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会議報告：31st International Symposium on Superconductivity (December 12−14, 2018)

「全体概要」
国立研究開発法人産業技術総合研究所 TIA 推進センター 山崎 裕文
超電導の基礎（物理・化学）から、材料・線材、
応用（大規模応用とエレクトロニクス）までの
広い範囲をカバーしている第 31 回国際超電導
シンポジウムは、
、2018 年 12 月 12 日（水）
～14 日（金）の３日間、つくば国際会議場で開
催された。国立研究開発法人産業技術総合研究
所（産総研）が ISTEC（2016 年解散）から引
き継いでから、３回目の開催である。
30 回目の記念会議であった前回の ISS2017
では約 100 名（ほぼ半数は海外）もの招待講演
者に参加していただいたが、今回も 85 名（う
ち海外から 39 名）という多くの招待講演者の
参加を得た。参加者数 449 名（前回 475 名）の
うち海外からの参加者は 103 名（前回 127 名）だったが、参加国数は 21 ケ国と前回の 19 ケ国を上
回った。珍しいアフリカ大陸からの参加者（南アフリカ、ナイジェリア）もあり、全体的に国際色豊
かなシンポジウムであった。発表件数は、招待講演を含めて口頭発表 123 件（前回 123 件）
、ポスタ
ー発表 200 件（前回 214 件）の合計 323 件（前回 337 件）であり、参加者数とともに前回から微減
であった。超電導関係の最大の会議である Applied Superconductivity Conference 2018 のわずか 1
カ月後であることを考えると、健闘である。講演内容をまとめた Proceedings 論文は、これまで同様、
オンラインジャーナル Journal of Physics: Conference Series (IOP Publishing) で刊行される。
初日の午前中に、東京工業大学細野教授の鉄系超電導体発見後の 10 年の歩みを概観する講演をは
じめとする 3 件の基調講演が行われた。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。また、ポスターセッションと並行して、Outreach セッションが
開催された。これは、超電導の（ポテンシャル）ユーザーの講演から、超電導応用の新たな可能性を
見出そうという、今回初めて行う試みである。まず、JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National
Corporation) の荒井博士が、高温超電導 SQUID の金属資源探査への応用について講演した。博士
らは、2001 年から時間領域電磁探査法（TEM 法）による探査装置の開発を始め、2017 年にオース
トラリアの Mallee Bull 銅鉱床の探査を行った。従来法と比較したメリットは、深いところにある鉱
床が探索可能なことである。次に、エネルギー総合工学研究所の岡崎博士が、再生可能エネルギーの
大量導入を可能とするための蓄熱発電の紹介を行った。効率は低いものの、電池と比較してはるかに
低コストであるため、余剰電力が非常に低コストであれば競争力があるとのことであった。技術セッ
ション終了後、経済産業省産業技術環境局の梅北エネルギー・環境イノベーション戦略室長と NEDO
省エネルギー部矢島統括主幹からご挨拶をいただき、引き続きバンケットが開催された。
2 日目の午前中、Florida 州立大学／国立高磁界研究所の David C. Larbalestier 教授による超高
磁界マグネットとそのための高温超電導材料に関する基調講演、及び、米国エネルギー省 Bruce P.
