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［論文・技術紹介］
計画および建設
浮体式LNG発電プラントの開発

� 青木肇・佐藤洋・長谷川善幸・　　　　　

� 芝原孝徳・前野暢久・田中文康……3-5-762
運転員の知見を活かした排煙脱硫制御システムによる

運転コスト削減

� 宇野正喜・岡博昭・高橋拓夫……3-10-762
石狩湾新港発電所１号機営業運転開始と採用技術

� 岩田雄太……5･6-15-764
富山新港火力発電所LNG1号機の建設概要と試運転実

績� 南直喜……10-20-768

運転および保守
プラント起動時における海水リーク連続監視技術の開

発� 山地豪・秋山博・難波正徳……5･6-9-764
ヒートバランスを活用したボイラの新しい効率評価と

オンライン化� 本田達穂……7-25-765
微量海水漏えいの検知及び対処方法

� 木戸遥・濱崎彰弘・岩藤任善・椿﨑仙市……9-16-767
火力発電O&Mの知識体系化� 小田高之……10-24-768

ボイラ
微粉炭燃焼ボイラ内のクリンカ付着挙動に関する研究

� 成川公史……4-18-763

補機・諸機械
熱交換器の細管処理装置（細管縦切断・圧延等）の開

発� 林佑太……9-21-767

材料
ボイラ伝熱管低合金鋼異材継手溶接部の融合部損傷と

保守管理要領

� 本田雅幹・本田尊士・池村大成・近藤学……1-29-760

腐食・防食・化学管理
酸素処理適用ボイラにおけるパウダースケール排出対

策と効果について

　飯田純也・田鹿元昭・風間正彦・木村隆信

� ……10-13-768

特殊発電・新エネルギー
炭素循環型社会実現にむけたCO2回収・有効利用技

術の開発� 富田久士……4-24-763
大崎クールジェンプロジェクトの進捗状況

� 大亀博史……8-7-766

［論文賞］
2019年度　論文賞　表彰論文� 12-26-770

［グラビア紹介］
株式会社テプコシステムズ� 権田勇治……1-3-760
株式会社JERA� 佐野敏弘・小野田聡……4-3-763
九州電力株式会社　松浦発電所

� 鎌倉利之……5･6-3-764
東亜バルブエンジニアリング株式会社

� 笹野幸明……7-1-765
東北電力株式会社�能代火力発電所

� 山口多賀幸……12-2-759

［ご挨拶］
新年のごあいさつ� 島本恭次………1-1-760
退任のご挨拶� 島本恭次・……7-10-765
就任のご挨拶� 伊出俊一郎……8-1-766

［巻頭言］
自分自身を変えてゆくことから� 米山久一……2-1-761
火力発電の変化と技術開発への期待

� 原三郎……3-1-762

2020年「火力原子力発電」　総 目 次
第71巻 第１号～第12号

（通巻 第760号～第770号）

記事の後ろの数字は掲載月・掲載頁数，通号数です。例7-8-765（第71巻７月号８頁765号）
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低・脱炭素社会に向け火力発電技術が果たす役割につ

いて� 河相健・………4-1-763
「ゼロカーボン・スチール」の実現を想う

� 安藤豊・……5･6-1-764
石炭火力発電の色は何色？� 中西宏典・……9-1-767
コロナ下での働き方の変化� 堀江理夫……10-1-768
創立70周年を迎えて� 中澤治久……12-1-770

［講演］
〔基調講演〕災害対策とスマート化・保安人材育成に

向けた電力保安行政の取り組み� 新井憲一……1-9-760
〔講演〕最近の電力政策の動向� 小野基海……2-2-761
［記念講演］ポジティブの教科書　～幸せになれる働

