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蒸気タービンの最新技術
特 集

Recent Technologies for Steam Turbines
中村

憲司 Kenji Nakamura

田部井 崇博 Takahiro Tabei

高野

哲 Tetsu Takano

グローバルな環境問題に対応して，火力発電の中心機器である蒸気タービンの高効率化，運転信頼性向上への要求が高
まっている。蒸気タービンの運転条件を高温・高圧にすることにより火力発電の効率向上を図るとともに，将来的な 700 ℃
以上の高温条件への対応のため，経済産業省の先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発に参画し，高温弁の材料評価と
信頼性検証を実施している。さらに，地熱発電用蒸気タービンでは，表面コーティングなどの耐食性向上技術を開発し，信
頼性を向上させている。また，低沸点媒体を使った地熱バイナリー発電用タービンの開発も進行中である｡
In response to global environmental issues, higher eﬃciency and improved operational reliability are increasingly being requested for
steam turbines, essential equipment for thermal power generation. By increasing the temperature and pressure of the steam turbine operating conditions, more eﬃcient power generation is realized, and in order to realize a turbine applied with the higher temperature conditions of
700 ˚C for the future, Fuji Electric is participating in the METI-sponsored development of advanced ultra-supercritical power generation, and
is evaluating and verifying the reliability of materials used for high-temperature valves. In addition, for geothermal steam turbines, Fuji has
developed surface coatings and other technology for enhancing corrosion resistance in order to improve reliability. Fuji is also moving ahead
with the development of geothermal binary power-generating turbines that utilize a low boiling point medium.
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まえがき

図₁ に大容量蒸気タービンの主要コンポーネントに関す

る高温材料技術を示し，以下にその各項目について説明す
近年，CO2 削減などの環境対策が世界規模で行われてい
る。火力発電に対する効率向上への要求は，かつてないほ

る。
⑴

高温タービン用材料の開発

ど強い。成熟したエネルギー変換機としての蒸気タービン

高温化を進めるには，タービンの基本的な構造は従来と

に対しても，さらなる高効率化が求められている。長期に

変えず，高温クリープ特性の優れた材料に改良することに

わたって安定的な電力の供給を継続するために，運転の信

より，高い信頼性を確保している。特に，600 〜 620 ℃級

頼性や操作性，保守性の向上が同時に求められている。

の蒸気発電プラントでは，主要コンポーネントであるロー

富士電機では，入口蒸気温度条件を高くして，プラント

タ（図₂）やケーシング材（図₃）に，改良 12 % Cr 鋼を

全体で大幅に効率を向上するため，従来に比べて高温の蒸

使っている。

気下で使用に耐える，高強度・高寿命の材料や応用技術の

⑵

オーバレイ溶接

開発に取り組んでいる。同時に，蒸気タービン自体の効率

高温強度が要求される高圧，中圧ロータには 12 % Cr 鋼

を向上するため，各コンポーネント，特に，効率に大きな

製のロータを用いている。しかし，これには次の理由によ

影響を及ぼす翼列および蒸気シール部に対して新技術を開

り，低 Cr 鋼ロータに比べて摺動（しゅうどう）特性が劣

発し，実用化している。

るという課題があった。

富士電機は，通常の蒸気タービンだけでなく，再生可能

⒜

熱伝導率が低い。

な地熱エネルギーの分野においても，1960 年に実用地熱

⒝

表面に酸化皮膜が生じにくい。

発電設備を製作してから，50 年近くにわたり 60 台を超え

⒞

潤滑油中のカーボンと Cr との炭化化合物が生じや

すい。

る地熱タービンの製作納入を行ってきた。現在では，世界
的なトップメーカーの一つに数えられている。本稿では，
この分野における技術についても紹介する。

この対策として，ジャーナル部，スラストカラー部，軸
受台貫通部のロータ表面に低 Cr鋼をオーバレイ溶接し，
ロータ表層の Cr量を 1 % Cr鋼と同等にすることで，焼き
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高温 ･ 高圧蒸気条件採用による効率向上
⑴

