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(57)【要約】
【課題】反応流体計算を用いて炉壁管の硫化腐食度合い
を予測することができるようにする。
【解決手段】ステップＳ１３の熱力学平衡計算により、
ステップＳ４の反応流体計算で得ることが可能な化学種
のガス濃度と、ステップＳ４の反応流体計算では得るこ
とができない特定化学種のガス濃度との濃度関係式を求
める（ステップＳ１４）。そして、ステップＳ３１で算
出した温度分布およびガス濃度分布と、ステップＳ１４
で算出した濃度関係式とを用いて、ステップＳ４の反応
流体計算では得ることができない特定化学種の解析対象
領域におけるガス濃度分布を算出する（ステップＳ３２
）。そして、ステップＳ２１で算出した腐食速度式と、
炉壁管の温度と、ステップＳ３２で算出した特定化学種
のガス濃度分布とを用いて、解析対象領域における腐食
量の分布を算出する（ステップＳ４１）。そして、算出
した腐食量の分布を用いて、解析対象領域における炉壁
管の硫化腐食度合いの分布を予測する（Ｓ４２）。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微粉炭を燃料とするボイラの炉壁管の腐食量を用いて前記炉壁管の硫化腐食度合いを予
測するボイラ炉壁管の硫化腐食予測方法において、
　前記ボイラ内に前記ボイラの炉壁に沿って設けた解析対象領域において、前記微粉炭の
燃焼時に生成される全ての化学種の中から計算対象となる化学種を限定して、反応流体計
算を行う反応流体計算ステップと、
　熱力学平衡計算により、前記反応流体計算で得ることが可能な化学種のガス濃度と、前
記腐食量を算出するのに必要であって、前記反応流体計算では得ることができない特定化
学種のガス濃度との濃度関係式を求める濃度関係式導出ステップと、
　前記炉壁管を形成する金属材料の高温腐食試験により、前記炉壁管の温度と、前記特定
化学種のガス濃度と、経過時間との関係式である腐食速度式を求める腐食速度式導出ステ
ップと、
　前記反応流体計算の結果に基づいて、前記解析対象領域における温度分布、および、前
記反応流体計算で得られた化学種の前記解析対象領域におけるガス濃度分布を算出する温
度・濃度算出ステップと、
　前記温度・濃度算出ステップで算出した温度分布およびガス濃度分布と、前記濃度関係
式とを用いて、前記解析対象領域における前記特定化学種のガス濃度分布を算出する濃度
算出ステップと、
　前記腐食速度式と、前記炉壁管の温度と、前記濃度算出ステップで算出した前記特定化
学種のガス濃度分布とを用いて、前記解析対象領域における前記腐食量の分布を算出する
腐食量算出ステップと、
　前記腐食量算出ステップで算出した前記腐食量の分布を用いて、前記解析対象領域にお
ける前記炉壁管の硫化腐食度合いの分布を予測する予測ステップと、
を有することを特徴とするボイラ炉壁管の硫化腐食予測方法。
【請求項２】
　前記解析対象領域は前記ボイラの炉壁近傍に設けられて、複数のブロックに区切られて
おり、
　前記温度・濃度算出ステップは、前記ブロック毎に、温度の平均値、および、前記反応
流体計算で得られた化学種のガス濃度の平均値を算出することで、前記ボイラの炉壁近傍
における温度分布およびガス濃度分布を算出し、
　前記濃度算出ステップは、前記ブロック毎に、前記特定化学種のガス濃度を算出するこ
とで、前記ボイラの炉壁近傍における前記特定化学種のガス濃度分布を算出し、
　前記腐食量算出ステップは、前記ブロック毎に、前記腐食量を算出することで、前記ボ
イラの炉壁近傍における前記腐食量の分布を算出し、
　前記予測ステップは、経過時間毎、前記ブロック毎に、前記炉壁管の硫化腐食度合いを
予測することで、前記ボイラの炉壁近傍における前記炉壁管の硫化腐食度合いの分布を予
測することを特徴とする請求項１に記載のボイラ炉壁管の硫化腐食予測方法。
【請求項３】
　前記反応流体計算ステップは、前記反応流体計算の結果が実測データに合致するまで、
石炭燃焼に関わるパラメータを変えながら前記反応流体計算を繰り返すことを特徴とする
