B 高効率ガスタービン実用化技術開発
B1 1700℃級ガスタービンの実用化技術開発
1-B1 事業の目的・政策的位置付け
1-1-B1 事業目的
本事業は、我が国の電源構成の約 6 割を占める火力発電の高効率化を図り、
エネルギーセキュリティーの確保及び地球環境問題双方に対応すべく、世界を
リードする高効率ガスタービンの実用化に向けた技術開発を実施する。
高効率天然ガス火力発電は、他の化石燃料に比べて環境負荷が少ない天然ガ
スを燃料とし、ガスタービンと蒸気タービンの双方を利用する複合発電技術に
代表される。 ガスタービン技術の性能向上により、発電効率が現行の 52%（送
電端、HHV 基準。）から 56%まで向上すれば、二酸化炭素排出量は約 8%の削減が
可能である。
（１）事業の科学的･技術的意義
本事業は、複合発電の熱サイクル温度を現状の 1500℃級から世界初の 1700℃
級に高める。これにより、高温化でリードしている我が国のリードを確保する。
前例がない未知の領域での技術開発となるため、燃焼技術、冷却技術、遮熱コ
ーティング、空力技術などで、独創性の高い新技術の開発が必要となる。
また、排熱再循環システムを用いた燃焼器については、排ガス中の CO2 濃度
が約 8%となり、CO2 回収が効率的に実施可能な濃度レベルとなる。これが可能
となれば、元々CO2 排出原単位が一般の火力発電の中で最も小さい複合発電の
CO2 排出量（発電効率 52%で、0.34kgCO2/kWh）を約 0.03kgCO2/kWh と現状比の
約 1/10 以下に出来る可能性がある。
さらに 1700℃級ガスタービンが実現できれば、石炭ガス化発電 IGCC にも応用
可能であり、1700℃級 IGCC が実現可能となる。このほかに、燃料電池とガスタ
ービンの組合せによるハイブリッドサイクルや、原子力発電の夜間電力を利用
し手製造した水素燃料を用いた複合発電も可能となる。これらは、エネルギー
セキュリティ上重要な将来技術であるが、多様な燃料を使用可能な高温ガスタ
ービンは、これらの革新的な技術に実用化において中核となる技術である。
（２）社会的・科学的意義
（ CO2 削減効果）
地球温暖化問題に対応する CO2 削減効果は、前述のとおりである。
（ 高温化技術の波及効果）
超高温・1 万 G を超える高遠心力の厳しい条件下で 1 年以上の連続運用が求め
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られる発電用ガスタービンは、ロケットエンジンなどと同様、あらゆる機械製
品の中でも最も技術の裾野が広く、且つ、先進性の高い機械のうちのひとつで
あり、高い完成度が求められる。従って、燃焼、伝熱、材料、空力など複数の
分野に跨る本プロジェクトの波及効果は非常に大きい。特に高温化技術は科学
技術的に、その実用的な目標を与えるという観点でも重要である。
1-2-B1 政策的位置付け
世界の温室効果ガスの排出を 2050 年までに半減するという長期目標を達成す
るため、革新的な技術開発の重要性が掲げられており、2008 年 7 月に閣議決定
された「低炭素社会づくり行動計画」において、2050 年までに二酸化炭素の排
出を現状から 60～80％削減するという目標が掲げられている。このような 2050
年に向けた削減努力に対して、経済産業省では｢Cool Earth－エネルギー革新技
術計画｣を設定し、
「高効率天然ガス火力発電」を含む 21 分野の技術の開発によ
る目標達成を目指している。これを受け、本計画では、技術開発ロードマップ
の着実な実施が必要とされている。
また、エネルギー基本計画(2010 年 6 月 18 日閣議決定)において、「その他の
火力発電については、新増設・更新の際には、原則としてその時点における最
先端の効率を有する設備の導入を目指す。」と謳われており、1700℃級ガスター
ビンに代表される超高温高効率ガスタ－ビンは、現状最も高効率の火力発電技
術として、リプレースにおける大容量機のエネルギー効率向上に寄与できる技
術である。
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1-3-B1

国の関与の必要性

火力発電の高効率化のためには、燃焼、材料等の革新的な技術開発が必要で
あるが、研究開発成果の商業性や投資回収可能性に係るリスクが大きく、民間
企業のみでは対応できない研究開発分野である。実用化まで長期のリードタイ
ムと多大な研究開発投資を必要とする技術開発を推進するには、官民がその方
向性を共有する事が不可欠である。
（１）国家エネルギー戦略における位置づけと開発競争のスピード
各国家において、エネルギーセキュリティ・経済性・環境問題の解決の全て
に深く関係するため、その先進性・困難性にかかわらず、ガスタービンの高温
化はスピードが非常に速く、国家間の開発競争は熾烈を極める。発電用ガスタ
ービンは、1980 年代初頭の複合発電システムの導入以降、年間約 20℃という早
いペースで燃焼温度の高温化が進み、熱効率が改善してきた。熾烈な開発競争
の中、高温化に対して技術的に開発が可能な国は、米・独・日の 3 カ国に絞ら
れつつある。
（２）本技術分野における我が国の優位性
我が国は、世界に先駆けて 1500℃級のガスタービンを実用化し、発電効率 52%
を達成しており、本分野をリードしている。しかし、世界市場でのシェアで我
が国は 10%程度であり、欧米メーカーが大きくシェアを有するとともに積極的な
技術開発を進めている中で、我が国の優位性は予断を許さない状況にある。
従って、厳しい国際競争の中でわが国のリードを保つためには、一刻も早く
革新的な技術を実用化して実機に展開する必要がある。このため、1700℃級ガ
スタービンの開発に取り組むことにより、発電効率 56%の実用化を目指し、革新
的な技術開発を推進する必要がある。
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●わが国は、世界に先駆けて1500℃級ガスタービンを実用化し、本分野をリードしています。
●欧米は、多額の研究開発費を投じており、日本は手を緩めるとすぐに競争力を失ってしまいます。
●優位性を維持するため、1700℃級に必要な革新的技術開発に取り組み、早期に実用化する事が必要です。
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図 1-1 各国のガスタービン技術に関する国家プロジェクトと各国の高温化の
トレンド比較
（３）米国 DOE 支援による技術開発
1700℃級ガスタービンの開発は、石炭ガス化複合発電等、他の発電技術にも
適用可能な重要技術であり、米国においてもエネルギー省（DOE）の High
Efficiency Engines and Turbines Programs により国家的な支援の下で技術開
発が進められている。我が国においても、産学官の連携の下、着実な技術開発
により早期の実用化、実証運転による信頼性の確立等を図ることが必要である。

図 1-2

ガスタービン技術に関する各国家プロジェクトとシェアの実績の推移
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（４）省庁間連携
なお、1700℃級ガスタービンの実現の為に不可欠な耐熱材料の開発は、基礎
的材質の研究が必要となるため、文部科学省の所掌とし、省庁間で連携をとっ
て技術開発を進めている。
ムーンライト
‘78～’87 260億の予算で実施。
●高温化技術の遅れを挽回した。
●開発技術を活用して、
’90 1350℃級 実用化
’97 1500℃級 実用化
以降高温化で世界をリード

●大型ガスタービンの高温化は、
日本が世界をリードしてきた。
●海外にも先例が無い。

超高温ガスタービン
プロジェクト

1700

タービン入口温度（℃）

したがって、未知の事象が想定さ
れ開発リスクが高い。

1500

ムーンライト
(260億円)

HEET
NGT (1000億)
ATS
(800億) (500億)

1300

産学共同で、最新の基礎技術を投
入しつつ進める為に、是非とも国
の関与と支援が必要である。

米国DOE ファンド
( ) プロジェクト費用

1100

1980

1990

2000

2010

年

ガスタービンのタービン入口温度の上昇

図１－３ ガスタービンの高温化と国家の関与の必要性
(*) 大型ガスタービンの高温化
1987 年終了の国家プロジェクト“ムーンライトプロジェクト（1350℃級）”の
技術を活かして 1990 年度に 1,350℃級が実用化し、1997 年以降の 1500℃級の実
用化につながった。国家プロジェクトをきっかけに、我が国は大容量ガスター
ビンの高温化技術、すなわち、
・ 高温での安定燃焼技術と低エミッション技術
・ 高温条件下でのタービン・燃焼器の高性能冷却技術
（冷却空気量を低減し、熱サイクル性能を向上する技術）
・ 高温条件下でのタービン･燃焼器の高信頼性・高耐久性設計技術
・ 高温条件下での高負荷空力技術
・ 高温時の大型ロータ・大型車室の高耐久性設計技術
などの点で世界に追いつき、リードしてきた。
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2-B1 研究開発目標
2-1-B1 研究開発目標
電力産業の保守高度化とリプレース需要にあった大容量機（コンバインド出力
40 万ｋW）の高効率化を目指し、目標送電端効率 56％以上、CO2 排出量 8％削減
（現状同容量機比）を達成するために必要な、1700℃級ガスタービンの実用化
を図る。そのため、1700℃級ガスタービンの実用化に必要な以下の要素技術開
発を行い、システムの成立性をシミュレーションにより確認する。
・排ガス再循環システム／低 NOx 燃焼器の開発
・高性能冷却システムの開発
・低熱伝導率遮熱コーティング（TBC）の開発
・高負荷・高性能タービンの開発
・高圧力比高性能圧縮機の開発
・超耐熱材料の開発（文部科学所が担当）

