
 
 
 
 

火力発電プラントにおける 

水質管理ハンドブック 正誤表 
 

 

 

 

 

 

 

2019 年 4 月 

 

一般社団法人火力原子力発電技術協会 

 

 

 

 



 

お詫びと訂正 
 

このたびは，「火力発電プラントにおける水質管理ハンドブック」をご購入いただき

ありがとうございます。 
この水質ハンドブックは，執筆者リストの最後に記載がありますように当協会で主

催している「国内ボイラ水質に関する研究会」の方々に執筆をお願いいたしました。 
執筆者が大勢になるため，事前に用語や単位などの統一の打合せは行いましたが，

まだ不十分なところも多数あり，さらに引用した表は再作成を行ったため，誤った表

記の部分が多くありました。 
校正は通常の印刷に対して倍以上の回数を行い，できるだけ間違いのないものをお

届けするはずでございましたが，まだ多くの間違いがみつかりました。 
本来であるならば初版を絶版に修正を行った改訂版を作成無料交換をしたいところ

ですが，予算の関係上無理ですので。ここに正誤表をお届けします。 
文章中の文字，数字の誤りおよび正しい修正箇所は赤字で表示してあります。その

箇所の本文を修正して，ご利用ください 
また後日，本文と同じＢ５判の正誤表も２色刷りで作成する予定です（なおこちら

は，申込制（無料）を予定しております）。 
船橋様の「発刊にあたって」にありますように，ハンドブックを常に身近に置き機

器の設計や日々の管理からトラブル対応に活用し，擦り切れるまで使い込んで頂けま

したら幸いに思います。 
 

2019 年 4 月 
 
一般社団法人火力原子力発電技術協会 編集担当 
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Page 訂正箇所 誤（訂正前） 正（訂正後）

P7 (10)項　2行目 溶存酵素 溶存酸素

P9 表3　175MW給水流量 375 376
P11 下から１行目 9.7から10.0 9.3から10.0
P12 表4　2000年代 流動加速型 流れ加速型

P12 表4　2010年代 9.7から10.0 9.3から10.0
P13 下から4行目 pH 8.5～10.0 pH 8.0～10.0
P14 表6　タイトル 排熱ボイラ 排熱回収ボイラ

P14 表7　給水　ヒドラジンの単位 ヒドラジンN2H4:µg/Lg ヒドラジン（N2H4:µg/L）
P14 表7　給水　ヒドラジン　AVT（R) 10以下 10以上

P15 2行目　VGB 大規模発電所所有者協会 欧州大規模発電事業者技術協会

P19 2.1.2項の2行目 温度0.001℃ 温度0.01℃
P20 図2 三重点（0.001℃，611.65Pa） 三重点（0.01℃，611.65Pa）
P21 2.2.3項の2行上 meq/L mEq/L
P29 表7.1　給水　ヒドラジンの単位 （N2H4：mg/L） （N2H4：µg/L）
P29 表7.1　給水　シリカの単位 （SiO2：mg/L） （SiO2：µg/L）
P29 表7.2　ボイラ水 電気伝導率（25℃） 酸電気伝導率（25℃）

P30 表8.1　給水　シリカの単位 （SiO2：mg/L） （SiO2：µg/L）
P30 表8.2　ボイラ水 電気伝導率（25℃） 酸電気伝導率（25℃）

P31 表9.1　給水　シリカの単位 （SiO2：mg/L） （SiO2：µg/L）
P31 表9.2　ボイラ水 電気伝導率（25℃） 酸電気伝導率（25℃）

P32 図12　下段左側の図 平均溶存酸素鉄濃度 平均溶存酸素濃度

P33 表10　給水　溶存酸素 5～20 20～50
P33 表10　給水　シリカの単位 （SiO2：mg/L） （SiO2：µg/L）
P37 表11　給水　溶存酸素 並列～50％負荷　10以下 並列～50％負荷　20以下

P37 表11　給水　ヒドラジンの単位 N2H4：m/L N2H4：mg/L
P38 表12　揮発性物質処理　pH 72時間以内：pH9.0～9.8 72時間以内：pH9.0～9.6
P41 表13 5/7 参照　（赤字箇所） 5/7 参照　（赤字箇所）