請求項１又は２に記載のボイラ炉壁管の硫化腐食予測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ボイラ炉壁管の硫化腐食を予測するボイラ炉壁管の硫化腐食予測方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、火力ボイラの炉内に強い還元性雰囲気が形成されることで、炉を構成する炉壁管
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等の腐食・減肉（以下、これらを単に腐食と称する。）の進行速度が増大するという問題
がある。
【０００３】
　そこで、特許文献１には、ボイラの炉壁管などの腐食と、硫化水素ガスの濃度との関係
に基づいて炉壁管の寿命を評価する方法が開示されている。
【０００４】
　しかしながら、火力ボイラを様々な燃焼条件で稼働させる事情があることや、燃料であ
る石炭の種別が多様化していることから、硫化水素（Ｈ２Ｓ）ガスのみを評価基準とする
ことは必ずしも妥当であるとは言えず、腐食の正確な評価が行えないと考えられる。
【０００５】
　そこで、特許文献２には、材料の腐食量を酸素ガスの分圧及び硫黄ガスの分圧のみで評
価する硫化腐食の評価方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－４２０１号公報
【特許文献２】特開２０１１－３９０１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、特許文献２に開示されている方法では、Ｈ２、Ｈ２Ｏ、ＣＯ、ＣＯ２、Ｈ２

Ｓガスの組成（濃度）を実際に測定することで、酸素ガスの分圧及び硫黄ガスの分圧を求
めている。そこで、これらのガス濃度を実測ではなく反応流体計算で求めることが考えら
れる。しかし、計算負荷の都合上、微粉炭の燃焼時に生成される全ての化学種を考慮した
反応流体計算には多くの困難が伴う。そこで、多くの場合、計算対象となる化学種を限定
して反応流体計算を簡略化した反応モデルが使用される。しかしながら、このような反応
モデルには、後に硫化腐食を評価する際に必要となる化学種が組み込まれていないものが
多い。
【０００８】
　本発明の目的は、反応流体計算を用いて炉壁管の硫化腐食度合いを予測することが可能
なボイラ炉壁管の硫化腐食予測方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明におけるボイラ炉壁管の硫化腐食予測方法は、微粉炭を燃料とするボイラの炉壁
管の腐食量を用いて前記炉壁管の硫化腐食度合いを予測するボイラ炉壁管の硫化腐食予測
方法において、前記ボイラ内に前記ボイラの炉壁に沿って設けた解析対象領域において、
前記微粉炭の燃焼時に生成される全ての化学種の中から計算対象となる化学種を限定して
、反応流体計算を行う反応流体計算ステップと、熱力学平衡計算により、前記反応流体計
算で得ることが可能な化学種のガス濃度と、前記腐食量を算出するのに必要であって、前
記反応流体計算では得ることができない特定化学種のガス濃度との濃度関係式を求める濃
度関係式導出ステップと、前記炉壁管を形成する金属材料の高温腐食試験により、前記炉
壁管の温度と、前記特定化学種のガス濃度と、経過時間との関係式である腐食速度式を求
める腐食速度式導出ステップと、前記反応流体計算の結果に基づいて、前記解析対象領域
における温度分布、および、前記反応流体計算で得られた化学種の前記解析対象領域にお
けるガス濃度分布を算出する温度・濃度算出ステップと、前記温度・濃度算出ステップで
算出した温度分布およびガス濃度分布と、前記濃度関係式とを用いて、前記解析対象領域
における前記特定化学種のガス濃度分布を算出する濃度算出ステップと、前記腐食速度式
と、前記炉壁管の温度と、前記濃度算出ステップで算出した前記特定化学種のガス濃度分
布とを用いて、前記解析対象領域における前記腐食量の分布を算出する腐食量算出ステッ
プと、前記腐食量算出ステップで算出した前記腐食量の分布を用いて、前記解析対象領域
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における前記炉壁管の硫化腐食度合いの分布を予測する予測ステップと、を有することを
特徴とする。
【００１０】
　上記の構成によれば、熱力学平衡計算により、反応流体計算で得ることが可能な化学種
のガス濃度と、反応流体計算では得ることができない特定化学種のガス濃度との濃度関係
