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会議報告：30th International Symposium on Superconductivity (December 13−15, 2017) 

「全体概要」 
国立研究開発法人（国研）産業技術総合研究所 ISS2017 事務局 山崎 裕文 

 
高温超電導酸化物の発見から２年後の 1988 年から

毎年開催されてきた国際超電導シンポジウム

（International Symposium on Superconductivity, 
ISS）が、30 回目の節目を迎えた。前回に引き続き、

国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）の主

催で、12 月 13 日～15 日にイイノホール＆カンファ

レンスセンター（東京都千代田区）で開催された。 
ISS では超電導に関する最先端の研究や技術開発の

成果発表が行われ、世界中から数多くの科学者・技術

者・学生・企業経営幹部等の参加者が集って、超電導

技術の進展をもたらす有益で活発な議論がなされる。

第 30 回の記念となる今回は、通常のセッションの他

に、内外の著名な研究者に各分野の過去 30 年の歴史と今後の展望について講演していただく特別セ

ッションを企画した。また、ISS の今後の開催に関して、内外の研究者による国際パネルディスカッ

ションと国内研究者による意見交換会を行って、将来のあるべき姿を議論した。招待講演者は、海外

から 45 名、国内から 49 名の 94 名となり、前回の 44 名の 2 倍以上になった。参加者数 475 名（前

回 427 名）のうち、海外からの参加者が 127 名であって、前回の 75 名から大幅に増加し、参加国数

は 20 ケ国（前回 15 ケ国）であった。展示会においても数多くの海外企業が出展して、前回よりもは

るかに国際色豊かなシンポジウムとなった。発表件数は招待講演を含めて口頭発表 123 件（前回 111
件）、ポスター発表 214 件（前回 210 件）の合計 337 件（前回 321 件）となり、合計数は前回から少

し増加した。講演の内容をまとめた論文は、厳正な査読を経た後、Proceedings を IOP Publishing 社

のオンラインジャーナル Journal of Physics: Conference Series で刊行する予定となっている。 
昨年までの ISS では、基調講演がすべて初日に行われていたが、今回は、東北大学の K. Prassides 

教授の分子性固体の超電導に関する講演をはじめとする午前中の 3 件だけで、午後には、物理/化学

（PC）、線材/バルク（WB）、電子デバイス（ED）、および、大規模応用（AP）の 4 分野に分かれた

口頭発表セッション、ならびに１回目のポスターセッションが行われた。第 30 回の記念シンポジウ

ムであるためか、参加者が予想以上に多く、PC と WB の会場では立ち見が出るほどだった。ポスタ

ーセッションの後で 30 周年を記念した祝賀会が盛大に開催され、経済産業省産業技術環境局平井研

究開発課長と NEDO 渡邊省エネルギー部長のご挨拶をいただいた。 
2 日目は、ニュージーランド HTS-110 社のCTO である D. Pooke 博士による基調講演に引き続い

て AP 分野の 30 年振り返りセッションが開催され、また、午後には、米国空軍研究所の T. J. Haugan 
博士の基調講演に引き続き、WB 分野の 30 年振り返りセッションが開催された。その他、PC, WB, 
ED, AP の 4 分野に分かれて口頭発表セッションが行われ、熱心な討議が展開された。 
３日目は、コロラド大学／NIST の H. Rogalla 教授による、超電導エレクトロニクスの 30 年をま

とめた基調講演に引き続いて ED 分野の 30 年振り返りセッションが開催された。その他、各分野の

口頭発表セッションと第2回目のポスターセッションが行われた。最後のクロージングでは、ISS2017
実行委員会の岡田事務局長より、今回のシンポジウムの概要と次回の ISS2018 が 12 月 12 日～14 日

につくば国際会議場で開催されることが報告された。 
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Colorado 大学／NIST H. Rogalla 教授の基調講演     基調講演の会場風景 

  
 国際パネルディスカッション “ISS in the future”   祝賀会 “Get Together for ISS 30th Anniversary” 

  
     オーラルセッションの状況       ポスターセッションの状況 

  
  ポスターセッション（ホワイエ）の状況        企業等の展示会の状況 
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会議報告：30th International Symposium on Superconductivity (December 13−15, 2017) 

