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  ガスタービン複合発電は，自然エネルギーや原子力発電と共存する最もクリーンで経済的な火

力発電設備として，長期的な市場拡大が予想されている．現在，更なる高性能化のために

1700℃級ガスタービンの技術開発が国家プロジェクトとして実施されている．プロジェクトの中で

効果が確認された最新技術は，世界初の 1600℃級 J 形ガスタービンの開発にいち早く適用され

た．本稿では，最新技術の開発状況と実用化状況について述べる． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

ガスタービン複合発電（GTCC）は，化石燃料を使用する最もクリーンな発電設備として，燃料

消費の低減とエミッション低減の両面で貢献しているが，①長期的な展望として GTCC の世界市

場は更に成長すると予測されている，②開発国では電力基盤整備のため，建設期間が短く安定

した電力供給が可能な GTCC の需要が大きい，③先進国では経済性と環境適合性をより一層高

めるための高性能化が必要とされる，④自然エネルギーの普及や原子力発電とのベストミックス

の観点で，GTCC の優れた負荷吸収能力への要求が更に高まる，など社会的経済的な期待が

大きい．当社は，国家プロジェクトとして 1700℃級ガスタービンの技術開発に取り組んでいる．本

稿では，この中から，1600℃級 J 形ガスタービンに適用された技術を中心に紹介する． 

|2. 超高温ガスタービンの要素技術 

冒頭で述べた社会のニーズに応えるために，我が国では国家プロジェクトとして 1700℃級ガス

タービンの要素技術の開発に取り組んでいる．図１に，開発中の要素技術項目を示す． 

  
 

図１ 1700℃級ガスタービン

の実用化技術の開発 
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2.1 低 NOｘ燃焼器開発を支える要素技術 

1700℃級ガスタービンの開発に当たっては，燃焼温度の高温化とともに指数関数的に増加す

る NOx の低減技術の開発が必須となる．このため，排ガス再循環方式（EGR）の採用が検討され

ている．1600℃級J形ガスタービンでは，EGRを使用しない燃焼器が採用されるが，従来より高性

能の低NOx技術が必要とされる．ここでは，要素技術として燃焼器設計を支える非定常濃度分布

の計測技術に付いて述べる．図２に，レーザー誘起蛍光法（PLIF）を用いた新コンセプト燃焼器

の断面燃料濃度分布の計測結果を燃焼温度に換算して示す．非常に均一化された濃度分布が

計測されている．一方，このような空間濃度分布に加え，超高温ガスタービンでは時間的な濃度

の均一化も重要となる．そこで，非定常濃度分布の計測技術と共に，Large Eddy Simulation によ

る高精度の非定常燃焼流動解析技術を開発した．図３に，濃度変動の解析結果と計測値の比較

を示す．これらの技術は，1600℃級 J 形燃焼器の開発を支える基礎技術である． 

一方，EGR を用いる 1700℃級用燃焼器では，図４に示すように，NOx と CO のエミッション計測

値は，NOx は 50ppm 以下，CO も 10ppm 近くであることが確認され，今後の開発での実現可能性

の高さが示された． 

 

図２ レーザー誘起蛍光法（PLIF） 

を用いた新コンセプト燃焼器の

断面燃料濃度分布の時間平均

計測結果 

 

(a) 非定常 PLIF 計測システムと装置概要  (b) 定常 PLIF 計測結果    (C) CFD 解析結果（RANS,LES）の比較

図３ 非定常 PLIF 計測と CFD 解析結果 
非定常濃度分布の計測技術と共に，Large Eddy Simulation（LES)による高精度の非定常燃焼流動解析

技術を開発した．濃度分布の瞬時値は平均値と大きく異なる．LES による予測精度改善が確認された．

 

 

 
(a) NOｘの計測値  (b) CO の計測値 

図４ 燃焼器出口の NOx，CO の測定値 

EGR を用いる 1700℃級用燃焼器で，NOx と CO のエミッション計測値は，NOx は 50ppm 以下，

CO も 10ppm 近くであることが確認された． 
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2.2 先進冷却技術 