式を求めることで、算出した温度分布およびガス濃度分布と濃度関係式とを用いて、反応
流体計算では得ることができない特定化学種の解析対象領域におけるガス濃度分布を算出
することができる。これにより、腐食速度式と、炉壁管の温度と、特定化学種のガス濃度
分布とを用いて、解析対象領域における腐食量の分布を算出することができて、解析対象
領域における炉壁管の硫化腐食度合いの分布を予測することができる。具体的には、解析
対象領域のどの辺りに、いつごろ、どのくらい、腐食が生じるのかを予測することができ
る。このように、熱力学平衡計算により求めた濃度関係式を用いて、反応流体計算では得
ることができない特定化学種のガス濃度を補間してやることにより、反応流体計算を用い
て炉壁管の硫化腐食度合いを予測することができる。
【００１１】
　また、本発明におけるボイラ炉壁管の硫化腐食予測方法において、前記解析対象領域は
前記ボイラの炉壁近傍に設けられて、複数のブロックに区切られており、前記温度・濃度
算出ステップは、前記ブロック毎に、温度の平均値、および、前記反応流体計算で得られ
た化学種のガス濃度の平均値を算出することで、前記ボイラの炉壁近傍における温度分布
およびガス濃度分布を算出し、前記濃度算出ステップは、前記ブロック毎に、前記特定化
学種のガス濃度を算出することで、前記ボイラの炉壁近傍における前記特定化学種のガス
濃度分布を算出し、前記腐食量算出ステップは、前記ブロック毎に、前記腐食量を算出す
ることで、前記ボイラの炉壁近傍における前記腐食量の分布を算出し、前記予測ステップ
は、経過時間毎、前記ブロック毎に、前記炉壁管の硫化腐食度合いを予測することで、前
記ボイラの炉壁近傍における前記炉壁管の硫化腐食度合いの分布を予測してよい。上記の
構成によれば、解析対象領域を複数のブロックに区切り、ブロック毎に温度およびガス濃
度の平均値を算出することで、ボイラの炉壁近傍における温度分布およびガス濃度分布を
算出する。そして、ブロック毎に、特定化学種のガス濃度、腐食量を求めて、経過時間毎
、ブロック毎に、炉壁管の硫化腐食度合いを予測することで、評価を行い易くすることが
できる。
【００１２】
　また、本発明におけるボイラ炉壁管の硫化腐食予測方法において、前記反応流体計算ス
テップは、前記反応流体計算の結果が実測データに合致するまで、石炭燃焼に関わるパラ
メータを変えながら前記反応流体計算を繰り返してよい。上記の構成によれば、反応流体
計算の結果が実測データに合致するまで、石炭燃焼に関わるパラメータを変えながら反応
流体計算を繰り返すことで、実際のボイラでの燃焼に沿った計算結果を得ることができる
。これにより、炉壁管の硫化腐食度合いを高精度で予測することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のボイラ炉壁管の硫化腐食予測方法によると、熱力学平衡計算により求めた濃度
関係式を用いて、反応流体計算では得ることができない特定化学種のガス濃度を補間して
やることにより、反応流体計算を用いて炉壁管の硫化腐食度合いを予測することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ボイラの模式図である。
【図２】ボイラ炉壁管の硫化腐食予測方法を示すフローチャートである。
【図３】ボイラの透過斜視図である。
【図４】ＣＯのガス濃度とＨ２Ｓのガス濃度との関係式を示す図である。
【図５】高温ガス腐食試験の試験結果を示す図である。
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【図６】腐食速度を決めるパラメータとＨ２Ｓ濃度との関係を示す図である。
【図７】腐食予測結果をマッピングした図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００１６】
（ボイラの構成）
　本実施形態によるボイラ炉壁管の硫化腐食予測方法（硫化腐食予測方法）は、ボイラ１
に対して行われる。ボイラ１は、図１に示すように、粉砕機５から供給された微粉炭を、
バーナ３等で燃焼させて熱を発生させる火炉２と、火炉２の上方から下流にわたって配置
され、内部に燃焼ガスを流動させて熱交換を行う伝熱管群６と、を備えており、ボイラ１
で発生した燃焼ガスは煙突から排出されるようになっている。また、伝熱管群６は、火炉