き方～� 武田双雲……3-2-762

［解説］
NIMSクリープデータシートと世界記録

� 澤田浩太……9-27-767

［随想］
我が国の古代の製鉄遺跡（その１）

� 吉田敏明……2-28-761
我が国の古代の製鉄遺跡（その２）

� 吉田敏明……8-16-766

［TOPICS］
ウズベキスタンの電力事情～豊富な地下資源と環境対

策～� 浦井研二・須田裕之佑……9-3-767
バングラデシュの電力事情，見たまま，聞いたまま‼

～急速な経済成長とエネルギーの多様化～

� 藤曲智・床田直人……10-2-768

［シリーズ解説］
『現場に密着した保守技術』
〔110〕タービン発電機の保守・予防保全

� 古賀智茂……1-21-760

『変革期をリードする持続的な技術展開』
〔１〕超臨界CO2サイクル発電システムの開発

� 高橋武雄……4-11-763

『発電所における海生生物対策技術とその適用』
連載にあたって� 野方靖行……7-12-765
[1]海水系統へのクラゲ流入対策

� 原猛也・野方靖行・……7-13-765
[2]海生付着生物の検出技術

� 原猛也・野方靖行………9-9-767
[3]海水電解装置による防汚

� 原猛也・野方靖行……12-36-770

『火力発電の脱炭素社会移行プロセス』
[1]火力発電の脱炭素社会移行プロセス

� 船橋信之……7-18-765
[2]�再生可能エネルギーは火力発電を座礁資産にする

か� 船橋信之・……8-3-766

『海外プロジェクトの経験を語る』
[87]ムアララボ地熱発電所の建設

� 服部康之……10-6-768

［小特集］
欧州における再生可能エネルギー拡大と脱炭素化の現状
掲載にあたって� 船橋信之……12-45-770
第１章　WEO2019とGER2020の概要

� 中山寿美枝……12-46-770
第２章　欧州の電力事情� 田村吉章……12-53-770
第３章　欧州における脱石炭の状況

� 田村吉章……12-60-770
第４章　�変動性再生可能エネルギー拡大による出力変

動対策� 大地昭生……12-64-770
第５章　セクターカップリングの状況

� 船橋信之……12-70-770

［入門講座］
「中小容量分散型火力発電プラント」
Ⅸ．�製紙工場におけるパルプ廃液利用プラントの構成

と特徴� 1-34-760
Ⅹ．産業用小型ガスタービンの適用とシステム構成

� 2-38-761
Ⅺ．航空転用型ガスタービンの特徴と適用システム

� 3-16-762
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「火力発電プラントの基礎理論」
開講にあたって� 浦瀬賢治……4-29-763
Ⅰ．�火力発電プラントの熱力学と熱サイクルの基礎理

論� 4-30-763
掲載号変更のお知らせ� 5･6-19-764
Ⅱ．化学反応と燃焼，及び熱伝達の基礎理論

� 5･6-20-764
Ⅲ．流体力学の基礎理論� 7-31-765
Ⅳ．�機械力学及び機械振動とロータダイナミクスの基

礎理論� 8-27-766
Ⅴ．工業材料の基礎理論� 9-30-767
Ⅵ．材料力学の基礎理論� 10-28-768
Ⅶ．電磁気学の基礎理論� 12-76-770

［特集］
創立70周年記念 火力原子力発電 最近の10年の歩み
序：発刊にあたって� 11-1-769
Ⅰ．協会�最近の10年の歩み� 11-2-769
Ⅱ．発電事業�最近の10年の歩み

　1．概　　説� 11-12-769
　2．火力発電� 11-20-769
　3．海外発電事業� 11-30-769
Ⅲ．自家用火力発電�最近の10年の歩み� 11-43-769
Ⅳ．発電技術�最近の10年の歩み

　Ⅳ－１．ボ�イ�ラ� 11-50-769
　Ⅳ－２．蒸気タービン� 11-65-769
　Ⅳ－３．ガスタービン� 11-77-769
　Ⅳ－４．タービン発電機� 11-92-769
　Ⅳ－５．環境設備� 11-103-769
　Ⅳ－６．制　　御� 11-115-769
　Ⅳ－７．石炭ガス化複合発電� 11-125-769
Ⅴ.原子力発電

　Ⅴ－１．最近の10年の歩み� 11-135-769
　Ⅴ－２．福島第一原子力発電所～事故後９年の歩み～

� 11-146-769
　Ⅴ－３．次世代原子炉の開発動向� 11-162-769
Ⅵ.開発技術

　Ⅵ－１．総　　論� 11-173-769
　Ⅵ－２．再生可能エネルギー� 11-181-769
　Ⅵ－３．新エネルギー� 11-195-769
　Ⅵ－４．CO2回収・貯留（CCS）� 11-212-769
　Ⅵ－５．カーボンリサイクル技術� 11-223-769

Ⅶ.電力エネルギーの海外情勢� 11-229-769
Ⅷ.将来展望� 11-231-769
執筆者一覧� 11-240-769

［発電大会］
令和2年度�創立70周年記念火力原子力発電大会概況

報告� 12-9-770
式辞� 伊出俊一郎……12-13-770
祝辞� 小川要……12-16-770
創立70周年記念火力原子力発電大会研究発表（Web

配信）� 12-17-770
火力原子力発電所現場永年勤務者賞表彰者� 12-19-770

［活動報告］
2019年「火力原子力発電」総目次� 1-48-760
次世代リーダー育成セミナー� 2-19-761
2019年度各支部普及事業活動報告� 5･6-45-764
第66回通常総会のご報告� 7-8-765
VGBオンラインイベント報告� 12-33-770

［会報・その他］
調査研究関係・発刊関係� 1-760～12-770
他団体の活動� 1-760～12-770
新入会員の紹介� 1-760～12-770
「現場に密着した保守管理・予防保全技術に関する講

