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まえがき＝世界におけるLow Density Polyethylene （以
下，LDPEという）， High Density Polyethylene （以下，
HDPEという）およびPolypropylene （以下，PPという）
のプラスチック生産量は，2013年には1.2億トンを超え
ており 1 ），原油価格低位安定の影響は免れられないもの
の，発展途上国を中心に今後も着実な成長が見込まれて
いる。汎用（はんよう）ポリオレフィン系樹脂である
LDPE，HDPEおよびPPの需要は，引き続き成長が見
込まれる中国，インド，発展途上国，そして，従来の樹
脂消費大国である欧米諸国における需要の伸びに支えら
れ，長期的には堅調に推移していくものと思われる。こ
うした状況から中国やインド，中近東を中心にした産油
国で大型のLDPE，HDPE，およびPP製造プラントの
建設が続いており，2017年以降も多くのプラントが操業
を開始する予定になっている。図 1 1 ）にポリオレフィ
ン系樹脂であるLDPE，HDPEおよびPPの世界におけ
る生産動向を示す。

　これらPEおよびPPプラントにおいては，リアクタ
での重合反応により得られた粒状ポリマを 1 次加工品で
あるペレットにするために混練造粒装置が使用される。
また，気相重合プロセスにおいて循環ガス圧縮機が用い
られている。当社はこれらの装置や機器の製造，販売を
行っており，10年以上にわたり中国向けを筆頭に，東南
アジアや中東などにも多くの圧縮機を納入してきてい
る。図 2 2 ）に代表的なポリオレフィンプラントのプロ
セスを示す。また，表 1 は同プラント用循環圧縮機DH
シリーズの納入実績を示す。さらに当社が納入した圧縮
機の流量の推移を図 3 に示す。旺盛な需要とプラントの
効率化の観点より，近年はプラントの大型化が進められ
てきている。そうしたニーズに応えるべく当社では，大
容量に対応できるシリーズの拡大や，同じ機器構成で対
応するためのさらなる高比速度インペラの開発などに取
り組んできた。本稿では，まずDHシリーズ圧縮機の特
徴を簡単に紹介し，ついでプラントの大型化への対応と
今後の展望を述べる。
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（解説）

To cope with the continually increasing demand for polypropylene and polyethylene (PP/PE) in recent 
years, many plants have been, or are being, constructed, and they are becoming larger in size. This 
paper outlines cycle gas compressors, the equipment particularly important for PP/PE plants, focusing 
on the measures taken by Kobe Steel in response to the requirements for larger sizes.

田中宏明＊1

Hiroaki	TANAKA
井出　聡＊2

Satoshi	IDE
岩田卓也＊2

Takuya	IWATA

＊ 1  機械事業部門　回転機本部　回転機技術部　＊ 2  機械事業部門　開発センター　技術開発部

図 1  LDPE，HDPEおよびPPの世界生産動向 1 ）

Fig. 1  World production trends of LDPE, HDPE and PP 1 ）
図 2  代表的なポリオレフィンプラントのプロセス 2 ）

Fig. 2  Process of typical polyolefin plant 2 ）
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1 ．DHシリーズ圧縮機の概要

　ポリオレフィンプラント用途（以下，本用途という）
の圧縮機には，圧力比が小さく，圧力も中圧であること
が要求されることから，単段バレル型構造の圧縮機が採
用される。多くの圧縮機ユニットは，圧縮機およびカッ
プリングを介して駆動する電動機のみで構成される。図
4 に 圧 縮 機 外 観 例 を 示 す。 本 圧 縮 機 は，American 
Petroleum Institute（ 以 下，API と い う ） の API 
STANDARD 617 Part2で規定される構造である。また，
本用途の適用機種である当社モデルDH機の本体構造例
を図 5 に示す。ジャーナル軸受の外側でロータの軸端に
インペラが設置されるオーバハング単段型であるため，
軸シールは一つで済む。そのためメンテナンスは両持の
一軸型圧縮機に比べて容易である。また，容量調整装置
として，容量調整が効率良くできる入口案内翼装置を標
準的に採用している。

