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まえがき＝高純度テレフタル酸（PTA）や硝酸，カプ
ロラクタムなど（以下，PTAなどという）の各製造プ
ロセスでは，酸化反応用空気を供給するプロセス空気圧
縮機，およびその酸化反応後に発生する高温のオフガス
を活用するオフガスタービンが使用されることが多い。
このオフガスはプロセス内でプラント効率を上げるため
に有効活用され，減温された後にタービンに供給される
場合がほとんどであった。
　しかし近年，高温オフガスを直接タービンに供給して
エネルギー回収を行う事例が散見されるようになってき
た。従来，当社ではタービン入口のガス温度は400℃が
対応の上限であったが，近年の顧客からの要求に応える
べくオフガスタービンの適用温度範囲を拡大する開発

（以下，本開発という）を行った。本稿ではその取り組
みと結果について紹介する。

1 ．本開発の主要諸元

　高温用ラジアルタービンの開発において目標とした主
要緒元を表 1 に示す。この主要緒元を満足するために，
タービンランナに対してさまざまな解析を実施した。タ
ービンランナは，ピニオンロータ先端に結合された羽根
車で，外周側より流入したガスの熱エネルギーをピニオ
ンロータの回転エネルギーとして回収することを目的と
する主要パーツである。図 1 にその組立図および外観を
示す 1 ）～ 6 ）。
1. 1　タービン入口ガス温度およびタービンランナ許容

周速
　PTAなどの各製造プロセスで発生するオフガス発生
温度の調査を踏まえ，これら高温ガスにラジアルタービ
ンが対応できるよう目標ガス温度を550℃とした。また，
この温度における目標タービンランナ許容周速を従来と
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図 1  本開発機
Fig. 1  Runner of developed turbine

表 1  本開発で目標とした主要諸元
Table 1  Development target of new turbine
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同等の350m/sとした。
1. 2　熱疲労寿命
　ガス温度が550℃と高温の場合，従来では検討が不要
であった熱疲労寿命を検討する必要が生ずる。
1. 2. 1　起動後の空気からオフガスへの切り替え
　PTAなどの製造プロセスでは，起動直後においては
高温のオフガスはまだ発生しない。このため，プロセス
空気圧縮機で生じた100℃程度の空気の一部をタービン
へあらかじめ流入させてタービンの機内温度が急激に上
昇するのを抑制する。起動後しばらくして高温のオフガ
スが発生すると，バルブを切り替えてその高温のオフガ
スをタービンへ流入させる。
1. 2. 2　停止前でのオフガスから空気への切り替え
　PTAなどの製造プロセスでは停止直前においても，
タービンに流入させている高温のオフガスから切り替え
て前項で述べた空気をタービンに流入させて停止する。
1. 2. 3　熱疲労
　1.2.1項および1.2.2項のように起動／停止を繰り返すこ
とによって熱疲労が進行することが懸念される。すなわ
ち，空気と高温オフガスの切り替え直後の熱的な非平衡
状態においては，タービンランナに局所的に著しい温度
差が生じて高い熱応力が発生する。目標オフガス温度は
550℃と高温であることから，起動／停止によって発生
する熱応力は従来機よりかなり大きくなり，タービンラ
ンナの熱疲労が速く進行することが心配される。
1. 2. 4　目標熱疲労寿命回数
　 1 年間の起動／停止回数を50回とし，機械寿命として
API規格が定める20年を用いたときのタービンランナの
トータル起動／停止回数1,000（=50×20）回を熱疲労寿
命の目標回数とした。
1. 3　タービン効率
　目標タービン効率は従来タービン効率と同等とした。

2 ．解析モデル

　後述するタービンランナの温度分布計算および応力計
算には汎用有限要素法プログラムABAQUS ver6.12-1を
用いた。図 2 に示すように，解析にあたってはブレード
1 枚分をモデル化し，その切り口における境界条件とし
て周期対称条件を与えた。温度分布計算，応力計算とも
に後述する候補材料の温度依存性を考慮した物性値を用
いた。なお，温度分布計算における熱伝達率は，タービ
ンランナの各部位で実測した温度に合うよう，ハブ表・
裏面やブレード表・裏面にそれぞれ与えた。また，ター
ビンランナ入出口でのガス温度は，タービンの運転条件

