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制度名 重要地域技術研究開発制度 事業名 高融点金属系部材の高度加工技術開発 

事業の概要 
Ni 基超合金に置き換えてガスタービンの一層の高温化に対応でき

る高融点金属系部材の創製技術の研究開発を行う。 

１．国の関与の必要性・ 

制度への適合性 

本技術開発は、人類が抱える重要な課題の一つである地球環境保

全ならびに化石燃料資源保護に係わるテーマを取り扱ったもの

で、民間企業が着手するには開発リスクが高すぎる。したがって、

国が主導的に開発を推進することが必要である。 

２．事業の背景・目的・ 

位置付け 

本プロジェクトは、エネルギーの変換効率を１％でも高め、限り

あるエネルギー資源の消費を抑えることによって、人類が抱える

最大の課題であるエネルギー、地球環境問題を解消したいとする

強い社会的ニーズに応えるもので、長期的な視点に立った研究開

発である。 

３．事業の目標 

（全体目標） 

１５００℃の高温で冷却なしに使用できる超合金部材の創製技術

の確立を図る。 

４．事業の計画内容 

（単位：百万円） 
H8fy H9fy H10fy H11fy H12fy H13fy 

総額 

（6年間） 

一般会計        

特別会計（電特） ５４ ９０ １１３ １３０ １１７  ５０４ 

特別会計（石特）      １３１ １３１ 

特別会計（エネ高）        

産総研 １２ ２３ ３６ ３２ ４９ ３１ １８３ 

総予算額（計）       ８１８ 

省 内 

担 当 

部 課 

産業技術環境局技術振興課 

委託先 （株）超高温材料研究所 新エネルギ

ー・産業技術

総合開発機構 
再委託先 東北大学、東京工業大学 

研究開発体制 

運 営 

機 関 

（独）産業技術総合研究所 

５．実用化,事業化の見通 

し 

本プロジェクトでの材料開発が完了し、その後、重工メーカを含

むユーザー企業の参画による実用化に向けた擬似実機化試験を実

施する必要がある。 
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６．今後の展開 

本プロジェクト終了後、得られた知見をベースに実用化開発への

進展を図る。実用化へのステップとしては、コージェネレーター

用小型ガスタービンを主体に試験を開始し、それらの成果を踏ま

えながら最終ターゲットである火力発電あるいは航空機エンジン

用ガスタービンへの展開が考えられる。 

７．中間・事後評価 平成１１年８月中間評価および平成１４年度事後評価実施予定 

８．研究開発成果 
特許（出願）数：１１（１１）、査読論文数；５９、口頭・新聞発

表数；８５ 

基本計画の変更 なし 

変更内容 なし ９．情勢変化への対応 

評価履歴 平成１１年８月に中間評価 

10．今後の事業への方向性 該当なし 

作成日 平成１４年８月５日 



 

4    

「高融点金属系部材の高度加工技術開発」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
Ⅰ．総論 
１．総合評価 
ガスタービン熱効率の飛躍的向上を実現するため、現用超合金の使用温
度をはるかに超える 1500℃で無冷却使用可能な合金の開発が求められてい
る。このような高温材料の有力候補として期待されるＮｂ基合金の強度と
耐酸化性に関する基礎的知見を蓄積し、Ｎｂ基合金の開発に一定の方向を
示唆し得たことを評価する。特に、高強度合金の開発に見るべき成果が上
がっている。 
耐酸化性の改良にも将来性のある成果が上がっているが、個別目標への
研究資源と時間の配分を誤ったため、耐酸化性問題に対して十分な研究時
間をとれず、目標達成には至らなかった。 
Ｎｂ基合金の実用化・事業化には、更なる基礎・開発研究の積み上げが
求められる。本研究の成果をもってこの目標へ数歩前進し得たと言える。
多大なリスクを抱える研究開発であることを考え、国家プロジェクトとし
てこの研究が取り上げられたことを高く評価したい。何らかの形で、研究
の継続が図られることを望む。 