2 ．プラント大型化への対応

2. 1　従来の遠心インペラでの制約
　本用途では，圧縮機は重合プロセスにおいてガスを循
環させるために用いられる。このため，一般的な圧縮機
に比べて大容量かつ低圧力比の仕様となり，大容量の処
理に適した高比速度タイプのインペラが採用される。そ
こで当社では，このような低圧力比においても安定した
運転を可能にするよう，サージングまでの圧力上昇の大
きな特性を持つインペラを開発し適用してきた。
　図 6 に従来適用してきたインペラの外観を示す。これ
まで当社では，本用途には遠心式のインペラを採用して
きた。しかしながら，プラントの大型化の進展とともに
遠心式での比速度上限を超えるケースが増えてきたた
め，インペラの設計点比速度を上限値近くに抑え，実際
の運転はインペラ設計点より大流量の効率の低い点で行
う対応を行っていた。図 7 に比速度制限による圧縮機設
計点と実際の運転点の関係を示す。
　いっぽうで，プラントの大型化が進展する中，現行の
インペラでは対応できる流量に限界があり，ユーザの要
求に合致しないケースが散見されるようになってきた。
表 2 に従来並びに近年需要が多くなってきた大型機の
圧縮機仕様を示す。そこで当社は，そうした市場のニー
ズに応えるべく，同じ機器構成で対応するためのさらな
る高比速度インペラの開発を進め，大容量に対応できる
シリーズの拡大に取り組んだ。

図 3  当社が納入した圧縮機の流量の推移
Fig. 3  Trend of flow rate Kobe Steel’s compressor

表 1  ポリオレフィンプラントへの当社圧縮機納入実績例
Table 1  Reference list of Model DH for polyolefin plant

図 4  DH機の外観
Fig. 4  Appearance of model DH

図 5  DH機の本体構造
Fig. 5  Main body structure of model DH
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2. 2　大容量対応斜流式インペラの開発
　上述の状況を踏まえ，さらに大きな比速度においても
対応が可能な斜流式インペラの開発を行うこととした。
表 2 に示すように，2009年と2016年を比較すると近年要
求される圧縮機流量は30％近く増加している。今後もプ
ラントの大型化の傾向は変わらないと想定されるため，
開発仕様はそうした傾向を踏まえて決定した。インペラ
の開発においては，本用途で実績を積み重ねてきたパウ
ダ対応へのオープンインペラの知見を加味しながら効率
を維持し，斜流インペラによる高比速度化を行った。図
8 に遠心式および斜流式インペラにおける子午面での
ブレード形状を比較した。この図から分かるように，高
比速度化によってインペラブレードが従来の遠心式より
高くなる。このため，要求される性能を維持しながら運
転回転数全域にわたって問題ないようにブレード形状を
工夫し，固有値を含む強度を評価することによってブレ
ード形状を決定した。図 9 にインペラのFE解析による
応力解析結果（a）および固有振動解析結果（b）を，
また，図10にケーシングを含めた流体解析結果を示す。
これまでに培ってきたオープンインペラ開発の手法が生
かされ，従来よりも短時間で開発を完了させて試験に移
行できたことも成果の一つとして挙げることができる。
　開発したインペラは，58％縮小モデルを試験用として

製作の上，業界で認知されているASME PTC10に基く
試験とその評価を行った。
　候補として 4 種類の異なるインペラを製作し，対応可
能比速度，効率，および大流量域から小流量域における
特性を確認の上，本用途に適切なインペラを選定した。
図11に開発したインペラの外観を示す。本開発により，

図 6  従来インペラの外観例
Fig. 6  Appearance of conventional impeller

図 7  比速度制限による圧縮機設計点と実際の運転点における効
率の関係

Fig. 7  Relationship of compressor efficiency between at design 
point and at actual operating point due to Ns applicable range

表 2  2009年および2016年の典型的な圧縮機仕様の比較
Table 2  Comparison of specifications of typical compressors in 

2009 and 2016

図 9  斜流インペラのFEM解析結果
Fig. 9  Results of FEM analyses for mixed flow impeller

図 8  遠心式（original）および斜流式（new）インペラの子午面
形状の比較

Fig. 8  Comparison of meridional view between centrifugal 
(original) and mixed flow (new) impeller
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目標を超える高比速度範囲での適用を可能にするととも
に効率も目標を超え，プラントの大型化の要求に応える
ことができるようになった。
　表 3 に開発した 4 インペラの試験結果を示す。
2. 3　実機への適用
　大容量斜流式インペラの開発によって，これまで対応
してきた50,000 m3/hに加えて，圧縮機設計点において
80,000 m3/hレベルまで対応できるようになった。また，
大型プラント仕様への要求に対応できるようになったこ
とから，既に本インペラを適用した圧縮機（以下，本圧
縮機という）を製作しており，プラントでの運転を待つ
状況となっている。