Strauss 博士による米国内の超電導応用プロジェクトに関する基調講演が行われた。その後、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、活発な討議が展開された。
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３日目の午前中は、Hypres 社の O. Mukhanov 博士による超電導を用いた古典的情報処理と量子
情報処理に関する基調講演で始まり、その後、PC 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。午後には各分野の口頭発表セッションが開催され、技術セッション終了後の
クロージングでは、まず、学生を対象とした優秀口頭発表賞１名、ポスター発表賞４名の受賞者の表
彰が行われた。最後に、ISS2018 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 ISS2019 が 12 月３日～５日に京都市勧業館「みやこめっせ」で開催されることが報告された。

Florida 州立大学 Larbalestier 教授の基調講演

東京工業大学細野教授の基調講演

Outreach セッションでの JOGMEC 荒井博士の講演

オーラルセッションの状況

ポスターセッションの状況

初日夜に開催されたバンケット
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企業展示の状況

学生対象の優秀発表賞受賞者と金山議長
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「Physics and Chemistry 分野」
国立研究開発法人産業技術総合研究所 電子光技術研究部門 荻野 拓
PC セッションでは、１件の Plenary 講演、17 件の招待講演を含む、計 106 件の発表があった。鉄
系超伝導体発見 10 周年を記念して Plenary 講演者には東工大の細野氏が選ばれ、また 13 日には「10
years commemoration of iron-based superconductors」と第したセッションが組まれた。また昨年度
と同様に招待講演を中心に海外から 20 件を超える発表があり、このうち Plenary 及び招待講演を中
心に内容を報告する。
今年は鉄系超伝導体における高 Tc 超伝導が報告されてから 10 年の節目となることから、会議初
日に東工大の細野氏が“10th Anniversary of High-Tc Iron-based Superconductors: What we learned”
と題し Plenary Lecture を行った。透明導電体材料開発を端緒とする鉄系超伝導体発見に至るまでの
研究の経緯の紹介にはじまり、現在までの鉄系超伝導体の主な研究経過を紹介した。また氏のグルー
プで行っている最新の研究結果として、LnFeAsO（Ln: ランタノイド）系で見出された高濃度ドープ
領域での第二の反強磁性状態の詳細と、この系における高 Tc の理由、他の鉄系超伝導体との違いと
類似性などについて報告した。東大岩佐氏からは、電界効果による層状化合物における二次元超伝導
状態の実現とその特異性について報告があった。
会議二日目には鉄系 10 周年記念セッションが開催された。東大の辛氏は、近年の光電子分光の性
能向上について解説し、分解能が meV レベルから 70 μeV まで上がっていること、それにより観測
可能となった鉄系超伝導体の電子状態などの成果を報告した。東大の水上氏は、BaFe2As2 単結晶に
おける電子ネマティック秩序の詳細および、アルカリ金属置換効果について報告し、BaFe2As2 と
RbFe2As2 との間でネマティック秩序の方位が変化すること、中間領域では、XY ネマティック相と言
って良い状態が実現していることを報告した。京都大学の松田氏は、FeSe が BCS-BEC クロスオー
バー領域の超伝導体であること、クロスオーバー領域の物質としての FeSe の特殊性などについて報
告した。東大鍋島氏は、鉄カルコゲナイド系に於いて、Te および S 置換した薄膜の電子相図を比較
し、その超電導相の現れ方の違いから、超電導に対するネマティック秩序の役割は普遍的ではないと
した。
新物質系の報告では、首都大の水口氏は BiS2 系において、High Entropy Alloy と名付けた多種類
の元素を結晶の同一サイトに置換する手法が物性に与える影響について報告した。LaOBiS2 の La サ
イトを Ce, Pr, Nd, Sm など多種の元素で同時置換を行ったところ、結晶性の改善や Tc の変化など、
平均イオン半径では説明できない物性変化が起こることを報告した。またこの手法を現在他の物質に
も適用しているとのことである。中国科学院の Hu 氏は、理論的な観点から見た銅酸化物系、鉄系超
伝導体の特徴と、他の遷移金属を含む化合物での高 Tc 超伝導発現の可能性について報告した。特に
Ni と Co を含む化合物が有望であるとして、いくつかの候補材料が挙げられた。中国科学院の Ren