超高温ガスタービンの動静翼は非常に高い熱負荷と熱応力にさらされる．サイクル性能を損な

わずに信頼性を確保するために，最小の冷却空気流量で高い冷却効率を確保することが要求さ

れる．また，タービン翼表面でフィルム冷却空気の届かないホットスポットは致命傷となる．そこ

で，フィルム冷却効率を回転系で確認した試験結果について記述する． 

図５は，回転試験装置の概念図である．実機で想定される速度三角形などを模擬した相似条

件において，三次元かつ動静翼間翼列干渉などの影響下で，翼面及びプラットフォーム面上の

フィルム冷却効率が計測された．計測結果は，静止場で計測された平板のフィルム冷却効率と比

較された．これらの計測は感圧塗料を用いて行われた．実機の高温ガスと冷却空気は，それぞれ

図５の実験装置の主流空気と二次空気系の窒素で模擬され，フィルム孔からの窒素の噴出により

変化した表面上の酸素濃度分布が画像処理により計測される．図６(a)は，動翼プラットフォーム

面上の第一列，第二列のフィルム冷却効率分布の計測値を示す．いずれもフィルム冷却孔毎に

大きくフィルム冷却効率がばらつくことが分かる．これは翼列のパッセージ渦などの効果に加え

て，動静翼の干渉による非定常効果が影響していると考えられる．図６(ｂ)は，同じ動翼の後縁付

近にフィルム孔を配置し，当社従来型のフィルム孔と，形状を最適化した高性能フィルムのフィル

ム冷却効率分布を比較したものである．より均一で高いフィルム冷却効率が得られることが確認さ

れた．この高性能フィルム冷却技術は 1600℃級 J 形設計に適用された． 

 
 

 
 (a) 回転動翼翼間のフィルム冷却効率 

 

 (b) 回転動翼翼間，後縁付近のフィルム冷却効

率（上：従来，下：改良フィルム冷却孔） 

図５ 実機鳥瞰図の円で囲んだ部分を模擬した回

転試験装置の概念図 

実機の速度三角形などを模擬した相似条件にお

いて，三次元かつ動静翼間翼列干渉などの影響

下で，翼面及びプラットフォーム面上のフィルム冷

却効率が計測された． 

 図６ 回転動翼プラットフォーム面上のフィル

ム冷却効率 

図５の第１段動翼での計測には感圧塗料を

用いた． 

 
2.3 先進遮熱コーティング 

超高温ガスタービンでは，タービン翼の遮熱コーティング(TBC)が重要となる．翼周りのガス温

度はますます高くなるため，遮熱効果と耐久性を両立する化合物の開発のために，原子レベルで

材料特性を判断する第一原理計算を用いた材料探索システムを適用した．まず開発した複雑化

合物セラミクスでは，現用のＹＳＺ(Yttria Partially Stabilized Zirconia：8wt%の Y2O3 で部分安定化

した ZrO2)より，約 20％以上高い遮熱効果が得られている．もう一つの重要な特性である高温条

件下での耐久性，特に，長時間の相安定性について，1000h の高温加熱を実施して調査した結

果を図７に示す．1700℃ガスタービンの実機条件を想定して，トップコートの表面温度である

1200～1400℃の条件で試験を行った．図に示すように，開発した複雑化合物セラミクスでは，

YSZ より格段に安定した高温特性が確認された． 
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一方，先進遮熱コーティングの実用化のためには，材料開発と共に，施工条件の最適化が必

要となる．図８は，コーティング材の粉末を高温のプラズマ内に添加する場合の条件計測の様子

を示す．粉末がプラズマ内で数千℃以上のプラズマ流の中に投入されている際の拡散状況を超

高速カメラで撮影した写真と，プラズマ内部での粉末の温度のばらつきを計測した結果を示す．

これらの施工条件データを熱疲労寿命や熱伝導率のデータと関連付けることにより，最適な溶射

条件の開発が可能となる．図９は，候補材を 1500℃級ガスタービン M501G の第１段静翼に施工

している様子であり，現在，三菱重工業（株）高砂製作所内の実証発電設備に装着され，1500℃

実運用条件での耐久性確認を実施している． 

 

 (a) 先進 TBC のプラズマ溶射条件の計

測状況 

 

 図７ 先進 TBC の超高温での特性変化量 

（相変化の割合） 

 

  
 

 (b) プラズマ内へのパウダー投入時の

粒子の飛散状況（超高速カメラを用

いた撮影） 

 

  

 