2-2-B1 全体の目標設定

表２－１

全体の目標

目標・指標

目標・指標

（事後評価時点）

（中間評価時点）

送電端効率
56%以上（HHV）を達
成する 1700℃級ガ
スタービンに適用
可能な実用化技術
を開発する。

１．実機を設計するために必要な
要素技術を、より実機に近い条件
で評価・検証する。
２．新開発の要素技術を適用した
場合に送電端効率 56%以上（HHV）
を達成可能であることの目処を
得る。
３．H23 年度に実施する高圧高温
試験用の装置の製作を進める。
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設定理由・根拠等
より実機に近い条件で
新技術を評価すること
により、技術課題を明
確にする。新たに判明
した課題に対して、改
良案を立案し、速やか
に改良効果を確認する
ことにより、実機開発
のリスクを低減する。

2-3-B1 個別要素技術の目標設定
表２－２
要素技術
排ガス再
循環シス
テム／低
NOx 燃焼
器の開発

個別要素技術の目標

目標・指標

目標・指標

（事後評価時点）

（中間評価時点）

設定理由・根拠等

1700 ℃ 低 酸 素 燃 焼
中圧燃焼試験にて実機
NOx レベルを維
及び実機換算で NOx 圧力換算で 50ppm 以下を 持しつつ材料温度
排出量 50ppm 以下の 実現する。
低減など完成度を
実現可能性を確認
高圧燃焼試験装置の製 高めていく。
する。
作に着手する。

高性能冷 冷却空気量 30%低減
冷却要素に対する回転、
実機相当流れ場
却システ （従来比）の実現可 乱れなどの影響を評価し、 での冷却性能の評
ムの開発 能性を確認する。
実機で冷却空気量を 30%低 価を行ない、実機
減できる目処を得る。
設計に繋げる。
低熱伝導 熱 伝 導 率 を 現 状 材
率 TBC の (YSZ)より 20%低減
開発
し、且つ実機で耐久
性を確保できる目
処を得る。

遮熱効果を 20%向上可能
な候補材を選定し、実翼へ
の最適な成膜条件を求め
る。実機相当熱サイクル疲
労試験にて耐久性を確認
する。

・実機相当条件で
の遮熱性と信頼性
を確保する為に、
素材候補を絞込
み、実翼への製造
プロセスを検討す
る。

高負荷・
高性能タ
ービンの
開発

1500 ℃ 級 に 比 べ
30 ％ 高 い 負 荷 条 件
において、１軸ター
ビン、段数従来並み
で、効率 91％以上の
実現が可能か確認
する。

モデルタービンを用い
て効率を計測し、実機で
91%以上の実現が可能であ
る事を確認する。
3 次元設計について、空
力・伝熱への影響を把握す
る。

3 次元設計コンセ
プトに対して、超
高温化で流動条件
の予測と課題を抽
出する。
後方段・排気のコ
ンセプトを検討す
る

高圧力比
高性能圧
縮機の開
発

圧力比 30 以上にお
モデル圧縮機で効率レ
いて、１軸圧縮機、 ベルを計測し、実機で 89%
段数従来並みで、効 以上となる事を確認する。
率 89％以上の実現
起動特性や抽気室の空
が可能か確認する。 力特性への影響を評価す
る。

設計点での高効
率と、起動時・部
分負荷条件での作
動安定性を両立す
る軸流圧縮機を開
発する。
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3-B1 成果、目標の達成度
3-1-B1 成果
3-1-1-B1 全体成果
平成 20 年度から平成 22 年度にかけ、これまで計画どおりに実用化技術の開
発を進め、表 3－2 で示した要素技術について、それぞれ新コンセプトの効果
をより実機に近い条件で実用化技術試験を実施し、引続き基礎データを取得す
るとともに、
・ 実際の設計適用に当たっての副作用の有無の確認
・ 定格条件以外の作動条件における各技術の効果確認
・ 製作上の制約などを考慮した条件での形状検討
・ 実機形状への製造・施工プロセスの検討
を実施し、研究室レベルの基礎技術からより設計適用可能な実用的な技術の開
発を進めた。
上記の最新の研究成果を反映したシミュレーションにより送電端効率 56％
以上、CO2 排出量 8％削減（現状同容量機比）の実現可能性を確認し、実証機
開発の足がかりを得た。
さらに、1500℃級ガスタービンの運用経験の基づき、上記の革新的な新技術
のうち実用化レベルに達したと判断された技術を活用することにより、世界初
の 1600℃級ガスタービンの開発に着手し、設計を完了した。
表３－１

全体の成果

目標・指標

目標・指標

（事後評価時点）

（中間評価時点）

コンバインド効率
56%以上（HHV）を達
成する 1700℃級ガ
スタービンに適用
可能な実用化技術
を開発する。

１．実機を設計するために必要な
要素技術を、より実機に近い条件
で評価・検証する。
２．新開発の要素技術を適用した
場合にコンバインド効率 56%以上
（HHV）を達成可能であることの
目処を得る。
３．H23 年度に実施する高圧高温
試験用の装置の製作を進める。

目標の達成状況
１．各要素で実機に近
い条件で新技術を評価
した。
２．最新の要素技術を
適用した場合の予想効
率は約 57%である。
３．高温高圧試験装置
を予定通り製作中であ
る。

本技術開発における、要素技術開発項目ごとの主な成果を以下の表２－４に
示す。
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表３-２

要素技術開発項目ごとの主な成果

項目

目標・指標（中間評価時点）

目標の達成状況

排ガス再
循環シス
テム／低
NOx 燃 焼
器の開発

中圧燃焼試験にて実機
圧力換算で 50ppm 以下を
実現する。
高圧燃焼試験装置の製作
に着手する。

排ガス再循環を模擬した中圧燃焼試験
により 1700℃低酸素燃焼の燃焼特性を
把握し、実機換算で NOx 排出量 48ppm で
ある事を確認した。高圧燃焼試験装置の
製作に着手し、予定通り推進中である。

高 性 能 冷 冷却要素に対する回転、 高性能ﾌｨﾙﾑ冷却、微細冷却構造などの新
却 シ ス テ 乱 れ な ど の 影 響 を 評 価 コンセプト冷却要素試験を実施し、いず
ムの開発 し、実機で冷却空気量を れも冷却効率 20%以上向上を確認した。
30%低減できる目処を得 これらを組み合わせた冷却翼を考案し、
る。
冷却空気量 30%低減の実現可能性に目途
を得た。
低熱伝導
遮熱効果を 20%向上可 従来とはまったく異なる第一原理計算
率 TBC の 能な候補材を選定し、実 を用いた材料探索手法などにより選定
開発
翼への最適な成膜条件を した候補材を複数選定した。溶射皮膜で
求める。実機相当熱サイ の実機相当試熱サイクル試験により、遮
クル疲労試験にて耐久性 熱効果を 20%低減しつつ、従来材並の寿
を確認する。
命を確保できることを確認した。
高負荷・
モデルタービンを用い 新開発の高性能プロファイルと、翼・端
高 性 能 タ て効率を計測し、実機で 壁一体設計新コンセプト 3 次元翼型を
ー ビ ン の 91%以上達成可能である 組み込んだ回転翼列要素試験を実施し、
開発
事を確認する。
1500℃級ガスタービンに比べ 30％高い
3 次元設計について、 負荷条件において、実機換算で 91.3%の
空力・伝熱への影響を把 効率を達成可能であることを確認した。
握する。
高圧力比
モデル圧縮機で効率レ
高性能圧 ベルを計測し、実機で
縮 機 の 開 89%以上となる事を確認
発
する。
起動特性や抽気室の空力
特性への影響を評価す
る。
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大型ガスタービンで要求される一軸圧
縮機を想定したモデル圧縮機を用いて、
の回転翼列要素試験を実施し、新コンセ
プトの 3 次元設計翼により、実機換算で
89.3%の効率を達成可能であることを確
認した。また、安全に起動可能であるこ
とと、抽気室の空力への影響を把握し
た。

3-1-2-B1 個別要素技術成果
（１）排ガス再循環システム／低 NOx 燃焼器の開発
新コンセプト燃焼器により、NOx は、実機換算で48PPM @ 15%O2（＜目標
50ppm以下）を達成する見込みを得た。
低酸素燃焼による局所の燃焼温度の低減