で決まる反動度およびタービン断熱効率を用いて算出
し，それらを温度境界条件とした。

3 ．タービンランナの許容周速

　本開発における目標温度に対しては，これまで適用し
てきたタービンランナ材料の強度特性が低下し，目標と
するタービンランナ許容周速を満足できない。このた
め，目標温度における強度を十分に満足する新たな材料
の選定およびタービンランナの形状変更を行った。
3. 1　定常運転時のタービンランナの温度分布計算
　タービン吸込温度が550℃の場合における定常運転時
の従来形状のタービンランナの温度分布を計算した。そ
の結果を図 3 に示す。
3. 2　定常運転時のタービンランナの応力計算
　従来形状のタービンランナを対象とする応力計算を実
施した。その結果を図 4 に示す。
3. 3　タービンランナの最大応力箇所およびその温度
　定常運転時における従来形状のタービンランナの最大
応力箇所は，図 4 に示すように出口側とは反対側となる
内径側のSpot Aであり，前節で示した温度分布計算結
果（図 3 ）によると当該箇所の温度は約400℃になるこ
とが分かった。
3. 4　各種候補材料の許容応力およびタービンランナの

許容周速
　表 2 に示すように，従来のタービンランナに適用した
材料および一般的に用いられている耐熱材料を今回の高

図 2  タービンランナーの解析モデル
Fig. 2  Analysis model of turbine runner

図 4  従来型タービンランナの応力分布（タービンランナ周速：
350m/s）

Fig. 4  Stress profile of conventional turbine runner by peripheral 
velocity of 350m/s

図 3  従来型タービンランナの温度分布（吸込ガス温度： 550℃）
Fig. 3  Temperature profile of conventional turbine runner by 

suction gas temperature of 550℃
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温用タービンランナの候補材料とした。なお，流入ガス
温度が400℃未満である従来機の場合，タービンランナ
の許容応力は材料降伏点の 2 / 3 程度としてきた。
　しかしながら，流入ガス温度が550℃と高温になる本
開発機への適用においては，上記のどの候補材料もクリ
ープ現象が無視できなくなる。このため，ボイラや圧力
容器の設計で用いられるASME CODE Section Ⅷに従
って，材料降伏点の 2 / 3 もしくは10 5 時間クリープ破
断応力の 2 / 3 のどちらか小さい方を許容応力とした。
この許容応力に基づいて各候補材料を従来形状のタービ
ンランナに適用した場合の，温度と許容応力との関係を
図 5 に，許容周速との関係を図 6 に示す。
3. 5　高温用タービンランナ材料の選定
　3.3節で述べたように，タービンランナの最大応力発
生箇所Spot Aの温度は約400℃である。図 5 および図 6
に示したように，SUH660はこの400℃近辺における許
容応力は413MPa，許容周速は325m/s程度と，ともに
あまり変化することなく比較的安定している。このた
め，SUH660を高温用タービンランナ材料として以後検
討した。許容周速は目標値（350m/s）より少し低いが，
タービンランナ形状を変更することによって満足させる
ことにした。その詳細は次節で述べる。
　なお，Inc718（Inconel718）は，タービンランナの目
標許容周速を満足しているが，材料コストが高いことに
加えて難削材であることなどの適用しにくい点があり，
除外した。
3. 6　形状を変更したタービンランナの許容周速
　タービンランナのハブディスクは，各ブレード間の外
周縁を半円上に切欠いた形状にする場合がある。その切
欠を一般にスカロップと呼ぶ。高温用の本タービンラン
ナにこのスカロップを適用することによって許容周速を
上げる検討をした。具体的には，図 1（b）に示したよ

うに，サイズの異なる 2 種類のスカロップ（そのサイズ
はDsc/D=0.825およびDsc/D=0.75，Dsc：切欠底の径，
D：タービンランナ径）をタービンランナに適用したと
きのタービンランナの周速と最大応力との関係を調べ
た。その結果を図 7 に示す。
　上記のサイズの異なるスカロップ付きランナはとも
に，タービンランナ周速が350m/sのときに最大応力値
が413MPa以下となり，目標のタービンランナ許容周速
を満足した。

