
火　力　原　子　力　発　電

96

Jan. 2022

［論文・技術紹介］
全般
火力発電の脱炭素化に向けたカーボンリサイクル活用

の検討� 有本康輔……5-27-775

計画および建設
相生発電所２号機におけるバイオマス発電設備の建設

状況とドローン技術活用によるOM業務のスマート化

　山崎泰良・大田祐司・園塚広文・伊藤智哉

� ……7-37-777

運転および保守
セカンダリポンプクールダウン方法の改善について

� 佐藤良幸……6-46-776
操作票作成および電源管理業務におけるExcelマクロ

活用による業務効率化� 釣谷侑司……7-32-777
エンタルピー関数の低温領域への拡張によるLNG/水

素プロセスでの新しい見える化� 本田達穂……8-49-778

ボイラ
3Dレーザスキャナを活用した火力発電用ボイラ管の

現場検査� 松井陽平・森永雅彦……11-51-781
渦電流による火炉壁管ファイアクラックのスクリーニ

ング検査

　�　　　津田明憲・齋藤規子・

� 本間一茂・庄野統夫・引地達矢……12-56-782

燃料・燃焼装置
脱炭素化に向けた火力発電のアンモニア直接燃焼の最

近の動向� 大地昭生……7-42-777

排ガス，放射線およびその他の廃棄物処理設備
放射性汚染水処理吸着材中のセシウム，ストロンチウ

ムの吸着部位の検討� 梅田陽子……11-45-781

計測・制御
LNG成分混合ガス用新方式ガスモニターの開発

� 有本康輔……1-19-771

材料
ふき取り法による鋼材表面付着成分のサンプリング法

に関する検討

　　　 片田美幸・野田優美・吉田正樹・

� 嬉野絢子・大塚瑞希・澤津橋徹哉……9-43-779

腐食・防食・化学管理
ヘマタイトスケールの溶解に優れた新しいボイラ化学

洗浄剤の実機適用結果

　　　　 高橋祥尚・風間正彦・木村隆信・

� 飯田純也・池田和也・田鹿元昭……2-32-772

特殊発電・新エネルギー
大崎クールジェンプロジェクトの進捗状況

� 歌野雅一……5-35-775

［論文賞］
令和２年度�論文賞　表彰論文� 11-57-781

［グラビア紹介］
MHIソリューションテクノロジーズ株式会社

� 上野隆司……1-3-771
株式会社ウィズソル� 外輪純久……4-3-774
瀬戸内共同火力株式会社　福山共同発電所（新２号機

運転開始）� 谷川博昭……5-3-775
一般財団法人電力中央研究所　エネルギー技術研究所

� 原三郎……6-3-776
川崎重工業株式会社　エネルギーソリューション＆マ

リンカンパニー播磨工場� 常國博史……8-2-778
勿来IGCCパワー合同会社　勿来IGCC発電所
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� 堀江嘉彦……9-2-779
沖縄電力株式会社　金武火力発電所