3 ．DHシリーズ圧縮機の特徴

　本圧縮機においても，これまでのDH機に適用してき
た構造およびシステムを全範囲にわたって適用できるよ

う設計している。本章ではその特徴を概説する。
3. 1　インペラの開発にあたってのパウダ対策
　LDPE，HDPEおよびPPなどのプロセスでは，ガス
中に重合したパウダを含むケースがほとんどであり，圧
縮機はパウダへの対応が必須となる。当社では過去の教
訓を踏まえてオープンタイプのインペラ開発に取り組
み，多くの実績を積み重ねてきた。このたびの斜流イン
ペラの開発においてもその経験を生かしてパウダへの対
応を行っている。
3. 2　入口案内翼装置
　圧縮機吸込部に設置して容量調整を行う入口案内翼装
置（図 5 ）においても，ガス通路部の外側にチャンバを
設けて二重構造とし，入口案内翼軸を通じて常に少量の
ガスをプロセス系内に流す構造とした。この構造によっ
てガスの滞留が避けられてパウダが堆積しないようにす
るなど，これまでと同様な思想によって大流量に対応し
ている。
3. 3　シールガスシステム
　軸封には，ガス用途の遠心圧縮機に通常適用されるタ
ンデムドライガスシールを用い，API614 Part4に規定
された仕様をベースにプロセスライセンサの要求を加味
したシールガスシステムを採用することが多い。たとえ
ば本用途では，プロセスガス中に含まれるパウダが原因
となってドライガスシールに異常が発生することを避け
る必要がある。このため，シールガスシステムに対して
は，バッファガスとして用いることが多い圧縮機吐出ガ
スを用いず，プロセスに混入しても問題のないエチレン
またはプロピレンなどをバッファガスとして用いるな
ど，本プロセスに特有のトラブルを避けるための要求が
盛り込まれたシステムが適用される。
3. 4　メンテナンス性
　本圧縮機では大容量を処理するため，入出口の配管口
径が大きく，メンテナンスには多大な労力と時間が必要
になってくる。 そこで当社では，インペラや軸シール
を含むロータ組立品を圧縮機の吸込側とは反対側に分解
できる構造とした。これにより，プロセス配管を一切分
解することなく，軸受，軸シールおよびインペラを含む
重要部品の点検を行うことができる。斜流インペラ適用
機においても同様な構造を採用し，メンテナンスの容易
な圧縮機を提供していく予定である。図 5 に示したDH

図10  ケーシングを含めた流体解析結果
Fig.10  Results of fluid analyses for mixed flow impeller with concidering compressor casing

表 3  開発した 4 種類のインペラのテスト結果
Table 3  Test results of 4  developed implellers

図11  開発した斜流インペラの外観
Fig.11  Appearance of developed impeller for mixed flow compressor
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機のロータ組立品の分解図を図12に，またロータ組立
品の外観を図13に示す。
3. 5　プラントトリップ時の対応
　本用途では，重合反応を行っているプラントが緊急停
止した場合にはリアクタ内に重合したパウダが残る。プ
ラントの再起動にあたっては，そのパウダの除去が必要
になるため，多大な労力と時間が必要になる。したがっ
て，可能な限り圧縮機を停止させることなく運転を継続
したいという要求が強い。そのため，電源の瞬時停電後
にも直ちに再起動できるシステム，あるいは，一部プロ
セスでは，電動機停止後にプロセス系内に残留するガス
のエネルギーを利用して起動するタービンによって圧縮

機を継続運転し，重合反応を緩やかに停止させるシステ
ムを構築するなど，ユーザのニーズに応じた個別の対応
を行っている。

4 ．今後の展望

4. 1　ケーシングのシリーズ化
　安定した品質を維持し，ユーザの要求に合致した納期
で圧縮機を提供するためには，全適用範囲においてその
性能を維持しつつスムーズな設計・製作ができるようケ
ーシングのシリーズ化を行うことが欠かせない。本DH
機においても，現在その取り組みを進めている。
4. 2　電動機ロータ危険速度の検討
　プラントの大型化に伴って圧縮機処理容量が増大し，
電動機出力も増大していく傾向にある。いっぽうで，機
器構成をシンプルにする要求は依然として強く，電動機
直結構造を要求されるケースがほとんどである。とくに
PEプロセスで使用する 2 極電動機は弾性ロータとなる。
プラントトリップ時にタービンを使用するプロセスの場
合，電動機ロータの危険速度がタービン運転時の回転数
範囲に入らないよう設計を行うなど，これまでには考慮
していなかった検討を行う必要がでてきており，今後の
課題である。

むすび＝PEおよびPPプラントの気相重合プロセスに
用いられる循環圧縮機は，構造的には非常にシンプルな
機械である。しかしながら，ガスがパウダを含むという
特殊な条件で使用されるため，プラントを安定して操業
するためにはその信頼性がとくに重要になる。当社は，
これらのプロセスにおいて豊富な運転実績を有する数少
ないメーカであり，今後予想されるプラントの大型化に
合わせた技術開発と製品メニューの拡充を行い，引き続
き需要家の要求に応えていきたい。
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図12  ロータ組立品分解図
Fig.12  Exploded view of rotor assembly

図13  ロータ組立品の外観
Fig.13  Appearance of rotor assembly


