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� 根本晃……4-36-786
〔10〕ターボポンプの基礎と保守

� �大庭弘靖……4-46-786
〔11〕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……5-15-787
〔12〕ガスタービンの運用保守とサービスの高度化

� 今北浩司……5-26-787
〔13〕�火力発電所のデジタル化と保全の取り組みにつ

いて� �堀充利・松田孝宏……6-20-788
〔14〕�CO2フリー火力発電へ向けてのアンモニア・バ

イオマスの利用について� 花岡亮……9-28-791
〔15〕最近のボイラ保守技術について

� 柏木智光……9-34-791
〔16〕�発電プラントにおける制御性機能高度化へのア

プローチ� 河内陸……11-44-793

［小特集］
微小サンプルによる高クロム鋼溶接部の余寿命評価法
微小サンプルによる高クロム鋼溶接部の余寿命評価法

� 1-28-783
（解説）耐熱材料の“これまで”と“これから”

� 南雄介・小林覚……1-29-783
第１章�（解説）微小サンプルによる9Cr鋼溶接部の余

寿命評価法� 屋口正次……1-35-783
第２章�（技術紹介）長時間領域における9Cr鋼溶接継

手のクリープ寿命特性�

� 屋口正次・中橋聡介・田村広治……1-39-783
第３章�（論文）9Cr鋼のクリープ特性を支配する微視

組織の定量分析

　　　　　　　　　　 加古謙司・山田進・

� 屋口正次・南雄介……1-46-783
第４章�（技術紹介）9Cr鋼配管母材に対する微小サン

プル厚さに関する検討

　　　　　　　　　 屋口正次・友部真人・

� 駒崎慎一・熊田明裕……1-55-783
第５章�（論文）9Cr鋼配管の微小サンプル採取加工精

度�

� 熊田明裕・屋口正次・駒崎慎一……1-62-783

（解説）火力発電および余寿命評価の重要性

� 田沼唯士……2-30-784
第６章�（技術紹介）スモールパンチクリープ試験法に

よる余寿命評価�

� 駒崎慎一・屋口正次・熊田明裕……2-36-784
第７章�（技術紹介）微小サンプル採取が9Cr鋼配管寿

命に及ぼす影響の評価

　　　　　　　　　 屋口正次・友部真人・

� 駒崎慎一・熊田明裕……2-43-784
第８章�（論文）収差補正TEMによる9Cr鋼析出物数

密度測定の高度化

� 山田進・加古謙司・屋口正次……2-52-784
第９章�（技術紹介）短時間データに基づく9Cr鋼長時

間クリープ寿命の推定法

� 屋口正次・金井雅之……2-59-784
第10章�（技術紹介）余寿命評価法の開発と9Cr鋼実

機配管への適用

　　　　　　　　　　 屋口正次・金井雅之・

� 加古謙司・山田進……2-65-784
第11章�（解説）高クロム鋼の余寿命評価における今

後の課題� 屋口正次……2-72-784

火力発電所におけるドローンの活用
「火力発電所におけるドローンの活用」掲載にあたって

� 福冨広幸……11-75-793
（第１章）JERA×ドローンの軌跡

　　　　中神和香・木田昇・坂場啓一・

� 中村公一・玉川哲也・岡田博幸……11-76-793
（第２章）�自律飛行型ドローンによる火力発電所煙突

内部点検の効率化� 森井祐介……11-81-793
（第３章）�高精度測位ドローンを用いた貯炭測量の精

度評価� 福冨広幸……11-86-793
（第４章）�超音波厚さ測定（UT）へのドローン活用

� 神取弘太……11-93-793
（第５章）ドローンを用いた超音波厚さ測定

� 出牛利重・内橋寛晴・伊藤祐基……11-98-793

［入門講座］
［コンバインドサイクル発電］（改訂版）
Ⅸ．コンバインドサイクルの制御� 1-69-783
Ⅹ．コンバインドサイクルの運用� 2-80-784
Ⅺ．コンバインドサイクルの将来展望� 3-40-785
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［タービン・発電機および熱交換器］（改訂版）
開講にあたって� 笹津浩司……4-55-786
Ⅰ．概　説� 4-56-786
Ⅱ．蒸気タービンおよび発電機の性能� 5-48-787
Ⅲ．タービン･発電機プラントの構成と計画� 6-32-788
Ⅳ．蒸気タービンの構造� 7-40-789
Ⅳ．蒸気タービンの構造� 8-27-790
Ⅴ．タービン発電機の構造� 9-45-791
Ⅵ．ガスタービンの性能と構造� 12-72-794