4 ．熱疲労寿命

4. 1　起動／停止時における熱疲労
　1.2節に記載したように，ガス切り替え運転直後にお
いては，オフガスと空気の温度差が著しく大きく，ター
ビンランナは熱的に非平衡な状態である。そのため，局
所的に大きな熱応力が発生し，塑性変形を伴う場合もあ
る。起動／停止が繰り返されるたびに新たな塑性変形が
発生して熱疲労が生じ，破損することもある。
4. 2　熱疲労解析に用いる低サイクル疲労データ
　熱疲労解析を行うための低サイクル疲労データは，ボ
イ ラ や 圧 力 容 器 の 設 計 で 用 い ら れ るASME CODE 
Section Ⅷの考えに基づいて作成した。すなわち，600
℃におけるSUH660の低サイクル疲労実測データを用
い，ひずみをその実測データの 1 / 2 ，および繰り返し
数をその実測データの 1 /20としたデータの，いずれか
小さい方を新たな低サイクル疲労データとして解析に用
いた。その低サイクル疲労データを図 8 に示す。

図 5  各材料の許容応力と温度の関係
Fig. 5  Relationship between allowable stress and temperature of 

each material

表 2  高温用タービンランナーの候補材料一覧
Table 2  Candidate material list of turbine runner for high 

temperature

図 7  スカロップ適用による最大応力
Fig. 7  Relationship between maximum stress and peripheral 

verocity with scallop

図 6  適用材料における許容周速と温度の関係
Fig. 6  Relationship between allowable peripheral velocity and 

temperature of each material
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4. 3　熱疲労解析に用いる起動／停止時のガス温度変化
パターン

　熱疲労解析においては，起動／停止に関わるガス温度
変化パターンとして 5 つのCASEを設定した。
4. 3. 1　瞬間的なガス温度変化パターン：CASE 0
　表 3 および図 9 に示すように，ガスの切り替え時に
温度が92℃と531℃との間を瞬間的に変化するとした場
合をCASE0とする。実際の現象ではあり得ない温度変
化であるが，熱疲労的に最も厳しい変化パターンとな
る。
4. 3. 2　緩やかなガス温度変化パターン：CASE 1 ～

CASE 4
　前項で述べた瞬間的な温度変化に対して，実際に即し
た温度変化パターンを設定した。すなわち，
　 1 ）急激な温度上昇を抑制するため，ガス切り替え時

に空気とオフガスを混合させることによって緩や
かに温度上昇させる（図10に示す時間aの間）。

　 2 ）オフガスに完全に切り替わる前に，運転条件で決
まるそれぞれの規定量でオフガスと空気を混合す
ると，その混合ガス温度は353℃になる。図10に
示す時間bの間はその温度で一定に保つ。

　上記 1 ）， 2 ）で示した時間a, bを表 4 に示すように
設定し，それぞれのガス温度変化パターンをCASE1～
CASE4とした。なお，CASE1（a=b=0）は，92℃と439
℃の間を温度が瞬間的に変化するとした場合である。
4. 4　バックシール付きタービンランナの熱疲労解析
　タービンランナ背面からのオフガスの漏れを抑制する
ためにバックシールを設置する場合がある。その場合の
熱疲労解析を実施した。タービンランナバックシール周
辺図（図11）に示すように，機外へのオフガスの漏れ
を抑制するための常温のシールガス（空気）がタービン
ランナ背面に流入する。その流入空間の温度は，シール
ガスとして用いる計装空気の最高温度である50℃として
熱疲労解析を実施した。
4. 4. 1　CASE 0 の場合の熱疲労寿命
　大きな熱応力が発生しており熱疲労の進行が速いと推
定されるタービンランナ内径部（最大応力発生箇所），
バックシール根元，およびブレード出口根元の 3 箇所

図 8  SUH660の低サイクル疲労データ
Fig. 8  Low cycle fatigue data of SUH660 (relationship between total 

strain range and number of cycles)

図11  バックシール周辺図
Fig.11  Schematic drawing around back seal

表 4  タービン出口ブレード根元部の各緩和運転条件における
熱疲労解析結果（バックシールあり）

Table 4  Results of thermal fatigue analyses of blade root at 
turbine outlet with back seal

表 3  解析で用いた各運転におけるタービンランナー入口／出
口温度（CASE0）

Table 3  Inlet and outlet temperature of turbine runner in each 
operation for CASE0

図 9  解析で用いたタービンランナー入口／出口のガス温度変化
パターン（CASE0）

Fig. 9  Temperature history of gas at inlet/outlet of turbine runner 
useing for analysis (CASE0) 