 
２．今後に対する提言 
Ｎｂ基合金の実用化・事業化に短期間で到達することは難しい。むしろ
長期的目標として捉え、地道な研究を続行すべきで、将来性のある材料の
基礎的知見を蓄積することこそ、科学技術立国を目指す我が国の国力ある
いは研究基盤の高さを示すものと考えるべきである。 
しかし、経済の混迷が続き疲労困憊状態にある関連の民間企業に、、、、長期
間の研究を要する基礎研究への投資を期待することはできない。したがっ
て、基礎研究レベルでも重要なテーマに絞り、、、、国家プロジェクトの一部と
して研究の継続を図るべきである。特に、Ｎｂ基合金の実用化・事業化へ
の鍵となる耐酸化性改良に関する基礎研究に注力すべきである。もしこの
問題に大きなブレークスルーがあれば、耐熱材料の世界が一変する。 
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Ⅱ．各論 
１．事業の目的、政策的位置付けについて 

Ｎｂ合金の開発、特に耐酸化性の改良に関する研究には多大の時間と研
究資源を要するが、実用化・事業化可能レベルの成果が得られれば、ガス
タービンをはじめとする High Temperature Technologies を一変させるほ
どのインパクトを期待できる。いわば、極めて high-risk high-return の 研
究である。このような研究にＮＥＤＯが国の事業の一環として取り組んだ
ことは妥当である。 
また、エネルギー利用の効率化、ＣＯ2ガス排出抑制に取り組む昨今のエ

ネルギー政策とも完全に整合している。本来民間企業が取り組み難い研究
開発課題ではあったが、関連民間企業のＮｂ合金に対する考え方、将来の
事業化に対する考え方をもう少し反映させる取り組みが成されてしかるべ
きであったとも考える。 

    
２．研究開発マネジメントについて 
実用化・事業化よりＮｂ合金の基礎特性、特に強度、耐酸化性に関する
目標達成に注力すること、これらの問題と直接関連しない研究課題を削減
すること、等中間評価に基づく研究の見直しが忠実に実行され、それ以後
研究資源が適切に傾斜配分された。大学を含む各研究チームも可能な限り
連携して研究を遂行したと評価する。 
ただし、研究開始段階における各研究課題の難易度、特に耐酸化性問題
の取り扱いとそれに基づく研究資源と時間の配分が必ずしも的確でなかっ
た点を否定できない。 

    
３．研究開発成果について 
強度目標を達成していることをまず評価したい。耐酸化性の目標には到
達していないが、可能性のある成果が得られている。Ｎｂ基合金の系統的
研究は極めて少ないので、現状の成果でも十分国際的水準に達している。
Ｎｂ基合金の基礎的知見として学問的にも貴重である。 
ただし、本研究の強度、耐酸化性の目標値は、必ずしもＮｂ基合金の実
用化・事業化に関わる具体的なものではなく、あくまでもＮｂ基合金の基
礎研究段階で妥当と考えられる目標であることを忘れるべきではない。た
とえば、耐クリープ性に関し 1500℃-100 時間クリープ強度を対象に目標値
を設定しているが、研究が進み実用化・事業化が視野に入る頃には、Ｎｉ
基超合金と同様、より長時間のクリープ強度を対象に目標を再設定する必
要が生ずるであろう。なお、未公開研究成果の速やかな特許申請や論文発
表を望みたい。 
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４．実用化・事業化の見通しについて 
Ｎｂ基合金に関する貴重な基礎的知見をもたらし、目標に到達する高強
度合金を開発した点をまず評価すべきで、Ｎｂ基合金の開発のような長期
的研究に直ちに実用化・事業化の見通しを求めることは困難である。 
本研究は、Ｎｂ基合金タービン翼の製造を想定して進められたことは事
実であるが、実用化、事業化の見通しを得るに至っていない。現状のＮｂ
基合金の性能で実用可能な他の用途がないか真剣に模索する必要もある。    
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評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 2.7 A A A A B B

２．研究開発マネジメントについて 1.8 B B B B B C

３．研究開発成果について 1.8 A B B B C C

４．実用化・事業化の見通しについて 0.7 B C C C D D

 
 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 

 


