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プロジェクト概要 

作成日 15 年 5 月 21 日 

事業名(プロジェクト名) ＭＧＣ超高効率ガスタービンシ

ステム技術研究開発（超高温耐熱

材料ＭＧＣの創製・加工技術研究

開発） 

プ ロ ジ ェ ク ト 

番号 

E01013 

事業担当推進部室・担当者 新電力技術開発室 

事業の概要 タービン入口温度１７００℃、圧縮比３０で発電端効率３８％を達成でき

る５ＭＷ級ＭＧＣ超高効率ガスタービンシステムの構築に必要な要素技術

確立の見通しを得るとともに鋳造によりＭＧＣ複雑形状部材を試作してそ

の高温実用性を確認する。 

１．事業の目的・政策的位置

付けについて      

【ＮＥＤＯが関与する意義】 

【実施の効果（費用対効果）】 

【事業の背景・目的・位置付

け】 

エネルギー問題、地球温暖化等の地球環境問題が高まる中、エネルギー使

用合理化に資する技術開発が重要な政策課題となっている。 

ガスタービンに関しては、現在もエネルギー効率向上のために種々の方策

がなされているところであるが、今後の革新的なエネルギー効率向上に最

も有効な手段は、高温高圧化である。 

近年開発されたＭＧＣ材料（Melt-Growth Composites：液融成長複合材

料）は、１７００℃まで高強度を維持でき、かつ耐酸化性に優れる、従来

の先進材料には発現されなかった革新的な特性を有し、世界的な注目を集

めている。当該新材料をガスタービンに適用し、高温高圧化をはかること

で、既存のガスタービンと比較し超高効率なガスタービンが実現可能とな

り、エネルギー効率に飛躍的な向上をもたらすことが可能となる。また、

このガスタービンの実現により、我が国のガスタービン技術が超一流なも

のとなり、国際的技術優位性をも確立することになる。 

以上の背景の下、本事業においては、エネルギー使用の合理化に資するた

めに、ＭＧＣ材料をガスタービン用構造材として適用することで、ガスタ

ービンの超高効率化を達成する革新的なガスタービンシステムを実現させ

ることを事業の目的とする。 

しかしながら、本事業は、世界的にも例がないＭＧＣ材料という新材料使

用の１７００℃無冷却ガスタービンシステムの研究開発であり、ＭＧＣ複

雑形状部材鋳造、１７００℃無冷却タービン翼構造採用等多くの技術課題

の克服が必要であり、開発リスクは非常に高い。よって民間企業のみでは

本格的な研究開発が実施されない状況にあり、ＮＥＤＯが本事業を積極的

に推進していくことが重要である。 

なお、当該ガスタービンシステムでは発電端効率３８％が達成可能であ

り、その導入により既存の中小型ガスタービンシステム効率約２９％に比

べ、８０００時間/年の運転として、原油換算で１台あたり３.３千ｋＬ/年

の省エネ効果が期待できる。 
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２．研究開発マネジメントに

ついて         

【事業の目標】 

本事業においては、タービン入口温度１７００℃、圧縮比３０で発電端効

率３８％（ＬＨＶ基準）を達成できる５ＭＷ級ＭＧＣ超高効率ガスタービ

ンシステムの構築に必要な要素技術確立の見通しを得るとともに鋳造によ

りＭＧＣ複雑形状部材を試作してその高温実用性を確認することを最終目

標とする。中間目標としては、基礎試験や数値解析等によりシステム要素

技術成立性を検証するともにＭＧＣ複雑形状部材鋳造試作に必要な基礎技

術および耐熱性に関する基礎データを取得することとする。 

主な実施事項 H13fy H14fy H15fy H16fy H16fy  

システム要素研究開発       

【事業の計画内容】 

ＭＧＣ部材研究開発       

（単位：百万円） H13fy H14fy H15fy H16fy H16fy 総額 

特会 （当初） 500 686 275 300 300 2061 

（実績） 490 650     

（当初） 247 339 133 146 146 1011 民間負担

（実績） 244 322     

（当初） 747 1025 408 446 446 3072 

【開発予算】 

総予算額

（実績） 737 972     

経産省担当原課 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

開発責任者 新電力技術開発室 名取一雄 

【開発体制】 

共同研究先 ガスタービン実用性能向上技術研究組合 

基本計画の変更 平成１４年度末に実施 

変更内容 システム要素研究開発の縮小 

【情勢変化への対応】 

【今後の事業の方向性】 

３．研究開発成果 

 

