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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 ２１年 ６ 月 ３０ 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  長岡技術科学大学・機械系    

（ふりがな）        おか ざき  まさ かず 

職・氏 名  教授・岡 崎 正 和      
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ドイツ）とのセミナー（振興会対応機関： DFG     ） 

 

 

セミナー名 第 2回遮熱コーティングガスタービンに関する独日ワークショップ 

 

 （Second German-Japanese Workshop on: Thermal Barrier Coating Systems for Gas Turbines） 

 

 

2． 期   間  平成 ２１年 ５月 ２７日 ～ 平成 ２１年５月 ２９日（ ３日間） 

 

 

3． 開 催 地 

（都市名と会場名） 京都市 立命館大学朱雀キャンパス国際会議室                       

 

4． 参加者数   日本側               ２８ 名 
（代表者を含む） 

相手国側     １６ 名    計 ４４ 名 
 

その他の国              名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

＊岡崎正和 

荒井正行 

藤山一成 

＊福本昌宏 

金子秀明 

Rudder WU 

＊黒田聖治 

松原秀彰 

村上秀之 

難波浩一 

成田敏夫 

小川和洋 

岡田満利 

坂根政男 

佐近淑郎 

関原 傑 

高橋 智 

和田国彦 

脇 裕之 

＊山岸郷志 

山口哲夫 

＊山崎泰広 

吉田豊信 

朱 世杰 

和田哲義 

小野文夫 

立野 晃 

間篠謙一 

長岡技術科学大機械系教授 

電力中央研究所材料科学研究所主任研究員 

名城大学理工学部科教授 

豊橋技術科学大学生産システム工学系教授 

三菱重工(株)高砂研究所主席研究員 

物質･材料研究機構超耐熱材料ｾﾝﾀｰ研究員 

物質・材料研究機構ｺｰﾃｨﾝｸﾞ・複合材料ｾﾝﾀｰ長 

(財)ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｾﾝﾀｰ材料技術研究所主任研究員 

物質・材料研究機構ｺｰﾃｨﾝｸﾞ・複合材料ｾﾝﾀｰ長 

三井造船(株)産業機械・ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ課長 

北海道大学大学院工学研究科教授 

東北大学大学院工学研究科附属ｴﾈﾙｷﾞｰ安全科学国際研究ｾﾝﾀｰ教授 

電力中央研究所材料科学研究所主任研究員 

立命館大学理工学部機械工学科教授 

三菱重工(株)高砂研究所次長 

日立製作所材料研究所 

首都大学東京大学院 理工学研究科准教授 

(株)東芝電力･社会ｼｽﾃﾑ技術開発ｾﾝﾀｰ研究員 

大阪電気通信大学教授 

長岡技術科学大学機械系技術職員 

(財)ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｾﾝﾀｰ材料技術研究所 

新潟工科大学準教授 

東京大学大学院工学系研究科 

福岡工大知能機械工学教授 

スルザーメテコジャパン 

(財)大阪科学技術ｾﾝﾀｰ付属ﾆｭｰﾏﾃﾘｱﾙｾﾝﾀｰ部長 

(株)IHI 基盤技術研究所 

(株)IHI 航空宇宙事業本部課長代理 

金属疲労 

寿命予測 解析 

材料強度 

成膜プロセス 

材料・強度 

超耐熱材料 

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ・複合材料 

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ特性熱ｻｸﾙ試験 

皮膜物性 界面 

産業機械 

成膜プロセス 

残留応力 非破壊計測 

TGO 成長機構 

高温構造評価 

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 

TMF 構造強度 

ｸﾘｰﾌﾟ ｸﾘｰﾌﾟ疲労 

皮膜物性 残留応力 

皮膜物性評価 

金属疲労 

断熱セラミックス 

熱ｻｲｸﾙ残存密着強度 

成膜プロセス 

残留応力 界面強度 

表面処理 溶射 

材料評価 

航空宇宙材料 

航空宇宙材料 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Technische Universität Darmstadt, Professor, Christina Berger     

 

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。） 

  

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

   

 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

○Christina Berger 

Hermann Grünling 

Alfred Scholz 

Hermann Aleksanoglu 

Peter Bossmann 

Jianmin Xu 

Robert Vaßen 

Tilmann Beck 

Detlev Stöver 

Michael Schütze 

Mario Rudolphi 

Martin Bäker 

Jana Schloesser 

Uwe Schulz 

Marion Bartsch 

Karl-Heinz Lang 

 

TU Darmstadt, Professor  

TU Darmstadt, MatConsult, professor 

TU Darmstadt, Professor 

TU Darmstadt, Dr. 

ALSTOM Power, Manager Surface Processes 

Rolls Royce Deutschland, Dr. 

Forschungszentrum Jülich, Professor 

Forschungszentrum Jülich, Professor 

Forschungszentrum Jülich, Professor 

DECHEMA (KWI), Professor 

DECHEMA (KWI), Dr. 

TU Braunschweig, Professor 

TU Braunschweig, Professor 

DLR Köln, Dr. 

DLR Köln, Dr. 