氏は、Cr、Mo ベースの一連の新超伝導物質 A2M3As3 (A = Na, K, Rb, Cs, M = Cr, Mo) (Tc ~ 11 K)に
ついて報告した。固相反応での合成に加え、イオン交換反応やアルカリ金属元素の脱離などを行うこ
とで、組成の異なる相を合成できることや、Na ベースの準安定相も合成できること、超伝導特性の
詳細などについて報告した。
三日目には、PC セッションの直前に行われた Breaking news セッションにて、La-H 系での室温
と言って差し支えない 260 ~ 280 K での超伝導とみられる転移について報告があった。The George
Washington Univ.の Hemley 氏は、La と水素源をダイアモンドアンビルセルに入れて加圧し、レー
ザー加熱によって反応させることで超水素化物 LaH10 を合成し、約 200 GPa の圧力下で電気抵抗の
ASCOT ホームページ https://www.tia-nano.jp/ascot/
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急激な減少を示すことを報告した。磁化測定でも同温度で異常を示すことから、室温付近で超伝導が
生じている可能性は高いとみられる。University of Fribourg の Philipp Werner 氏と東大の松永氏
からは、最近報告が相次いでいる、光照射による非平衡超伝導状態について、理論及び実験の立場か
ら報告がなされた。理論から見た超伝導体の光学応答や、ヒッグスモードと呼ばれる振動モードの観
測、及び d 波超伝導体である銅酸化物高温超伝導体におけるヒッグスモードの観測などについて発表
がなされた。農工大の内藤氏からは、銅酸化物系薄膜におけるアンドープ超伝導について総合的な報
告があった。蛍石構造を含む T*型銅酸化物において、CuO2 面から酸素が抜けないように頂点酸素を
取り除くことで、キャリアドープを行っていない状態で反強磁性相が現れることなく超伝導が生じる
こと、MBE 法では非常に狭い条件でしか観測できない超伝導が MOD 法では容易に再現できるよう
になったことや、作製条件による違いなどについて議論がなされた。全体として、最近の技術の進展
により、薄膜や超々高圧、光照射下など特異条件下の超伝導研究が活発化していることが本会議でも
感じとれた。水素化物の超伝導を初めとして、転移温度の上昇や物質の開拓、より温和な条件での超
伝導の実現など、どこまで広がりを見せるか今後に期待が持たれる。
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「Wires and Bulk 分野」
九州工業大学大学院工学研究院 松本 要
本分野では、口頭発表 27 件（基調講演を含めた招待講演が 22 件）
、ポスター発表 57 件の報告が
あった。時間の都合ですべての講演を聴講することはできなかったため、REBCO 線材関連のオーラ
ル発表に焦点をあてた内容になってしまうことお許しいただきたい。
まず、初日の基調講演では青山学院大の下山氏から HTS 線材の接続技術開発を目指した JSTMIRAI プロジェクトに関する報告があった。HTS 線材応用では、NMR や MRI、あるいは鉄道き電
線ケーブルなどにおいて接続技術の進展に期待が高まっている。前者においては REBCO 線材や Bi
系線材における永久電流モードの超伝導接続技術、後者では低抵抗で機械的強度に優れ、簡便なはん
だ接続技術が望まれている。本報告では上記技術のこれまでの進捗と今後の計画が示された。
初日の午後からは、REBCO 線材に関するオーラル発表が行われた。最初にヒューストン大の
Selvamanickam 氏からは MOCVD を用いた高性能 REBCO 線材に関する報告があった。ヒュース
トン大では DOE (Department Of Energy) 予算において線材開発を進めている。ターゲットの一つ
は 65 K における産業用モータであり、1.5 T で 1440 A/cm, 1.3 km 長テープが要求される。ヒュース
トン大では通電加熱やラミナーフロー法を用いたアドバンスト MOCVD において 4.8 m 厚の
BaZrO3 (BZO) 入り REBCO を開発し、コストダウンとともにこの目標値をクリアした。もう一つは
加速器やコンパクト核融合に必要な高 Je 線材であり、今回、IBAD 50 m/REBCO 3.2 m/銅 50 m
で 5200 A/mm2@4.2 K, 15 T という値を得た。これは Nb3Sn の Je の 5 倍となる高い値である。また
STAR wire と呼ぶ丸線開発も進めていて、現在、線外径は 1.9 mm とのことであり、同グループが進
める REBCO 線材開発の着実な進歩が感じられた。次いで産総研の和泉氏は、NEDO 予算のもとで
MRI 用および航空機用モータとケーブルに関する REBCO 線材の開発状況について述べた。MRI 用
では AC ロスが小さく磁場中性能に優れた BaHfO3 (BHO) 入り EuBCO 線材の開発が進んだこと
と、超伝導接続技術において進展があったことが報告された。特にロス低減には線材のスクライビン
グが行われるため、線材の幅方向の Ic の均一性が重要であるが、成膜法を従来の 4×１から 6×３のプ