２の上方に所定の間隔で並列配置された二次過熱器、三次過熱器、最終過熱器、二次再熱
器を備える上部伝熱部と、火炉２の後部に配置された一次過熱器、一次再熱器、節炭器を
備える後部伝熱部と、を有している。
【００１７】
　本実施形態において、火炉２の下部には、複数のバーナ３が上下３段に分かれて接続さ
れている。また、火炉２の上部であってバーナ３の上方には、火炉２内に二段燃焼用空気
を供給する複数の二段燃焼用空気ポート４が、上下２段に分かれて接続されている。なお
、図１においては、火炉２の図中左側の側壁に接続されたバーナ３および二段燃焼用空気
ポート４のみを図示しているが、火炉２の図中正面の側壁や図中背面の側壁、図中右側の
側壁にもバーナ３および二段燃焼用空気ポート４が複数接続されている。また、バーナ３
や二段燃焼用空気ポート４の配置は、図示されたものに限定されない。火炉２内において
、バーナ３から噴射される微粉炭と燃焼用空気とは混合されて燃焼され、さらに、二段燃
焼用空気ポート４から吹き出される二段燃焼用空気によって二段燃焼が行われる。このよ
うにして発生した高温の燃焼ガスは、火炉２から伝熱管群６へ導かれて、熱交換されるこ
ととなる。
【００１８】
　火炉２の内壁面には、垂直方向を長手方向とした多数の炉壁管（図示せず）が、内壁面
に沿って水平方向に並んで配置されている。各炉壁管内では蒸気が循環されており、火炉
２内での燃焼による熱で各炉壁管内の蒸気圧が高められるように構成されている。
【００１９】
（硫化腐食予測方法）
　次に、本実施形態の硫化腐食予測方法について、図２に示すフローチャートを参照しな
がら説明する。本実施形態の硫化腐食予測方法は、微粉炭を燃料とするボイラ１の炉壁管
の腐食量を用いて炉壁管の硫化腐食度合いを予測するものであり、石炭燃焼モデルを組み
込んだ反応流体計算を行うステップと、熱力学平衡計算による燃焼排ガス組成計算を行う
ステップと、高温腐食試験により腐食速度式を求めるステップと、温度分布およびガス濃
度分布を算出するステップと、硫化腐食環境評価を行うステップと、を有している。
【００２０】
（石炭燃焼モデルを組み込んだ反応流体計算）
　石炭燃焼モデルを組み込んだ反応流体計算を行うステップ（以下、反応流体計算ステッ
プという。）は、微粉炭の燃焼時に生成される全ての化学種の中から計算対象となる化学
種を限定して反応流体計算を行うステップである。
【００２１】
　微粉炭燃焼を数値解析する場合、固気二相流として連続相（流体）と分散相（微粉炭粒
子）とに分けて考え、各支配方程式とともにこれらの相互作用も解く、という方法が用い
られることが多い。連続相の支配方程式は、一般に、非圧縮・粘性流体として、連続の式
、運動量保存式、エネルギー保存式、および、化学種保存式から構成される。また、分散
相の支配方程式は、一般に、運動方程式、エネルギー保存式、および、化学種保存式から
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構成される。
【００２２】
　また、石炭燃焼モデルとして、揮発分が放出され、それが気体燃焼しながら固定炭素分
が表面反応する、というモデルが広く使用される。揮発分の放出速度や固体炭素分の反応
速度にはアレニウス型の反応速度式やその改良式が用いられることが多い。下記に一例を
示す。
【００２３】
（Ａ）揮発分の放出速度
【数１】

【００２４】
　ここで、Ｖ：揮発量、ｋＶ：反応速度定数、ＡＶ：頻度因子、Ｔｐ：粒子温度、Ｒ：気
体定数、ＥＶ：活性化エネルギー、Ｖ＊：急速揮発分量、Ｑ：急速昇温時の揮発化係数、
ＶＩＡ：工業分析での揮発分量、である。
【００２５】
（Ｂ）固定炭素分の反応速度

【数２】

【００２６】
　ここで、Ｃ１：拡散速度、ｃ１：拡散速度係数、Ｔｐ：粒子温度、Ｔ∞：流体温度、ｄ

ｐ：粒子径、Ｃ２：表面反応速度、ｃ２：頻度因子、Ｅｃ：活性化エネルギー、Ｒ：気体
定数、Ｃ：固定炭素量、Ａｐ：粒子表面積、ｐｏ２：酸素分圧、である。
【００２７】
　しかし、計算負荷の都合上、微粉炭の燃焼時に生成される全ての化学種を考慮した反応
流体計算には多くの困難が伴う。そこで、計算対象となる化学種を限定し、反応流体計算
を簡略化した反応モデルが多用される。以下に、本実施形態で使用する反応モデルを示す
。