習会」のご案内� 1-760
JIS�B8223「ボイラの給水及びボイラ水の水質」改

正案の意見募集について� 1-760
2020年度上期　火原協大学講座� 2-761
会員の皆さまへのお願い（会費の改定）� 3-762
令和２年度�創立70周年記念火力原子力発電大会『研

究発表』募集のご案内� 3-762
令和２年度�創立70周年記念火力原子力発電大会『技

術展示』出展募集のご案内� 3-762
2020年度上期　火原協大学講座� 3-762
会員の皆さまへのお知らせ（会費お支払いスケジュー

ルの変更）� 4-763
「地熱発電の現状と動向2019年」会員向けホームペー

ジ掲載のお知らせ� 4-763
令和２年度火力原子力発電大会（創立70周年記念大

会）のお知らせ

� 火力原子力発電技術協会……5･6-764
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令和２年度火力原子力発電大会（創立70周年記念大

会）について� 火力原子力発電技術協会……7-765
『火力原子力発電』11月特集号発刊企画のお知らせ

� 火力原子力発電技術協会……8-766
火原協大学講座再開について

� 火力原子力発電技術協会……8-766
令和２年度　火力原子力発電大会（創立70周年記念

大会）について� 火力原子力発電技術協会……9-767
火力原子力発電大会「研究発表（Web�配信）」聴講募

集のご案内� 火力原子力発電技術協会……9-767
10月大学講座のご案内

� 火力原子力発電技術協会……9-767

火力原子力発電大会「研究発表（Web�配信）」聴講募

集のご案内� 火力原子力発電技術協会……10-768
次世代リーダー育成セミナー“コロナで働き方が変

わった！”� 火力原子力発電技術協会……10-768
講演会「海外プロジェクトの経験を語る～発電所建設

の経験～」� 火力原子力発電技術協会……10-768
11月大学講座のご案内

� 火力原子力発電技術協会……10-768
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

� 火力原子力発電技術協会……12-770
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［ア行］

株式会社IHI… ……………………………………… 760,…769
株式会社ウィズソル…………………………………… 769
株式会社オプテージ…………………………………… 769
オルガノ株式会社……………………………………… 769

［カ行］

関西電力株式会社�… …………………………………… 769
KEYTEC株式会社… …… 761,…763,…764,…766,…768,…769,…770
九州電力株式会社………………………………… 764,…769
株式会社クエスト………………………………… 767,…769

［サ行］

酒田共同火力発電株式会社…………………………… 769
株式会社JERA�… ……………………………………… 769
株式会社四国総合研究所……………………………… 769
四国電力株式会社……………………………………… 769
四電エンジニアリング株式会社……………………… 769
相馬共同火力発電株式会社…………………………… 769

［タ行］

太平電業株式会社………………………………… 761,…769
中国電力株式会社�… …………………………………… 769
株式会社鶴見製作所…………………………………… 761
株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル

　…………………………………… 761,…762,…765,…766,…769
株式会社TVE… …………………………………… 768,…769
株式会社テプコシステムズ…………………………… 769
電源開発株式会社………………………………… 763,…769
東亜ディ－ケーケー株式会社………………………… 769
東亜バルブエンジニアリング株式会社

　………………………………………… 760,…762,…765,…767
株式会社東京エネシス………………………………… 769
東京パワーテクノロジー株式会社…………………… 769

東芝エネルギーシステムズ株式会社�… ……………… 769
東北電力株式会社……………………………………… 769

［ナ行］

ニチアス株式会社……………………………………… 769
日本製鉄株式会社�… …………………………………… 769
日本電測機株式会社

　…… 760,…761,…762,…763,…764,…765,…766,…767,…768,…769,…770
日本ハイコン株式会社…………………………… 762,…769
一般社団法人日本非破壊検査協会…………………… 769

［ハ行］

一般財団法人発電設備技術検査協会………………… 769
株式会社日立製作所……………………………… 762,…769
ヒロセ�テン株式会社

　…… 760,…761,…762,…763,…764,…765,…766,…767,…768,…769,…770
富士電機株式会社………………………………… 763,…769
PRUFTECHNIK株式会社………………………… 769,…770
北海道電力株式会社…………………………………… 761

［マ行］

マグナ通信工業株式会社……………………………… 769
株式会社丸井工文社…………………………………… 769
三菱重工業株式会社�… …………………………… 764,…769
三菱電機株式会社……………………………………… 762
三菱パワー株式会社…………………………………… 769
三菱日立パワーシステムズ株式会社………………… 760

［ヤ行］

株式会社吉田コンピュートサービス………………… 769

［ラ行］

リードエグジビションジャパン株式会社

　…………………… 760,…761,…762,…763,…764,…768,…769,…770

2020年　広告掲載社　目次2020年　広告掲載社　目次
広告掲載社の後ろの数字は，会誌掲載号数です。広告掲載社の後ろの数字は，会誌掲載号数です。
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