レーンプルームに改良することで大幅な向上が見られた。また同グループは航空機への REBCO 線
材応用の検討を開始しており、超伝導化することで推進モータの重量を常伝導機に比べて 1/7 に低減
できることを示した。ここでも線材のスクライビング加工が有効であり、今後の進展が期待された。
また、九大の木須氏からは長尺 REBCO 線材のうち、IBAD-PLD 法と ISD-EB 法による線材長手方
向の磁場中 Ic 分布に関する報告があった。その結果によれば、両者の微細組織は異なっているものの
線材長手方向のばらつきは同程度であり、このばらつきはマクロな欠陥によるものと結論された。一
方、IBAD-PLD において BHO を導入した場合は数 m オーダーの Ic のばらつきが存在していた。こ
れは成膜プロセスに起因しているものと考えられた。これ以外にも、京大の土井氏からは RABiTS 法
（YBCO/ STO/Ni/Cu/SUS）による線材の低コスト化、ビクトリア大学の Long 氏から sock-woven
HTS ケーブルの提案、名大の土屋氏からは REBCO 薄膜における超伝導ダイオード、原研の大場氏
から中性子小角散乱を用いた BZO 入り MOCVD-REBCO 線材のピン止め分布観察などの興味深い
報告がなされた。
二日目にも REBCO 線材に関するオーラル発表があった。住友電工の永石氏は MIRAI プロジェク
トで進めている超伝導接続の最近の進捗について報告した。同社は iGS 法（800℃、酸素 40 MPa 加
圧）による RABiTS-REBCO 線材の接続技術を開発している。この方法で作製した超伝導接続は 3 日
間 45 A 通電が保たれ、接続抵抗は 3×10–11Ω～5×10–13Ω と見積もられた。現在 400 MHz NMR（9.4
ASCOT ホームページ https://www.tia-nano.jp/ascot/
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T、2 箇所接続）を想定し開発を進めており、さらに MIRAI では 2024 年までに 1.3 GHz（30.5 T）
を目指しているとのことである。次いで、フジクラの飯島氏は、ホットウオール法および IBAD-PLD
法による REBCO 線材の開発に触れ、これまで東北大向けで 19 km 長、NEDO 用に 80 km 長製造
したことを述べた。また 2016–2018 年においては Je > 400 A/mm2@30 K, 7 T の性能と Ic のばらつ
き 15％以下の均一性で 1 km 長以上の線材ができていることを報告した。さらに最近の成膜速度を
制御した BHO 導入 REBCO 線材においては、20–40 nm/sec の高速成膜では、低温 Jc の磁場印加角
度依存性の極小値が 5–7 nm/sec 成膜に比べて向上することを示した。加えて、高速成膜した REBCO
線材の剥離強度が向上しており線材製造において有効であることが示された。また、それぞれの線材
の磁場中ピン止め力に関する温度磁場スケーリングに関する解析結果も示された。続いて、SuNAM
の Moon 氏は RCE-DR 法による REBCO 線材の開発状況について報告した。
同社の線材実績は SFCL
（Superconducting Fault Current Limiter、
超伝導限流器）
用に 750 A/12 mm 幅で 1 相当り 10 km、
ケーブルでは 200 A/4 mm 幅で単長 400 m、トータルで 100 km であった。現在の RCE-DR 法によ
る製造能力は 6 時間稼働および製造速度 120 m/h で 1 km，900 A とのことであった。今後、人工ピ
ン導入技術を開発し、120 mm 幅で 5000 km/年～15000 km/年を目指すとのことである。また応用
面では NI（Non-Insulation、無絶縁）による 400 MHz NMR を想定しているようである。SuperOx
の Petrykin 氏は同社の線材製造能力について報告した。現在 2 台の LEAP エキシマレーザを用いて
23 時間製造を行っており、CeO2 層が 50 m/h、REBCO が 12.5 m/h で、トータルでは 10 m/h との
ことであった。2018 年では線長 736 m で 631 A の Ic が得られており、応用としては 220 kV FCL や
航空機用のケーブルや 50 kW モータを想定している。今後、人工ピンの導入、40 m ハステロイ、
レーザースプライシング、および 1000 km/年の製造速度への能力向上を進めている。これ以外にも、
SuperPower の山野氏から同社線材の Ic の磁場印加角度依存性について、THEVA の Bauer 氏から
ISD 法による REBCO 線材の状況、上海 ST の山田氏からは同社の REBCO 線材の開発状況、NIMS
の高野氏から Bi 系線材と NbTi 線材との超伝導接続に関する詳しい報告がなされたことを付記して
おく。
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会議報告：31st International Symposium on Superconductivity (December 12−14, 2018)