P41 2行目　文献番号 図24［21］ 図24［19］

P41 3行目　文献番号 表13［21］ 表13［19］

P43 表14　給水 低圧給水ポンプ出口　 静電気伝導率 低圧給水ポンプ出口　 酸電気伝導率

P43 表14　蒸気 低圧･中圧･高圧蒸気　静電気伝導率　（3箇所） 低圧･中圧･高圧蒸気　酸電気伝導率　（3箇所）

P48 表18　項目 過熱器・熱器 過熱器・再熱器

P48 表18　高圧給水加熱器(給水側) 58時間～1週間／乾燥保存又は満水保存 58時間～1週間／乾燥保存又は満水保存

pH9.0～9.6
P52 表1　給水　pH 常用使用圧力　10を超え15以下

8.5 ～ 10.3 b)
常用使用圧力　10を超え15以下

8.0 ～ 10.3　　（ b) の削除）

P52 表1　給水　ヒドラジン 常用使用圧力　2を超え3以下

200以下

常用使用圧力　2を超え3以下

200以上

P55 表4 電気伝導率、亜硫酸イオンの単位 6/7 参照　（赤字箇所）

P55 表4 常用使用圧力　5を超え7.5以下
低濃度水酸化ナトリウム処理
塩化物イオン、ナトリウム

6/7 参照　（赤字箇所）

P55 表4 常用使用圧力　7.5を超え10以下～10を超え15以下
表の抜け落ち

6/7 参照

P57 表5 表の抜け落ち 5/7 参照

P59 表7 5/7 参照　（赤字箇所） 5/7 参照　（赤字箇所）

P61 図8 写真添付間違い 5/7 参照　（赤字箇所）

P65 図11のポリッシャーの後流 純水装置 純水タンク

P69 式（12）の下 酵素分圧 酸素分圧

P70 図5　文献番号 なし [5,6]
P72 図8　文献番号 …電位－pH図[11] …電位－pH図[10]

P77 図14　文献番号 [18] [17,18]
P78 1行目 過熱墳破 過熱噴破

P88 図24 縦軸の目盛り　0.5  1  5  0  50  100… 縦軸の目盛り　0.5  1  5  10  50  100…

P82 下から4行目 マリサイト（NaFePo4） マリサイト（NaFePO4）
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P82 下から3行目 ①EPRIからりん酸塩… EPRIから，①りん酸塩…
P88 下から1行目　文献番号 [27] [26]
P90 1行目　タイトル 加熱 過熱

P104 2行目 再不動化 再不動態化

P106 写真24　タイトル 3.5NiCrMoV鋼ロータ材の非金属介在物を起点とし
た孔食の発生例ラムオリフィス

3.5NiCrMoV鋼ロータ材の非金属介在物を起点と
した孔食の発生例

P106 下から1行目　文献番号 [33] [32]
P107 写真24　写真番号 写真24 写真25
P107 写真24　タイトル 3.5NiCrMoV鋼ロータ材の非金属介在物を起点とし

た孔食の発生例ラムオリフィス

孔食を起点とした疲労き裂の発生例

P114 8行目 アレニウスプロット（図2） アレニウスプロット（図50）
P122 図65 軽合金　（2箇所） 銅合金　（2箇所）

P122 図65 鋲イオン 鉄イオン

P122 図65 異常腐食 異常潰食

P122 図65 電食 異種金属接触腐食

P122 図65 エポキシ樹脂 エポキシ塗装

P130 図78の1行上　文献番号 配管の破断事故[47] 配管の破断事故[55]

P131 図79の凡例 湿り度11℃ 湿り度11％
P131 下から2行目　文献番号 単流では図82[55]が，二相流では図83[56] 単流では図82[56]が，二相流では図83[57]