₂.₁ 主要コンポーネントの高温材料技術

付き，かじりによる車軸の損傷を防止している。
⑶

シールドリング付き静翼（図₄）
高圧および中圧タービン初段には，ロータ表面に高温の

エネルギー価格の長期的な上昇に加えて，環境問題，中

入口蒸気が直接接触しないようにシールドリング付き静翼

でも CO2 排出規制がプラント熱効率のいっそうの向上を

を採用している。初段静翼通過後の低温蒸気をロータ表面

促している。新設機には高温 ･ 高圧蒸気条件が採用される

に流して，ロータ表面の温度を低温に保ち，クリープ寿命

傾向にある。現在製作されている大容量機は，主蒸気圧力

消費率の増加を抑えている。

25 MPa abs，主蒸気温度 600 ℃，再熱蒸気温度 620 ℃の蒸

⑷

気条件が主流となっている。

ボルテックス クーリング（図₄）

ダブルフロータイプの中圧タービン初段には，シールド
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大容量蒸気タービンの高温材料技術
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高圧外部ケーシング
改良 12%Cr 鋼の採用

高圧ロータ
改良 12%Cr 鍛鋼の採用

高圧内部ケーシング
改良 12%Cr 鋼の採用

中圧内部ケーシング
改良 12%Cr 鋼の採用

中圧ロータ
改良 12%Cr 鋼の採用

高圧初段静翼
シールドリング付き構造の採用
オーバレイ溶接

オーバレイ溶接

オーバレイ溶接

中圧初段静翼
シールドリング付き構造および
ボルテックス クーリングの採用
高圧タービン

図₂

中圧タービン

製作中の試作ロータ

低圧タービン

図₃

製作中の中圧内部ケーシング

化するため，蒸気温度 700 ℃以上，蒸気圧力 24.1 MPa 以
上の蒸気条件に耐えられる電力産業用大容量ボイラ ･ ター
ビンシステムの開発が必要である。その要素技術開発を行
うため，2008 年度から経済産業省は，先進超々臨界圧火
力発電実用化要素技術開発費補助金に係る補助事業者の募
集をしている。富士電機は，この補助金事業の技術開発項
リングに開けた接線方向の蒸気流入口から再熱蒸気の一部

目の一つである高温弁要素技術開発についての取りまとめ

が高速の旋回流となって噴出し，ロータ表面を冷却するボ

を実施している。

ルテックス クーリングを採用している。中圧タービンで

⑴

要素技術開発概要

は前述のシールドリングとの併用で，ロータの表面温度が

高温弁には，蒸気タービン入口に配置され蒸気流量制御

高温になるのを防ぎ，クリープ寿命消費率の増加を抑えて

動作や，保護装置には作動した際の危急遮断動作など蒸気

いる。

タービンを安全に運用・停止するための重要な役割があり，
常に高い信頼性が要求される。高温の蒸気にさらされるた

₂.₂ 700 ℃級高温弁の要素技術開発

従来型の石炭火力発電よりも熱効率の飛躍的な向上が期
待できる先進超々臨界圧火力発電技術（A-USC）を実用
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め，摺動部には耐酸化スケーリング性や耐摩耗性，耐かじ
り性，耐摺動特性に優れた表面硬化処理を適用する。蒸気
温度が 700 ℃以上の高温環境である A-USC プラントでは，
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⑵

材料強度の関係から主要材料にニッケル基合金を用いなけ

開発スケジュール
本開発は 2008 年度より国の補助事業として，国内ター

した材料の 700 ℃以上の蒸気環境下における摺動特性およ

ビン・ボイラメーカーと研究機関などが主体となって，各
要 素 技 術 開 発， 材 料 開 発， シ ス テ ム 設 計 を 図 ₆の ス ケ

び高温酸化特性は明らかになっていない。
富士電機は高温摩耗試験機（図₅）を製作し，摩耗量を

ジュールで推進している。富士電機は高温弁の開発取りま

測定することで耐摩耗性の確認を実施し，摺動特性を評価

とめ担当として，実物大の入口弁を製作し，2013 年度か

した。また，耐酸化スケーリング性については水蒸気酸化

らの実缶・回転試験により，実際と同じ蒸気条件下での機

試験で検証中である。

能検証を実施する計画である。

各検証試験の結果を基に摺動部および気密部の材料選定

⑵
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を行い，おのおのの摺動部における隙間（すきま）の設計

要素技術開発による効率向上

につなげる。
₃.₁ 新世代小型低圧翼
図₄

一般の大型蒸気タービンのために開発した新世代低圧翼

中圧タービン流入部のシールドリング付き静翼とボルテッ
クス クーリング

の設計手法を翼長 560 mm 以下の低圧翼の設計にも適用し，
大幅な性能向上を図った高効率な小型低圧翼シリーズを開
発した（表₁）
。
新世代小型低圧翼シリーズの主な特徴は，次のとおりで
静翼