「Electronic Devices 分野」
国立研究開発法人産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 志岐 成友、山森 弘毅
12 月 12 日の ED のセッション（Sensing, Sensing 2）では、7 件の招待講演があった。
NIST の Sae Woo Nam 氏は NIST の量子検出技術について報告を行った。量子通信、量子コンピ
ュータ、乱数生成のアプリケーションには高い量子効率が求められ、従来型の検出器の効率を凌駕す
る検出器技術として TES と SNSPD について紹介があった。特に SNSPD のジッターが 5 ps に達し
ていることが印象的であった。
イタリア INFN の Flavio Gatti 氏は、1960 年代に始まるイタリアでの超伝導検出器のアクティビ
ティーについて紹介した。ニュートリノの質量を求める実験として、BEFS, HOLMES, PTOLEMY,
CUORE が紹介された。また低温検出器を用いる将来計画として、宇宙背景放射の偏光を測定する
Large Scale Polarization Explorer と、次期 X 線・ガンマ線衛星の ATHENA が紹介された。
首都大学東京の江副氏は X 線衛星での低温検出器のアクティビティーについて報告した。高分解能
のマイクロカロリーメーターが銀河団プラズマからの広がった X 線の観測に必要であることが紹介
され、HITOMI 衛星に搭載された SXS で He-like Fe の特性 X 線を観測することにより初めて銀河
団ガスのダイナミクスが測定されたことが報告された。また将来計画として、36 素子 Si マイクロカ
ロリーメーターを用いた XRISM と、400 素子 TES を用いた DIOS が紹介された。将来計画を支え
る基盤技術として TMU-JAXA で製作された TES をマイクロ波読み出しで動作させ、5 eV の分解能
が得られたことが報告された。
中国 Chinese Academy of Science の Xiaoming Xie 氏は、中国での低温 SQUID の応用について
報告した。under dumped Josephson junction を用いた SQUID により、一つのオペアンプとの組み
合わせで十分なノイズ低減と高速動作が可能であることが紹介された。アプリケーションとして、バ
イ オ イ メ ー ジ ン グ (MCG) 、 ULF Magnetic Resonance Imaging 、 3D MRI, TEM (Transient
Electromagnetism) を用いた資源探査、飛行機に搭載する FTMG など、多くの分野で精力的に研究
を行っていることが報告された。また近々、”SQUID readout electronics and magnetometer for
practical application” という題で本を出版するとのことである。
大阪府立大の石田氏は、切欠きを入れた超伝導体円盤上での vortex の振る舞いについて、実験と
計算の両面から紹介した。
北見工大の柴田氏は、1550 nm から 405 nm の光通信のための単一光子検出器について報告し
た。NbN では 1550 nm で高い効率が得られていること、 MgB2 では 405 nm で単一光子検出に成
功したこと, La1.85Sr0.15CuO4 では単一光子は見えていないが光検出ができていること、MoN では
405 nm から 1550 nm で動作し、NbN より高い感度が得られる可能性があることが報告された。
情報通信研究機構の三木氏は、SSPD と SFQ を組み合わせたイメージャーについて報告した。構成
は N2 画素のアレイを 2N 本の配線で読み出すシステムである。32 ch×32 ch の NbN - SSPD と SFQ
を組み合わせ、64 ch を同時に動作させ、イメージングとジッターの測定に成功している。特にジッ
ターは 60 ps で、単一素子と同様の性能が得られている。NbTiN-SSPD を用いたシステムでは 4×
4 アレイの読み出しに成功し、今後の大規模化が期待される。
13 日の Novel device and fabrication のセッションでは 4 件（うち招待講演 2 件）の口頭発表があ
った。その中でも特に UC Riverside の Cybart 教授の報告が聴講者の関心を引いていた。従来、高
温超伝導体の FIB 等による微細加工は、イオンダメージによる劣化のため非常に困難であった。彼
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は、従来の Ga-FIB よりもさらに解像度の高い Focused Helium Ion Beam（解像度 0.25 nm）を用
いて YBCO 薄膜を加工することで様々な微細デバイスを作製することに成功した。例えば平面型接
合の作製において、イオン濃度を変えることによって SNS 的な接合と SIS 的な接合の両方を作るこ
とができ、10 nm×10 nm のループと接合幅 300 nm のジョセフソン接合で構成された SQUID を作