P136 下から1行目 [56] F.N.Remy ： 「 Flow Assisted Corrosion …

（1987.4）. J.Moore：「Two－Phase Steam Flow
in T

[56] F.N.Remy ： 「Flow Assisted Corrosion …

（1987.4）」

P136 下から1行目 [57] J.Moore：「Two－Phase Steam Flow in
Turbine and Separators: Theory,
instrumentation, engineering」

P145 参考文献[3] IS B 8223-2015 JIS B 8223-2015
P156 3.2.1項　2行目 µS/m µS/cm
P157 下から1行目 イオン樹脂 イオン交換樹脂

P162 3.8項　2行目 TRTZ TPTZ
P162 3.8項　下から2行目 TRTZ TPTZ
P163 表2　溶存酸素 隔離電極法 隔膜電極法

P165 1.1.2項　4行目 硫酸ヒドラジウム 硫酸ヒドラジニウム

P167 図1　粒子径100um 粗砂 細砂

P168 表3　カルシウム化学式 Ca Ca2＋

P171 (2)高分子凝集剤　9行目 陽イオン性及び非イオン性の高分子凝集剤は… 陽イオン性の高分子凝集剤は…

P184 表6　項目 再生排水量 再生廃液量

P186 (1)項　1行目 徴量 微量

P187 表10　懸濁固形物 起動時 100～200 起動時 100～2000
P187 表10　注(2)AVT運転時 設計pHは9.0（NH4

＋として280µg/L as CaCO3）と

する。

設計pHは9.4（NH4
＋として1100µg/L＝3060µg/L

as CaCO3）とする。

P188 表13　タイトル 復水ろ過装置出口水質条例の一例 復水ろ過装置出口水質条件の一例

P189 表15　全溶解固形物の単位 （µg/L  NH3は除く） （CaCO3：µg/L  NH3は除く）

P194 下から1行目 徴細化 微細化

P195 図23 差導電率計 差電気伝導率計

P195 表17のタイトル 分離再正法比較表 分離再生法比較表

P196 2行目 水酸ナトリウム 水酸化ナトリウム

P196 図24 温合樹脂層取出し 混合樹脂層取出

P197 図25　右図　樹脂移送再生手順 図25，26共通 （削除）

P198 図27 半透明　（2箇所） 半透膜　（2箇所）

P202 6行目 化学的酵素要求量 化学的酸素要求量

P205 2.1項　2行目 工場排水規正法 工場排水規制法

P205 2.1項　13行目 アニモニウム アンモニウム

P210 図7　振とう前後の濃度 振とう前（左側） 　　　　→　　振とう後（右側）

初濃度　Ca（mg/L)　　　　　　初濃度　C（mg/L)
振とう前（左側） 　　　　→　　振とう後（右側）

初濃度　C0（mg/L)　　　　　　平衡濃度　C（mg/L)
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P210 図7　平衡吸着量の式 q1=L（C0－C1)‐10－3／W1

q2=L（C0－C1)‐10－3／W2

q3=L（C0－C1)‐10－3／W3

q1=L（C0－C1)・10－3／W1

q2=L（C0－C2)・10－3／W2

q3=L（C0－C3)・10－3／W3

P215 (4)項　4行目 ジオチン酸 ジチオン酸

P217 表8 ノルマヘキサン抽出物質 ノルマルヘキサン抽出物質

P217 表8 生化学的酸素要求量 生物化学的酸素要求量

P217 表8 ポリ塩素化ビフェルニル ポリ塩化ビフェニル

P219 4.2項　4行目 亜セレン酸（Se2O3
2－） 亜セレン酸（SeO3

2－）

P219 4.2項　4行目 セレン酸（Se２O4
2－） セレン酸（SeO4

2－）

P219 式(1) … → 3Fe2＋＋Se0＋4H2O … → 3Fe2＋＋Se0＋4H2O　（上付き数字ゼロ）

P220 5行目　文献番号、句点 。(18) [5]。

P220 下から16行目 (4)組合せ処理[8,16] (4)組合せ処理[8,10]