 

 

 

中間評価終了後記載する。 

全体として計画通りに研究が進捗しており、以下に示す成果も得られ、

中間目標を達成できたと言える。 

システム要素研究開発においては、１７００℃級の当該ガスタービンシ

ステムの全体基本構造を設定するとともに、取得データの検証を通じて高

精度を確認した数値解析により各システム要素技術の成立性を検証した。

特に、当該システム実現の鍵となるＭＧＣタービン静翼については、機械

加工により供試翼を製作して従来セラミックスの耐熱温度１２００℃を上

回る１４００℃のガス流試験を実施し、その構造健全性を実証した。 

一方、ＭＧＣ部材研究開発においては、従来超合金を凌ぐ鋳造温度に耐

えられ、かつ複雑形状を付与できる特殊鋳型の製造法として、モリブデン

の減圧プラズマ溶射法を開発した。加えて、温度勾配を精密制御できる新

規鋳造装置も開発して、ＭＧＣ複雑形状部材鋳造試作に必要な基礎技術を

取得した。また、試験片にて１７００℃空気中で１００時間以上の暴露試

験を行い、曲げ強度、組成・組織・寸法の安定性等の基本となる耐熱特性

について良好であることも確認した。 

現中間段階までに、高精度の数値シミュレーションにより各システム要

素構造を検証し、鋳造すべきＭＧＣタービン静翼等の複雑形状を設定でき

た点で、システム要素研究開発は大きな意義がある。今後、鋳造によりＭ

ＧＣ複雑形状部材を試作し、かつ１７００℃までの高温実用性を試験によ

り確認する予定である。 

 特許：５件、論文・発表：１３件 
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４．実用化、事業化の見通し ＭＧＣ部材の優れた耐熱特性を早期にユーザーに知ってもらうために、ま

ずリスクの小さい高温機器耐熱部品へ適用し、実用化をはかる。具体的に

は、高温空気雰囲気中での材料特性評価を行うための材料試験片取り付け

治具、ならびに工業炉部材としての耐熱パネル、蓄熱燃焼式バーナーの蓄

熱体を想定しており、一部のものについては、業者からの技術的引き合い

が来ている。 

一方、ＭＧＣガスタービンシステムについては、本事業にて得られた成果

を総合的に判断した後、要素開発ならびにガスタービン試作・試験を実施

し、ＭＧＣガスタービンシステムの高効率実証をはかる。その後、フィー

ルド・テストを実施し、運用実績のない当該システムに対するユーザーの

信頼を勝ち取り、また多様なシステム運用環境下におけるＭＧＣ部材の長

時間耐久性を確認して市場に参入する。 

実施時期 １５年度 中間評価実施 評価履歴 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

実施時期 １８年度 事後評価実施予定

５．評価に関する事項 

【評価実施時期】 

【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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「ＭＧＣ超高効率ガスタービンシステム技術研究開発（超高温
耐熱材料ＭＧＣの創製・加工技術研究開発）」（中間評価） 

評価概要（案） 
 
１．総論 
１）総合評価 
エネルギー問題、地球温暖化等の地球環境問題が高まる中でエネルギー合理化に

資する超高効率ガスタービンの開発は社会的必要性の高い研究課題であり、1700℃
の超高温での使用が期待できる独自開発の新材料ＭＧＣを用いて先端的で挑戦的な

ガスタービン技術を開発する本プロジェクトは、わが国発の未来技術として超高温

ガスタービン技術での国際的優位性を確保する上からも重要である。特に、1700℃
無冷却タービン用部品製造技術への挑戦は大きな意義がある。 
研究開発成果については、中間目標を達成する良好な成果が上がっていると判断