製し 40 K での動作を確認した。
SFQ 回路や HTS ジョセフソンミキサーなどの試作の報告もあった。
他には、電圧標準、鉄系超伝導体の高臨界電流密度化、TiN 薄膜を用いた共振器の報告があった。
Quantum computing のセッションでは、6 件（うち招待講演 4 件）の口頭発表があった。量子コ
ンピュータの現状や将来展望といったレビューもあれば、InOx を用いた Qubit や Charge Quantum
Interference Device（CQUID）といったオリジナリティのある報告があった。日本からは、東大の野
口先生が超伝導 qubit と Surface acoustic waves のハイブリッドシステムの報告を、産総研の川畑氏
が QUIP 構造の紹介、AQUA1.0 の進捗状況、ならびに産総研ではハードウェアに加えて多くの理論
家も様々なアイディアを提案していることを紹介した。また、MDR 株式会社の才田氏が、量子機械
学習のために研究を開始していること、産総研 CRAVITY で試作した回路を 4 K で評価したこと等
を報告した。
Digital circuits のセッションでは、3 件（うち招待講演 1 件）の報告があった。TOBB 大の Aydogan
氏は検出器アレーの読出しのためのエンコーダーとデコーダーを組み合わせた回路を、横浜国立大学
の Ayala 氏は AQFP のマイクロプロセッサと、どちらも産総研の CRAVITY で試作された大きな集
積度の超伝導デジタル回路の動作に成功したことを報告した。また、名古屋大学の田中氏は磁性バリ
アをもつパイ接合を用いた半磁束量子ゲートファミリーの提案と数値シミュレーション結果を報告
した。情報担体が 0/2 であることから、ループインダクタンスを小さくできるため高集積化が可能
なだけでなく、バイアスフリーオペレーションが可能なことや、動作マージンが広いこと、従来にな
い新しいゲートも可能である利点等があり、将来的に大きく期待されるデバイスである。
14 日の Microwaves のセッションでは 4 件の招待講演があった。Wei 氏からは、中国における超
伝導フィルタの携帯電話の基地局応用など実用化の紹介があった。他には、Chung 氏が電気自動車
や高速鉄道との無線電力送電では超伝導送電により従来の銅より 25%の効率改善されたこと、関谷
氏は REBCO 構造で銅の 3 倍という世界最高の Q 値を実現したこと、成瀬氏は天文観測用の THｚ
レンジのフィルター用共振器の報告を行った。
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会議報告：31st International Symposium on Superconductivity (December 12−14, 2018)

「Large Scale System Applications 分野」
東芝エネルギーシステムズ 株式会社 宮﨑 寛史
大規模応用分野では、航空機電動化、回転機、核融合、医療応用および電力応用などについて報告
された。
Plenary lecture で the University of Tokyo の Ohsaki より、”Superconducting Technology for
Future Aircraft Electric Propulsion” と題して、国内外の航空機の電気推進開発状況が報告された。
近年航空旅客機の運行量が世界的に増加しており、電気推進方式を採用することにより大幅な効率向
上および CO2 排出量の削減が期待されている。電気推進式航空旅客機の推進方式には、バッテリーに
よりモータを駆動してファンを回す All Electric 方式、化石燃料エンジンとモータを組み合わせてフ
ァンを回す Hybrid Electric 方式、および、タービンエンジンで発電機を回し、モータ駆動でファン
を回す Turbo Electric 方式の 3 つが検討されている。米国では、NASA, Airbus のグループが航空機
の超電導化の可能性について研究開発を進めている。また、超電導化の期待は、モータだけでなく、
将来的には、発電機や電力ケーブルにも広がっていくということであった。続いて、Kyushu
University の Iwakuma より、”Development of fully-turbo electric propulsion systems for future
aircrafts” と題して、航空機の電気推進用超電導モータの開発状況が報告された。大型旅客機を電気
化するためには、軽量化が大きな課題であり、超電導モータが期待される。重要な技術課題の 1 つと
して AC loss の低減があるが、スクライビング技術と巻線方法の工夫により、AC loss の低減が可能
であるということであった。
Fusion のセッションでは、National Institute for Quantum and Radiological Science and
Technology (QST) の Tobita より、”Conceptual design of Japan’s fusion DEMO reactor JA DEMO