P220 下から3行目 ①の方式よりも， (A)の方式よりも，

P224 式(6)の2行下、下から5行目 Fleudlich　（2箇所） Freundlich　（2箇所）

P226 13行目 アンモニアイオン アンモニウムイオン

P226 下から3行目　文献番号 図26[13]に示す。 図26[14]に示す。

P228 図28の上1行目　文献番号 排出している[14,15]。 排出している[15,16]。

P229 図29の上1行目　文献番号 再利用される[16,17]。 再利用される[17,18]。

P233 式（2）の1行上 管内流体温度Tl 管内流体温度Tl　　（下付きの小文字エル）

P233 式（2） （λm×（T *－T 1）／… λm×（T *－T l）／…

（λmの前の（を削除、下付きの小文字エル）

P234 表1　STBA12　成分 0.2Mo 0.5Mo
P236 図4　縦軸 熱伝導率（W/m2K） 熱伝達率（W/m2･K）

P236 図5　縦軸 管内熱伝導率（kcal/m2h℃） 管内熱伝達率（kcal/m2･h･℃）

P236 図6　縦軸 管内熱伝導率（kcal/m2h℃） 管内熱伝達率（kcal/m2･h･℃）

P237 図8　左から4，7の枠内 熱伝導率 熱伝達率

P237 図8　左から5，7の枠内 局所熱流速 局所熱流束

P238 表2　スケール付着量 油燃焼／超臨界圧　24～64 油燃焼／超臨界圧　24～36
P238 1.4項　2行目　熱負荷の単位 kcal・m2h　（2箇所） kcal/m2h　（2箇所）

P238 図9　熱負荷の単位 kcal・m2h　（2箇所） kcal/m2h　（2箇所）

P258 下から9行目 中継タンク工法[6] 中継タンク工法[7]

P266 出典一覧　付録図10 G. Bohnsack, The Solubility of Magnetite in
Water and in Aqueous Solutions

D.D. Macdonald, G.R.Shierman and P.Butler,
The Thermodynamics of Metal-Water Systems
at Elevated Temperatures. Part 1. The Water
and Copper- Water Systems, Atomic Energy of
Canada Limited, AECL-4136(1972)

P282 付録表7　タイトル 産業用水管ボイラのボイラ水の水質（イオン交換水
を使用する場合）の管理項目及び管理値

産業用水管ボイラの給水の水質（イオン交換水を使
用する場合）の管理項目及び管理値

P282 付録表7　酸化還元方法 常用使用圧力　10を超え15以下

酸化型（OT）
常用使用圧力　10を超え15以下

酸化形（OT）
P282 付録表7　給水　pH 常用使用圧力　10を超え15以下

8.5 ～ 10.3 b)
常用使用圧力　10を超え15以下

8.0 ～ 10.3    　　（ b) の削除）

P282 付録表7　給水　ヒドラジン 常用使用圧力　2を超え3以下

200以下

常用使用圧力　2を超え　3以下

200以上

P283 付録表8　塩化物イオン 低濃度水酸化ナトリウム処理　　2以下 低濃度水酸化ナトリウム処理　　2以下 f)

P283 付録表8　ナトリウム 低濃度水酸化ナトリウム処理　　2.8 低濃度水酸化ナトリウム処理　　2.8以下

P283 付録表8　亜硫酸イオン Cl：mg/L SO3：mg/L
P284 付録表9　電気伝導率の単位 miS/m mS/m
P284 付録表9　電気伝導率 常用使用圧力　7.5を超え10以下

低濃度水酸化ナトリウム処理
43以下

常用使用圧力　7.5を超え10以下
低濃度水酸化ナトリウム処理
3以下

P284 付録表9　酸電気伝導率の単位 S/m mS/m
P284 付録表9　りん酸イオン 常用使用圧力　10を超え15以下 ／ リン酸塩処理

2以下

常用使用圧力　10を超え15以下 ／ りん酸塩処理

3以下

P284 付録表9　りん酸イオン 常用使用圧力　10を超え15以下 ／ 酸素処理

－ h)
常用使用圧力　10を超え15以下 ／ 酸素処理

－ 　（ h) の削除）

P284 付録表9　亜硫酸イオン Cl：mg/L SO3：mg/L
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P284 付録表9　亜硫酸イオン 常用使用圧力　7.5を超え10以下 ／ 酸素処理