「Physics and Chemistry 分野」 

（国研）産業技術総合研究所 電子光技術研究部門 荻野 拓 
 
  第 30 回国際超伝導シンポジウム(ISS2017)が 2017 年 12 月 13 日（水）〜12 月 15 日（金）の日

程で、東京都千代田区のイイノホール＆カンファレンスセンターにて開催された。今回は節目となる

30 回目の開催であることから招待講演が例年の約 2 倍となり講演件数も前年より増加し、各セッシ

ョンで ”30-year history” と題して記念セッションが組まれた。PC 分野の発表件数は基調講演が 1
件、招待講演が 18 件、口頭講演が 13 件、ポスター発表が 71 件であった。また 30 周年記念という

こともあり、招待・口頭講演者を中心に海外の講演者も 17 件と昨年より大幅に増加しており、国際

学会らしくなっているように感じた。これらの発表について、招待講演の内容を中心に報告する。 
 初日は基調講演、”30-year history” 及び Vortex Physics セッションが開催された。基調講演では、

東北大のPrassides 氏が、”30 years of superconductivity in molecular solids” と題してフラーレン

を中心とした高分子系超伝導体の 30 年間の発展について報告した。なお C60 の発見の報告も 1985
年で約 30 年前である。講演では主に A3C60（A はアルカリ金属）について Hc2が立方晶系構造を持

つ物質で最高の 90 T を超えることなど、最近の研究状況に至るまで報告された。PC 分野の ”30-year 
history” セッションでは 3 件の講演が行われた。阪大の田島氏は ”High-Tc Research Over Thirty 
Years: Beyond The Common Knowledge of Superconductivity” という題目で講演を行った。30 年

を振り返り、非超伝導金属の銅と一般的に絶縁体である酸化物の組合せで高温超伝導が実現したこと

を表した ”Materials far from superconductivity” から始まり、10 番目の ”Theory beyond the BCS” 
まで、高温超伝導に関する 10 大キーワードについて解説を行った。理研の花栗氏は、”Scanning 
Tunneling Microscopy as a Tool for Superconductivity Research” という題目で、STM 研究の 30 年

を振り返った。82 年に発明された STM が銅酸化物超伝導体に適用されたこと、当初は信頼性が低か

ったこと、99 年 Pan-type STM の発明で急激に技術が発達したことなどが述べられた。将来的には、

STM と AFM など他の技術との組み合わせが強力な測定手段になり、優れた技術を持つ研究グルー

プ同士でスムーズに共同研究するために、異なる装置同士の規格の共通化が重要とのことである。東

大の榊原氏は、”Angle-Resolved Heat Capacity of Unconventional Superconductors” という題目で、

角度分解比熱測定が、非従来型超伝導のギャップ構造を測定するのに強力な手段であることを述べた。

例えば、CeCu2Si2は長年、nodal d-wave 超伝導と考えられていたが、角度分解比熱測定により、2-
バンドフルギャップモデルで説明可能であることが示された。Los Alamos 国立研のCivale 氏は、高

温超伝導体の vortex creep に対するゆらぎの影響について議論を行った。二日目は鉄系及び新物質に

関するセッションが開催され、鉄系の新物質に関する講演では、Zhejiang 大（中国）の Cao 氏が、

1111 型と 122 型の折衷型となる 18 種類もの新超伝導体(KCa2Fe4As4F2等)について紹介した。岡山

大の工藤氏は、X-ray fluorescence holography という局所構造解析法の紹介と、同手法による

(Ca,Pr)Fe2As2の測定結果を示した。Pr ドープにより Ca 原子周辺の As の位置揺らぎが増大し、こ

れが~49 K もの超伝導を誘起しているとした。Fudan 大（中国）の Feng 氏は、SrTiO3 基板上に積

んだ FeSe の単層膜で増強される超伝導に関する講演を行った。ARPES で、~60 K から超伝導ギャ

ップが開いていることが示された。新超伝導体については、名古屋大岡本氏から空間反転対称性の無

い物質である ScIrP における超伝導の報告、東大井手上氏からは WS2 ナノチューブにおける電界誘

起超伝導、香港中文大 Goh 氏からは CrAs における圧力誘起超伝導、北京大 Wang 氏からは様々な

極薄膜での超伝導など、新しい物質系の研究が報告された。最近の大きなトピックである H3S の高
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圧下超伝導もそうであるが、新超伝導体探索では薄膜、電界効果、超高圧など、極端条件下での報告

