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概要 

プログラム名 ナノテクノロジープログラム（ナノマテリアル・プロセス技術） 

プロジェクト名 ナノコーティング技術 

事業担当推進部室 ナノテクノロジー・材料技術開発室 

事業の概要  ナノレベルでの精密構造制御によって耐熱性・耐食性を飛躍的に向上させた

コーティング技術を確立するため、ナノ構造を実現するプロセシング技術、理

論と計算機設計を駆使した設計・制御技術、さらに精密評価技術を開発すると

ともに、技術の体系化を行う。 

Ⅰ．事業の目的・政策的位置付けについて 

【ＮＥＤＯが関与することの意義】 

ナノレベルでの構造制御によるコーティング技術によって、機能創生、材料保護、低コスト化等

の基盤技術を確立し、エネルギー安定供給、環境問題への対応、産業の発展などに貢献するこ

とが期待される。本技術はキーテクノロジーであり、高い基盤性を持ち、産業界全体での成果の

共有化に繋がると期待される反面、研究開発の困難度が高く、リスクが大きい。さらに得られた

成果等の知識の体系化も必要である。したがって、市場原理による民間投資ではなく、ＮＥＤＯに

よる集中的・効率的な研究開発が必要である。

【費用対効果】 

 研究開発費用は６年で２５億円。適用分野は、発電システム・航空機・自動車などのタービンや

その他の耐熱部品、工作機械等の工具や自動車等の耐摩耗部品、生活環境用の耐食部品など

の耐損傷性、信頼性部品である。市場見通しは約２兆円であり、省エネルギー効果は３８２万ｋｌ

／年、ＣＯ２排出抑制量は２７６万ｔ－Ｃ／年（炭素換算）となる。 

 

【事業の背景・目的・位置付け】 

 従来のコーティング技術の問題点としては、コーティング膜の基材からの剥離や膜自体の損傷

等が挙げられ、システムを含めての問題解決には至っていない。これは、コーティング技術が経

験的な材料技術であり、さらに材料・分野別の横断的な連携開発が欠如しているためである。し

たがって、新規コーティング技術の開発には、個別に蓄積されてきたコーティングに関する「知」

の統合的活用及び「知」の創造によるコーティング技術開発が必要である。 

本プロジェクトでは、ナノ界面、ナノポア、ナノ粒子等を含む構造を精密制御するナノコーティン

グが先進的コーティング技術の鍵であるとして、高効率ナノコーティングプロセス技術の開発、理

論や計算機援用を駆使したナノコーティングの構造の設計・制御技術の開発、並びに、その機能

やパフォーマンスのナノからマクロにわたる迅速で超精密な評価技術の開発を一体として進め

る。また、対象は、耐熱性・耐食性が求められる発電、航空機等の構造材料とする。 
 本プロジェクトは、２１世紀の革新的技術として期待されている材料ナノテクノロジーの基盤的

研究開発を行いつつ、得られた成果等の知識の体系化を図ることを目的とするテクノロジープロ

グラム（ナノマテリアル・プロセス技術）の一環として実施される。  

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

【事業の目標】 

 平成１８年度までに、プロセシング技術、材料機能・構造の設計・制御技術、パフォーマンスの

解析・評価技術を確立し、得られた技術を体系化する。中間目標として外部評価用サンプル試

作・提供を基本計画に定め、研究開発管理のために、最終目標に整合する中間目標値も設定し

た。 
【事業の計画内容】 

 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy H18fy

プロセシング技術       

材料機能・構造の設計・制御技術       

パフォーマンスの解析・評価技術       

 

技術の体系化       
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 【開発予算】（百万円） H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy H18fy 総額 

 特別会計(エネルギー使用合理化技術開発) 450 476 ―     

 一般会計 ― ― 356     

 総予算額 450 476 356    約 25 億円

【研究開発体制】 

省内担当原課 経済産業省ファインセラミックス室 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダー 東京大学工学研究科 吉田豊信教授 