図９ 1500℃級第一段静翼に施工される先進 TBC 

 (c) プラズマ内のパウダーの温度計測

結果（頻度分布） 

  図８ 先進 TBC のプラズマ溶射条件

の計測 

2.4 高温高性能設計を支えるタービン空力技術 

超高温ガスタービンでは，燃焼器尾筒には回収式蒸気冷却が適用されるため，出口の側壁が

厚くなってしまう．一方，通常タービン第一段静翼は，入口ガス温度分布の周期性を考慮し，燃

焼器の整数倍で設計されることが多い．この場合，燃焼器出口の側壁とその下流の第一段静翼

の周方向の相対位置関係によって，タービン効率の最適化を図ることが可能である．図１０に，

CFD による燃焼ガスの流れの予測と，高速回転翼列試験による性能改善量の検証結果を示す．

また，空力負荷が従来に比べ高くなるため，フリースタンディング動翼からのチップクリアランス流

れが強くなり，下流静翼の性能を損なう事象が知られている．この事象を緩和するため，３次元翼

形状と３次元エンドウオールの組合せにより，下流静翼の２次流れを低減する新コンセプトの３次

元空力設計技術が考案された．コンセプトと CFD による流れ場改善効果の予測，回転翼列試験

による効率改善効果の検証結果を図１１に示す． 
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図１０ 燃焼器を考慮したタービン効率の最適化 

 
図１１ 新コンセプト 3 次元設計と，回転翼列試験による性能向上検証 

下流静翼背面においてチップ側２次流れの低減効果により 10％～50％翼高さにおける流れが改

善されている．（左下：CFD による流線，右下：スパン方向の効率分布） 

2.5 1700℃級ガスタービンの開発ロードマップと 1600℃級Ｊ形ガスタービンの開発 

表１に，実用化までのロードマップを示す．国プロ 1700℃級ガスタービンの要素技術開発は，

第一ステップの４年間を終了し，2008 年度より実用化を目指した第２ステップを実施中である．こ

れが完了した後に，1700℃級ガスタービンの実証機の開発設計及び初号機の実証運転が計画

されている． 

一方，これまでの 1400℃級Ｆ形，1500℃級Ｇ形，Ｈ形で実証済みの要素技術を集大成すると

共に，国プロの中で実用化の目途が得られた上述の最新技術を採用することにより，世界初の

1600℃級 J 型ガスタービンが開発された．J 型ガスタービンでは，複合発電効率は，60％超（低位

発熱量基準）となり，世界最高レベルの効率達成が可能となる． 

2.6 最新の複合発電による CO2 削減効果 

1700℃級ガスタービンが複合発電設備の主機として実用化されると，発電効率は 62％超（低

発熱量基準）となり，従来火力発電設備に対して大幅な効率改善となる．例えば，125 万 KW 石

炭火力設備の熱効率を 44％（低位発熱量基準）と仮定すると，年間 CO2 排出量は 853 万トンとな

る．これを天然ガス焚き 1700℃級複合発電設備に置換すると CO2 の排出量は 324 万トンとなり

62％の削減となる．この削減効果は，2006 年度の CO2 総排出量の 13 億 4000 万トンの 0.4％に

相当するため，高い CO2 削減目標を掲げる我が国にとってきわめて影響度の大きい数字である．

さらに，CO2 排出量では我が国は世界の５％弱に過ぎないことを考慮すると，最新の複合発電技

術を世界的に普及することにより，環境問題への大きな貢献が可能となる． 
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表１ 1700℃級ガスタービンの開発ロードマップと 1600℃級Ｊ形ガスタービンの開発 

 

|3. まとめ 

1700℃級ガスタービンの技術開発は，2004～2007 年の要素技術開発を経て，2008～2011 年

の予定で実用化技術開発を実施中である．プロジェクトは，経済産業省と文部科学省の省庁間

連携の下，産官学が協力して進められている．実験室での基礎的な要素試験から始まった技術

開発は，現在，更なる新技術を盛り込みながら，実機運用により近い条件を模擬したモジュール

試験や，1500℃級 G 形ガスタービンを用いた実機検証へと進んでいる．このうち，本稿に記載し

た内容は，経済産業省の“エネルギー使用合理化先進的技術開発費補助事業”として実施中の

研究開発の一部であり，技術検討や検証を経て，性能向上や信頼性向上に対して有効性が確

認された最新技術は，同時並行で設計開発が進められていた 1600℃級 J 形ガスタービンの設計

に即時適用された．これらの最新の複合発電技術の普及を通じて，CO2 削減に大きく貢献する所

存である． 

 


