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1 まえがき

　火力発電所ボイラの過熱器管，再熱器管等の
チューブ（図1，図2）は，高温で長期間使用される
ためクリープ損傷や酸化減肉が発生することが懸念
される。機器の健全性を確保するには使用中の温度
を把握することが重要であるが，チューブは本数が
多く火炉内に設置されている部分が多いため，熱電
対等により温度計測することは困難である。
　配管やチューブに広く使用されている低合金鋼

（2.25Cr-1Mo鋼，STBA24）は，長時間高温に曝
されると金属結晶の粒界近くに炭化物等の析出物が
消失した領域（Precipitates Free Zone（以下，
PFZ））が形成され，PFZの幅を測定すると使用期
間中の平均温度を推定可能なことが（独）物質・材
料研究機構により報告されているが（1）（2），実機ボ
イラに適用された例はない。
　そこで，上記手法を実機ボイラチューブ廃材に適
用し，使用中の温度を推定可能か試みた。また，推
定された温度から酸化減肉を考慮してチューブの余
寿命を推定する手法を開発した。

2 概　　要

　図3に示すように，低合金鋼のSTBA24は，長時
間加熱されると結晶粒内のCr，Mo等の合金元素が
結晶粒界に拡散し，粒界で炭化物を析出することに
より，粒界近傍にPFZが形成される。PFZは走査型
電子顕微鏡（以下，SEM）で観察しても析出物が
観察されない領域として定義され，PFZの幅wは写
真1の点線で示す炭化物が析出した領域と粒界との
距離として定義される。図4に示すように，PFZ幅
wとLarson-Miller parameter（LMP，温度と時
間の関数）の間には良い相関があり，使用時間tが
既知でPFZ幅wを測定できれば使用中の平均温度T
を推定できる。（1）（2）

　本研究では，図5に概要を示すように，まず温
度推定手法の検証を行い，PFZ幅から実機ボイラ
チューブの温度が推定可能なことを確認した。次に，
PFZ幅から推定した温度，および定期検査時に測定
した肉厚から求められる減肉速度に基づき，計算に
よりチューブの余寿命を推定する手法を開発した。

図３　PFZの概要（1）,（2）

写真1　PFZ幅の測定（1）
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図2　ボイラチューブ

図1　ボイラ系統
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図５　研究の概要
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3 研究成果

（１）温度推定法の検証
　PFZ幅からの温度推定手法を実機に適用可能か確
認するため，実機ボイラチューブ廃材（以下，チュー
ブ廃材）の外表面から金属組織のレプリカを採取し，
温度推定を行った。また，燃焼ガスに曝される炉内
でも温度推定可能か確認するため，炉内加熱部（以
下，炉内チューブ）からもレプリカを採取し組織観
察を行った。検証は下記の対象材を使用した。

【対象材A：チューブ廃材】
　部位：再熱器管チューブ廃材（炉外非加熱部）
　材質：STBA24
　使用時間：21.7万時間で非加熱部にて漏洩
　・試料1　チューブ廃材漏洩部外表面より採取
　・試料2　チューブ廃材健全部外表面より採取
　　　　　  （漏洩部近く，同1管）

【対象材B：炉内チューブ】
　部位：過熱器管チューブ（炉内加熱部）
　材質：STBA24
　使用時間：16万時間
　・試料3　炉内チューブ外表面より採取

　試料1，2の外表面から採取したレプリカをSEM
で観察しPFZ幅を測定したところ，PFZ幅の平均値
はそれぞれ3.27μm，3.73μmと測定された。PFZ
幅の測定例を写真2に示す。
　図4のマスターカーブより試料1，2の使用中の
平均温度は569℃，575℃と推定され，平均すると
572℃程度であった。

図4　PFZ幅からの温度推定マスターカーブ（1）,（2）
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　表1に，チューブ廃材についてPFZ幅から推定し
た温度と熱電対で測定した温度を示す。熱電対によ
る測定値は575～580℃であり，PFZ幅からの推定
温度との誤差は10℃程度以内であった。おおむね使
用温度を推定できていると考えられる。
　また，試料3の外表面から採取したレプリカを
SEMで観察したところ，組織は健全でPFZ幅を測
定することができた。炉内加熱部でも温度推定可能
と考えられる。