－ e)
常用使用圧力　7.5を超え10以下 ／ 酸素処理

－ 　（ e) の削除）

P284 付録表9　注　c) ヒドラジンをダウ脱酸素剤として… ヒドラジンを脱酸素剤として…

P284 付録表9　注　h) …海水の漏れなどによってカリシウム… …海水の漏れなどによってカルシウム…

P284 付録表9　注　h) …混入量に対応する高級処理… …混入量に対応する応急処理…

P284 付録表9　注　i) …5.の注（＊）によって試験する… …5.の注（6）によって試験する…

P286 付録表12　pH pH（25℃における） pH（25℃における） a)

P286 付録表12 （表下の注書き漏れ） 注 a) プラント使用材料によって変える必要があるた

め，復水器が銅合金製の場合はpHの上限を9.6に
調節し管理する。

P286 付録表14　りん酸イオン PO2:mg/L PO4:mg/L
P287 付録表15 7/7 参照　（赤字箇所） 7/7 参照　（赤字箇所）

P287 付録表16　pH 常用使用圧力　7.5を超え10以下
還元形／低酸化形／酸化形
8.5～10.0

常用使用圧力　7.5を超え10以下
還元形／低酸化形／酸化形

8.5～10.0 a)　（6箇所）

P287 付録表16　pH 常用使用圧力　10を超え15以下
還元形／低酸化形／酸化形
8.5～10.0

常用使用圧力　10を超え15以下
還元形／低酸化形／酸化形

8.5～10.0 a)　（6箇所）

P287 付録表17　pH pH（25℃における） a) pH（25℃における）　 　（ a)の削除）

P287 付録表17　pH 常用使用圧力　15を超え20以下
還元形／低酸化形／酸化形
8.5～10.0

常用使用圧力　15を超え20以下
還元形／低酸化形／酸化形

8.5～10.0 a)　（6箇所）

P287 付録表17　pH 常用使用圧力　20を超えるもの
還元形／低酸化形／酸化形
8.5～10.0

常用使用圧力　20を超えるもの
還元形／低酸化形／酸化形

8.5～10.0 a)　（6箇所）

P288 付録表18　酸電気伝導率の単位 （µS/m） （µS/cm）

P288 付録表18　シリカ SiO2 SiO2
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P41　表13　排熱回収ボイラ水質監視計用計器設置位置[19]

化学分析用
サンプル採取

pH 電気伝導率 酸電気伝導率 溶存酸素 シリカ ヒドラジン

①復水ポンプ 〇 〇 〇 〇 〇          〇→削除

②節炭器入口 〇 〇          〇→削除 〇 〇 〇

③ボイラドラム水 〇 〇 〇 〇

④ドラム飽和蒸気 〇 〇

⑤主蒸気･再熱蒸気 〇 〇 〇（主蒸気）

0.58 ～ 0.70

P57　表5　各種スケール成分などの熱伝導率の例

熱伝導率　W/(m･K)

0.58 ～ 2.33

0.23 ～ 0.47

0.47 ～ 0.70

P61　図8　カルボン酸アミン塩処理（左）及びりん酸塩処理（右）による防食皮膜の一例

銅

水

スケール類ほか

硫酸カルシウムを主成分とするもの

けい酸塩類を　　　　  〃

炭酸カルシウムを　　〃

0.50 ～ 0.70りん酸塩類を 　　　   〃

油脂類を　　　　   　　〃
四酸化二鉄(Ⅲ)鉄(Ⅱ(ﾏｸﾞﾈﾀｲﾄ)：Fe2O3･FeO)

炭素鋼

0.058 ～ 0.12

1.2

47 ～ 58

370 ～ 420
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常用使用圧力        MPa

補給水の種類

処理方式 アルカリ処理 りん酸塩処理 アルカリ処理 りん酸塩処理 アルカリ処理
低濃度水酸化
ナトリウム処理

りん酸塩処理 アルカリ処理
低濃度水酸化
ナトリウム処理

りん酸塩処理
揮発性物質

処理[AVT(R)]

pH（25 ℃における） 10.5～11.5 9.8～10.8 10.0～11.0 9.4～10.5 9.6～10.8 9.4～10.0 9.4～10.5 9.6～10.5 9.4～10.0 9.2～10.2 8.5～9.7