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【００２８】
　ＣａＨｂＯｃＳｄＮｅ＋ｎＯ２→αＣＯ＋βＨ２Ｏ＋δＳＯ２＋εＮ２・・・（７）
　Ｃ＋１／２Ｏ２→ＣＯ・・・（８）
　ＣＯ＋１／２Ｏ２→ＣＯ２・・・（９）
【００２９】
　ここで、式（７）の左辺第１項は、元素分析・急速揮発分量から決定される揮発化成分
を模擬した化学種である。
【００３０】
　ここから本計算の具体的な手順を示す。まず、この計算で必要となる情報は下記の４つ
である。
（ａ）ボイラ幾何情報（ボイラ１の形状、バーナ３の位置、二段燃焼用空気ポート４の位
置など）、
（ｂ）燃焼空気条件（全空気比、各二段燃焼用空気ポート４での燃焼空気流量・温度・組
成）、
（ｃ）石炭性状（工業分析［水分、灰分、揮発分・固定炭素分］、元素分析［Ｃ、Ｈ、Ｎ
、Ｏ、Ｓ］）、
（ｄ）石炭供給量（各バーナ３からの石炭供給量）。
【００３１】
　まず、ボイラ１の透過斜視図である図３に示すように、ボイラ幾何情報をもとに、ボイ
ラ１の内部にボイラ１の炉壁に沿って解析対象領域１１を設ける（ステップＳ１、以下、
単にＳ１という。他も同じ）。ここで、解析対象領域１１をボイラ１の炉壁面上に設ける
よりも、解析対象領域１１をボイラ１の炉壁近傍に設けた方が、計算結果の精度が良くな
る。そこで、本実施形態においては、解析対象領域１１をボイラ１の炉壁近傍に設けてい
る。なお、ボイラ１の炉壁には、バーナ３が接続されるバーナ接続部３ａ、および、二段
燃焼用空気ポート４が接続される二段燃焼用空気ポート接続部４ａがそれぞれ設けられて
いる。
【００３２】
　そして、バーナ３および二段燃焼用空気ポート４毎に燃焼条件（石炭供給量、燃焼空気
流量・温度・組成）、および、その他の境界条件を設定する（Ｓ２）。次に、石炭燃焼に
関わるパラメータ（固定炭素の反応速度定数、急速揮発分量など）を設定する（Ｓ３）。
【００３３】
　その後、解析対象領域１１において、設定した燃焼条件、境界条件、石炭燃焼に関わる
パラメータを用いて、反応流体計算を実施する（Ｓ４）。これにより、Ｏ２、ＣＯ、Ｈ２

Ｏ、ＳＯ２、Ｎ２、ＣＯ２のガス濃度および温度が算出される。この計算結果をボイラ１
の実測データ（火炉出口での未燃率や火炉内ガス・温度実測結果など）と比較する（Ｓ５
）。そして、計算結果がボイラ１の実測データに合致するか否かを判定する（Ｓ６）。
【００３４】
　計算結果がボイラ１の実測データに合致しないと判定した場合には（Ｓ６，ＮＯ）、ス
テップＳ３に戻って石炭燃焼に関わるパラメータを設定し直す。即ち、反応流体計算の結
果が実測データに合致するまで、石炭燃焼に関わるパラメータを変えながら反応流体計算
を繰り返す。これにより、実際のボイラ１での燃焼に沿った計算結果を得ることができる
。一方、計算結果がボイラ１の実測データに合致すると判定した場合には（Ｓ６，ＹＥＳ
）、ステップＳ３１に進む。
【００３５】
　（熱力学平衡計算による燃焼排ガス組成計算）
　熱力学平衡計算による燃焼排ガス組成計算を行うステップ（以下、燃焼排ガス組成計算
ステップという。）は、熱力学平衡計算により、上記の反応流体計算ステップで得ること
が可能な化学種のガス濃度と、後述する硫化腐食環境評価ステップで必要であって、上記
の反応流体計算ステップでは得ることができない特定化学種のガス濃度との濃度関係式を
求めるステップ（濃度関係式導出ステップ）であり、反応流体計算ステップと並行して行
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われる。
【００３６】
　上述したように、反応流体計算ステップにおいては、計算対象となる化学種を限定して
反応計算を簡略化した反応モデルが多用される。しかしながら、このような反応モデルに
は、後述する硫化腐食環境評価ステップで必要となる特定化学種が組み込まれていないも
のが多い。そういった場合には、ステップＳ４で得られた反応流体計算結果に対して、特
定化学種のガス濃度を補間してやる必要がある。本実施形態においては、硫化腐食環境評
価ステップで必要となるＨ２Ｓのガス濃度を補間してやる必要がある。
【００３７】
　そこで、熱力学平衡計算により燃焼排ガス組成を計算することで、本実施形態の反応流
体計算で得ることが可能な化学種のガス濃度と、硫化腐食環境評価ステップで必要となる