（２）余寿命推定法の開発
　酸化減肉による応力変化を考慮して，クリープ損
傷率の増加傾向を推定する計算モデルを作成し，図
6に示すように，内圧，減肉速度に対する各温度で
のクリープ損傷率の増加傾向を計算した。

　チューブ廃材について，実機の内圧3.2MPa，減
肉速度1.61×10-5 mm/h（= 漏洩までの減肉量
3.5mm／漏洩時間21.7万時間）に対し，漏洩時間
21.7万時間にてクリープ損傷率が1となる温度を求
めることにより使用中の平均温度を推定した。その
結果，平均温度は575℃程度と推定された。熱電対
の測定温度とほぼ一致しており，減肉速度，漏洩時
間から使用中の平均温度を推定可能なことがわかっ
た。

　このため，今回作成した計算モデルを用いると，
使用中の平均温度，減肉速度がわかれば，逆算して
漏洩時間（破断時間）を推定できると考えられる。
　実機の減肉速度は実測でき，使用中の平均温度も
PFZ幅から推定可能であるため，事前に減肉速度，
平均温度とクリープ破断時間の関係を示すマスター
カーブを作成しておけば，将来，チューブがクリー
プ破断するまでの時間を推定可能と考えられる。
　図7に示すように，ある一定の減肉速度の条件の
もと，クリープ損傷率が1になる時間から各温度で
のクリープ破断時間を推定した。

推定方法 推定部位 推定温度（℃）

PFZ幅より推定 漏洩管外表面 572程度

漏洩時間から推定 漏洩管外表面 575程度

熱電対測定 漏洩管外表面 575～580程度

（a）チューブ廃材

（b）炉内チューブ

写真2　PFZ幅測定

図6　クリープ損傷率の増加傾向

図7　クリープ破断寿命の計算

表１　温度推定結果（チューブ廃材）
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　この計算を異なる減肉速度について行い，減肉速
度，温度とクリープ破断時間の関係を取得し，推定
温度，減肉速度からチューブのクリープ破断時間（寿
命）を推定するマスターカーブを作成した（図8）。
余寿命はクリープ破断時間（寿命）からこれまでの
使用時間を差し引くことにより求められる。
　開発した余寿命推定法を用いて，チューブ廃材に
ついてクリープ破断時間（寿命）の推定を行った。
PFZ幅からの推定温度572℃，減肉速度1.61×10-5 
mm/hを用いてクリープ破断時間（寿命）を推定す
ると22.4万時間であった。実機の漏洩時間21.7万時
間との差は3％程度であり，この廃材についてはお
おむね寿命を予測できている。

4 あとがき

　PFZ幅測定による温度推定手法を用いて，実機ボ
イラチューブの温度推定を試みた。

（1）炉外の非加熱部では，おおむね温度推定可能で
あることを確認できた。外表面のレプリカを採

取し，PFZ幅を測定することにより，非破壊で
使用期間中の平均温度を推定できる見通しが得
られた。

（2）炉内加熱部においてもPFZ幅を測定でき，温度
推定可能と考える。推定精度については，今後，
確認を行う予定である。

（3）推定された温度，測定した減肉速度から，チュー
ブ余寿命を推定する手法を開発した。

（4）今回の研究では，組織観察に使用できるサンプ
ルが少なかったため，今後，データを蓄積し温
度推定手法，寿命推定手法の信頼性向上を図る
予定である。

　本研究で使用したPFZ幅測定による温度推定手法
は，（独）物質・材料研究機構にて開発された成果
であることを紹介する。

設備の使用環境を知ることは
大切です。 今後も信頼性向上，
コスト低減に役立つ研究を続
けていきます。

執筆者からひとこと

図8　寿命推定マスターカーブ
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