酸消費量(pH4.8)
                  CaCO3:mg/L 250以下 130以下 150以下 100以下 － － － － － － －

酸消費量(pH8.3)
                  CaCO3:mg/L 200以下 100以下 120以下 80以下 － － － － － － －

電気伝導率

(25℃における)　    mS/m
　　　　　　　　　    　(μS/cm)

150以下

(1500以下)
120以下

(1200以下)
100以下

(1000以下)
80以下

(800以下)
80以下

(800以下)
3以下

(30以下)
60以下

(600以下)
50以下

(500以下)
3以下

(30以下)
40以下

(400以下)
－

(－)
酸電気伝導率

(25℃における)　    mS/m
　　　　　　　　　    　(μS/cm)

－

(－)
－

(－)
－

(－)
－

(－)
－

(－)
6以下

(60以下)
－

(－)
－

(－)
6以下

(60以下)
－

(－)
6以下

(60以下)

塩化物イオン　　  Cl:mg/L 150以下 150以下 100以下 100以下 80以下 2以下 80以下 50以下 2以下 f) 50以下 2以下

りん酸イオン a)　PO4:mg/L 10～30 10～30 5～15 5～15 5～15 － g) 5～15 3～10 － g) 10以下 － h)

ナトリウム  　      Na:mg/L － － － － － 2.8以下 － － 2.8以下 － －

亜硫酸イオン b)  SO3:mg/L 10～20 10～20 5～10 5～10 5～10 － e) 5～10

ヒドラジン c)   　N2H4:mg/L 0.1～0.5 0.1～0.5 － － － － －

シリカ d)          SiO2:mg/L 50以下 50以下 50以下 50以下 20以下 20以下 20以下 3以下 3以下 3以下 3以下

常用使用圧力        MPa

補給水の種類

処理方式
低濃度水酸化
ナトリウム処理

りん酸塩処理
揮発性物質処

理[AVT(R)]
低濃度水酸化
ナトリウム処理

りん酸塩処理
揮発性物質

処理[AVT(R)] 酸素処理 i)

pH（25 ℃における） 9.4～10.0 9.0～10.0 8.5～9.7 9.1～9.5 8.5～9.8 8.5～9.7 8.0～10.0 i)

酸消費量(pH4.8)
                  CaCO3:mg/L － － － － － － －

酸消費量(pH8.3)
                  CaCO3:mg/L － － － － － － －

電気伝導率

(25℃における)　    mS/m
　　　　　　　　　    　(μS/cm)

3以下

(30以下)
15以下

(150以下)
－

(－)
1以下

(10以下)
6以下

(60以下)
－

(－)
－

(－)
酸電気伝導率

(25℃における)　    mS/m
　　　　　　　　　    　(μS/cm)

6以下

(60以下)
－
－

6以下

(60以下)
2以下

(20以下)
－
－

2以下

(20以下)
(0.3以下)

3以下

塩化物イオン　　  Cl:mg/L 2以下 f) 10以下 2以下 1以下 f) 2以下 1以下 0.05以下 j)

りん酸イオン a)　PO4:mg/L － g) 6以下 － h)
－ g) 3以下 － h) －

ナトリウム  　      Na:mg/L 2.8以下 － － 0.9以下 － － －

亜硫酸イオン b)  SO3:mg/L － － － － － － －

ヒドラジン c)   　N2H4:mg/L － － － － － － －

シリカ d)          SiO2:mg/L 2以下 2以下 2以下 0.3以下 0.3以下 0.3以下 0.3以下

注

g) 低濃度水酸化ナトリウム処理では，りん酸塩を使用しないので，りん酸イオンの濃度は規定しない。
h) 復水器からの海水の漏れなどによってカルシウム，マグネシウム及びpHを低下させる成分の混入量に対応する応急処理に必要なりん酸塩又は水

i) ボイラ水の溶存酸素は低い濃度になる。pHを調節する場合には，揮発性物質（アンモニア又は揮発性のアミン）を用いる。
j) JIS K 0556の5.（塩化物イオン）及び5.の注(6)によって試験する。