図₅

高温摩耗試験機

シールドリング
A

（b）シールドリング部
の拡大

蒸気流入口

旋回流

ロータ

ロータ

A

（c）ボルテックス クーリング
（A−A 断面）

（a）中圧タービン
初段部

図₆

A-USC 開発スケジュール

2008
（H20）
システム設計，設計技術開発

ボイラ

材料開発

タービン

要素開発

材料製造性検証

2009
（H21）

2011
（H23）

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

基本設計，配置最適化，経済性計算
大径管，伝熱管用新材料開発，材料改良
高温長期材料試験（3〜7 万時間）
溶接技術開発・試験，曲げ試験
材料改良仕様策定など

材料開発

2010
（H22）

実サイズ部材試作

ロータ，ケーシングなどの大型溶接技術，試作
高温長期材料試験（3〜7 万時間）

高温弁

構造・要素・材料開発

実缶試験・回転試験
（高温弁含む）

試設計

試
設備計画

作
設備設計

設備製造，据付

試験，評価
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富士時報

蒸気タービンの最新技術

Vol.83 No.3 2010

⑴

ある。
⒜

最新の CFD（数値流体力学）技術を駆使した設計

特 集

低圧翼各段の負荷を増加させ，タービン全体の翼段
数を減少させることによるコンパクト化の実現

⒞

ブラシシールは，シール部分静止側に設置する耐摩耗材
ワイヤの集合体である。図₉ に軸端シール部のシールフィ

による高効率化
⒝

ブラシシール

旧世代翼の豊富な運転実績に基づく高信頼性の継承

ンの一部をブラシシールに置き換えて検証した例を示す。
ワイヤは，従来のシールフィンと比べて，回転体との接触
による影響が極めて小さく，運転時のクリアランスを最小

また，本シリーズは，計画段階において地熱タービンへ
の適用が考慮されており，前述の特徴に加えてさらに次の

図₈

シール技術適用箇所

特徴を兼ね備えている。
⒜

翼端シール部

腐食雰囲気に対する材料選定と強度設計による高信

軸端シール部

頼性
⒝

全段の脚部にシンプルな逆 T 字脚を採用し応力集

中の発生による強度および信頼性の低下を防止
⒞

全段に囲い輪を付け翼端の漏れ損失の低減による高
効率化

ロータ

図 ₇ に，シリーズで最も大きい 555 mm 翼の採用した

ロータを示す。
₃.₂ シール技術

蒸気タービンの性能向上には，上述のタービン翼開発以
外にも効率向上するための技術開発が必要である。
蒸気タービンの回転体と静止体の間には，起動，通常運

図₉

ブラシシール

転，停止の全運用域において，回転体と静止体とが接触し
ないようなクリアランスを設ける必要がある。そのため，
通常運転中に必要とされるものよりも大きなクリアランス
が必要となり，効率向上を阻む要因となっていた。次の
シール技術によって，図₈ に示す蒸気タービンの翼端およ
び軸端シール部の漏れ蒸気量を低減し，効率向上と運転時

