
11）はじめに
エネルギー起源のCO2削減・地球温暖化防止など

の観点から、高効率複合発電や次世代ジェットエン

ジンなどの開発に期待が寄せられている。これら熱

機関の効率向上にはカルノーサイクルの高温側の温

度上昇が最も有効であり、その実現に必要な耐熱合

金の研究開発が内外で活発に行われている。その開

発の鍵を握っているのが白金族元素である。

本稿では、超耐熱合金への白金族金属の適用につ

いて、超耐熱合金の研究動向、特にNi基超合金への

白金族金属の添加と、白金族金属をベースとした超

耐熱合金の２つの観点から最近の合金開発の動向を

紹介するとともに、超耐熱材料の将来を展望する。

22）超耐熱材料への期待
民間航空機用エンジンの離陸時のタービン入口ガ

ス温度は1,600℃を超えているが、次世代エンジンで

はいっそうの高温化・高効率化が予定されており、

耐用温度の高いNi基超合金が求められている。たと

えば、2008年就航予定の250人乗りボーイング787な

ど新機種開発に併せて、米国GE、英国RR（ロール

スロイス）などで高効率ジェットエンジンの開発が

始まっており（図１）、高温高圧タービン部の動・

静翼に次世代のNi基単結晶超合金の使用が検討され

ている。

国内でも、経済産業省で30～50人乗りの小型ジェ

ット旅客機の開発とそれに連携した「環境適合型小

型ジェットエンジン」プロジェクトが2003年に開始

されている。このように海外国内で高性能エンジン

開発が活発化しており、それらを可能にするための

超耐熱合金への期待が高まっている。

発電分野では、原子力発電所建設の遅れを補完し

効果的にCO2削減に寄与するためには、タービン入

口ガス温度1,700℃、熱効率56%以上となるような超

高効率複合発電ガスタービンの開発が不可欠であ

り、それを可能にするためのタービン動・静翼材と

して超耐熱合金が求められている。さらに、コジェ

ネレーションの効率向上と熱電比率向上にも、ガス

タービンの高効率化は欠かせない。

タービン翼は精密鋳造で中空に造られており、内

部を空冷してメタル温度を調節することによって、

融点以上の温度のガス流中で使用される。しかし空

冷は熱効率の低下要因となるので、合金自体の耐用

温度をできる限り高くし、冷却量を最小にすること

が求められている。

33）Ni基超合金の開発動向
Ni基超合金は、母相であるγ相（Ni固溶体）中に

60-70vol％のγ’相（Ni3Alを基本組成とするL１2規則

相）が整合析出し、整合界面が転位の移動の障壁と

なる効果や、Re、W、Taなどによる両相の固溶強化

などにより、優れた高温強度を発揮する。典型的な

ミクロ組織を図２に示す。

Ni基超合金は、鍛造合金から普通鋳造合金、一方

向凝固合金、単結晶合金へと進化してきた。単結晶

合金も、初期の第１世代合金から、レニウム（Re）

を３wt %程度含む第２世代合金、Reを5-6wt %含む

第３世代合金、そしてルテニウム（Ru）やイリジウ
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ジェットエンジン、ガスタービン用超耐熱材料
原田　広史　材料研究所超耐熱材料グループ
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図１　2008年就航予定のBoeing787。高効率の新型エンジン
開発が並行して進められている。
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ム（Ir）など白金族金属を含む第４世代合金の単結