され、特に、単純サイクルガスタービンの熱効率 38％の見通しが得られたこと、シ
ミュレーション技術を中心にＭＧＣを用いたガスタービンシステムの実現可能性を

示したこと、複雑形状部材の鋳造を可能にする画期的な技術を開発したことなどは

高く評価できる。 
情勢変化に対応し、研究計画の見直しを行った結果、ＭＧＣ部材研究開発に集中

したことは妥当な判断で、その目的・目標も残り３年間のプロジェクトに相応しい

現実的なものと言える。特に 1700℃におけるMGC部材の物性上の問題、熱応力に
対する構造成立性等、本研究開発期間内で克服すべき研究課題について十分に検討

し、慎重にマネジメントを行い、研究を進めてほしい。 
また、本ガスタービンの実用化を目指す上で 1700℃の温度条件と実用化に必要な

10000 時間の運転に耐えられる部材の特性の確認、振動・熱応力等の構造実証等、
解決すべき課題が多く、今後のガスタービン実機開発プロジェクトにおいては、重

点化、絞り込み等を十分に検討してほしい。 
ＭＧＣ材料については、基盤的技術情報の整備に配慮しつつ、実用材料として使い

こなすための技術体系の確立に向け研究開発を持続、発展させることを望む。 
実用化、事業化の見通しについては、早期実用化を考えている分野での実現性、市

場規模等の見通し検討は行っているが、今後更なる実用化のシナリオの明確化を望む。 
 
２）今後に対する提言 
本プロジェクトの本来の目的は、超高温耐熱ＭＧＣ材料の適用による超高効率ガス

タービンの実現であるが、ＭＧＣ材料をいきなりガスタービンに適用するのではなく、

早期での実用化の可能性の高い分野で実績を積むことを優先する方針は妥当である。

残り３年間のプロジェクトにおいて、ＭＧＣガスタービン部材の製造技術を完成させ

るとともに、1700℃レベルの超高温ガスタービンの厳しい環境下におけるＭＧＣ部材
の信頼性の見通しを得ることが重要である。また、ＭＧＣ材料について、ファインセ

ラミックスや複合材料についての既存の研究データと比較して特性をまとめること

を望む。 

 5



一方、ＭＧＣ部材技術に研究の力点がシフトしたことによって、超高効率ガスター

ビンの実機実現のテンポが当初計画より遅れるのは望ましくない。そのため今後のガ

スタービン実機開発において研究を加速することにより、2020 年頃までの中小型コ
ージェネの普及の見通しが持てるようなガスタービンの実現を念頭に置いて、計画強

化のマネジメントを期待する。 
 
２．各論 
１）事業の目的・位置付け 
エネルギー問題、地球温暖化等の地球環境問題が高まる中でエネルギー合理化に資

する超高効率ガスタービンの開発は社会的必要性の高い研究課題といえる。また、

1700℃の超高温での使用が期待できる独自開発の革新的な材料であるが実績が少な
いＭＧＣ材料を用いて先端的で挑戦的なガスタービン技術を開発しようとする本プ

ロジェクトは、わが国発の未来技術として超高温ガスタービン技術での国際的優位性

を確保する上からも重要であり、ＮＥＤＯとして取り組む意義は大きい。 
本プロジェクトは相当長期的に取り組むべき課題であり、その目的、意義を申し分

なく達成するためには引き続き国家的な支援が必要である。 
なお、省エネ効果及び二酸化炭素削減効果の観点では、早期に市場参入可能なガス

タービン実機を実現し、2020 年頃までの中小型コージェネの普及の見通しが持てる
ようなガスタービンの実現を念頭に置いた研究開発計画の推進を期待する。 

 
２）研究開発マネジメント 
過去の２年間においては、材料開発・評価、目標とするガスタービンの要素技術の

開発を比較的バランスよく行える体制であり妥当である。これまでのガスタービン開

発プロジェクトを参考に、ＭＧＣの適用対象を静止部材に限定するなど、限られた研

究予算・人材の効率的利用を図る工夫が見られる。情勢変化に対応して基本計画を変

更した結果、残り３年間のプロジェクトに相応しい現実的な目的・目標となった。特

に、ＭＧＣ部材を実用材料として使いこなすための技術開発、すなわち製造技術開発

と実環境下評価に特化して、ＭＧＣ部材の早期実用化を図ろうとすることは評価でき

る。 
ただし、本ガスタービンの実現には技術的な壁が大きいとみられるので、そのよう

な技術的な壁を加速してクリアできる研究開発計画をマネジメントすべきである。そ

の中で、平成 15年度～17年度の本研究開発期間で克服すべき研究課題について、重
点化、絞り込み等を十分に検討することなど慎重にマネジメントを行うことを期待す

る。また、ＭＧＣ材料については、今後更なる知識の体系化や材料科学的解釈が必要

になった場合は、大学等の外部の力を活用することも考慮すべきである。 
 
３）研究開発成果 
単純サイクルガスタービンの熱効率 38％の見通しが得られたこと、低ＮＯｘ燃焼
器の研究、圧縮機の翼振動の研究ついて有用な結果が得られたこと、計算機シミュレ