委託先 ①財団法人 ファインセラミックスセンター（集中研） 

②独立行政法人 産業技術総合研究所 

集中研参加企業 ①株式会社東芝、②三菱マテリアル株式会社 

③石川島播磨重工業株式会社、④日本特殊陶業株式会社 

⑤川崎重工業株式会社 

共同研究先 ⑥東京大学（工学系研究科、生産技術研究所）、⑦東北大学 

再委託先 

 

①大阪大学、②物質・材料研究機構、③三菱重工業株式会社 

④社団法人 日本ファインセラミックス協会 

 

【情勢変化への対応】 

 経済産業省の平成１５年度における研究開発政策方針を受け、研究開発体制を見直し、さらに

研究開発期間を５年から６年に延長した。 

Ⅲ．研究開発成果 

【ナノコーティング・プロセシング技術】 

（Ａ）新規熱プラズマスプレー技術開発 

次々世代熱遮蔽コーティング（TBC）等に応用可能な新規ナノコーティングプロセスとして、気相

からの堆積と溶融粉末堆積の混成からプラズマスプレー装置の開発およびコーティング実験を行

い、300kW 級の出力をもつ Twin-hybrid plasma system を開発した。本装置は高出力かつ広範囲

のプラズマの安定発生が可能であり、さらに溶射と PVD･CVD の統合的プロセスへ発展が可能、

高速かつ大面積へのナノコーティングが可能である。 

（Ｂ）高速 PVD技術開発 

ナノ構造制御したセラミックス膜を高速で合成するため、150kW の強力出力電子銃、出力精密

制御機構、基板回転・加熱機構等を備えた EB-PVD を開発し、ジルコニア（YSZ）膜を合成する時

の、電子ビーム出力、基板運動、回転速度などの合成条件を詳細に検討し、ナノ構造制御におけ

るこれら因子の影響を明らかにした。 

（Ｃ）高速 CVD技術開発 

遮蔽コーティングに応用しうる、高速成膜レーザーCVD法の開発を進めた。本法では、成膜条

件の最適化によって、約 110 μm/hの成膜速度を達成した（成膜面積は約 2cm2）。この成膜速度

は、CVD法で報告されている従来の最高値（50 μm/h）を上回る成膜速度である。さらに、新規に

開発したレーザーCVD法では、さらに高い成膜速度が得られ、最高で 660 μm/hの成膜速度を達

成し、レーザーCVD法が熱遮蔽コーティングの新規有望プロセスであることを実証した。 

 

【ナノコーティング材料機能・構造の設計・制御技術】 

(Ａ)低熱伝導度化の構造設計・制御 

EB-PVD 法で成膜した La 添加ジルコニア（YSZ）皮膜は、ナノポア・ナノギャップ等のナノ組織を

含み、組織の焼結をも抑制しうる。耐熱衝撃性に優れ、1W/ｍK 以下の低熱伝導率であり、さらに

1200℃での高温安定性も実証した。La 添加 YSZ 皮膜は、新規トップコート材料として非常に有望

であると判断される。 

 

 

 

 