� 川満幸三……11-2-781
一般財団法人発電設備技術検査協会

� 濵谷正忠……12-3-782

［ご挨拶］
新年のごあいさつ� 伊出俊一郎……1-1-771
退任のご挨拶� 伊出俊一郎……7-3-777
就任のご挨拶� 渡部哲也……7-4-777

［巻頭言］
火力発電の技能伝承は進化するか？

� 神田剛治……2-1-772
ゼロエミッションへの取り組み� 久貝博康……3-1-773
最近の電力業界を取り巻く情勢に思うこと

� 鵜澤新太郎……4-1-774
DeCO2（デコツー）のすすめ� 笹津浩司……5-1-775
東日本大震災から10年の歩みとこれからの火力発電

� 大野貞彦……6-1-776
コロナはピンチかチャンスか� 吉田明則……8-1-778
新型コロナウイルス感染症から考える気候変動問題へ

の対応� 芦谷茂……9-1-779
電力業界に働くことの誇りを胸に

� 石坂善弘……11-1-781
ムーンショット� 笹山晋一……12-1-782

［講演］
［研究発表（Web配信）］火力発電設備の安全規制の

最近の動向について� 望月武……1-9-771
［基調講演］エネルギー政策の動向と火力政策

� 小川要……2-3-772
［記念講演］世界初の挑戦．小惑星探査機「はやぶさ」

「はやぶさ２」に見る先端技術と困難を乗り越えるマ

ネジメント� 久保田孝……3-2-773

［解説］
火力発電システムの運用性向上に貢献する動特性解析

ツールの開発� 高橋徹・渡邉泰・鈴木晃純……2-37-772
核燃料再処理施設の使用前事業者検査（溶接）に係る

新たな運用事例について� 長谷川忠之……4-34-774
今冬の電力需給逼迫について� 船橋信之……4-38-774

高温で内圧を受ける配管のクリープ寿命を支配する応

力ー平均径公式は万能ではないー� 野中勇……6-53-776
火力発電インフラの“品質”とは　～ISO37160と

JERAの取組～

　　　 上野知威・市川貴章・山口陽平・

� 吉川昭裕・青木祐子・大和田卓哉……7-50-777

［随想］
ロシアの科学技術を支えるアカデムゴロドクを訪ねて

� 大地昭生……1-26-771
製鉄技術の伝播経路について（その１）

� 吉田敏明……5-44-775
製鉄技術の伝播経路について（その２）

� 吉田敏明……9-52-779

［シリーズ解説］
『発電所における海生生物対策技術とその適用』
〔4〕海水電解液以外の薬剤注入

� 原猛也・野方靖行……2-19-772
〔5〕復水器等の物理洗浄・化学洗浄

� 原猛也・野方靖行……4-9-774
〔6〕電気防汚技術� 野方靖行・原猛也……6-19-776
〔7〕防汚塗料� 野方靖行・原猛也……8-39-778
〔8〕復水器の鉄皮膜形成

� 原猛也・野方靖行……11-16-781

『世界のエネルギー事情』
“世界のエネルギー事情”　連載開始にあたって

� 船橋信之……6-13-776
［1］�EU大型発電所運用者協会VGB-Powertechの大

転換�―VGB-Powertechがミッションステート

メント“Energy�is�us”とそのホワイトペーパー

を発信―� 船橋信之……6-14-776
［2］�EUの再生可能エネルギーシェア2020年実績

38％，火力を超えた！－AgoraとEMBERがThe�

European�Power�Sector�in�2020を発信－

� 福田雅文……7-17-777
［3］IEA「ネットゼロ2050報告書」概要と課題

� 中山寿美枝……8-8-778
［4］欧州における水素戦略� 田村吉章……9-15-779
［5］�米国の2030年排出削減目標とその達成に向けた

国内政策の検討� 上野貴弘……11-25-781
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［6］世界の原子力事情� 古塚伸一……12-27-782