新コンセプト試作燃焼器

EGR無し (O2=21%)

EGR有り (O2=15%)

保炎器

NOxの計測値

スワラー

燃焼状況

Design O2 condition
(EGR ratio=35%)

100

p

燃焼試験装置

ｐｐｍ、15%O
NOｘ（
plant
pressure) 2 )

1000

Target NOx=50ppm

48ppm

10

26ppm

1
0
O2

1

2
t

3
ti

4
t

5
b t

6

排気酸素濃度(vol%dry）

（２）高性能冷却システムの開発
先進冷却要素の開発により、目標を満足する従来比30%の冷却空気削減を可能とし
た。さらに、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、翼面上のフィルム冷却効率を把握した。

先進冷却要素の開発

1700℃級冷却コンセプト

回転試験での冷却効率
赤：冷却効率
が高い

青：冷却効率
が低い
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（３）低熱伝導率 TBC の開発
遮熱コーティング
（Thermal Barrier Coating）
のイメージ図

遮熱効果を20%向上したセラミクス材（目標を満足）を開発し、実機ガスタービン
と同様に温度勾配を付与するため、CO2レーザを用いた熱サイクル試験を実施した。
先進セラミクスを用いたTBCの耐久性は通常のYSZと同等以上であることを確認した。

CO2レーザ発振装置

ランタノイド
候補材
添加ZrO2
TBC-B
セラミックス

候補材
TBC-A

冷却空気

テストピース

(a)ﾚｰｻﾞ熱ｻｲｸﾙ試験装置

はく離回数(ＹＳＺを1として)

複雑化合物セラミックス
5
4
3
2
1
0

(ｃ)熱ｻｲｸﾙ試験結果（最高TBC表面温度：1400℃
ＴＢＣ内温度差：500℃）
(b)熱ｻｲｸﾙ試験状況

開発したセラミクス材を用いて、実翼への施工を想定した溶射条件の最適化を実施した。

プラズマ溶射施工条件の最適化
センサーヘッド

実翼へのプラズマ溶射施工状況

溶射ガン
粒子の流れ

粒子の数
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少ない

多い

プラズマ中のパウダーの温度分布

低い

温度(℃）

高い

（４）高負荷・高性能タービンの開発

実機流れを模擬した回転試験に加え、実レイノルズ
数での高速翼列試験を実施し、先進3次元設計コンセ
プトを検証した。その結果、実機相当で効率91.3%
（＞目標91%）を達成可能である目処を得た。
高速回転翼列試験装置

先進3次元設計コンセプト

燃焼器とタービンの配置最適化
燃焼器の側壁

前縁

第一段静翼

端壁を凸
凹にする。

軸方向にスムー
ズに流れる。

従来形状

タービン効率

+側

０

－側

非対称端壁
形状

0%

100%

燃焼器に対する第一段静翼の相対位置

（５）高圧力比高性能圧縮機の開発
先進３次元空力設計技術により、遷音速段では衝撃波を制御、亜音速段では2次流
れを制御視することにより、いずれも性能を約1%以上向上した。実機での効率は
89.3%（＞目標89%）を達成可能である事を確認した。さらに、高速回転翼列試験
により、起動条件も含めた運用性の確認も行なった。

従来翼

先進３次元翼

高速回転翼列試験設備

衝撃波を弱めて性能向上
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3-1-3-B1 特許出願状況等
本実用化技術開発の開始から申請を行った特許・論文等の総件数を表 3－2
に示す。また、それぞれの内容について、リスト化したものを表 3－3 に示す。
表３－２
論文数

４

特許・論文等件数

特許等件数 投稿
（出願を含
む）
２４

表３－３

発表

１０

国内電力
の視察回
数

２５

１４９

論文、投稿、発表、特許リスト

(論文)

論文

題目・メディア等

時期

三菱重工技報 VOL.45NO.1「火力プラントの高効率化への取
り組み」

H20.1

三菱重工技報 VOL.46NO.1「高性能ガスタービンの最新空力
設計技術」

H21.1

三菱重工技報 VOL.47NO.1「超高温ガスタービンの要素技術
の開発」

H22.1

三菱重工技報 VOL.47NO.1「CO2 回収型 IGCC クリーンコール
技術の商用化」（第 2 章 IGCC の現状と今後の課題）

H22.1

題目・メディア等

時期

35 周年記念特集「地球温暖化対策とガ

H20.7

電気評論｢高効率天然ガス火力発電
＜高効率複合発電の実績と 1700℃級ガスタービンの要素技
術開発＞｣

H20.7

火力原子力協会特集号｢今後のコンバインドサイクル発電
設備の動向｣

H20.7

日本ガスタービン学会誌 9 月号｢1700℃級ガスタービンの空
力技術｣

H20.9

日本ガスタービン学会第 36 回定期公演会｢高負荷タービン

H20.10

（投稿）

投稿

月刊｢ターボ機械｣
スタービン」
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への 3 次元エンドウォールの適用｣
月刊｢ターボ機械｣11 月号 ｢次世代コンバインドサイクル
システム実用化の進展と課題｣

H20.11

配管技術｢ガスタービンコンバインドサイクルプラントへ
の取り組み｣

H21.5

日本ガスタービン学会誌 3 月号｢ガスタービン高温化技術の
開発｣

H21.3

エネルギー・資源学会「低炭素社会への挑戦」
｢天然ガスを燃料とする火力発電 コンバインドサイクル｣

H22.1

エネルギー・資源学会 Vol.31 NO.2(2010)特集 大型火力
発電の革新技術｢1700℃級ガスタービﾝの技術開発｣

H22.3

題目・メディア等

時期

大阪大学第 2 回 FD セミナー「 1700℃超高温ガスタービン
要素技術開発（国プロ）への取組み状況について」

H20.1

第 20 回 翼列研究会「タービン非対称エンドウオールに関
する研究」

H20.3

（社）火力原子力発電技術協会 エネルギー・新発電技術
に関する講演会｢次世代高温ガスタービン開発への取り組
み｣・・・・

H20.4

中部電力セミナー｢1700℃級ガスタービンの技術開発｣

H20.5

日本機会学会年次大会｢1700℃級ガスタービン高性能フィ
ルム冷却の開発｣

H20.6

動力シンポジウム 2008｢1700℃級ガスタービン燃焼器の LES
解析｣

H20.6

ASME Turbo Expo 2008 Panel Discussion ｢The Pathway
Forward Future Products and Technology｣

H20.6

ASME Turbo Expo 2008 ｢ Development of Combustor with
Exhaust Gas Recirculation System for the Next Generation
Gas Turbine Combined Cycle｣

H20.6

日本ガスタービン学会第 36 回定期公演会｢高負荷タービン
への 3 次元エンドウォールの適用｣

H20.10

The 4th International Gas Turbine Conference｢Inroduction
of the Next Generation 1700℃ Class Gas Turbine Engine

H20.10

（発表）

発表
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Development Project｣
岩手大学システム理工学系シンポジウム｢エネルギー環境
問題への重工・重電メーカの取り組み｣において、｢ガスタ
ービンプラントの高効率化｣

H21.1

社）火力原子力発電技術協会講演会｢次世代高温ガスタービ
ン要素技術開発｣

H21.1

日本内燃機関｢Development of Combustor with Exhaust Gas
Recirculation System for the Next Generation Gas Turbine
Combined Cycle｣

H21.3

ASME Turbo Expo 2009 基調講演 ｢Long Term Perspectives
& Sustained R&D Efforts are the Keys to Success｣

H21.6

ASME Turbo Expo 2009 Panel Discussion
Forward
Future Technology｣

H21.6

｢The Pathway

Proceedings of the ASME Turbo Expo 2009, GT2009-59783,
｢ DEVELOPMENT OF KEY TECHNOLOGIES
FOR THE NEXT GENERATION 1700C-CLASS GAS TURBINE｣

H21.6

ACGT2009｢Large Frame Gas Turbines Latest Development
for High Efficiency｣

H21.9

日本ガスタービン学会第 37 回定期公演会｢回転動翼プラッ
トホームにおけるフィルム冷却に関する研究｣

H21.10

International Conference on Power Engineering-09
｢ DEVELOPMENT OF ADVANCED TECHNOLOGIES FOR
THE NEXT GENERATION GAS TURBINE｣

H21.11

International Conference on Power Engineering-09
｢ DEVELOPMENT OF COMBUSTOR WITH EXHAUST GAS
RECIRCULATION SYSTEM FOR THE NEXT GENERATION GAS
TURBINE｣

H21.11

東大生産技研講演会 ｢1700℃ガスタービンの開発状況―
要素技術開発について―｣

H22.1

PowerGen Europe Amsterdam
｢ Development of a New
1,600ºC Turbine Inlet Temperature Large Frame Gas
Turbine for High Combined Cycle Efficiency｣