Uni Karlsruhe, Professor 

遮熱ｺｰﾃｨﾝｸﾞ皮膜評価

遮熱ｺｰﾃｨﾝｸﾞ皮膜評価

遮熱ｺｰﾃｨﾝｸﾞ皮膜評価

界面科学 

ﾎﾞﾝﾄﾞ皮膜 

ｾﾗﾐｯｸｽ皮膜ﾎﾞﾝﾄﾞ皮膜

ｾﾗﾐｯｸｽ皮膜ﾎﾞﾝﾄﾞ皮膜

APS TBCs 

ｾﾗﾐｯｸｽ皮膜ﾎﾞﾝﾄﾞ皮膜

界面 遮熱ｺｰﾃｨﾝｸﾞ皮膜評価

ｾﾗﾐｯｸｽ皮膜ﾎﾞﾝﾄﾞ皮膜

金属疲労 

金属疲労 

EB-PVD TBCsﾎﾞﾝﾄﾞ皮膜

EB-PVD TBCs 

金属疲労 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。） 

目 的 

「地球と科学技術との共存」をキャッチフレーズに、その達成のための工学手段の有力候補として、高

効率エネルギー源としての「先進ガスタービン用遮熱コーティング技術」をとりあげ、それらに関する

日本/ドイツ間セミナーの開催を通じて、両国間で、情報交換とそのための若手人材の育成を目的とする。 

内 容 

１日目 2009 年 5 月 27 日 

受付 

＜基調・招待講演＞ 遮熱コーティングの信頼性確保と寿命延伸 

＜分科会 1：セラミックスコーティングシステムと構造の役割＞ 

遮熱コーティング成膜プロセスの科学、遮熱コーティング皮膜の機械的・熱的特性、遮熱コーティング

皮膜の密着機構など 

＜分科会 2-1：コーティングの損傷と破壊の機構＞ 

遮熱コーティング部材の特性評価、・遮熱コーティングの損傷と健全性・遮熱コーティングの寿命・余寿

命推定など 

夕食会 

2 日目 2009 年 5 月 28 日 

＜分科会 2-2：コーティングの損傷と破壊の機構＞ 

遮熱コーティング部材の特性評価、・遮熱コーティングの損傷と健全性・遮熱コーティングの寿命・余寿

命推定など 

＜分科会 3：実機環境下における損傷挙動のモデリングとシミュレーション＞ 

界面の科学・工学・解析、熱生成酸化物の発生・成長機構、遮熱コーティングシステムの損傷挙動など 

夕食会 

3 日目 2009 年 5 月 29 日 

＜分科会 4：遮熱コーティングの試験技術と標準化＞ 

遮熱コーティング皮膜の物性評価と規格、遮熱コーティングの試験技術、遮熱コーティングシステムの

熱的・機械的特性の評価と規格など 

総合討論と共同作業 

技術見学と情報交換会：トーカロ（株） 

成 果 

(1) ＜分科会 1：セラミックスコーティングシステムと構造の役割＞から得られた成果 

 TBCs の機能を向上させるには、トップコート材質として、高遮蔽機能、低輻射率、高延性、熱衝撃特

性を両立させる必要がある。それには、微細組織制御による多孔質化、き裂制御などがある。pyrocholores, 

aluminates, perovskites 物などが有力である。他、hybrid plasma 溶射法なども有力手法である。TBC
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のはく離に及ぼす水蒸気の影響を調査した結果や、電子ビーム PVD における組織制御, EQ コーティング

概念にもとづく超合金開発も提唱された。 

(2) ＜分科会 2：コーティングの損傷と破壊の機構＞から得られた成果 

 熱成長酸化物(TGO)は TBCs の寿命を大きく変化させる要因である。このため、α –Al2O3 生成元素で

ある Ti や Hf が有効で、ボンドコートの設計に使用できる。また、TGO 成長には、外負荷、ボンドコー

ト表面粗さ、熱処理、基材表面の二次反応層、γ, θ 相から α –Al2O3 への変化などが大きく関与して

いる。さらに、EBSD 法などがトップコートの組織解析に有効なツールとなり得る。 

 

(3) ＜分科会 3：実機環境下における損傷挙動のモデリングとシミュレーション＞から得られた成果 

 皮膜残存密着強度評価は寿命管理の重要な手法となる。それには、試験片形状の影響、曲率、熱サイ

クル、等温曝露の影響があり、マクロとミクロの損傷には強い相関がある。重要なことは、等温曝露と

熱サイクルとでは挙動が異なることである。損傷解析のためには、溶射粒子の扁平化とその場観察が有

効である。TGO のキャラクタライゼーションも重要である。さらに、局所的な残留応力の把握も重要で、

それには、蛍光法が有用な武器となる。 

(4) ＜分科会 4：遮熱コーティングの試験技術と標準化＞から得られた成果 

 日本ではトップコートの機械的性質、残留応力、皮膜密着強度、小型試験片を用いた疲労破壊余寿命

評価試験法の共同研究が進んでいる。一方、ドイツでは、トップコートの機械的性質、高温酸化試験、

熱サイクル試験の共同研究が進んでおり、一部は ISO の投票直前の段階までになっている。更に最近で

は、欧州全体で、Al2O3 ナノパウダーを Al reservoir として用いた TBCs プロジェクト（PARTICOAT 

Project）が開始されている。 