が主流になっているようである。また首都大松田氏は、Ln(O,F)BiS2単結晶でのヘビーフェルミオン

的振舞いについて、報告がなされた。最終日は主に銅酸化物についてのセッションが行われた。

Argonne 国立研の Welp 氏は、高温超伝導体の Jc向上指針について報告があり、照射欠陥と Jcにつ

いて議論が行われた。京大笠原氏からは YBCO 及び Hg1201 におけるネマティック相転移について

発表があり、それぞれの物質についてネマティック相の方位の違いなどについて報告した。理研酒井

氏は高温超伝導体のペアリングの起源についての理論的検証、京大柳瀬氏からは高温超伝導体やヘビ

ーフェルミオン系超伝導体を用いたトポロジカル超伝導体の設計について報告がなされた。 
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会議報告：30th International Symposium on Superconductivity (December 13−15, 2017) 

「Wires and Bulk 分野」 

株式会社フジクラ a、（国研）産業技術総合研究所 電子光技術研究部門 b 

飯島 康裕 a、吉田 良行 b 
 
 本分野では、口頭発表 37 件（うち基調講演を含めた招待講演 31 件）、及び、ポスター発表 63 件が

あった。 
 基調講演では、Columbus Superconductors の Grasso 氏によりイタリアで開発されている MgB2

線材のレビュー及び最新の開発動向が紹介された。多心線材の開発状況や MgB2線材のアプリケーシ

ョンが紹介され、MRI、送電ケーブル、限流器、及び風力発電への適用の可能性の紹介があった。ま

た、U.S. Air Force Research Laboratory の Haugan 氏により米国の超電導技術に関連するミリタリ

ー応用を含む国家プロジェクトの紹介とそこで使用されている HTS 線材についての紹介、及び氏が

主導してきた人工ピン技術を含む今後の超電導開発の動向についての報告があった。 
 今回、ISS の 30 周年記念セッションが企画され、30 年間の振り返りと今後の展開ということで５

件の記念講演があった。Cambridge 大の Cardwell 氏からは材料化の皮切りとなった HTS 超電導バ

ルク開発についての報告、産総研の和泉氏からは過去 30 年にわたり本 ISS 会議が主導してきた

REBCO コーテッド線材の開発の振返りの報告、また、JST の佐藤氏から Bi2223 線材実用線材化成

功の歴史の報告、及び Florida 州立大の Hellstrom 氏からは加圧焼成による Bi2212 高特性丸線合成

成功の報告、最後に MgB2 系及び鉄系超電導線材の開発状況について NIMS の熊倉氏より総合的な

報告があった。 
 次に、世界各国の線材メーカーの開発状況の報告として、フジクラの飯島氏、韓国SuNAM のMoon
氏、ロシアSuperOxのPetrykin氏、米国SuperPowerの福島氏、及び、中国Shanghai Superconductor 
Technology 社の Zhao 氏から 2G HTS テープ線材の現在の開発状況の報告があった。この中で、特

に、研究開発から製品までの全てを中国で行うという意味での ”MADE IN CHAINA 2025” が印象

的であった。HTS テープ線材を用いた高磁場コイル用ケーブルとして、CORC 線材について、

Advanced Conductor Technology 社の Laan 氏から現在の開発状況が報告された。一方、Bi 系線材

では、住友電工の岡田氏から、昨年に引き続き、高強度 Ni 合金をラミネートした DI-BSCCO 線材 
(Type HT-NX)、及び、その半田接続についての進展報告があった。 
 REBCO 線材セッションでは、製造コスト的に有利とされている液相手法を用いた成果として、成

渓大の三浦教授より、TFA-MOD 法を用いた繰り返し多層積層方式による小粒径の等方的ピンニング

センターの導入により、広い温度領域に於いて磁場角度に大きく依存しない極めて高い Jc が報告さ

れたほか、ICMAB-CSICのPuig氏により、TFAを用いない高速合成可能な液相法としてCSD-TLAG
法による高 Jc 試料作製が報告された。成長速度は 50 nm/sec と極めて高く、コストダウンの見地か

らも有望とのことである。 
 一方、気相法を用いた成果としては、IWF Dresden の Hühne 氏より、PLD 法を用いた人工ピン

導入サンプルの高特性高速合成の検討状況が報告されたほか、Houston 大の Majkic 氏より、

Advanced MOCVD 法と称して、CVD 法の欠点であった基板温度の不安定性や原料収率の低さを金

属基板の通電加熱法等によって大幅改善したとの報告があった。また名古屋大の吉田教授からは、基

板温度を精緻にコントロールする LTG 法等の手法により、ナノロッドの成長を自在に制御して異な

る温度領域で最適ピン力化を図れる様子が紹介されたほか、九州大の木須教授より、特に人工ピン導

入線材開発に於いて重要になる長尺均一性の評価に関する総合的報告があった。また、LATE NEWS
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セッションで、NY 州立大の Goyal 教授は、これまで気相、液相法による REBCO 線材で導入が検討