H22.5

東京大学先端エネルギー変換工学寄付研究部門第３回技術
フォーラム｢高効率発電におけるガスタービン技術の進捗｣

H22.6

ASME Turbo Expo 2010 Panel Discussion
Forward
Future Technology｣

H22.6

｢The Pathway

Proceedings of the ASME Turbo Expo 2009, GT2009-59783,
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H22.6

｢ DEVELOPMENT OF KEY TECHNOLOGIES
FOR THE NEXT GENERATION 1700C-CLASS GAS TURBINE｣
ASME Turbo Expo 2009 基調講演 ｢Long Term Perspectives
& Sustained R&D Efforts are the Keys to Success｣

H21.6

ASME Turbo Expo 2009 Panel Discussion
Forward
Future Technology｣

H21.6

｢The Pathway

Proceedings of the ASME Turbo Expo 2009, GT2009-59783,
｢ DEVELOPMENT OF KEY TECHNOLOGIES
FOR THE NEXT GENERATION 1700C-CLASS GAS TURBINE｣

H21.6

ACGT2009｢Large Frame Gas Turbines Latest Development
for High Efficiency｣

H21.9

題目・メディア等

時期

（特許）

特許
特願 2008-324353 号 ガスタービン翼、及びガスタービン

H22.7
審査中

特願 2008-328621 号 １段静翼の冷却構造、及びガスタービン

審査中

特願 2009-026064 号 燃焼器及びガスタービン

審査中

特願 2009-026516 号 ガスタービン翼、及びガスタービン

審査中

特願 2009-039688 号 燃焼器及びガスタービン

審査中

特願 2009-042659 号 燃焼器及びガスタービン

審査中

特願 2009-043879 号 タービン翼及びガスタービン

審査中

特願 2009-047161 号 ガスタービン翼

審査中

特願 2009-047162 号 熱流束計測方法及び熱流束計測装置

審査中

特願 2009-077204 号 遮熱コーティング用材料、遮熱コーティン 審査中
グ、タービン部材及びガスタービン
特願 2009-078509 号 高靭性遮熱コーティング材料

審査中

特願 2009-083362 号 遮熱コーティング用材料、遮熱コーティン 審査中
グ、タービン部材及びガスタービン
特願 2009-085575 号 縦割れコーティングの試験片採取方法

審査中

特願 2009-087503 号 遮熱コーティング用材料、遮熱コーティン 審査中
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グ、タービン部材及びガスタービン
特願 2009-087509 号 タービン用翼

審査中

特願 2009-162701 号 翼体および回転機械

審査中

特願 2009-178282 号 流路構造及びガスタービン排気ディフュー 審査中
ザ
特願 2009-232512 号 燃焼器及びガスタービン

審査中

特願 2009-257360 号 ガスタービン燃焼器及びガスタービン

審査中

特願 2009-267716 号 翼体及びこの翼体を備えたガスタービン

審査中

特願 2009-267717 号 翼体及びこの翼体を備えたガスタービン

審査中

特願 2009-268737 号 ガスタービン燃焼器

審査中

特願 2009-278744 号 動翼固定構造およびこれを備えた回転機械 審査中
ならびに動翼着脱方法
特願 2009-284253 号 遮熱コーティング、タービン部材、及びガ 審査中
スタービン
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3-2-B1 目標の達成度
研究開発の目標に対する達成度を表３－１に示す。現時点での中間目標は全て
達成した。
表３－１
要素技術
全体の目標

目標に対する成果・達成度の一覧表

目標・指標

成果

（中間評価時点）

（中間評価時点）

コンバインド効率 56%以上 最新のデータを反映した
（HHV）
予想値は 57%（HHV）

排ガス再循環 NOx 排出量 50ppm 以下
システム／低
NOx 燃焼器の
開発

達成
度
達成

燃焼試験で他による実機 達成
推 定 値 は NOx 排 出 量
48ppm である。

高性能冷却シ 冷却空気量 30%低減（従来 冷却空気量 30%低減（従 達成
ステムの開発 比）
来比）の目処を得た。
低 熱 伝 導 率 遮熱効果を現状材(YSZ)より 遮熱効果を現状材(YSZ) 達成
TBC の開発
20%向上
より 20%向上低減した。
高負荷・高性 1500℃級ガスタービンに比 回 転 翼 列 試 験 に よ り 達成
能タービンの べ 30％高い負荷条件におい 91.3%の効率達成の目処
開発
て、１軸タービン、段数従来 が得られた。
並みで、効率 91％以上
高圧力比高性 圧力比 30 以上において、１ 回 転 翼 列 試 験 に よ り 、 達成
能圧縮機の開 軸圧縮機、段数従来並みで、 89.3%の効率達成の目処
発
効率 89％以上
が得られた。
総合評価

－

中間評価時点での目標を 達成
全て満足している。
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4-B1 事業化、波及効果について
4-1-B1 事業化の見通し
1700℃級ガスタービン実用化に当たっては、1500℃級ガスタービンの開発で
得られた知見の延長線上での開発が困難であり、全く未知の領域での開発が必
要となることから、以下の実用化までのロードマップに示すように、段階を踏
んで開発を進めることによりリスク低減を図り確実に技術開発を進めることと
している。
表４－１

1700℃級ガスタービン実用化のロードマップ
（出典：三菱重工業社内資料より）

2000
先端要素技術開発
○1500℃→1700℃
○効率(HHV)
53%→56%（→58%）

○CO2（ kg-CO2/kwh）

2005

2010

2015～
○(1)
◎(2)
◎(3)
◎(4)
○(5)

要素技術開発
(’04～’07）
実用化技術開発
(’08～’11）

低NOｘ燃焼システム
高性能冷却システム
低熱伝導率遮熱コーティング
高負荷・高性能タービン
高圧力比高性能圧縮機

◎成果を適用

○成果の一部を適用

0.34→0.31~0.32

要素技術の実用化

既存機の性能向上

○効率 +2%
世界初1600℃級の開発

1600℃級Ｊ形
試運転

○1600℃級開発

1700℃級
実証機開発設計

実証機開発

1600℃級複合発電

国内電力会社との調整･合意

実証運転
1700℃級複合発電

1600℃級で検証

1700℃級IGCC
文部科学省
超耐熱材料開発

超耐熱材料実用化(’04～’10)
（独立行政法人 物質・材料研究機構）

実用化研究

これまでの検討を通じて、1700℃級ガスタービンの実現の為に必要となる燃
焼、材料等の革新的な要素技術の完成度を、各要素試験や解析検討、より実機
に近いモジュール試験（H23 年度に実施予定）を通じて、実用可能なレベル、す
なわち、実機ガスタービンの設計に着手可能なレベルに引き上げる予定である。
前述のように、各国家において、エネルギーセキュリティ、経済性、環境問
題の解決の全てに深く関係するため、その先進性・困難性にかかわらず、ガス
タービンの高温化はスピードが非常に速く、国家間の開発競争は熾烈を極める。
従って、厳しい国際競争の中でわが国のリードを保つためには、一刻も早く当
該技術を実用化して実機に展開する必要がある。
一方で、およそ 700℃～900℃の高温・1 万 G を超える高遠心力の厳しい条件
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下で 1 年以上の連続運用が求められる発電用ガスタービンは、あらゆる機械製
品の中でも最も技術の裾野が広く、且つ、先進性の高い機械のうちのひとつで
あり高い完成度が求められる。従って、1500℃級から 1700℃級に、一足飛びに
200℃高温化することは大きなリスクを伴うことも事実である。そこで、ガスタ
ービンの高温化における我が国のリードを保ち、且つ、1700℃級ガスタービン
の実現の足掛かりとするために、本プロジェクトと並行して、1600℃級ガスタ
ービンの開発を実施した。
すなわち、我が国の 1500℃級の経験を基礎としつつ、本プロジェクトの要素
試験・解析・モジュール試験を経てその有効性や信頼性が確認できた革新的要
素技術を活用して、世界で初めてとなる 1600℃級 J 形ガスタービンを開発した。
（本施策と並行して、革新的技術を即時実用化することにより、三菱重工業㈱
にて設計を完了した。現在、初号機を製作中である。）
本プロジェクトの成果を活用・実用化した 1600℃級 J 形ガスタービンを用い
て、現状の 1500℃級から 100℃高温化した未知の世界での運用実績を蓄積する
と共に、実運用を通じてしか知ることの出来ない技術課題の抽出を行なう。
（本
施策と並行して、三菱重工業㈱にて、平成 23 年に試運転を開始する予定である。）
また、文部科学省にて開発中の耐熱材料が、鋳造性やコスト面で実用化レベ
ルに到達した時点で、前述の試運転により温度や圧力などのデータを入手済み
の 1600℃級ガスタービンに装着し、1 年～2 年程度の試運転を実施する。
・ 1600℃級での運用実績を蓄積しつつ 1700℃級の実証機の開発を行い、1700℃
級での実証試験を行なう。
【アウトカム】
・ 1700℃級ガスタービンを実用化することにより、熱効率 56%（HHV）を実現
する。