ーションによるＭＧＣを用いたガスタービンシステムの実現可能性を示したことな
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ど、システム要素研究開発に関していずれも中間目標を達成する成果を得ている。Ｍ

ＧＣ部材研究開発に関しては、熱応力の問題を設計により解決できることを示すとと

もに、減圧プラズマ溶射を応用した複雑形状部材の鋳造を可能にする画期的な技術を

発明し、部品化技術の見込みを得たことは高く評価できる。 
平成 15年度～17年度に行う研究開発は相当重要であるが難しい面を持っているの
で、具体的な課題の設定を慎重に行い、意欲的に研究を進めてほしい。 

1700℃というガス温度に耐える流体機械・高温機器の実現に際しては、1700℃レ
ベルのガスタービンに関する今までの研究成果が十分に反映されることを望む。将来、

本ガスタービンの実用化を目指す上で、高圧力比での高効率圧縮機の実現、1700℃で
の目標 NOx 濃度の達成など機器成立性の実証、ＭＧＣ部材の振動、熱応力などに係
わる構造成立性の実証等、達成しなければならない多くの課題が存在する。これらに

ついては、今後のガスタービン実機開発プロジェクトにおいて具体的な課題の設定を

慎重に行い、意欲的に研究を進めて欲しい。 
 
４）実用化・事業化の見通し 
ＭＧＣ材料を適用した超高温高効率ガスタービンの実機の経済性の目途が、初期コ

ストが増になっても、省エネ効果で相殺して、順調に立つ見込みがありそうであるこ

とは、ガスタービンの実用化見通しとして強みを持つと評価でき、中・長期的な将来

への戦略として適切である。高い信頼性が求められるガスタービンへ新規材料を適用

するには、長い研究開発期間が必要とされ、ＭＧＣ適用のガスタービンの実用化、事

業化はかなり先のことになると思われる。このような観点から、ＭＧＣをまずリスク

の小さい高温機器耐熱部品へ適用し、早期実用化を図ろうとすることは妥当である。 
ただし、ＭＧＣ部材の実使用環境下での信頼性の実証はこれからであることから、

今後、研究成果を反映し実用化のシナリオを適時見直すことを期待する。また、早期

実用化を考えている分野での実現性、市場規模等の見通しについても今後適時見直し

を期待する。 
また、情勢変化に対応してＭＧＣ部材技術の研究開発に集中する計画に変更したた

め、ガスタービンの実機実現のスケジュールへの影響が懸念されるが、実用化、事業

化に関しては今後のガスタービン実機開発で、一層の計画強化を期待する。 
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評点結果

 

1.6 

2.3 

2.0 

2.7 

0.0 1.0 2.0 3.0 

４．実用化・事業化の見通し 

３．研究開発成果 

２．研究開発マネジメント 

１．事業の位置付け・必要性 

平均値 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.7 A Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ 

２．研究開発マネジメントについて 2.0 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

３．研究開発成果について 2.3 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ 

４．実用化・事業化の見通しについて 1.6 B Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ 
（注）A=3、B=2、C=1、D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について
・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 
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参考 実用化・事業化の見通しについての評点結果の比較 
 
  前頁の実用化・事業化の見通しについての評点結果に関する参考資料して、「ガ

スタービンシステム要素研究開発」を対象として評点付けを行った結果と、「ＭＧ

Ｃ部材研究開発」を対象として評点付けを行った結果を比較して以下に示す。 
 

1.9 

1.3 

0.0 1.0 2.0 3.0 
平均値 

４．実用化・事業化の見通し

【ガスタービンシステム要

素研究開発】 

４．実用化・事業化の見通し

【ＭＧＣ部材研究開発】 

 
 

評価項目 平均値 素点（注） 
４．実用化・事業化の見通しについて 

【ガスタービンシステム要素研究 
開発について】 

1.3 
c 
c 

c 
c 

b 
b 

b 
c 

c 
c 

b 
c 

c 
c 

４．実用化・事業化の見通しについて 
  【ＭＧＣ部材研究開発について】 1.9 

b 
c 

b 
b 

b 
b 

b 
b 

b 
b 

b 
c 

b 
b 

 
（注） 
・ 素点の上段が成果の実用化可能性、下段が事業化までのシナリオについて。 
・ 判定基準は、a：明確に実現可能なプランあり、b：実現可能なプランあり、    

c：概ね実現可能なプランあり、d：見通しが不明。 
・ a=3、b=2、c=1、d=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
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