 (Ｂ)熱的安定性の構造設計・制御 

ガスタービン用遮熱コーティングにおいて、イットリア部分安定化ジルコニアより優れた新耐熱コ

ーティング材料を開発することを目的とした。ここでは、酸化物系セラミックスの中で融点 2,900℃、

熱伝導率1.5W/mKのハフニア(HfO2)を選定し、EB-PVDによる成膜実験の結果、世界で初めてハ

フニアの皮膜形成に成功し、成膜時間が約2時間で200μmの柱状晶組織の皮膜を得ることがで

きた。各種特性を評価した結果、ハフニアはジルコニアに比べ、耐焼結性が約 100℃向上すること

が明らかとなり、次々世代 1,700℃級ガスタービンの実現にも寄与すること、および発電の高効率

化と CO2削減に結びつくものである。 

(Ｃ)界面特性向上の構造設計・制御 

熱遮蔽コーティング（TBC）においてトップコートの剥離を防止するため、YSZトップコートとボンド

コートの界面へ酸素透過防止性の高いα- Al2O3の Interface 層を適用し、その効果を検討した。

Alloy738 基材＋CoNiCrAlY 減圧溶射ボンドコートからなる基板表面への EB-PVD による Al2O3の

最適成膜条件を明確化した。本試料について高温酸化試験を行った結果、ボンドコートの耐高温

酸化性向上に有効であることを明らかにした。 

ナノコーティングの電極皮膜への適用として、固体電解質基材上へのペロブスカイト酸化物電

極膜を合成した。従来、高温で焼き付けを行っているため、膜－基材界面での反応により高抵抗

相が生成し電極性能が劣化するという問題があった。ナノレベルでの構造制御且つ高速成膜を実

現可能な EB-PVD 法を用い、材料と成膜条件を最適化することによって柱状・羽毛状組織を持つ

La0.8Sr0.2MnO3膜を世界で初めて成膜することに成功した。 

(Ｄ)電子顕微鏡によるナノ構造解析 

熱遮蔽コーティング（TBC）材料では実使用環境下でトップ層/金属結合層界面に TGO 層が形

成され、TGO が TBC 材料の劣化挙動に大きな影響を及ぼすことが知られており、トップ層/結合

層界面に形成される TGO組織を明確化した。 

また、遮熱コーティング膜の結晶成長に強く影響を及ぼすコーティング膜/基材界面の方位関係

を電子顕微鏡観察によって明らかにし、幾何学計算との対応を行うことで、コーティング膜の結晶

配向を制御するための指針を得た。 

【ナノコーティングパフォーマンスの解析・評価技術】 

セラミックス／金属界面の第一原理計算、界面力学現象の分子動力学計算、界面き裂・欠陥の

非連続有限要素法計算を行った。コーティング材料の損傷・劣化評価試験の装置設計と評価試

験、コーティング特性の時間変化と材料パラメータの解析等を進めた 

【異種材料界面に関する材料ナノテクノロジー技術の体系化】 

ナノコーティング技術動向、コーティング技術の応用分野等の調査した。また、現状のコーティン

グ技術に関わる課題やニーズを踏まえ、将来のナノコーティング技術の実用化に向けて今後調査

すべき市場分野と課題を抽出した。ナノコーティングの代表的な応用または適用可能性分野とし

て抽出された機能性膜、耐熱・耐食・耐磨耗性膜、ガスタービン、太陽電池、燃料電池についてナ

ノコーティング技術の適用の現状と課題について調査すると共に一部についてはその市場性につ

いても考察した。 

 

外部発表実績 特許:８件（準備中５件）、論文・解説:９９件、口頭発表:１７３件、新聞発表:１１件 

Ⅳ．実用化、事業化の見通し 

 本事業の目標を達成した後の構想として、耐熱・耐食コーティング全般に応用可能、とくに熱遮

蔽コーティング(新機能発現)、実機展開のための基礎データ集積による我が国産業界への提示

等があげられる。また、国際的標準化された方法論の構築によるリーダーシップ、試験方法の標

準化によるノウハウからの脱却やコーティングに適用できる標準試験装置の提案と国際的リーダ

ーシップなどの成果が事業後得られる。 

実用化、事業化のシナリオとして、上記の市場効果を得るためには、更に各企業による実用化

のための開発（スケールアップ、量産化）などの開発が必要である 

評価に関する事項 

実施時期 平成１５年度 実施 中間評価 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 

実施時期 平成１８年度 実施予定 

 

事後評価 

 評価項目・評価時期 標準的評価項目・評価基準 
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「ナノコーティング技術プロジェクト」（中間評価） 
評価概要（案） 