が、本実施形態の反応流体計算では得ることができない特定化学種のガス濃度との濃度関
係式を導出する。具体的には、本実施形態の反応流体計算で得ることが可能なＣＯのガス
濃度と、本実施形態の反応流体計算では得ることができないＨ２Ｓのガス濃度との濃度関
係式を導出する。ここで、熱力学平衡計算とは、石炭性状と石炭の燃焼条件とに基づいて
、ギブズ自由エネルギーが最小化される平衡組成を最適化手法により算出する手法である
。
【００３８】
　まず、石炭性状（元素分析）から理論空気量を算出する（Ｓ１１）。そして、空気比（
理論空気量に対する実際空気量の割合）をパラメータとして燃焼条件を設定する（Ｓ１２
）。次に、設定した燃焼条件において熱力学平衡計算を実施し、各温度でのガス組成を抽
出する（Ｓ１３）。
【００３９】
　次に、パラメータの数を増やして上記の計算を実行し、本実施形態の反応流体計算で得
ることが可能な化学種（ＣＯ）のガス濃度と、硫化腐食環境評価ステップで必要となる特
定化学種（Ｈ２Ｓ）のガス濃度との濃度関係式を求める（Ｓ１４）。ＣＯのガス濃度とＨ

２Ｓのガス濃度との濃度関係式を温度別に整理したものを図４に示す。
【００４０】
（高温腐食試験による腐食速度式の算出）
　高温腐食試験により腐食速度式を求めるステップ（以下、腐食速度式算出ステップとい
う。）は、炉壁管を形成する金属材料の高温腐食試験により、炉壁管の温度と、特定化学
種（Ｈ２Ｓ）のガス濃度と、経過時間との関係式である腐食速度式を求めるステップ（腐
食速度式導出ステップ）であり、反応流体計算ステップおよび燃焼排ガス組成計算ステッ
プと並行して行われる。
【００４１】
　腐食速度式算出ステップでは、腐食速度式を算出する（Ｓ２１）。ここで、腐食速度と
は、単位時間当たりの腐食量（腐食減量）であり、単位面積当たりの質量減少量（例えば
ｍｇ／（ｍ２・ｙｅａｒ））や厚み減少量（例えばｍｍ／ｙｅａｒ）で表現される。腐食
速度の数値は、腐食減量を直接測定したり、電気化学的手法で腐食電流密度を測定したり
することで推定される。一般に、腐食速度は全面腐食や均一腐食が発生する場合の指標と
して用いられ、通常、０．１ｍｍ／ｙｅａｒ以下の腐食速度であれば耐食材料とされるが
、局部腐食が発生する場合も多く、注意を要する。
【００４２】
　腐食速度式を求めるに当たり、まず、ＪＩＳ　Ｚ２２９１で制定された高温ガス腐食試
験を行い、炉壁管を形成する金属材料の腐食による重量変化と腐食厚みを測定した。この
とき、炉壁管の表面温度と、Ｈ２Ｓのガス濃度と、灰の有無とをパラメータとした。試験
結果を図５に示す。
【００４３】
　ここで、腐食生成物による被膜の成長速度式は、膜厚により異なるものの、一般に式（
１０）で表わされる。
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【００４４】
　δ＝ｋδｔｎ　　　　　・・・（１０）
【００４５】
　ここで、δは腐食による減肉長さ［μｍ］であり、ｋδはアレニウス型の反応速度式で
決まる係数であり、ｔは経過時間［ｈｒ］であり、ｎは腐食指数（腐食速度を示す指数）
である。
【００４６】
　また、腐食による重量変化量に対しても、膜厚の場合と同様に、式（１１）で表わされ
る。
【００４７】
　ΔＷ＝ｋＷｔｎ　　　　　・・・（１１）
【００４８】
　ここで、ΔＷは腐食による重量変化［ｍｇ／ｃｍ２］であり、ｋＷは定数である。式（
１０）もしくは式（１１）のどちらを用いた場合でも、腐食指数ｎは、経過時間を横軸に
、重量変化ΔＷを縦軸にとった両対数グラフに試験結果をプロットすることで求めること
ができる。
【００４９】
　また、ある温度での化学反応速度を予測する式として、式（１２）で表わされるアレニ
ウス型の反応速度式を用いる。
【００５０】
【数３】

【００５１】
　ここで、Ａは頻度因子であり、Ｅａは活性化エネルギであり、Ｒはガス定数である。各
指標の数値は試験結果をアレニウスプロットにのせることで求めることができる。
【００５２】
　なお、今回の事例では、腐食による減肉長さδ［ｍｍ］を、式（１３）から算出した。
【００５３】
　δ［ｍｍ］＝ΔＷ［ｍｇ／ｃｍ２］÷密度［ｇ／ｃｍ３］×１０２　　　　・・・（１
３）
【００５４】
　ここで、密度とは腐食によってできた被膜の密度を指す。本実施形態においては、別途
