシラリー
サービス料金を含みます。また、買電を行わない月数は、
●●ヶ月と想定しております。

26 第14号様式-30 1/2

運営事業者への出資計画について、出資金額の各項目と合計
金額が一致しません。正しい金額についてご教示ください。

□

代表企業の出資金額が誤記であり、正しくは以下の通りとな
ります。誠に申し訳ございません。
以下応募者の希望により非公表とします。

27 第14号様式-32 -

設備の優れている特徴（構造・材質等）と実績（寿命等）を
明示願いたい。

□

火格子
第14号様式-15（p59）に示しましたが、火格子の材質は磨耗
や割れに強い●●●を使用します。また、●●●ことによ
り、火格子の冷却効果を向上させます。低空気比燃焼におい
ても燃焼段の平均火床温度を300℃以下に抑えることがで
き、焼損を防止させ、耐久性を向上します。
火格子に●●●ことにより、最も焼損、磨耗されやすい
●●●します。
本提案の火格子は、●●年より実機に導入しており、その後
問題なく稼動しています。

ボイラ
第14号様式-15（p60）に示しましたが、当グループでは都市
ごみ焼却炉に対する高温高圧ボイラ（4MPa400℃級）を国内
では●●年より納入しています。●●●の実績に基づき、耐
久性の高いボイラの設備設計につなげています。

１）燃焼室上部
●●●、耐久性の向上を図ります。
２）過熱器管
●●●

このような対策は●●●年より実機に適用し、その後問題な
く稼動しています。

※●は応募者の希望により非公表とします。
※分類欄　「■」ヒアリング時に説明を受けた質問事項　「□」書面による回答のみの質問事項