　する。脱気器を使用する場合は，SO3: 10～20 mg/Lに調節する。

e) 低濃度水酸化ナトリウム処理では，亜硫酸塩を使用しないので，亜硫酸塩の濃度は規定しない。
f) 塩化物イオンは，揮発性物質処理［AVT(R)］と同一の値に設定した。

　の濃度を低く保つ。

　酸化ナトリウムを添加する。

P55　表4　産業用水管ボイラのボイラ水の水質（イオン交換水を使用する場合）の管理項目及び管理値

区
分

2以下 2を超え3以下 3を超え5以下 5を超え7.5以下

イオン交換水

ボ
イ
ラ
水

区
分

7.5を超え10以下 10を超え15以下

イオン交換水

ボ
イ
ラ
水

a) りん酸塩を添加する場合に適用する。
b)
 亜硫酸塩を脱酸剤として添加する場合に適用する。亜硫酸イオンの上限は規定しないが，ボイラ水の電気伝導率が規定値の上限を超えない範囲

c) ヒドラジンを脱酸素剤として添加する場合に適用する。ただし，脱気器を使用する場合には，N2H4: 0.1～0.5 mg/Lに調節することが望ましい。
d) ボイラ水中のシリカの濃度と蒸気中のシリカの濃度との関係から，蒸気中のシリカの濃度がSiO2: 0.02 mg/L以下になるように，ボイラ水中のシリカ
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常用使用圧力        MPa

補給水の種類

処理方式 りん酸塩処理 りん酸塩処理

還元剤 あり あり

酸化還元性
還元形

[AVT(R)]
低酸化形

[AVT(LO)]
酸化形

[AVT(O)]
還元形

[AVT(R)]
低酸化形

[AVT(LO)]
酸化形

[AVT(O)]

pH（25 ℃における） 9.0～10.0 8.5～10.0 8.5～10.0 8.5～10.0 9.1～9.5 8.5～9.8 8.5～10.0 8.5～10.0 8.5～10.0 9.1～9.5

電気伝導率

(25℃における)　    mS/m
　　　　　　　　　    　(μS/cm)

15以下

(150以下)
－

(－)
1以下

(10以下)
6以下

(60以下)
－

(－)
1以下

(10以下)
酸電気伝導率

(25℃における)　    mS/m
　　　　　　　　　    　(μS/cm)

－

(－)
0.3以下

(3以下)
2以下

(20以下)
－

(－)
0.3以下

(3以下)
2以下

(20以下)

ナトリウム  　      Na:mg/L － － 0.9以下 － － 0.9以下

塩化物イオン　　  Cl:mg/L 2以下 0.1以下 1以下 2以下 0.1以下 1以下

りん酸イオン   　PO4:mg/L d) － － 3以下 － －

シリカ　　         SiO2:mg/L

注

P287　付録表15　電力事業用排熱回収ボイラのボイラ水の水質の管理項目および管理値（その3）

区
分

10を超え15以下 15を超え20以下

イオン交換水

揮発性物質処理
低濃度水酸化
ナトリウム処理

揮発性物質処理 低濃度水酸化

ナトリウム処理
 e)

なし なし

a) ボイラ水のpHが9.8～10.7を維持できるよう調整する。

b) ボイラ水のpHが9.2～10.7を維持できるよう調整する。

c) ボイラ水のpHが9.0～10.7を維持できるよう調整する。

d) ボイラ水のpHが9.0～10.0を維持できるよう調整する。

e) 低濃度水酸化ナトリウム処理を適用するボイラの圧力区分は，16.5MPa以下とする。

ボ
イ
ラ
水

－

(－)
－

(－)

2以下

(20以下)
2以下

(20以下)

－ －

1以下 1以下

－ －

0.3以下 0.2以下
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