されてきた各種の人工ピン材料についてレビューすると共に、新しい手法として照射損傷を用いた

ex-situ 欠陥導入方法について紹介した。 
 超電導接続技術のセッションでは、住友電工の大木氏から、固相成長を用いたREBCO 線材の超電

導接続技術の報告があった。接続部分に接続用のクラッド基板と接続部の間に微結晶膜を作成し、加

圧、焼成、酸素導入を経て、接続抵抗が 5 × 10-13 Ωを達成し接続部の Ic は 77 K において 71 A であ

ることを報告した。このサンプルは磁場中に於いても 4.2 K、1 T において 715 A、10 T においても

400 A と高い特性を達成している。古河電工の向山氏も、同じく、接続部分に超電導膜を用い、接続

抵抗が 5 × 10-13 Ω、接続 Ic が 77 K において 155 A であることを報告した。東北大の高橋氏は、古

河電工との共同研究で超電導接続部分を持つコイル、永久電流スイッチをもつマグネットを作成し、

経年劣化や電流電圧特性を報告した。また、韓国 Andong 大の Shin 氏からは超音波半田を用いた

REBCO 線材の接続についての報告がなされた。 
 MgB2 系及び鉄系超電導線材の開発状況については、米国 Hyper Tech 社の Tomsic 氏と日立製作

所の児玉氏から MgB2 についての報告があった。Hyper Tech 社では、AIMI (Advanced Internal 
Magnesium Infiltration) を採用することにより MgB2線材の性能が向上し、Columbus 社と同様、

風力発電、限流器、航空機への利用に向けた開発の紹介がある一方で、日立製作所からはカーボン添

加した In-situ 法によるPIT 線材のコイル化と超電導マグネット開発の進捗報告がなされた。鉄系に

ついては、中国CAS の Ma 氏から PLD 法による BaFe2(As,P)2フィルムで Jc~2.6 MA/cm2 @4.2 K, 
9 T を達成し、人工ピンの導入したフィルムも開発しているという点と、Hot press により作成した

(Sr,K)Ba2As2の PIT 線材において Jc~105 A/cm2@4.2 K, 18 T を達成するとともに 100 m 級の多芯線

材を作成し、７芯線において Jc~12000 A/cm2を達成したことが紹介された。 
 また、バルク超電導に関しては、まず、応用研究として、新日鉄住金の森田氏らによる QMG 超電

導バルク材のこれまでの開発経緯と新しい補強法により従来よりもバルク材料にかかる strain が減

少する報告があった。次に、新潟大の岡氏によるバルク超電導磁石を用いたニッケルめっき廃液から

ニッケルを取り出して再利用する磁気分離技術の報告があった。材料研究に関しては、主に TSIG 
(Top Seeded Infiltration and Growth) 法による REBCO 超電導バルク試料の作製方法に関する報告

が３件あった。MgB2バルク試料の報告については、鉄道総研の石原氏と芝浦工大の Miryala 氏によ

り、MgB2バルク材料の製法とその評価に関する報告がなされた。  
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会議報告：30th International Symposium on Superconductivity (December 13−15, 2017) 

「Electronic Devices 分野」 

（国研）産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 山森 弘毅 
 
 Electronic Devices (ED)では 18 件の招待講演と、7 件の一般講演があり、広い会場ではなかった

がいずれのセッションもほぼ満席であった。また、27 件のポスター発表があった。 
 
 Plenary はコロラド大学/NIST の Horst Rogalla が、高温超伝導の発見の歴史、HTC SQUID の

作製方法、超伝導デジタル回路、超伝導センサー、ジョセフソン電圧標準など幅広い範囲について、

日本での研究成果についても数多く紹介しながら、30 年間の成果を報告した。Twente 大の Super 
ADC プロジェクトや、日本の ISTEC の HTC 100 接合 SFQ 回路やサンプリングオシロスコープ、