シールフィン
（従来）

の信頼性の確保を図る。

表₁

高効率小型低圧翼シリーズ

50 Hz 用（公称環状面積）

60 Hz 用（公称環状面積）

555 mm 翼（3.2 m2）

462 mm 翼（2.2 m2）

487 mm 翼（2.5 m ）

406 mm 翼（1.7 m2）

348 mm 翼（1.6 m2）

290 mm 翼（1.1 m2）
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図₇

555 mm 翼を採用したロータ（回転振動試験実施時）

ロータ

支えリング

図₁₀

ブラシシール

アブレイダブル コーティング

パッキン グランド
（静止側）
コーティングなし
（従来）

シールフィン
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コーティングあり

ロータ

最小のクリアランス
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ロータへの溶射コーティング実施状況

図₁₂

地熱バイナリー発電システム概念図

特 集

媒体蒸気

タービン
発電機

蒸発器
地熱流体︵低温︶
蒸気井

熱水

媒体液
循環ポンプ

凝縮器

還元井

コーティングを実施する方法である（図₁1 ）
。

に保つことができる。
組立検証試験，摩耗特性試験，漏れ特性試験の実施を完

実験室における基礎実験や地熱サイトにおける腐食試

了し，国内発電設備の蒸気タービンから実用化している。

験を行い，最も耐食 ･ 耐エロージョン性に優れる方法と

⑵

して，WC-CoCr 系の溶射材を HVOF 溶射（High Veloci-

アブレイダブル コーティング
アブレイダブル コーティングは，翼端および軸端シー

ty Oxy-Fuel Thermal Spray，高速フレーム溶射）により

ル部の回転側シールフィンに対向する静止側内面に，快削

コーティングする施行技術を確立し，実機に適用している。

性金属のコーティングを施すものである。図₁0 にアブレ

⑵

ショット ピーニング技術

イダブル コーティングを施したパッキン グランドの略図

ショット ピーニング技術を開発し実機に適用した。こ

を示す。これにより，蒸気タービン運転時のシールフィン

れは翼やロータの高応力部位に鋼球を高速で打ちつける

との接触による影響を小さくすることができる。また，接

ことにより，部材表面に圧縮残留応力を発生させ，応力腐

触時にシールフィンがコーティング材を削り込むので，運

食割れや腐食疲労に対する耐力を向上させる技術である。

転時に最適かつ最小のクリアランスが形成できる。

ショット ピーニング処理を施した翼材とロータ材の応力

コーティング材とシールフィンとの接触試験により摩耗

腐食割れ試験および腐食疲労試験を行った結果，大幅な耐

特性の確認を完了し，2010 年度から実機適用を推進する。

力向上効果が得られることが確認できた。

4

₄.₂ 地熱バイナリー発電用タービン

再生可能エネルギー利用

近年は，高温の地熱井からだけでなく，エネルギーを取
地熱エネルギーは再生可能なクリーンエネルギーであり，

り出すのが難しく，利用されていなかった低温の地熱エネ

地球温暖化防止の観点からも今後の利用の伸長が期待され

ルギーからも電力の回収が可能となるバイナリー発電が，

ている。

その立地点の多さから注目を集めつつある（図₁2 ）
。
⑶

₄.₁ 地熱発電用タービン

低温の熱エネルギーは熱落差が低くエネルギーを取り出
すのが難しいため，利用されずに廃棄されている。この低

地熱蒸気には塩化物，硫酸塩，硫化水素，二酸化炭素な

温の熱エネルギーからエネルギーを回収するためには，従

ど，種々の腐食性化学物質が多量に含まれている。セパ

来の水蒸気よりも沸点が低い媒体を使用しなければならな

レータ（汽水分離器）やフラッシャ（減圧蒸発装置）など

い。低温の熱エネルギーを用いた発電を実用化するために

で除去した後でも，タービン内に入ってくる蒸気に含まれ

は，従来の媒体の特性にはない低沸点媒体特有の技術的

る腐食成分は，一般火力向けタービンに比べて 100 〜 1,000

問題を確立する必要がある。すなわち，①エネルギー特性，

倍も多い。部材の全面腐食，応力腐食割れ（SCC）
，腐食

②流体特性，③強度特性，④シール特性などの分析，解析

疲労，エロージョン コロージョンなどの耐食性向上技術

および評価方法の確立である。

が必要である。これらの課題に対応するための主な技術と

バイナリー発電の主要な機器である蒸気タービンは，作

して，コーティング技術とショット ピーニング技術の開

動流体に低沸点媒体を使用している。そのため，次の 2 点

発を行った。

の技術課題について開発を進めている。

⑴

⑴

コーティング技術

低沸点媒体を使用した最適な流路 ･ 翼列の設計

コーティング技術は，腐食性の高い地熱蒸気流にさらさ

翼を含む流体通路形状を最適化するために，その設計手

れるロータや静翼ホルダなどの部材の全面腐食やエロー

法の確立と検証をあらためて行う必要がある。水蒸気と全

ジョン コロージョンを抑制するため，部材表面への溶射

く異なる物性値を持つ低沸点媒体に対して，熱力学，流体
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力学，材料力学上の特性に適した最適設計ツールを開発し，
流路形状・翼列設計技術の構築を行う。

特 集

⑵

蒸気タービンの最新技術

Vol.83 No.3 2010
⑶

酒井吉弘ほか. 最新の地熱タービン. 富士時報. 2008, vol.81,
no.5, p.314-319.

シール技術の開発
使用する低沸点媒体は可燃性なので，外部への漏洩（ろ

うえい）をゼロにする必要がある。しかし，通常，蒸気

中村

タービンに使用しているシール構造では漏れの生じる可能

蒸気タービンの開発 ･ 設計に従事。現在，富士電

性がある。そこで，完全に内部流体の漏洩を防止できる新

機システムズ株式会社エネルギーソリューション

しいシール構造の開発と技術の確立および検証を行ってい
る。
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あとがき

田部井 崇博
蒸気タービンの開発 ･ 設計に従事。現在，富士電

富士電機は，地熱タービンも含めた蒸気タービンの信頼
性と性能の向上を図ってきた。
今後とも高性能・高効率で使いやすい蒸気タービンを供
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給するため，開発に努めていく所存である。
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哲
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