［特集］
世界の脱炭素化戦略と我が国のエネルギー戦略の動向
序：発刊にあたって� 笹津浩司……10-1-792
Ⅰ．�Requirements� for�Capacity�Expansion�and�

Fuel�Supply�for�a�Future-proof,�Secure�and�

Cl imate-fr iendly� Electr ic ity� Supply� in�

Germany

　　　　　　　　 Hans-Wilhelm�Schiffer・

　　　　　　　　 Stefan�Ulreich・

� Tobias�Zimmermann……10-2-792
Ⅱ．米国バイデン政権の脱炭素化戦略

� 上野貴弘……10-20-792
Ⅲ．�中国の脱炭素戦略とエネルギー政策　－グリーン

を前面に，ブラックも徹底活用－

� �堀井伸浩……10-27-792
Ⅳ．世界の原子力事情と日本� 古塚伸一……10-42-792
Ⅴ．天然ガスの動向� 奥田誠……10-50-792
Ⅵ．日本の脱炭素化戦略

　１．�太陽光発電の将来ビジョン　－カーボンニュー

トラルの実現に向けて－

� 増川武昭……10-63-792
　２．�第６次エネルギー基本計画目標に向けた風力部

門の取組み� 斉藤哲夫……10-71-792
　３．日本のエネルギー政策と火力発電の将来

� 金子祥三……10-82-792
執筆者一覧� 10-93-792

［発電大会］
令和４年度�火力原子力発電大会　概況報告� 12-9-794
式辞� 渡部哲也……12-18-794
歓迎の辞� 芦谷茂……12-20-794
祝辞� 松山泰浩……12-22-794

研究発表（口頭発表・ポスター発表　プログラム）

� 12-24-794
論文賞　表彰論文� 12-27-794
火力原子力発電所現場永年勤務者賞表彰者� 12-37-794

［活動報告］
2021年「火力原子力発電」総目次� 1-96-783
会誌モニター調査（2021年10月号～）� 3-57-785
ボイラ給水処理�酸素処理法30周年記念技術セミナー

� 椿﨑仙市……5-68-787
令和３年度　各支部普及事業活動報告� 6-59-788
第68回通常総会のご報告� 7-7-789
vgbe�Congress�2022� 髙木愛夫・沖裕壮……11-3-793
第２回�水質管理技術検討分科会（第６回�技術討論会）

� 椿﨑仙市……11-104-793
火力原子力発電技術協会　「2022年度第１回技術セ

ミナー」を開催しました！！� 11-107-793

［会報・その他］
調査研究関係・発刊関係� 1-783～12-794
他団体の活動� 1-783～12-794
新入会員の紹介� 1-783～12-794
現場に密着した保守管理・予防保全技術に関する講習会

� 1-783
火原協大学講座� 2-784
【事前お知らせ】令和４年度　火力原子力発電大会（広

島大会）について（予定）� 3-785
令和４年度火力原子力発電大会（広島大会）『研究発表』

募集のご案内� 4-786
令和４年度火力原子力発電大会（広島大会）『技術展示』

出展募集のご案内� 4-786
令和４年度火力原子力発電大会（広島大会）『研究発表』

募集のご案内� 5-787
令和４年度火力原子力発電大会（広島大会）『技術展示』

出展募集のご案内� 5-787
令和４年度　火力原子力発電大会（広島大会）のご案

内� 6-788
令和４年度下期　火原協大学講座� 8-790
令和４年度　火力原子力発電大会（広島大会）口頭発

表プログラム� 9-791
令和４年度　火力原子力発電大会（広島大会）技術展

示出展社� 9-791
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令和４年度　産業用発電設備集中講座� 9-791
講演会「火力発電の最先端技術～発電プラントのDX

と脱炭素への取組」　―開催のご案内―� 9-791
講演会「海外プロジェクトの経験を語る」―開催のご

案内―� 10-792
現場に密着した保守管理・予防保全技術に関する講習

会� 12-794
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