晶合金へと開発が進んでいる。図３にこの間の耐用

温度向上の経緯を示す。1)図中「目標」は新世紀耐熱

材料プロジェクトにおける開発目標である。代表的

な単結晶Ni基超合金の組成を表１に示す。

白金属元素を添加した第４世代単結晶超合金の開

発は、米国GE社、2)国内では新世紀耐熱材料プロジェ

クト3)で進められている。貴金属元素の添加により、

第３世代単結晶合金で問題点となっている組織安定

性を向上させることができ、クリープ強度が向上す

る。これが第4世代合金に共通の特徴である。

新世紀耐熱材料プロジェクトでは、RuやIrの添加

による組織安定化と、それによって可能となる追加

の元素添加（例えばMo添加）によるγ/γ’ミスフィ

ット制御を行って整合界面のミスフィット転位網を

微細化するという方法で、耐用温度1,083℃の第4世代

単結晶合金TMS-138、4)同じく1,100℃の第5世代単結晶

合金TMS-162などを開発している。5)図４は透過型電

子顕微鏡で観察したミクロ組織である。界面に細か

い転位網が形成されている様子が示されている。

新世紀耐熱材料プロジェクト開発の第４世代合金

TMS-138合金（2wt % Ru）については、国内のジェ

ットエンジンメーカーとの協力で、経済産業省の超

音速エンジンプロジェクトの高温高圧タービン翼材
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図３　Ni基超合金の耐用温度向上の歴史（ここで、○：鍛造合
金、□：普通鋳造合金、△：一方向凝固合金、◇：単結
晶合金を示す。また、塗りつぶしは物質材料研究機構
(NIMS)およびその共同研究機関の開発合金）

図２　Ni基超合金の典型的なミクロ組織

図４　高温でクリープ中にNi基超合金のγ/γ’整合界面に形成
されたミスフィット転位網

表１　タービン翼用単結晶（SC）Ni基超合金の合金組成（wt%、残Ni）。 第4、第5世代の単結晶超合金は白金族元素Ruを含む。



としての実機試験が行われた｡その様子を図５に示

す。今後、経済産業省にて開発中の国内初の民間ジ

ェットトエンジン「環境適合型小型ジェットエンジ

ン」の第１段動翼材として実用化される予定である。

Ruは～50万円/kgと貴金属としては比較的廉価で

あるが、２wt ％程度の添加により原材料では50％

程度、完成タービン部材としてみた場合には20％程

度のコストアップとなる。しかしエンジンの効率・

燃費向上の観点から、次世代航空機エンジンへの使

用は必至と見られている。

タービン翼一枚の重量が300gと仮定しRuを２wt %

含有する超合金を用いたとすると、エンジン一基あた

り約500gのRuが必要となる。仮に1,000機に双発で用

いられれば合計約１tのRuが使用されることになる。

他の航空機エンジンにも順次Ru含有Ni基超合金が使

用されるとすれば、使用量はさらに増加する可能性が

ある。一方、世界で1年間に取り引きされるRu量は10

トン以下と少ない。従って、使用済み部材や、製造過

程での残材のリサイクル技術を確立して、安定供給体

制を整えることが重要になってくると考えられる。

ガス温度の向上など、運転条件が過酷になるにと

もなって、タービン翼、燃焼器など特に高温に曝され

るNi基超合金部材は、ほとんどが耐腐食、耐酸化、遮

熱などのコーティングを行って使用されるようになっ

ている。クロムやアルミを用いた拡散コーティングに

始まり、現在はMCrAlYコーティングとともにPt-Alコ

ーティングも広く用いられるようになっている。

新世紀耐熱材料プロジェクトでは、Ni基超合金タ

ービン翼材に適したコーティング材料の開発を行

い、長時間安定性の良い材料が開発されている。6)

44）高融点超合金の開発動向
高融点金属あるいはそれらの合金は、Ni基超合金

と異なり、無冷却でタービン翼材としての使用が期待

される。そこでNb、Mo、W、Taなどをベースとした

合金開発が長年行われてきた。しかし未だ耐酸化性や

靱性と高温強度を両立させるには至ってない。このた

め、これらの合金の使用は真空中や不活性ガスなど保

護性雰囲気中に限られているのが現状である。

新世紀耐熱材料プロジェクトでは、耐酸化性に優

れた白金族金属をベースメタルに用いてNi基超合金

と同じγ／γ’組織を再現した高融点超合金の開発

を行っている。7) Ni基超合金とIr基高融点超合金につ

いて、それぞれの原型となるNi-AlおよびIr-Nb２元系

合金の状態図と、代表的なミクロ組織を図６ に示す。

融点2,447℃のIrをベースとして用いた合金は、Ni基

超合金と結晶学的に同じミクロ構造、すなわちクリ

ープ強度向上に適した構造を有しながら、融点にお

いてNi基超合金を約1,000℃上回ることがわかる。

その結果、Ir基高融点超合金は、1 , 8 0 0℃、

137MPaの圧縮クリープ試験での２％変形時間が100

時間程度となる優れた強度を発揮する。8)ラーソンミ

ラーパラメータを用いてクリープ強度を他の超耐熱

合金と比較したのが図７である。この図に示される

ように、Ir基高融点超合金は、Ni基超合金はもとよ

りその他の高融点合金を大きく超え、超耐熱合金中
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図５　第4世代単結晶超合金TMS-138を用いて作成した単結晶
動翼と、超音速エンジンでの地上試験