4-1-1-B1 要素技術開発成果の既存機種への適用、実用化について
高性能冷却システムと、低熱伝導率遮熱コーティングなどについては、
既存機へ適用する場合の改良範囲が比較的少ないため、1500℃級ガスタ
ービン(*)の性能向上を目的にタービン翼の準備を進めている。具体的に
は、三菱重工業（株）高砂製作所内の 1500℃級ガスタービンにて、平成
19 年 6 月より試験適用し、実績を評価した上で量産機に展開予定である。
(*)

1500℃級は、現在世界トップの高温レベルであるが、既に 10 年
間の実績があり、高温部のガス温度分布やメタル温度などのデー
タが揃っているため、新技術を適用可能と判断した。
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他の要素についても、複数の既存機種への適用を予定しており、1700℃
級の実用化に先立ち、以下の大きな効果を期待している。
● 国プロ技術導入効果により、効率向上が加速
1400℃～1500℃級ガスタービンへ新技術を展開することによ
り、H18 年度からの 10 年間で平均約 2％発電効率を向上する。
世界初の 1600 度級ガスタービンの開発により、発電効率を 54％
（HHV）以上へ向上する。
● CO2 削減効果（国内）
ガスタービン効率向上分

約 450 万トン（10 年間）

微粉炭焚火力からガスタービンコンバインドへ置換
万トン（10 年間で 5 プラントと仮定した場合）
● 経済効果

約 1500

上記効率向上により、技術開発競争が熾烈な市場において、大
型ガスタービン 20 台/年から 30～40 台/年に競争力向上
3000 億円～5000 億円の経済効果が期待できる。

4-1-2-B1 1700℃級ガスタービンの事業化の見通しについて
（市場規模）
先進国および開発国のいずれも、電力需要が伸びており、ここ数年で、
40 ギガワット→45 ギガワットに世界市場が拡大した。特に、燃料価格の
高騰と高止まり、環境問題の深刻化により、高効率ガスタービンの需要
が伸びている。
日本、米国、EU、アジアの一部を中心に、1400℃級→1500℃級へ主力
機が移行している。引き続き、超高性能機へ移行していくことは確実で
あり、大型ガスタービンの台数で年間 200 台程度の市場規模は十分期待
できる。したがって、現在高温化で世界をリードしているわが国が、先
行開発をしていくことは需要側からの期待も大きい。
（環境問題）
ここ数年、地球温暖化に対するニーズが高まっている。
経団連の自主行動計画である電気事業連合会の CO2 排出原単位の目標
1990 年：0.42kg-CO2/kWh ⇒ 2010 年 : 0.34kg-CO2/kWh
（原子力を含むすべての発電設備の平均値）
に対して、1700℃級複合発電では、0.31 ～ 0.32kg-CO2/kWh であり、目
標を上回る初の火力発電システムとなる。
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さらに、1700℃級で検討しているＥＧＲ（排ガス再循環システム）を
用いることにより、排ガス中の CO2 濃度を高くすることができるため、
CO2 回収を他のどの火力発電システムより、安価に実現することが可能と
なる。
（信頼性確保）
現状の 1500℃級と比較して、1700℃級複合発電設備の実用化に対して
の懸念事項として、信頼性確保が挙げられる。
信頼性確保については、通常のガスタービンと同様、要素技術開発に
引き続き、実用化技術開発を実施することにより、実設計に入る前のリ
スク低減を図る。また、上述のように 1500℃級ガスタービンの経験を活
かし、また、1600℃級 J 形ガスタービンに先行適用することにより、総
合的な信頼性向上を行うことが可能となる。
（経済性）
現状の 1500℃級と比較して、1700℃級複合発電設備を実用化する場合、
設備のコストアップが懸念事項としてある。これについては、プラント
全体に占めるガスタービンのコスト割合が、約 15%程度と少ないため、性
能向上（現状の 約 53%→56%）による燃料消費量低減効果と比較するこ
とにより、十分な経済性があると判断される。（Gas Turbine World 2006
Handbook より概算）
複合発電のプラント初期設備費を 100 とした場合の金額の概略比較を
示す。
・複合発電のプラント初期設備
100
・ガスタービン本体
約 15
・1700℃級によるコストアップ(仮に 10%～20%とする)
約＋1.5～3.0 (A)
・1 年間の燃料代（ベースロード運用）
200～300
・1700℃級導入による燃料代低減（+3/53）
Δ11～Δ17 (B)
コストアップ額（A）よりも、燃料代低減額(B)のほうが圧倒的に大きく、
経済的には、性能向上のメリットが大きい。
1700℃級ガスタービンの要素技術開発には、国内外の電力会社から高
い関心を寄せられており、これまでに多くの電力会社の要求により、延
べ約 150 回の視察・報告会を開いている。
開発事業化には、立地も含め、これらの電力会社の協力が不可欠であ
り、将来の事業計画について交渉していく。

68

4-2-B1 波及効果
本技術開発により、世界最高効率の 1700℃級ガスタービン技術確立の目処を
得た。本技術により、既成ガスタービンよりも少ない燃料で発電することが可
能となり、限られた化石燃料の有効利用、発生 CO2 量の削減に貢献することが
出来る。
上述のように、開発した革新的な技術のうち、実記適用可能と判断されたも
のは、世界初の 1600℃級 J 形ガスタービンの開発に適用された。これにより、
我国のコンバインド発電技術の優位性を保つことが出来る。また、1500℃級を
はじめとする既存のガスタービンへの技術的適用も進められており、大型の発
電用ガスタービン全体の競争力強化の点で波及効果は大きい。
さらに、高効率高温ガスタービンは、石炭ガス化発電 IGCC の主機の一つとし
て、そのまま適用可能である。1700℃級の IGCC が実現すれば、燃料の多様化に
よるエネルギーセキュリティー上のメリットに加え、発生 CO2 量の大幅な削減
が期待できる。

・ 高効率ガスタービンの開発により、国家的に補助されて伸長している欧
米のメーカに対して、高い競争力を有する高性能ガスタービンの製造が可
能になり、国内・海外の新規プラントに対して国産機の受注増大、外貨獲
得が見込めるので、国内関連産業への波及効果も含めて国益になる。
（米国
エネルギー省(DOE)の国家プロジェクトでは米国ガスタービンメーカ、大学
に 1992 年から 10 年間で約 800 億円を投資。また、ＥＵでも、要素技術開
発を実施中。）
・

現在急拡大する中国市場への進出の代償として、中国メーカへの技術移
転を要求される。将来中国との競争で生き残るためには、ガスタービンに
適用される高度総合機械技術のエッセンスである要素技術を次のステップ
に進化させる国家プロジェクトが、日本産業界にとっても重要な意味を持
つ。

・ 本プロジェクトで開発される超高温ガスタービン技術は、本技術は、LNG
焚き複合発電以外に、
・IGCC 用ガスタービンの高効率化
・将来の水素(*)燃焼ガスタービン
(*)IGCC からの水素製造、原子力夜間電力による水素製造
に展開可能である。いずれに対しても総合効率を決めるキーテクノロジー
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であり、今後の燃料多様化、エネルギーのベストミックスに対して有効な
技術となるため、 日本産業界の競争力強化のために非常に価値がある。

1700℃級ガスタービンは、次世代発電の基盤を担う共通キー技術。
・エネルギーの安定供給
燃料多様化---LNG、石炭IGCC、水素（原子力夜間電力で製造）
のいずれにも適用可能
・環境にやさしい
火力発電システムの中で最も安価にCO2回収が可能
・卓越した経済性
●LNG
・負荷調整能力

超高効率58%複合発電
排ガス再循CO2回収システム
●石炭

1700℃級ガスタービン

次世代高効率IGCC
●水素ガスタービン
原子力夜間電力による水素製造

図４－１

次世代発電技術の基盤を担う共通技術
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5-B1 研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等
5-1-B1 研究開発計画
表５－１
H20年
高圧力比高性能
圧縮機