図10 解析で用いたタービンランナー入口/出口のガス温度変化
パターン（CASE1～CASE4）

Fig.10 Temperature history of gas at suction of turbine runner 
using for analysis with soft condition (CASE1～CASE4)
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（図12）を熱疲労評価部位とした。図13に示すように，
結果は以下となった。
　 1 ）ブレード出口根元が他の 2 箇所に比べて熱疲労寿

命が著しく短い。
　 2 ）スカロップ（切欠）を大きくすると熱疲労寿命が

改善される。
　 3 ）バックシール径が大きいと熱疲労寿命が改善され

る。
4. 4. 2　CASE 1 ～CASE 4 の場合の熱疲労寿命
　前項で用いたガス温度変化パターンCASE0は，瞬間
的に温度が変化する熱疲労的に厳しい条件である。これ
を実際に即したガス温度変化パターンCASE1～CASE4
を適用して解析を実施した。なお，4.4.1項で述べたよう
に，他の 2 つの評価部位よりも熱疲労寿命が著しく短い
ブレード出口根元を本解析での評価部位とした。また，
オフガスと空気の混合状態でタービンランナに流入する

ガス温度を353℃とした。結果は表 4 に示したように，
熱疲労寿命は著しく改善された。とくに空気とオフガス
の混合状態での温度変化時間を長くすること，すなわち
図10に示す時間a=0.5hとした場合において熱疲労寿命
が大きく改善し，熱疲労寿命が目標の1,000回以上とな
った。
4. 4. 3　等価ひずみ，塑性ひずみ，ミーゼス相当応力の

時間変化
（ 1 ）起動／停止時のガス温度履歴をCASE1とした場合
　図14に示すように，ブレード出口根元において，最
初の起動／停止で塑性ひずみが発生し，起動／停止を繰
り返すことによって新たな塑性ひずみが発生し続け，熱
疲労が進行する。いっぽう，タービンランナ内径部（最
大応力発生部位）およびバックシール根元においては，
最初の起動／停止で塑性ひずみが発生するが，それ以降
の起動，停止においては，新たな塑性ひずみは発生せず，
弾性範囲内でのひずみ変化となる。

（ 2 ）起動，停止時のガス温度履歴をCASE2とした場合
　図15に示すように，ブレード出口根元において，最
初の起動／停止で塑性ひずみが発生しない。また，起動
／停止を繰り返しても塑性ひずみは発生せず，弾性範囲
内でのひずみ変化で熱疲労は進行しない。タービンラン
ナ内径部（最大応力発生部位）およびバックシール根元
においても同様に，塑性変形を伴う熱疲労は発生しな
い。
4. 5　バックシールなしタービンランナの熱疲労寿命
　4.4節においては，タービンランナ背面からの漏れを
抑制するためにバックシールを設置し，タービンランナ
背面に常温程度のシールガスが流入している。いっぽ
う，別用途のタービンにおいては，バックシールを設置
せず，常温程度のシールガスがタービンランナ背面に流

図12  熱疲労評価部位（矢印部）
Fig.12  Region of thermal fatigue estimation (indicated by arrow)

図13  熱疲労解析結果（CASE 0）
Fig.13  Results of thermal fatigue analyses (CASE 0)

図14 バックシール付きタービンランナーブレード出口根元の等
価ひずみ，等価塑性ひずみ，およびミーゼス応力の時間変
化（CASE1）

Fig.14 History of equivalent strain, equivalent plastic strain, and 
Mises stress at outlet root of turbine runner blede with back 
seal (CASE1)
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入しない場合もある。このような場合も踏まえて，バッ
クシールなしの場合の熱疲労への影響を検討するため熱
疲労解析を実施した。
4. 5. 1　CASE 1 ～CASE 4 の場合の熱疲労寿命
　起動／停止時のガス温度履歴をCASE1～CASE4とし
た場合におけるブレード出口根元を熱疲労評価部位と
し，熱疲労寿命計算を実施した。その結果を表 5 に示
す。スカロップサイズDsc/D=0.825を適用したタービン
ランナにおいて，バックシールがない場合は常温程度の
シールガスがタービンランナ背面に流入しない。そのた
め，ランナの温度変化がさらに大きくなって大きな熱応
力が発生することから全てのCASEにおいてバックシ
ールがある場合（表 4 ）より熱疲労寿命が短くなったと
考える。
　また，4.4.2項で述べたように，本計算においても，空