調査した結果、密度を０．４［ｇ／ｃｍ３］として腐食による減肉長さδを計算した。
【００５５】
　硫化腐食の場合、重要となる腐食量は厚み減少量であり、この厚み減少量と、時間、温
度、および、Ｈ２Ｓ濃度との関係式を求めることが重要である。即ち、厚み減少量δと、
時間ｔ、温度Ｔ、および、Ｈ２Ｓ濃度ｘとの関係式は、式（１４）となる。
【００５６】
　δ＝ｆ（ｔ，Ｔ，ｘ）　　　　　　・・・（１４）
【００５７】
　厚み減少量δは式（１０）で表わせるから、式（１０）に式（１２）を代入すると、式
（１５）となる。
【００５８】
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【数４】

【００５９】
　ここで、腐食指数ｎ、頻度因子Ａ、活性化エネルギＥａと、Ｈ２Ｓ濃度ｘとの関係をそ
れぞれ整理すると、図６に示すようになる。図６から、腐食指数ｎ、頻度因子Ａ、活性化
エネルギＥａと、Ｈ２Ｓ濃度ｘとの関係式がそれぞれ導出される。そこで、腐食指数ｎ、
頻度因子Ａ、活性化エネルギＥａがそれぞれＨ２Ｓ濃度ｘに関連するものとすると、式（
１５）は式（１６）となる。
【００６０】
【数５】

【００６１】
　このようにして得られた式（１６）が、炉壁管の温度Ｔと、特定化学種（Ｈ２Ｓ）のガ
ス濃度ｘと、経過時間ｔとの関係式である腐食速度式である。
【００６２】
（温度分布およびガス濃度分布の算出）
　温度分布およびガス濃度分布を算出するステップ（以下、算出ステップという。）は、
反応流体計算ステップでの結果に基づいて、解析対象領域１１における温度分布、および
、反応流体計算で得られた化学種の解析対象領域１１におけるガス濃度分布を算出するス
テップ（温度・濃度算出ステップ）と、算出した温度分布およびガス濃度分布と、燃焼排
ガス組成計算ステップで求めた濃度関係式とを用いて、解析対象領域１１における特定化
学種のガス濃度分布を算出するステップ（濃度算出ステップ）と、を有している。
【００６３】
　ここで、後述の硫化腐食環境評価ステップを考慮した場合、解析対象領域１１をある程
度の広さのブロックに区切って、ブロック毎に平均値を算出すると評価しやすくなる。そ
こで、本実施形態では、図３に示すように、解析対象領域１１をおよそ１ｍ角のブロック
１１ａに区切って、ブロック１１ａ毎に平均値を算出することで、解析対象領域１１にお
ける温度分布およびガス濃度分布を算出している。
【００６４】
　図２のステップＳ６において、反応流体計算の結果がボイラ１の実測データに合致する
と判定した場合には（Ｓ６，ＹＥＳ）、反応流体計算の結果に基づいて、解析対象領域１
１における温度分布、および、反応流体計算で得られた化学種の解析対象領域１１におけ
るガス濃度分布を算出する（Ｓ３１）。具体的には、ブロック１１ａ毎に、温度の平均値
、および、反応流体計算で得られた化学種のガス濃度の平均値を算出することで、ボイラ
１の炉壁近傍における温度分布およびガス濃度分布を算出する。
【００６５】
　次に、ステップＳ３１で算出した温度分布およびガス濃度分布と、ステップＳ１４で求
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めた濃度関係式とを用いて、解析対象領域１１における特定化学種のガス濃度分布を算出
する（Ｓ３２）。具体的には、ブロック１１ａ毎に、特定化学種のガス濃度を算出するこ
とで、ボイラ１の炉壁近傍における特定化学種のガス濃度分布を算出する。より具体的に
は、図４に示すＣＯのガス濃度とＨ２Ｓのガス濃度との関係式と、ステップＳ３１で算出
した温度分布およびＣＯのガス濃度分布とを用いて、ボイラ１の炉壁近傍におけるＨ２Ｓ
のガス濃度分布を算出する。このようにして、反応流体計算では得ることができない特定
化学種（Ｈ２Ｓ）の解析対象領域１１におけるガス濃度分布が補間されることとなる。そ
の後、ステップＳ４１に進む。
【００６６】
（硫化腐食環境評価）
　硫化腐食環境評価を行うステップ（以下、硫化腐食環境評価ステップという。）は、腐
食速度式算出ステップで算出した腐食速度式と、炉壁管の温度と、算出ステップで算出し
た特定化学種のガス濃度分布とを用いて、解析対象領域１１における腐食量の分布を算出
するステップ（腐食量算出ステップ）と、算出した腐食量の分布を用いて、解析対象領域