前方段モデル試験

研究開発計画
H21年

H22年

改良設計

改良モデル圧縮機試
験

中間段モデル試験

高負荷高性能タ
ービン

高圧段モジュール試験

低圧段モジュール試験

H23年
圧縮機モ
ジュール試験

改良モジュール試験

高精度流動解析

高性能冷却シス
テム

高温高圧
翼列試験
冷却コンセプト検討

高圧高温翼列設計

実用化モジュール試
験装置検討

排ガス再循環シ
ステム／低NOx
燃焼器の開発

中圧高温翼列試験
実用化サイクルシステム検討

燃焼器基本計画
高圧燃焼装置基本計画

低熱伝導率遮熱
コーティング

経年変化特性評価

実用燃焼器製作
詳細設計

材質改良

実用化溶射条件 及び 寿命評価技術

予算額（百万円）

供試翼、試験装置
製作

324

559
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高圧燃焼装置製作

高圧燃焼試験

試験翼への成膜
高品位実用化成膜技術

615
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5-2-B1 研究開発実施者の実施体制・運営
本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、三菱重工業(株)が経済産
業省からの補助金を受けて実施した。また、再委託先として大阪大学、九州大
学、北海道大学、大阪工業大学が参加した。
また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェク
トリーダー（三菱重工業(株) 伊藤栄作）を任命した。
さらに、超耐熱材料の開発にあたっては、他の要素技術に比べてより基礎的
な研究からスタートする必要があること、技術開発に時間がかかることなどの
理由により、省庁間連携として文部科学省と物質・材料研究機構が、委託先で
ある三菱重工業(株)と研究を実施した。

○

プロジェクトリーダー： 三菱重工業（株） 伊藤栄作

経済産業省

三菱重工業（株）

委託・共研

阪大（伝熱技術）
九大（圧縮機計測技術）

補助：2/3

北大（東大）
（燃焼ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）

連携

大工大（タービン空力）

連携

文部科学省

物質・材料研究機構
（高温耐熱材料）

図５－１

研究開発実施体制
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京大（高温耐熱材料）

5-3-B1 資金配分
表５－２
年度

資金度配分

平成

２０

（単位：百万円）
２１

２２

２３

合計

排ガス再循環シ
ステム／低 NOx 燃
焼器の開発

70

224

260

263

817

高性能冷却シス
テムの開発

56

77

84

108

325

低熱伝導率 TBC の
開発

78

85

94

115

372

高負荷・高性能タ
ービンの開発

59

90

84

97

330

高圧力比高性能
圧縮機の開発

61

83

93

106

343

合計

324

559

615

689

2187
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5-4-B1 費用対効果
本事業には 3 年間で約 15 億円の補助金が投じられ、ガスタービンを用いたコ
ンバインドサイクルとしては世界最高の発電効率である 56%（HHV）を達成する
目処をつけるなどの成果をあげた。
さらに、石炭石油焚きの老朽火力発電設備の高効率コンバイン度サイクル発
電設備へのリプレース需要が高まっており、この場合は、効率の向上量が大き
くなるため、さらに大きな燃料削減効果が期待できる。
1700℃級の高効率ガスタ－ビンを開発した場合、既設の重油焚き、石炭焚き
火力発電の 30%～50%の発電出力を 1700℃級複合発電に置き換えると、発電所か
ら発生する CO2 発生量の 10～17％（＊）が削減可能である。
（＊）我が国の電気事業全体からの CO2 排出量約４億トンとの比較。なお、
ベースは、電中研予測の図７の「わが国における電源構成の推移（後
出）」に基づいている。
また、排ガス再循環システムでは CO2 回収が、他のシステムより低コスト
で 実 現 可 能 と な る 可 能 性 が あ る 。 こ の 場 合 は 、 CO2 排 出 原 単 位 は
0.03kg-CO2/kWh 程度とできる。
・ 既設の火力発電所の 30%～50%を 1700℃級ガスタービン高効率コンバイン
ドプラントに置き換えると、原油換算で 1300 万～2200 万トン/年の省エネ
効果がある。
表５－３

1700℃級複合発電による CO2 削減効果／省エネルギー効果

置きかえる既存発
電所の割合

CO2削減量

全発電所の排出
量に占める割合

30％

4000万ton/年

10％

50％

6700万ton/年

17％

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果
(原油換算)

1300万トン
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2200万トン

0

石油･石炭のLNG
への換装による
CO2削減

CO2低減量(万ton)

-2000

現状のLNG・石油･石炭の
30%を高効率LNGｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ化

-4000万ton

-4000
-6000
-6700万ton

-8000

現状のLNG・石油･石炭の
50%を高効率LNGｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ化

現状のプラント
平均効率

-10000
-12000
40

45%

56%

50
60
70
火力発電効率(HHV%)

80

1700℃級ガスタービンCO2低減効果

図５－３

1700℃級ガスタービン導入による CO2 低減効果

18,000
3600
万kW

発電端出力 （万kW)

16,000
14,000

6600
万kW

8200
万kW

ＬＮＧ新増設
ＬＮＧ
リプレース

12,000
10,000

ＬＮＧ既設
石炭新増設

8,000
4,000

図５－４

石油
リプレース

石油既設

2,000
0
1970

石炭リプレース

石炭既設

6,000

1980

1990

2000

2010 2020
年 度

2030

2040

2050

わが国における電源構成の推移（プラント寿命 40 年）
出典：電力中央研究所「第 18 回ｴﾈﾙｷﾞｰ未来技術ﾌｫｰﾗﾑ」(1999.11.2)

75

5-5-B1 変化への対応
（環境問題への対応）
環境問題の高まりにより、温室効果ガスの排出量低減に対する要求が高まっ
ている。このため、風力発電や太陽光発電などの自然エネルギーの普及に拍車
がかかっている。天候に左右される自然エネルギーの普及とともに、負荷吸収
能力の高い大容量の電源が必要となるが、この点でガスタービンは最適である。
また、化石燃料を使用する火力発電についても、より CO2 排出原単位の小さい
クリーンな燃料として天然ガスが選択されることが多くなっている。本プロジ
ェクトで開発中の技術により可能となる、超高温高効率ガスタービンを用いた
コンバインド発電は、このような市場のニーズ・トレンドに沿っており、有効
な技術開発である。
（国内リプレース需要への対応）
一方、このような環境負荷の小さい発電設備に対する要求と並行して、先進
国では導入後 30 年以上を経た老朽火力のリプレース需要が急速に高まりつつあ
る。このような発電設備では、経済性が重要視されるため、発電効率の高い最
新鋭のガスタービンを用いたコンバインド発電が選択される場合が多い。この
ようなニーズにいち早く応えるために、本事業で開発した革新的な要素技術の
うち、実機適用可能と判断された技術を活用して、世界初の 1600℃級 J 形ガス
タービンの開発を行った。
1600℃級ガスタービンの高効率を前提とした発電設備が計画されている。
関西電力姫路第二発電所（2013年運用開始、292万KW、M501J×6台）
公開された環境アセス資料より抜粋
●最新鋭の１，６００℃級ガスタービンを採用した世界最高水準の高効率コンバイン
ドサイクル発電方式に設備更新することで、発電端熱効率（低位発熱量基準※）が
約４２％から約６０％に向上します。
●発電電力量あたりの燃料費とＣＯ２排出量を共に約３０％低減することができます。

東京電力
川崎発電所
（2016年度、142万KW、2台）
五井発電所
（2020年度以降、213万KW、3台）
公開された環境アセス資料より抜粋。
（機種などは未定）

図５－５

1600℃級ガスタービンの高効率を前提とした国内発電設備の計画
（出典：公開された環境アセス資料より）
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（急速な円高の影響と対応）
我が国は、徐々にシェアを伸ばしてきたが、2009 年以降は、リーマンショッ
クの急速な円高のため世界市場で苦戦を強いられている。しかし、国プロで開
発した技術を反映した 1,600℃級 J 形ガスタービンの市場投入（国内電力向け）
により 2010 年はシェアが躍進した。
大型事業用ガスタービン（170MW以上）のメーカ別シェアの推移

ユーロ安により、ドイツメー
カーが躍進しました。

100%
90%

フランス

80%

シェア（％）

70%
ドイツ

60%
50%
40%

アメリカ

30%
20%
日本

10%
0%
2004

2005

2006

2007

2004年に1700℃級の国プロ開始後、我が国
は、徐々にシェアを伸ばしてきました。

図５－６

国プロ技術を反映し
2010上期 たJ形ガスタービンの
市場投入（国内電力
向け）により2010年
2009年以降、急激な円
はシェアが増加しま
高により苦戦しています。
した。
2008

2009

本プロジェクト開始後の大型事業用ガスタービンの
国別シェアの推移と、国プロ技術の実機適用の効果
（出典：三菱重工業社内資料より）
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B2 高湿分空気利用ガスタービン実用化技術開発
1-B2 事業の目的・政策的位置付け
1-1-B2 事業目的
現在、我が国の電源構成の約 6 割は火力発電所が占めており、その発電効率
は 40.9％（平成 17 年度一般電気事業者の平均発電端熱効率）と既に世界最高レ
ベルに達している。しかし、資源の乏しい我が国のエネルギーセキュリティー
の確保に関する問題及び近年の地球環境問題双方への対応から火力発電所は、
環境に配慮した更なる発電効率向上への取組が求められている。
エネルギー資源の中で天然ガスは、東南アジアを中心に世界各国に幅広く分
布しており、我が国のエネルギーセキュリティーを確保する上で極めて重要な
燃料である。また、他の化石燃料に比べ、燃焼時における二酸化炭素排出量が
少ないため、環境負荷の少ないクリーンなエネルギーと言える。そのため、火
力発電所における天然ガスの利用拡大を図るため、既設火力発電所に比べて二
酸化炭素排出量の削減が多く見込まれる高効率ガスタービンの技術開発を推進
していくことが強く求められている。
本事業で研究開発する高湿分空気利用ガスタービン AHAT*1（以下、
「本技術」）
はこのような必要性に応える高効率ガスタービン技術であり、中小容量機（10
万ｋW 程度）の高効率化（45％(HHV)既設複圧 CC*2→51％(HHV)以上）を目標と
している。AHAT は 1980 年に日本で考案されたＨＡＴ*3 システムが基礎になっ
ており、電力事業用に改良を加えた日本オリジナルの技術である。
世界初となる AHAT の実用化に必要な技術開発を行い、世界をリードしていく
ことが本事業の目的である。