『最近の地熱発電所』
〔1〕松尾八幡平地熱発電所の概要

　　　　　　　　　　 高橋昌宏・梶原竜哉・

� 松村忠彦・高橋康……8-21-778

『水素エネルギー～今後の利用と展開～』
〔1〕�エネルギー転換のカギを握る需要高度化～CO2

フリー水素利用と電化～�矢田部隆志……4-17-774
〔2〕水素エネルギー社会実現に向けた東芝の取組み

� 佐藤純一……5-9-775
〔3〕発電用大型ガスタービンにおける水素利用

� 川上朋・中村聡介……6-27-776
〔4〕ガスタービンにおける水素燃焼技術紹介

� 堂浦康司……7-11-777

『海外プロジェクトの経験を語る』
［88］�マレーシアJimah�East�Power石炭火力発電所

プロジェクトでの経験

� 柏原啓作・岡悠太……7-5-777
［89］クリケットバレー発電所の建設

� 丹羽総一郎……8-33-778
［90］�ウズベキスタンTurakurgan�Thermal�Power�

Station建設プロジェクト� 成富豊……9-8-779

『現場に密着した保守技術』
〔111〕�火力発電プラントにおける水質管理（1）（ボ

イラ水質管理の概要）� 田鹿元昭……11-28-781
〔112〕�火力発電プラントにおける水質管理（2）（水

に起因するトラブルと対策）

� 椿﨑仙市……11-33-781
〔113〕�火力発電ボイラの損傷事例と検査技術，保守

管理について� 北村幸嗣……12-34-782
〔114〕蒸気タービン設備の予防保全技術

� 小田健太郎……12-45-782

『火原協大学講座』
〔1〕排煙処理システムの概要と設備計画の考え方

� 木本雅章……2-25-772
〔2〕�火力発電プラントにおける水質管理（海水漏え

い時の処置）� 椿崎仙市……4-26-774

〔3〕�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� 仲矢実・吉住仁志……5-15-775
〔4〕�火力発電プラントにおける水質管理（水に起因

するトラブルと対策〔ボイラ〕）（第１回）

� 奥原洋人……5-21-775
〔4〕�火力発電プラントにおける水質管理（水に起因

するトラブルと対策〔ボイラ〕）（第２回）

� 奥原洋人……6-36-776
〔4〕�火力発電プラントにおける水質管理（水に起因

するトラブルと対策〔ボイラ〕）（第３回）

� 奥原洋人……7-22-777
〔5〕ボイラの基本計画と設計留意点

� 吉田健……7-27-777
〔6〕ボイラの制御と運用調整� 桂敏夫……8-44-778
〔7〕�基礎講座「排煙脱硝装置について」排煙脱硫シ

ステムの概要とAQCSとして担う役割

� 大西利幸・杉田覚……9-25-779
〔8〕微粉炭焚きボイラの灰付着障害とその対策

� 若林信行・船岡秀樹……9-35-779

［入門講座］
［火力発電プラントの基礎理論］
Ⅷ．電力系統制御� 1-46-771
お詫びと訂正� 2-44-772
Ⅸ．制御システムの基礎理論� 2-45-772
Ⅹ．水－蒸気サイクル化学の基礎理論と実践� 3-24-773
Ⅺ．環境保全技術の基礎理論� 3-58-773

［コンバインドサイクル発電］（改訂版）
開講にあたって� 浦瀬　賢治……4-44-774
Ⅰ．コンバインドサイクルの技術的変遷� 4-45-774
Ⅱ．コンバインドサイクルのシステム構成� 5-54-775
Ⅲ．ガスタービンの特徴と構造� 6-59-776
Ⅳ．ガスタービン高温部の材料と冷却技術，燃焼技術

� 7-52-777
Ⅴ．蒸気タービンの構造と特徴� 8-55-778
Ⅵ．発電機の構造と特徴� 9-62-779
Ⅶ．排熱回収ボイラの構造と特徴� 11-65-781
Ⅷ．ガスタービン高温部品の保守技術� 12-61-782
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［特集］
2050年カーボンニュートラルの実現をめざして～グリー
ン水素，エネルギー貯蔵及びカーボンリサイクル技術～
序：発刊にあたって� 笹津浩司……10-1-780
Ⅰ．�カーボンニュートラル実現に向けた火力・原子力