SUSTERA の HTC SQUID による石油探索、日立の医療用 SQUID など最近の成果や、産総研

CRAVITY がデジタル回路、センサー、電圧標準など様々な研究に積極に取り組んでいること等を紹

介した。 
 
 30-year history and beyond のセッションでは 5 件の招待講演があった。 
 Aalto 大のR.Ilmoniemi は、SQUID が医療のみならず幅広い分野で活用されている事例を紹介し

た。医療応用では、治療のための診断や、脳の活動を研究するために利用されている。SQUID は磁

場以外にも温度やその他ほとんど何でも測定できる。SUSTERA では地震の測定に SQUID の使用を

提案している。 
 NIST/コロラド大の J.N.Ullom は、超伝導検出器と SQUID によるマイクロ波多重読出しの 30 年

間の開発の歴史と将来トレンドについて紹介した。TES の初期の研究では電圧読出しで問題が多か

ったが、ブレークスルーは電圧バイアスとしたことであった(Irwin APL1995）。 
 山形大学の大嶋は、アンテナ、フィルター、バンドパスフィルタ、検出器(MKID)など、超伝導体

を用いたマイクロ波素子について、30 年の成果を紹介した。高温超伝導体は銅と比べると表面抵抗

が小さいのでフィルタとして最適である。ステッピングモータで通過周波数帯を変更可能な超伝導バ

ンドバスフィルタを開発し、携帯基地局だけでなく宇宙観測などにも使われていることも報告した。 
 名古屋大学の藤巻は、超伝導デジタルエレクトロニクスの 30 年の歴史と、今後の展望について報

告した。1960 年代はラッチ型の素子であったが、1990 年代に RSFQ が提案され、さらに 2010 年代

にはEnergy-efficient SFQ を提案された。さらに 2000 年代には磁性ジョセフソン接合の発明があり

機能が追加された。超伝導デジタル回路の応用例として、超伝導検出器の後信号処理、2 次バンドパ

スΔΣ ADC、超伝導コンピュータサーバーなどを挙げた。 
 東京理科大／理研の J.S.Tsai は、超伝導量子ビットと量子情報について 30 年の成果を報告した。

量子ビットの歴史や Phase Qu-bit, Charge Qu-bit, Flux Qu-bit などの動作原理などを解説した。デ

コヒーレンス時間は 1999 年から 2 年で 10 倍のペースで改善していることや、ゲート型量子コンピ

ュータのでは 3D 配線が必要で非常にチャレンジングであるが、それを解決する配線技術などについ

ても報告した。質疑応答で、中国がアメリカを追い越すかという質問に対して、中国が非常に努力を

してすでに 10Qu-bit を実現しており、将来アメリカを超えることもありえるとの見解を述べた。 
 
 SQUIDのセッションでは、3件の報告（うち招待講演2件）があった。Charmers Univ. of Technology
の D.Winkler らは、高温超伝導 SQUID の医療の治療や研究での利用、また脳科学の研究について報
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告した。九大の円福らは、高温超伝導体コイルを用いた磁力計の報告をした。他には SQUID array
を用いたジョセフソンボルテックスフロートランジスタの実験結果等を報告した。 
 
 Detector のセッションでは、4 件の報告（うち招待講演 1 件）があった。産総研の服部らは、超伝

導転移端センサーを用いた光学走査顕微鏡の２D 画像の撮影を報告した。エネルギー分解能が高いだ

けでなく、CMOS と違い暗カウントがないので、光量が少なくてもノイズのないイメージが撮れる。

また JAXA の中島らは、超伝導転移端センサーの天文応用について報告した。彼らは、X 線パルスの

マイクロ波読出しに成功し、ノイズレベル 30pA/√Hz、エネルギー分解能 11.8e@5.9keV(Mn-Kα)を
達成した。 
 
 Quantum information and detectionのセッションでは5件の招待講演があった。D-wave のMark 
W. Johnson は、2000 Qu-bit の商用量子アニーリングマシンの報告をした。2048 Qu-bit を実現する

ためには 18,000 ものバイアス信号線が必要になる。チップは SkyWater Foundry で作製され、6 層

Nb 配線、層間絶縁は PE-CVD の SiO2である。一方、産総研の小池らは、D-wave の汎用量子アニ

ーリングマシンが汎用の FPGA なら、特定の用途に向けた ASIC に対応するものを量子アニーリン

グで実現する ASAC というアイディアを提案した。ほかに、NICT＆理研、東大から量子ビットに関

する報告があった。また、直径 50nm の微小 SQUID によるカーボンナノチューブの量子ドット、グ

ラフェンのエッジ効果等の観測などの報告があった。 
 
 Novel Devices のセッションでは 4 件の講演（うち招待講演 3 件）があった。NIST の P.Hopkins
らは、電圧標準素子としてこれまで開発してきた SNS 接合 Nb/a-Nb-Si/Nb の SFQ デジタル応用に