*1 アドバンスト高湿分空気利用ガスタービン：Advanced Humid Air Gas Turbine
*2 コンバインドサイクル：Combined Cycle
*3 高湿分空気利用ガスタービン： Humid Air Gas Turbine
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1-2-B2 政策的位置付け
「技術戦略マップ（経済産業省）」において、AHAT は中小容量機の新設および
リプレースによるエネルギー効率向上できることから「総合エネルギー効率の
向上」、天然ガスの有効利用の観点から「化石燃料の安定供給とクリーン・有効
利用」に寄与する技術の一つとして位置付けられている。
また、平成 16 年 6 月にとりまとめられた、（財）エネ総工研の「電力分野産
業技術戦略」に関わる動向調査報告書において（図１-１）、AHAT はガスタービ
ンサイクルを改良したシステムであり、比較的早期に実用化が期待できる高効
率発電システムである。また、次世代高効率発電システムである石炭ガス化と
組み合わせたＩＧＨＡＴへ展開できる技術であると位置づけられている。
さらに、エネルギー基本計画(平成 22 年 6 月 18 日閣議決定)において、
「その
他の火力発電については、新増設・更新の際には、原則としてその時点におけ
る最先端の効率を有する設備の導入を目指す。」と謳われており、AHAT はリプレ
ースにおける中小容量機のエネルギー効率向上に努めることができる技術であ
る。
ＵＳＣ

ＧＴ

USC

USC

(700℃級)

(800℃級)

ACC

ACC

(1500℃級)

(1700℃級)
ｸﾛｰｽﾞﾄﾞ
GTCC

AHAT

水素・酸素
燃焼ﾀｰﾋﾞﾝ

低発熱量ｶﾞｽ焚きＧＴ

IGCC

ｶﾞｽ化炉

(空気吹き)
ｶﾞｽ精製

H2分離

IGHAT
(O2吹き)

PFBC

IGCC/IGHAT
(ｺﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ化対応)

IGCC

O2分離

IGCC

1700℃級GT
との組合せ

地球環境問題へ
の対応、エネル
ギーセキュリティ
を確保した高効
率発電システム

高度ｶﾞｽ精製

IGFC

A-PFBC
燃料電池
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

燃料電池
分離技術
：発電システム

図１-１

：要素技術

網掛：調査対象技術

：目的

出典：「電力分野産業技術戦略」に関わる動向調査
報告書 平成16年6月 （財）エネ総工研

各種発電システムにおける AHAT の位置づけ
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1-3-B2 国の関与の必要性
AHAT は、世界初、新型ガスタービン発電システムである。増湿装置、再生熱
交換器など新たな機器を統合した全体システム特性や、高湿分圧縮機、高湿分
燃焼器、高湿分冷却翼などで構成される AHAT に適合したガスタービンは、未知
なところが多く世界初の難度が高い技術である。民間企業だけでは開発リスク
を伴うため、国の関与のもとで実用化技術開発を推進することで民間企業だけ
では達成し得ない世界をリードする技術を確立することができる。
本技術を実用化することで、天然ガス利用促進によるエネルギーセキュリテ
ィー確保と高効率化によるＣＯ２削減を実現できるため社会的意義が高い。一
方で、開発リスクの大きい技術であることから、国の主導・支援による事業と
し、民間はそれぞれ優位技術をもつ複数社で構成している。
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2-B2 研究開発目標
2-1-B2 全体の目標設定
AHAT サイクルは、圧力比、燃焼温度を上げずに、サイクルと冷却方式の改良
で高効率を達成する新型ガスタービン発電システムであり、その概略系統を図
２-１左に示す。ガスタービン圧縮機に吸気噴霧システムを採用している。吸気
冷却による吸込み空気量の増加、圧縮機内部で液滴蒸発させることにより圧縮
機動力低減の効果を狙っており、夏場の出力低下も抑制できる。圧縮機で加圧
された空気は、増湿塔にて温水と直接接触することにより蒸気タービン蒸気量
に匹敵する量を加湿する。再生熱交換器で熱回収した高湿分空気は燃焼器に供
給される。加湿により出力増加し、再生サイクルにより排ガスの熱を回収し熱
効率が向上する。高湿分空気はＮＯｘ低減に大きな効果が期待できる。また、
排ガス中の湿分と凝縮潜熱の一部を回収して再利用する水回収装置を有してお
り、水の消費量を抑制している。回収した水は、増湿塔に供給するとともにそ
の一部を冷却して水回収器に再循環させている。
図２-１右に、各機器の効率寄与度を示す。コンバインドサイクルでは、ガス
タービンと蒸気タービンの 2 台で動力を発生し高効率化している。AHAT では①
噴霧器、②増湿塔、③再生熱交換器を設置し、ガスタービン 1 台で動力を発生
し高効率化を図っている。
蒸気タービン

③高湿分再生熱交換器：
高湿分空気 排熱回収

燃焼器
圧縮機

水

タービン

②増湿塔：
出力増大

熱効率寄与度

④水回収器

燃料

①噴霧器
②増湿塔
③高湿分
再生熱交換器

ガスタービン

水
①噴霧器：圧縮機動力低減

空気

コンバインド AHAT
サイクル

ＡＨＡＴサイクル

図２-１

AHAT の概略系統と各機器の熱効率への寄与
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図２-２に各種発電システムの出力―効率特性を示す。コンバインドサイクル
の蒸気構成が複圧程度である 100MW 級以下の中小容量クラスで他発電システム
よりも高い効率を得ることができる。

出典：Gas Turbine World Handbook
2004

60

実用化
実用化 （送電端 51% HHV)

実用化技術開発：30MW級

三重圧 C/C
三重圧C/C

送電端効率 (%HHV)

50

要素技術開発
３ＭＷ級検証機

AHAT
複圧 C/C
復圧C/C

AHAT
40

単圧 C/C
単圧C/C
航転型 GT
航転型GT

30

ｼﾝﾌﾟﾙｻｲｸﾙ GT
ｼﾝﾌﾟﾙｻｲｸﾙGT

20

出典：Gas Turbine World Handbook
1

10

100

発電端出力 (MW)

図２-２

*C/C ： Combined Cycle

各種発電システムの出力―効率特性
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1000

表２-１にコンバインドサイクルとの特徴比較を示す。
まず、運用性に関して、蒸気タービンや排熱回収ボイラの暖機運転が不要の
ため起動時間が短くできる。高湿分燃焼によりＮＯｘ低減できるため、低負荷
で加湿開始することで運用負荷帯を広くすることができる。吸気噴霧冷却によ
り高気温時の出力低下を抑制し大気温度特性が改善し、制御もガスタービン制
御が主でシンプルである。
環境性については、高湿分燃焼により低 NOｘを図り、脱硝のためのアンモニ
ア消費をなくす、もしくは消費を抑制できる。また、AHAT は 60℃程度の比較的
高い温度の回収水を 30℃程度に冷却するので、冷却方式に空冷のクーリングタ
ワーを使用することができる。コンバインドサイクルでは蒸気タービン出口で
30℃程度と低温であり空冷では設備が大規模になるため、海水を用いた復水器
を使用している。AHAT では復水器がないので沿岸でなければならないなどの設
置場所の制約がなく、内陸部にも設置可能である。
経済性については、蒸気タービン系統が無いので構成がシンプルで工期も短
く、メンテナンス費用も少なくできる。配管、水質管理、ユーティリティ消費
がコンバインドサイクルと同等とみなしたとしても、AHAT は運用性、環境性、
経済性に優れたシステムであるといえる。
表２-１