１１における炉壁管の硫化腐食度合いの分布を予測するステップ（予測ステップ）と、を
有している。
【００６７】
　まず、図２のステップＳ２１で算出した腐食速度式と、炉壁管の温度と、ステップＳ３
２で算出した特定化学種のガス濃度分布とを用いて、解析対象領域１１における腐食量の
分布を算出する（Ｓ４１）。具体的には、経過時間ｔと、炉壁管の温度Ｔと、特定化学種
（Ｈ２Ｓ）のガス濃度ｘとを腐食速度式に代入して、ブロック１１ａ毎に腐食量を算出す
ることで、ボイラ１の炉壁近傍における腐食量の分布を算出する。
【００６８】
　そして、算出した腐食量の分布を用いて、解析対象領域１１における炉壁管の硫化腐食
度合いの分布を予測する（Ｓ４２）。具体的には、経過時間毎、ブロック１１ａ毎に、炉
壁管の硫化腐食度合いを予測することで、ボイラ１の炉壁近傍における炉壁管の硫化腐食
度合いの分布を予測する。その後、腐食予測結果をマッピングする（Ｓ４３）。経過時間
ｔをそれぞれ１年後、５年後、７年後としたときの結果を図７に示す。なお、バーナ接続
部３ａまたは二段燃焼用空気ポート接続部４ａ（図３参照）を含むブロック１１ａにおい
ては、腐食予測を行っていない。経過時間ｔが７年後の腐食予測結果は、実際に運転開始
から７年経過したボイラの炉壁管の腐食量の測定結果と十分合っていた。
【００６９】
　腐食予測結果のマッピングにより、解析対象領域１１のどの辺りに、いつごろ、どのく
らい、腐食が生じるのかをブロック１１ａ単位で予測することが可能となる。この結果を
踏まえて、硫化腐食が発生すると予測される領域に溶射を施すことで、硫化腐食の発生を
抑制することができる。
【００７０】
（効果）
　以上に述べたように、本実施形態に係る硫化腐食予測方法によると、熱力学平衡計算に
より、反応流体計算で得ることが可能な化学種のガス濃度と、反応流体計算では得ること
ができない特定化学種のガス濃度との濃度関係式を求めることで、算出した温度分布およ
びガス濃度分布と濃度関係式とを用いて、反応流体計算では得ることができない特定化学
種の解析対象領域１１におけるガス濃度分布を算出することができる。これにより、腐食
速度式と、炉壁管の温度と、特定化学種のガス濃度分布とを用いて、解析対象領域１１に
おける腐食量の分布を算出することができて、解析対象領域１１における炉壁管の硫化腐
食度合いの分布を予測することができる。具体的には、解析対象領域１１のどの辺りに、
いつごろ、どのくらい、腐食が生じるのかを予測することができる。このように、熱力学
平衡計算により求めた濃度関係式を用いて、反応流体計算では得ることができない特定化
学種のガス濃度を補間してやることにより、反応流体計算を用いて炉壁管の硫化腐食度合
いを予測することができる。
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【００７１】
　また、解析対象領域１１を複数のブロック１１ａに区切り、ブロック１１ａ毎に温度お
よびガス濃度の平均値を算出することで、ボイラ１の炉壁近傍における温度分布およびガ
ス濃度分布を算出する。そして、ブロック１１ａ毎に、特定化学種のガス濃度、腐食量を
求めて、経過時間毎、ブロック１１ａ毎に、炉壁管の硫化腐食度合いを予測することで、
評価を行い易くすることができる。
【００７２】
　また、反応流体計算の結果が実測データに合致するまで、石炭燃焼に関わるパラメータ
を変えながら反応流体計算を繰り返すことで、実際のボイラ１での燃焼に沿った計算結果
を得ることができる。これにより、炉壁管の硫化腐食度合いを高精度で予測することがで
きる。
【００７３】
（本実施形態の変形例）
　以上、本発明の実施形態を説明したが、具体例を例示したに過ぎず、特に本発明を限定
するものではなく、具体的構成などは、適宜設計変更可能である。また、発明の実施の形
態に記載された、作用及び効果は、本発明から生じる最も好適な作用及び効果を列挙した
に過ぎず、本発明による作用及び効果は、本発明の実施の形態に記載されたものに限定さ
れるものではない。
【符号の説明】
【００７４】
　　１　ボイラ
　　２　火炉
　　３　バーナ
　　４　二段燃焼用空気ポート
　　５　粉砕機
　　６　伝熱管群
　１１　解析対象領域
　１１ａ　ブロック
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