
  2014.08.04 

正 誤 表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁  誤 正 
3 25 行目 損出 損失 
5 図 1.1 図内引出線最上部    空機 図内引出線最上部   航空機 
  図内年号表記   西 （年） 図内年号表記   西暦（年） 

7 図 1.3 図内表記 1,000m3＝1ton 1,000m3＝1,000ton 
10 図 1.10 図 1.10 火炉壁管の熱流 と炉壁温度分布(12) 図 1.10 火炉壁管の熱流束と炉壁温度分布(12) 
11 6～8 行目  燃料による火炉熱発生率の違いを表 1.2 に示す。火

炉熱発生率が微粉炭燃焼と重油燃焼で一 異なるの
は，燃焼時間が微粉炭では 
 1.5～2.5 であるのに対して，重油では 0.15～0.3

と一 短い(12)からである。 

燃料による火炉熱発生率の違いを表 1.2 に示す。火

炉熱発生率が微粉炭燃焼と重油燃焼で一桁異なるの
は，燃焼時間が微粉炭では 1.5～2.5sec であるのに対し
て，重油では 0.15～0.3 sec と一桁短い(12)からである。 

15 9 行目 畑中洋太郎 畑村洋太郎 
15 下から 8 行目 ロンドンン ロンドン 
17 表 1.6 ボイラ蓋（鉛約 38 ハンドレッド・ウェイト注 ） ボイラ蓋（鉛約 38 ハンドレッド・ウェイト注ｄ） 

 図 1.16 （注）1961 年以降 OECD の 計に 続 （注）1961 年以降 OECD の統計に接続 
 図 1.17 

囲みの中 
Expansion Patterns,AIEE 季大会 Jan.21-27，1957
より， 

Expansion Patterns,AIEE 冬季大会 Jan.21-27，1957
より， 

19 図 1.21 左       edia 
右 ( 

左 [出典]Wikipedia 
右 (b) ワット機関の原理(5) 

20 表 1.8 ットの蒸気機関(19) 蒸気機関の効率の変遷(19) 
21 図 1.24 1 行抜け 左：鋳鉄製(1806 年)，右：錬鉄製(1811 年) 
23 1～12 行目 鉄は炭素を 3～5％含む鉄であり，錬鉄は 0.1％以下の

鉄である。鋼はその中間に相当する。 
炭素量との関連からいうと， 鉄を精錬して錬鉄を得
る作業は，余分な炭素を取り除くプロセスといえる。
18 世紀の錬鉄は， 熱した 鉄を  （puddle）する
ことで，空気との接触により 鉄中の炭素を除去する
パドル法という方法で作っていた。しかし，コストが
高く少量生産であった。 

ベッセマー法は，1856 年に時代の  児であるイ
ギリス人のベッセマーが発明した画期的な精錬法で
ある。その方法は，ただ大量の空気を写真 1.5 のベッ
セマー炉中の溶けた 鉄の中に吹き込むだけ。必要な
熱源は， 鉄に含まれる炭素や 素の燃焼によって得
られる。1 回の…… 

銑鉄は炭素を 3～5％含む鉄であり，錬鉄は 0.1％以下
の鉄である。鋼はその中間に相当する。炭素量との関
連からいうと，銑鉄を精錬して錬鉄を得る作業は，余
分な炭素を取り除くプロセスといえる。18 世紀の錬鉄
は，灼熱した銑鉄を攪拌（puddle）することで，空気
との接触により銑鉄中の炭素を除去するパドル法とい
う方法で作っていた。しかし，コストが高く少量生産
であった。 

ベッセマー法は，1856 年に時代の風雲児であるイ
ギリス人のベッセマーが発明した画期的な精錬法で
ある。その方法は，ただ大量の空気を写真 1.5 のベッ
セマー炉中の溶けた銑鉄の中に吹き込むだけ。必要な
熱源は，銑鉄に含まれる炭素や珪素の燃焼によって得
られる。1 回の…… 

 20行目 注 転炉とは 鉄を鋼に転換する炉，つまり「転換炉
（converter）」に由来している(28)。 

転炉とは銑鉄を鋼に転換する炉，つまり「転換炉
（converter）」に由来している(28)。 

 表 1.9 ボイラ形式の 化と材料技術の関係(18) ボイラ形式の変化と材料技術の関係(18) 
 下段 3 列目 1837 年,機械によるリベット ち(フェアベーン) 1837 年,機械によるリベット打ち(フェアベーン) 

26 表 1.10 左向き矢印の終点が Rent Insurance taxes $7,000 左向き矢印の終点を Depreciation $6,058 とする。 
28 下から 5 行目 終わりなって 終わりになって 
52 ７行目 Qr=G(HL+A･Ca･ta･Cf･tf･V･Cg･tg･ζ･HL/100)(kJ/h) Qr=G(HL+A･Ca･ta+Cf･tf+V･Cg･tg－ζ･HL/100)(kJ/h) 

 12行目 注 T1：火球表面の絶対温度（K） T1：火球表面の絶対温度（K） 
 13行目 注 T2：伝熱表面の絶対温度（K） T2：伝熱表面の絶対温度（K） 

56 図 1.71 1 行抜け (前面燃焼)  (対向燃焼)  (コーナ燃焼) 
59 図 1.77 (b) 再生サイクルの T-S 線図 (b) 再熱サイクルの T-S 線図 
64 15 行目 図 1.83(b)に 図 1.84(b)に 
68 図 1.89 電源構成の推移(52) 電源構成の推移(56) 

91 7 行目 (13) 火原協会講座「ボイラ（平成 17 年度版）」，P.12，
P.21，P.22，P.32，(社)火力原子力発電技術協会，
平成 18 年 6 月 

(13) 火原協会講座「ボイラ（平成 17 年度版）」，P.12，
P.21，P.22，P.32，P.105，P.106，(社)火力原子
力発電技術協会，平成 18 年 6 月 

149 23 行目          性が良い。 性が良い。 
308 4 行目 炉筒煙管ボイラ 炉筒煙管ボイラ 5,8,22 

 7 行目 ワイドレンジバーナ ワイドレンジバーナ 83 
 8 行目 我が国の燃料価格の推移 我が国の燃料価格の推移 79 
 16 行目 A286 材 150,81 A286 材 150,181 
 28 行目 ASME 24,118,143,79 ASME 24,118,143,179 

311 藤川 卓爾 熱水，超高温蒸気タービン開発を手掛け，大学では自然エネル

ギー利用に取り組み「巷にエコを」実践。現在バイオディーゼ

ル燃料エンジン運転試験や自然エネ開発等々取組中。 

1969 年 三菱重工業入社以来，火力・地熱発電用蒸気タービン

の設計・製作に従事，熱水，超高温蒸気タービン開発を手掛け，

長崎総合科学大学では自然エネルギー利用に取り組み「巷にエ

コを」実践。 

 