ついて報告した。従来の Nb/AlOx/Nb と比較して接合容量が大きいが、バリア材料の Nb と Si の割

合を制御することで IcRn 積などの接合特性を自由に設計できる。また接合の均一性や再現性が非常

に優れている。NICT の山下は、磁性バリアを用いたπ接合量子ビットの報告をした。磁性バリアを

用いることで外部磁場が不要となる。超伝導を扱う人々は磁性材料のコンタミを嫌うが、これまで超

伝導体と磁性材料を同一チャンバで成膜しても超伝導材料の Tc の劣化など磁性体に起因する特性劣

化はなかったと報告した。その他には東北大学の宮城らは、これまであまり報告例のない 1kHz 以上

の高温超伝導テープの交流損の実験結果を報告した。 
 
 Digital のセッションでは、4 件（うち招待講演 2 件）の報告があった。横浜国立大の竹内らは、

AQFP ロジック回路ならびに、NICT との共同研究で SSPD フォトンイメージセンサの読出しに成

功したことを報告した。またこの報告に関連して、NICT の寺井らと宮島らが、64 ピクセル SSPD ア

レーの SFQ マルチプレクサー回路による読出しについて詳細を報告した。液体ヘリウムでの動作に

成功し、今後は、チップの発熱を減らすことで GM 冷凍機での動作を目指す。横浜国立大学の冨塚ら

は、質量分析器のための Time-to-digital converter (TDC)について報告した。この TDC を用いるこ

とで 12μm 分解能で 940 ピクセルのイメージングが可能になる。 
 
（文中の名前は敬称を略させていただきました。メモと記憶をもとに記載しましたので、間違いがあ

りましたらご容赦いただけますと幸いです。） 
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会議報告：30th International Symposium on Superconductivity (December 13−15, 2017) 

「Large Scale System Applications 分野」 

（国研）産業技術総合研究所 省エネルギー研究部門 淵野 修一郎 
 

大規模応用分野では、5 つのオーラルセッション（AP1～5）と 9 つのポスターセッション（APP1
～9）において、医療応用（MRI/NMR 等）、電力応用（超電導送電ケーブル、限流器等）、回転機

（船舶・車両・航空機用モータ等）、加速器・核融合など幅広い領域にわたる超電導応用の研究開発

についての報告や今回は ISS 30 周年ということもあり、”Reviews of the Past 30 years and future 
perspectives” と銘打ったセッションで講演が行われた。また、今回は超電導機器の冷凍・冷却に関

する講演、航空機の電動化に関連した講演が多く見受けられた。 
 
プレナリーも含めた関連講演の中から、いくつか印象に残った講演を紹介する。 
 
東京電力ホールディングスの三村から、 ”The near future power grid in TEPCO and 

superconducting applied technology” と題して、現行の NEDO 超電導実用化促進技術開発プロジェ

クトにおける超電導送電ケーブルの安全性・信頼性検証と、大容量高効率冷凍システムの開発状況に

関する報告があった。本講演ではさらに、日本のエネルギービジネスが直面している５つの D
（Deregulation, Decentralization, De-carbonization, Digitalization, Depopulation)に対し、超電導

技術がどのように貢献できるかを論じた。電力会社をとりまく状況は以前にも増して超電導電力機器

開発を推進する明確な動機付けを求めており、大容量・コンパクト・低損失以外の超電導ならではの

付加価値を模索しているのが現状とのことである。中国や韓国など、超電導電力機器開発が活発な

国々からの意見を聞きたかったが、残念ながらコメントはなかった。 
ニュージーランドHTS-110のPookeから”R&D of applied superconductivity by a small business: 

experiences and future perspective”というタイトルで、ニッチ産業としての超電導ビジネスの講演

があった。HTS 技術商業化戦略の Market Drivers として、電気（原価の減少、用途の増大、環境に

優しい）とマグネット（小型で強磁場、ヘリウムフリー）を挙げている。また、LTS に比べて、HTS
の利点としては、高い運転温度（熱的安定性、冷凍機のサイズ・効率・温度制御性）、コンパクト性、