 
１．総論 
１）総合評価 
 本プロジェクトは、我が国の基幹産業を支えるものであること、民間企業だけで推

進することは費用などの問題で難しいことから、NEDO が関与する必要性は高い。
実用化がされた場合、高効率のエネルギープロセスを実現させる可能性があるなど、

社会的意義も高い。 
 研究開発体制は、プロジェクトリーダーを中心に、的確に運営されており、達成す

べき目標も明確に示されている。着手後の短期間で、有益な成果を上げており、高度

な知見を得ている。プロジェクト全体の目標は達成しているが、「パフォーマンスの

解析・評価技術」については、当初計画通り、H15年度以降、プロジェクト開発材料
を用いた研究開発の本格化を期待する。また、「技術の体系化」については、「コーテ

ィング工学の確立」に向けての一層の取り組みを期待する。 
今後は、これら 2テーマの進捗を加速すると共に、人力と資力を最終目標達成と実

用化に向けた主要課題へ、重点的に配分することが望ましい。 
以上のことから、本プロジェクトは、現行の延長上で研究開発を継続し、最終的に

は、企業にとって実用性のあるコーティング技術が、早期に創出されることを期待す

る。 
 
２）今後への提言 
前期は各個別テーマの開発を優先していたが、研究開発期間の後半では、当初計画

通り、プロジェクト全体の目的達成に向けて各テーマの研究対象（プロセス、材料、

評価法）を強く方向付けし、集約することを期待する。 
各技術の成果を集約して統合化した最適プロセシング法、ならびに最適条件の提案

を行うとともに、長期的維持などコーティング技術のパフォーマンス評価の保証に関

する研究展開、および費用対効果のプロジェクト成果を踏まえた再検討を望む。 
 
２．各 論 
１）事業の目的・位置付け 
省エネルギーの観点から重要な課題であり、民間の投資だけでは難しいことから、

ＮEDO が関与する必要性は高く、重要なプロジェクトである。ナノテクノロジープ
ログラムの中で、ナノコーティング技術は出口に比較的近い課題と言える。 
プラズマスプレー、PVD、CVD の三つの方法は、エネルギー用の遮熱コーティン
グ（TBC）だけでなく、より広汎な用途に用いることができるだろう。ガスタービン
の TBC を主たる対象とした技術であるが、我が国のエネルギー政策も考えた場合の
ロードマップを作り、その上で本プロジェクトにおける TBC の位置付けをさらに明
確にすることを期待する。 
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 また、先行する米国との差別化をさらに進めること、本プロジェクト成果を踏まえ

た費用対効果算出の精度を向上させることを望む。 
 
２）研究開発マネジメント 
プロジェクトリーダーのもと、各テーマにグループリーダーが配置され、集中研究

の体制は非常に効果的に運営されている。また、プロジェクトの目標も明確で、適切

な設定になっている。一方で、再委託研究と共同研究については、当初計画通り、プ

ロジェクト後半での見直し、またはプロジェクト全体における役割のさらなる明確化

を期待する。 
 各テーマの連携を強化するとともに、中間点を過ぎた時点におけるテーマの絞り込

みなどを含めた計画の見直しに対して、強いリーダーシップと的確なマネジメントを

期待する。 
なお、「遮熱コーティングの特定材料に絞ってプロセシングの統合化を求めていく

か」、又は「プロセシングに特徴的な材料をそれぞれ追求していき、その後に統合化

を考えるか」の二者択一やそれらのバランスの取り方に、今後のマネジメントのポイ

ントがある。 
 
３）研究開発成果 
プロジェクト全体の成果は十分に上がっているが、進捗はサブテーマ間で差がある。 
「①プロセシング技術」と「②材料機能・構造の設計・制御技術」は、中間段階で