気とオフガスの混合状態での温度変化時間を長くするこ
と，すなわち図10に示す時間a=0.5 hとした場合にお
いて熱疲労寿命が大きく改善し，熱疲労寿命が目標の
1,000回以上となった。
4. 5. 2　等価ひずみ，塑性ひずみ，ミーゼス相当応力の

時間履歴
　常温程度のシールガスがタービンランナ背面に流入し

図17 バックシールなしタービンランナーブレード出口根元の等
価ひずみ，等価塑性ひずみ，およびミーゼス応力の時間変
化（CASE2）

Fig.17 History of equivalent strain, equivalent plastic strain, and 
Mises stress at outlet root of turbine runner blede without 
back seal (CASE2)

図16 バックシールなしタービンランナーブレード出口根元の等
価ひずみ，等価塑性ひずみ，およびミーゼス応力の時間変
化（CASE1）

Fig.16 History of equivalent strain, equivalent plastic strain, and 
Mises stress at outlet root of turbine runner blede without 
back seal (CASE1)

表 5  タービン出口ブレード根元部の各緩和運転条件における
熱疲労解析結果（バックシールなし）

Table 5  Results of thermal fatigue analyses of blade root at 
turbine outlet without back seal

図15 バックシール付きタービンランナーブレード出口根元の等
価ひずみ，等価塑性ひずみ，およびミーゼス応力の時間変
化（CASE2）

Fig.15 History of equivalent strain, equivalent plastic strain, and 
Mises stress at outlet root of turbine runner blede with back 
seal (CASE2)
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ないため，図16，図17に示すようにバックシールがあ
る場合（図14，図15）より大きな熱応力が発生する。

5 ．形状変更したタービンランナの性能

5. 1　性能テスト
　図 1（b）に示したように，従来形状のタービンラン
ナ（スカロップなし）および 2 種類のスカロップ（サイ
ズがDsc/D=0.825およびDsc/D=0.75）を適用したタービ
ンランナをタービン本体に組み込み，タービン性能デー
タを採取した。データ採取のための運転条件は，タービ
ン吸込／吐出条件を変えず，水動力計の負荷の変更によ
る回転数変更のみで，U/C0=0.45，0.5，0.55，0.60，0.65，
0.7とした。ここで，U/C0はタービン効率と関わりの深
いパラメータであり，U：タービンランナ周速（m/s），
C0=91.5×√Iad , Iad：タービンの吸込－吐出間での断熱
エンタルピー変化（kcal/kg）である。テスト条件を表
6 に示す。
5. 2　性能テスト結果
　テストを行ったそれぞれのタービンランナによるター
ビン効率（ηad －U/C0）を図18に示す。従来形状ラン
ナ（スカロップなし）およびスカロップサイズDsc/
D=0.825のランナのタービン効率はほぼ同等であるが，

スカロップサイズDsc/D=0.75のランナのタービン効率
はそれらより低くなることが分かった。

6 ．機械的安定性の確認

　表 7 の仕様で設計・製作をしたラジアルタービンの高
温メカニカルランニングテストを実施した。その要領
は，タービンケーシング内を密閉，断熱し，モータでタ
ービンを稼動させることによってタービンケーシング内
温度を上昇させ，最終的に550℃以上とした。そのよう
な稼動条件において，軸振動や軸受温度などの機械的な
安定性が確認できた。なお，ここではスカロップ（サイ
ズ：Dsc/D=0.825）を採用した変更形状のランナを用い
た。

むすび＝PTAなどの製造プラントで発生する高温オフ
ガスに対応可能なラジアルタービンを開発した。本開発
機において下の 3 点を適用することによって目標とした
主要諸元（表 1 ）を満足させることができた。
　①タービンランナに耐熱材料SUH660を適用
　②タービンランナのハブディスク外周側にスカロップ

形状を適用
　③ガス切り替え時に空気とオフガスを混合させ，その

割合を徐々に変えることによってガスの温度を緩や
かに上昇させる

　本開発機を用いて，省エネ，未利用エネルギーの有効
利用で社会に貢献してゆきたいと考える。
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表 7  メカニカルランニングテスト用ラジアルタービンの仕様
Table 7  Specification of radial turbine for mechanical running test

図18  スカロップ有無によるタービン効率の比較
Fig.18 Comparison of turbine efficiency between with scallop and 

without scallop

表 6  スカロップ付きタービンランナーの性能テスト条件
Table 6  Performance test condition of turbine runner with scallop