低漏れ磁場、速いランプ速度、強磁場の可能性等を挙げている。逆に欠点としては、不均一性、低い

電流密度、テープ形状（AC ロス、磁場精度）、永久電流モード不可、導体長、コストを挙げている。

これまでに、パワーリード、フラックスポンプ、液体窒素冷却の電磁石、シンクロトロンやニュート

ロンのビームラインで試料に磁場を印加するマグネットの開発を行なってきており、現在は NMR や

MRI が主流となっている。また、将来の航空機の電動化を見据えて、航空機用発電機やモータの開発

を進めている。 
MIT の Iwasa から”High-Field Magnets for NMR and MRI: A Review of the Past 30 Years and 

a Vision for the Future Perspectives”というタイトルで、強磁場マグネットのこれまでの開発の経緯

と将来の展望に関して講演があった。これまでの NMR 開発史のマイルストーンとして IGC 600
（Nb3Sn テープ線材の Double-Pancake Coil: DP）を取り上げ、この技術が後の HTS インサートコ

イル、例えば KBSI H400（REBCO テープの No-Insulation: NI、Multi-Width Winding Technique: 
MW のダブルパンケーキコイル）、MIT 1.3-GHz LTS/HTS NMR（L 500 にH 800 がインサートさ

れており、固体窒素で含浸、上部に液体ヘリウム槽）に引き継がれ、ALL-REBCO 1.3-GHz NMR マ

グネットの設計へと繋がっている。1-GHz NMR マグネット設計指針が示され、鉄同等の強靭な
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REBCO テープで巻かれた NI DP コイルの積層になるとのことである。また、安全性の観点から 5
ガウスラインはアクティブシールドにより、6.3 m から 3 m にすることが望ましいとしている。MRI
の普及は発展途上国においてはまだ約 3 万台で、人口百万人当たり、10-20 ユニット導入されれば、

今後大きな市場となるポテンシャルはある。現状コストの問題で、LTS（ヘリウムフリー）の MRI で
あるが、将来的には 23.5 T 以上ではコストに関係なく性能次第で可能性はある。23.5 T 以下では高

い運転温度（10 K 以上でヘリウムフリー）の MRI あるいはテーブルトップマグネット（コンパクト

で線材長が短い：例えば 1 km 長の MgB2）以外はコストの問題があるのでかなりチャレンジングで

ある。 
仁田東大名誉教授から”Rotating Machine: A review of the past 30 years and future perspective”

と題して講演があった。超電導回転機の開発史においては先ずMotion Controlの容易さから単極機、

大容量化のニーズから同期発電機の開発が行われ、Super-GM での開発例が示された。コストイーブ

ンとなる分岐点は 500 MVA であり、今後電力需要が伸びないこと、再生可能エネルギーの増大を考

慮すると超電導回転機の特性（軽量、高性能等）を生かした新たな用途が望まれる。電気エネルギー

の 50％以上がモータにより消費されているので、より高効率なモータも期待される。開発史を振り

返り、以下の様に締め括っている。初期には開発のターゲットが明確であったが、現在では選択肢が

多数有り、ターゲットが複雑化している。兎に角、超電導回転機の特徴を従来のエンジニアや社会に

注目してもらうことが肝要である。最後に開発から商用化までに 55 年にも及ぶ日本に於けるマグレ

ブの開発を引き合いに、ターゲットを明確にすること、シーズとニーズを一致させることが成功のカ

ギであると導き、「電気機器や電力システムの会議に発表しましょう」という呼びかけで結んだ。 
グルノーブル大の Tixador からは”Power applications: review of the past 30 years and future 

perspectives”と題して講演があった。超電導応用の歴史を振り返り、NbTi やNb3Sn を中心に、超電

導送電ケーブル、回転機、限流器、SMES 等開発されたが、現在超電導市場の大半を占めているのは

MRI/NMR でニッチな市場である。限用機を完全に超えた性能の超電導機器を見出すか、全く新しい

機能を持った超電導機器をもたらし、Cryogenics に対する電気技術者の不安を払しょくする必要が

ある。HTS は Cryogenis（高効率、液体窒素が身近）や熱的安定性の観点から大きな市場になる可能

性はある。最初に商業化するのが超電導送電ケーブルと限流器で、大型風力発電機、電動化航空機に

可能性がある。ブレークスルーはユーザーのリラクタンスにある（多くの成功例を示し、受け入れて

もらう）。 

 