with emphasis on superconducting magnet issues” と題して、核融合実用化に向けて現在建設中の
国際熱核融合炉実験炉 ITER の次のステップと位置づけられている原型炉 DEMO の開発状況が報告
された。DEMO の目標は、大きく３つあり、数十万 kW の安定した発電、実用化に向けた運転・保
守技術開発、および、トリチウム燃料を自給自足する技術開発である。DEMO 用の TF コイルは、
ITER に比べて磁場、エネルギー、応力などが大きくなるということであった。MIT の Minervini よ
り “SPARC: An Accelerated Pathway to Fusion Energy Based on High-Field REBCO
Superconducting Magnets” と題して、REBCO 線材を用いた小型核融合炉に関する開発状況が報告
された。REBCO 線材を用いることで 100 MW 級のエネルギーを生成できるコンパクトな核融合炉
の開発を目指している。民間から$50M の資金を出資してもらい開発を進めており、2030 年ごろの
完成を目指している。サイズは、半径 <2 m、中心磁場 ~12 T、最大磁場 ~21 T、出力 100 MW と
いうことである。
Medical applications のセッションでは、Bruker BioSpin の Wikus より ”Ultra-High Field NMR
Magnet Development at Bruker BioSpin” と題して、HTS を使った 1.2 GHz-NMR マグネットの開
発状況が報告された。NbTi および Nb3Sn を使ったマグネットでは、1 GHz が限界であり、HTS を
使うことで 1 GHz を超える NMR マグネットを実現する。開発中の 1.1 GHz-NMR および 1.2 GHzNMR マグネットは、1 GHz-NMR に比べて、サイズはわずかに大きい程度であり、永久電流モード
で運転し、5 ガウスラインも半径 4.3 m 以内ということであった。また、実際に 1.1 GHz での NMR
スペクトルの取得に成功した結果も報告された。HTS を使用した NMR では、HTS の接続技術、電
磁力などの技術課題があるが、遮蔽電流による磁場均一度への影響が最も重要な課題であるというこ
とであった。Mitsubishi Electric Corporation の Yokoyama より ”Development of HTS high stable
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magnetic field magnet system for MRI” と題して、NEDO プロジェクトとして実施中の REBCO コ
イルを用いた 1/2 サイズアクティブシールド型 3 T-MRI マグネットの開発状況が報告された。220 枚
のシングルパンケーキコイルで構成され、使用線材長は 72 km、蓄積エネルギーは 1.6 MJ となる。
低電界領域での抵抗値でシングルパンケーキコイルの良品率を判断しているが、歩留まりに課題があ
るということであった。また、冷却構成として、冷凍機 2 台で冷却し、通常運転時は 1 台停止して運
転することで消費電力の低減を図るということであった。今年度中にマグネットが完成する予定であ
る。Kyoto University の Amemiya より”Progress of S-Innovation project on cryocooler-cooled HTS
accelerator magnet: beam-guiding and beam-injection tests of an HTS magnet on HIMAC beam
line” と題して、JST S イノベプロジェクトとして実施中の加速器応用に向けた高温超電導マグネッ
トの研究開発状況が報告された。試作した REBCO マグネットを HIMAC 加速器のビームラインに
設置し、ビーム誘導の実証とビーム入射時の安定性についての試験結果が報告された。マグネットは、
スプリット配置されたレーストラックコイルで構成され、ビーム試験の為にビーム窓とビームダクト
を有しており、定格 200 A で中心磁場 2.4 T となる。マグネットを HIMAC ビームラインに設置し、
定格 200 A で励磁した状態で炭素イオンビームの誘導を実証するとともに、高温超電導コイルへビー
ムが入射しても安定に運転できることを実証した。
その他、Electric power applications and cables セッションでは、FCL や超電導ケーブルおよび液
体水素と超電導を利用したハイブリッド貯蔵システムについて報告があった。また、最終日の
Fundamental technology and miscellaneous applications セッションでは、クエンチによる HTS マ
グネットの劣化を防ぐための歪のコントールや無絶縁コイルのクエンチ時に生じるトルクの影響な
どが報告された。

ASCOT ホームページ https://www.tia-nano.jp/ascot/

© AIST 2019 All rights reserved.
-11-