の目標を達成している。数多くの研究成果と知見が得られており、特にプラズマスプ

レー技術は、既に欧米を凌ぐレベルにある。 
「③パフォーマンスの解析・評価技術」は本プロジェクト開発材料を対象とした本

格研究を加速して推進することを期待する。また、「④技術の体系化」はコーティン

グ工学の確立に向けての研究を本格的に推進することを期待する。 
 
４）実用化・事業化の見通し 
ガスタービンと航空機エンジン分野で、参画している関連企業が実用化を視野に入

れた検討を、既に始めていることは評価できる。残された期間で、実用化に向けた研

究に焦点を当てて重点的に展開することにより、実用化と事業化の見通しは高くなる

と思われる。 
また、ナノコーティングに関し、機能評価の日本独自の方法、また日本独自の評価

装置を開発することが望ましい。今後、国際的な特許戦略が必要であるとともに、市

場規模をさらに精度よく算定することを望む。 
なお、統合プロセス及び三つのプロセスについてそれらのコストや機能を考慮する

と同時に、どの方法が最も適しているかを実際にそれぞれの方法で成膜し、評価を行

う必要がある。 
 



 
個別テーマに関する評価

 
 成果に対する評価 
ナノコーティング・

プロセシング技術 
ナノコーティング膜形成の高速化と多層化、ハイブリッドプラズマスプレーとレーザーCVD プロセシングなど
で、中間段階での設定目標を上回る成果が得られており、学術的にも相当に高度な知見が得られている。 
プロセス開発においては、装置開発に「ナノテクノロジー」を活かした点や高速成膜法に工夫が見られるが、今

後、統合プロセスとナノ構造の関係についての研究成果と、より進展した技術の特許出願を期待する。 
CVDについては、統合プロセスへの展開と、レーザーCVDの適用等をそれぞれより明確にすべきである。さら
に、他用途への展開や関連の特許出願などを望む。 

ナノコーティング材

料機能・構造の設

計・制御技術 

EB-PVD 法を中心に基礎的な知見が蓄積されており、新しいコーティング材料の開発に関して、目標値を達成
しており成果を上げている。プラズマ溶射での耐エロージョンコーティングの研究は、出口を意識したアプローチ

として評価できる。また、シミュレーションによる成膜ならびに微構造発達の予測技術は、将来のコーティングシ

ステム設計において有効なツールとなりうる。材料シーズを探索する段階としては、よいレベルを担保していると

評価できる。 
 開発対象の材料系は、主目的である TBCに重点化すること、さらにその他の用途でも絞り込みを行うことが重
要である。また、ナノ構造を高温で長時間保持することの検討に関して、「パフォーマンスの解析・評価技術」グ

ループとの連携強化を望む。 
ナノコーティングパ

フォーマンスの解

析・評価技術 

重要かつ困難な課題に挑んで、界面剥離を中心とした解析計算の考え方とコーティングの健全性評価法について

はモデル提案、劣化寿命評価については従来材を用いて破壊機構（TBC焼結に続く TGO歪、そのミクロ破壊、マ
クロ破壊）の解析に踏み込んでおり、それに基づく試験法の提案もなされていることは、試料のないこの段階の進

捗としては評価できる。 
ただし、現時点では、主立った成果は学術的アプローチから得られるものに拠らざるを得ず、個々の研究ポテン

シャルを上昇させる段階にあった。プロジェクト後半では、企業からの参画者を増やす等、実用性評価において企

業が重要な役割を果たすことを期待する。 
今後、プロジェクトで作製される試料について、上記の考え方に沿って試験評価することで、評価法の更なる改

善とデータベースを構築するとともに、遅滞なく材料設計にフィードバックされることが肝要と思われる。特にプ

ラズマスプレー、EB-PVD、レーザーCVD のコーティングについてできるだけ同じメジャーで評価できることが
望ましい。 
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評価項目 平均値

1.事業の目的・政策的位置付け 2.7 A A A A B B

2.研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて 2.2 B B B A B B

3.研究開発成果について 2.2 B B B B A B

4.実用化･事業化の見通しについて 1.7 B B C B B C
（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。

素点（注）

2.7

2.2

2.2

1.7

0.0 1.0 2.0 3.0

1.事業の目的・政策的位置付け

2.研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて

3.研究開発成果について

4.実用化･事業化の見通しについて

平均値

 
 
＜判定基準＞ 
(1)事業の目的・位置付け (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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