発電の役割� 船橋信之……10-2-780
Ⅱ．水素技術（アンモニア利用含）

　１．�ボイラ，ガスタービンにおける燃料アンモニア

利用技術� 須田俊之……10-8-780
　２．�国際水素サプライチェーンと実証試験の状況

� 森本勝哉・神谷祥二……10-15-780
　３．�水素社会実現に向けた水素・燃料電池システム

の最新技術� 秋山紗耶加……10-23-780
Ⅲ．バイオマス発電

� 竹内謙太・近藤雅之……10-29-780
Ⅳ．エネルギー貯蔵技術� 大地昭生……10-42-780
　Ⅳー１．エネルギー貯蔵技術のマネジメント

　　　１．�CO2フリー水素を起点とする分散型エネル

ギーシステム

� 谷秀久・遠藤巧・野々村敦……10-44-780
　　　２．�定置用蓄電池システムの技術動向と各種事

例� 小林武則……10-50-780
　　　３．�再生可能エネルギー余剰電力を利用した石

炭火力の電力系統安定化運用

� 吉葉史彦……10-57-780
　Ⅳ－２．電力利用を目的とした蓄熱システム

� 當房誠……10-63-780
　Ⅳ－３．圧縮/液化空気によるエネルギー貯蔵技術

� 川村太郎・渡邉健次・岡崎徹……10-73-780
　Ⅴー１．CO2回収・貯留（CCS）技術

　　　１．CO2回収・貯留（CCS）技術

� 北村英夫……10-80-780
　　　２．大規模CO2回収技術

� 大谷彬人……10-85-780
　Ⅴ－２．CO2回収・利用（CCU）技術

� 北村英夫・御子柴智……10-91-780
　Ⅵ－１．燃料転換

　　　１．�サバティエ反応を利用したカーボンニュー

トラルメタンの製造� 遠藤巧……10-97-780
　　　２．�SOEC高温電解による高効率メタネーショ

ン技術革新への挑戦

� 大西久男……10-102-780

　Ⅵ－２．�コンクリートの炭酸化によるCO2吸収型

カーボンネガティブコンクリート

� 取違剛……10-110-780
執筆者一覧� 10-117-780

［発電大会］
令和３年度�火力原子力発電大会　概況報告� 12-9-782
式辞� 渡部哲也……12-12-782
祝辞� 苗村公嗣……12-14-782
閉会の辞� 河相健……12-16-782
令和３年度�火力原子力発電大会研究発表（Web配信）

題目一覧� 12-17-782
火力原子力発電所現場永年勤務者賞表彰者� 12-19-782

［活動報告］
2020年「火力原子力発電」総目次� 1-46-771
次世代リーダー育成セミナー� 3-16-773
次世代リーダー育成セミナー特別アンケート「2050

ゼロエミッション」に関する感想� 6-9-776
令和２年度　各支部普及事業活動報告� 6-82-776
第67回通常総会のご報告� 7-1-777
第１回�水質管理技術検討分科会（第５回�技術討論会）

� 椿﨑仙市……8-68-778
vgbe�Congress�2021� 髙木愛夫……11-8-781

［会報・その他］
調査研究関係・発刊関係� 1-771～12-782
他団体の活動� 1-771～12-782
新入会員の紹介� 1-771～12-782
JIS�B�0127「火力発電用語－蒸気タービン及び附属

装置並びに地熱発電設備」に対する意見募集について

� 1-771
令和３年度上期　火原協大学講座� 2-772
令和３年度上期　火原協大学講座� 3-773
令和３年度�火力原子力発電大会　研究発表ならびに

技術展示募集延期について� 3-773
令和３年度�火力原子力発電大会『研究発表（オンデ

マンド配信）』募集のご案内� 4-774
「JIS�B�8224（ボイラの給水及びボイラ水－試験方

法）」に対するご意見の募集について� 6-776
令和３年度下期　火原協大学講座� 8-778
講演会「火力発電における脱炭素技術開発」―�開催
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のご案内―� 9-779
各種行事等お知らせ「郵送」希望会員の皆様へのお願

い� 9-779
産業用発電設備集中講座� 9-779
『火力原子力発電』10月特集号のご案内� 9-779
火力原子力発電大会　研究発表（Web�配信）題目一覧

� 9-779

令和３年度火力原子力発電大会『研究発表（Web配

信）』聴講のご案内� 10-710
講演会「海外エネルギー情勢と海外プロジェクト」

� 10-710
現場に密着した保守管理・予防保全技術に関する講習

会� 12-782
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東京パワーテクノロジー株式会社…………………… 780
東芝エネルギーシステムズ株式会社………………… 778

［ナ行］

株式会社日本環境調査研究所…………………… 776, 780
日本電測機株式会社…… 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 
� 778, 779, 780, 781, 782
日本ハイコン株式会社………………………………… 780

［ハ行］

株式会社日立製作所……………………………… 776, 781
ヒロセ�テン株式会社� … 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777,
�  778, 779, 780, 781, 782
PRUFTECHNIK株式会社�……………………… 777, 780

［マ行］

三菱重工業株式会社…………………………………… 780
三菱パワー株式会社…………………………………… 775

［ラ行］

リードエグジビションジャパン株式会社……… 771, 772
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