図７　Ir基高融点超合金およびその他の超耐熱合金のクリープ
強度比較。Ir基高融点超合金はNi基単結晶超合金に比べ
て耐用温度が675℃高く、Nb合金、Ta合金、W合金に
比べても優れたクリープ強度を有する。

図６　Ni基超合金とIr基高融点超合金の状態図とミクロ組織



で最高の耐用温度を示す。

NIMSの研究にモチベーションを得て、白金族金

属をベースとした高融点超合金の開発が、南アフリ

カドイツ、米国、英国など世界各国で行われるよう

になっている。9)例えばPt-Al系では比較的低温でγ’

相（L12相）が不安定で相変化を起こすとされてい

るが、第３第４元素の添加などでγ’相を安定化す

る試みが行われている。

白金族元素は一般にNb、Mo、W、Taに比べて格段

に優れた耐酸化性を有しているので、それらをベース

とした高融点超合金は、超高温材料として有望である。

しかし一方、問題点として、高価であること、合金の

比重が大きいこと（Ir合金では約20）、Ir基の場合は延

性が不十分なこと、など解決すべき問題点も多い。

例えば、Ir基高融点超合金の場合、価格の低減の

ためには、Ni基超合金との混合によるコストパフォ

ーマンスの最適化など、新しい観点からの材料設計

も試みられている。10)また、延性向上の観点からは、

Pt基高融点超合金との混合も試みられている。11)

著者は、さらに進めてNi、Co、Ir、Rh、Ptなど

FCC系金属元素同士混合したγ固溶体を高融点超合

金のベースメタルとして用いることにより、Ni基超

合金から白金族金族基高融点超合金まで、その中間

を含めて、コストパフォーマンスや延性、耐酸化成

の観点から自由な材料選択が可能になると考えてお

り、その方向への研究の展開を期待している。

新世紀耐熱材料プロジェクトでは、以上に紹介し

たもののほか、次世代タービンディスク材料、高延

性クロム合金などの新合金開発や、各種新材料開発

の基本となる材料設計手法の開発、３次元アトムプ

ローブや変形のその場観察電子顕微鏡による組織解

析、材料設計とシステム設計を連動させたバーチャ

ルガスタービンシステム開発など、超耐熱材料に関

する基礎から企業等との連携による実用化まで、広

い領域をカバーして研究を進めている。12)

なお、ジェットエンジン、ガスタービン関連の超耐

熱材料開発の海外の拠点としては、米国GE-ミシガン

大学協力、英国ロールスロイス-ケンブリッジ大学産

学協同体、仏スネクマ、同ONERAなどがあげられる。

55）まとめ
化石燃料の節約、CO2削減、地球温暖化防止など、

地球規模での問題解決のために、ジェットエンジンや

各種熱機関のいっそうの高性能化が求められている。

その達成のため超耐熱合金の高度化への期待は大きい｡

このような期待に応えて、白金族金属を添加した

第４世代や第５世代Ni基単結晶超合金のジェットエ

ンジンでの使用が現実化しつつある。また、将来Ni

基超合金を超える可能性のある材料として、新たに

白金族金属をベースにした高融点超合金が国内で提

案され、研究開発が国際的に展開されている。さら

に、コーティング材開発も進展している。

超耐熱合金分野での白金族金属の役割はますます

重要なものになっている。今後材料研究とリサイク

ルなどのプロセス研究の連携・協力が行われ、白金

族金属を利用した新合金が有効に利用され、ジェッ

トエンジンやガスタービンの高効率化による地球環

境保全、ならびに国内産業の国際競争力向上に寄与

することを期待するものである。
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