AHAT とコンバインドサイクルとの特徴比較
◎：特に優位 ○：優位 -：同等

項目
◎

ST系なく、起動時間短い

ST ＨＲＳＧ暖機要

負荷即応性

◎

GT単特運転並み
独

ベース

◎ 高湿分燃焼により低負荷で運転可能
吸気噴霧冷却：高気温時の出力低下小

大気温度特性

○

制御

○ GT 制御が主でシンプル

NO ｘ 対策

○ GT：高湿分空気燃焼、GT排気：必要に応じ
脱硝装置

立地制約

◎

機器構成、工期

低 NO ｘ安定燃焼の制限
ＧＴおよびＳＴ出力低下
GT 、 ST 制御あり
GT：低NOx燃焼器、又は、水噴射、
又は蒸気噴射、GT排気：脱硝装置

水回収水温60℃程度：冷却塔冷却

ST出口温30℃程度：復水器冷却

内陸部にも設置可能

沿岸（海水への温排水）

◎ ST系なく、構成シンプルで工期も短い

ベース

-

GT 圧縮機吐出圧力低く、薄肉
ただし、再生サイクル配管径大

HRSG 高圧系圧力高く、肉厚
ただし、主蒸気配管径小

水質管理

-

水処理装置（イオン交換樹脂等）設置

薬注による pH 調整

ユーティリティ消費

-

純水(圧縮機吸気噴霧冷却用),ｱﾝﾓﾆｱ(脱消
用)、冷却水(冷却塔補給用)

純水(HRSGﾌﾞﾛｰ補給用)、
ｱﾝﾓﾆｱ(脱消用)、冷却水(補給用)

メンテナンス費用

○ 構成機器少ない（排熱回収系、水回収系）

配管

経済性

コンバインドサイクル

起動時間

運用性 最低負荷

環境性

AHAT

GT：ガスタービン、ST：蒸気タービン、ＨＲＳＧ：排熱回収ボイラ
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排熱回収系、ST系、復水器系

2-2-B2 開発目標の設定
AHAT の最終目標は、天然ガスを燃料とした 10 万ｋW 級中容量高湿分空気利用
ガスタービンシステムにおいて、送電端効率 51％、NOｘ排出濃度 10ppm 以下
（16%O2）を達成することにある。
これを達成するための本事業における AHAT の研究課題を図２-３に示す。①
～④は高湿分空気に関係した実用化技術課題であり、⑤は３ＭＷ級検証機を活
用して検討を進める課題である。また、⑥にて実用化技術（①～④）を組合せ
た総合試験装置による機器の相互作用確認し、⑦にてユーザー視点に立ったシ
ステム評価を実施する。表２-２に、これらの研究課題を解決するための目標を
設定した。
③-2高湿分燃焼器
・圧縮機から全量抽気し
燃焼器へ導入
・多缶燃焼器に対する低圧損構造

③-1高湿分燃焼器
・構造変更（単缶→多缶）
・更なる低NOx化

②高湿分再生熱交換器
・高温・高圧・高湿分対応の高効率
熱交換器
・伝熱ｺｱの大型化
・構造最適化（圧損低減/偏流防止）

⑤３MW級検証機
・様々な運転条件による
性能検証
・水回収技術
・信頼性・耐久性評価

排出ガス
①-2高湿分軸流圧縮機
・方式 ： 遠心型→軸流型
・中間冷却効果 & 圧縮特性

燃料

⑥実用化技術総合試験
・（①～④）を組合せた
相互作用確認

発電機
①-1高湿分軸流圧縮機
・噴霧液滴の微粒化
・噴霧量の増大

⑦AHAT特性解析
・ユーザー視点に立った
システム評価

ﾀｰﾋﾞﾝ
動/静翼冷却用

冷却空気
冷却器
増湿器

④高湿分冷却翼
・高温高湿分主流ガス条件での
高性能冷却構造

水処理
装置

熱交換器

水タンク

図２-３

AHAT の研究課題
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表２-２

AHAT の研究目標・指標
目標・指標（中間評価）

妥当性・設定理由・根拠等

・蒸発予測モデルの高度化

圧縮機内部での水滴蒸発効果を積極的に活
用できる噴霧量を設定した。

・材料選定
・耐久性向上

熱交換器のコアの大型化（コスト）と性能を勘
案して設定した。温度効率90％は高温で作動
する再生器にとって極めて高い値に相当する。

・NOｘ：10ｐｐｍ以下

・バーナ要素試験
・実寸単缶燃焼試験

高湿分空気による燃焼では燃焼の不安定化
が懸念される、低ＮＯｘと燃焼安定性の両立を
勘案し設定した。

④高湿分
冷却翼

・冷却効率 静翼：70％以上
動翼：60％以上

・ハイブリッド冷却翼の設計

高湿分により主流ガス側の熱伝達率が大き
くなり熱負荷が増大することを勘案し設定した。

⑤３ＭＷ級
検証機

・AHATプラント側の特性把握

・AHATプラント側の特性把握

３MW機試験を実施し、AHATシステム特性、
機器性能の向上、主要機器の経時変化を確
認する。

⑥実用化技術 ・発電用ヘビーデューティー
総合試験
ガスタービンにAHATを適用

・総合試験装置の設計

開発した要素技術を組合せ、高圧、高湿分
環境における高湿分軸流圧縮機、高湿分再生
熱交換器、高湿分多缶燃焼器、高湿分冷却翼
の相互作用を確認する。

⑦AHAT特性
解析

・３ＭＷ級検証機評価

技術開発においては、開発側のみならず、
ユーザの視点に立って客観的に特性を評価す
ることが重要。

実用化技術
①高湿分
軸流圧縮機

目標・指標（事後評価）
・吸気噴霧量：3.5％以上

②高湿分
・温度効率：90％以上
再生熱交換器 ・伝熱面密度：1000m2/m3以上
③高湿分
多缶燃焼器

・ユーザ視点からの
システム評価

85

3-B2 成果、目標の達成度
3-1-B2 成果
3-1-1-B2 全体成果
3ＭＷ級検証試験および 3ＭＷ級検証機評価は、平成 21 年度で完了している。
3ＭＷ級検証機では大気温度特性、起動、部分負荷性能、水回収性能などの運
転特性を取得し性能評価した。また耐久性、信頼性にかかわる機器の経時変化
を取得し、試験期間中、正常な状態を維持できていることを確認した。
技術開発要素である高湿分圧縮機、高湿分再生熱交換器、高湿分多缶燃焼器、
高湿分翼冷却については平成 22 年度に完了し、平成 23 年度に実施する実用化
技術総合試験で各要素の相互作用を確認する予定である。実用化技術総合試験
装置は設計を完了し、現在製作中である。

3-1-2-B2 個別要素技術成果
（１）高湿分圧縮機（図３-１参照）
軸流圧縮機噴霧冷却性能予測アルゴリズムとタービン性能予測アルゴリズ
ムを連携させたガスタービンヒートバランス予測ツールを開発し、実用化技術
総合試験装置設計に適用した。吸気部の蒸発や圧縮機内での液滴の捕集、およ
び液滴径分布（多分散性）を考慮したモデルをアルゴリズムに組み込むことで
高度化し、より詳細な圧縮機内部蒸発特性の予測を可能にした。
高度化した蒸発予測ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑを実装

計算開始

特徴

初期条件入力
（圧力比，IGV開度）

(1) 吸気ﾀﾞｸﾄ蒸発による流量増加を考慮
(2) 翼面での液滴捕集を模擬
(3) 液滴径分布を考慮

圧力比
更新

ｹｰｼﾝｸﾞ

圧縮機～ﾀｰﾋﾞﾝ間性能計算
・加湿器
・再生熱交換器
・燃焼器

IGV 動翼 静翼

ﾛｰﾀ

実装時の計算時間短縮のため
圧縮機特性をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

圧縮機/ﾀｰﾋﾞﾝのﾏｯﾁﾝｸﾞ判定
圧力比
IGV開度

OK

Pout = f1 ( ,

igv

Gout = f 2 ( ,

・・・

計算終了

図３-１

・・・

ﾍﾞﾙﾏｳｽ

ﾀｰﾋﾞﾝ性能計算
NG

吸気ﾀﾞｸﾄ

流れ

圧縮機性能計算

高湿分圧縮機評価モデルの高度化
86

igv

)

igv

)

出口圧力 Pout
出口流量 Gout
・・・

ツール
概要

（２）高湿分再生熱交換器（図３-２参照）
熱交換器構造を改良してタービンの起動停止時に発生する熱応力を低減し
た。主な改良箇所は、ヘッダー端部形状、排ガス入口開口部、空気出口開口位
置である。伝熱面密度を高くしてコンパクト化し、更に熱交換器本体を大型化
してブロック数を最小化した。
材料は高性能かつ低コスト、耐水蒸気酸化性を考慮してステンレスを選定し
た。本構造は、構造解析及びスケールモデルを用いた耐久試験により考案した。

空気

ヘッダー端部形状の改良

排ガス入口開口部見直し
排ガス

排ガス
空気
空気出口開口位置の変更

再生熱交換器本体の構造を
見直して耐久性を向上
図３-２

伝熱面密度：1180m2/m3
（＞1000m2/m3目標）

再生熱交換器

87

