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「全体概要」
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ISS2019 事務局 山崎 裕文
国際超電導シンポジウムは、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
をカバーしている国際会議である。今回は、国
立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）
が、
（公財）国際超電導産業技術研究センター
（ISTEC）から引き継いでから４回目の会議
であり、2019 年 12 月３日（火）～５日（木）
の３日間、京都市産業館「みやこめっせ」で開
催された。名古屋国際会議場で開催された
ISS2006 以降では、初めての東京・つくば以
外の開催である。
今回の参加者数 436 名は、前回の 449 名から微減であったが、海外からの参加者は 115 名で前回の
103 名より増えており、国内からの参加者が減少した。観光都市京都への海外からの旅行者が増加し
て、ホテル料金の高騰などオーバーツーリズム問題が生じていることが、その原因かもしれない。発
表件数は、招待講演 79 件（前回 85 件）を含めて口頭発表 116 件（前回 123 件）
、ポスター発表 185
件（前回 200 件）の合計 301 件（前回 323 件）と約７％減であったが、海外からの発表件数は 96 件
と前回の 88 件から増えており、参加者数と同様である。発表件数の多い順から、中国 28、米国 18、
韓国 13、ロシア 10、ドイツ 8、フランス 4、ニュージーランド 3、--- であった。中国、米国、韓国、
ドイツはは前回から微増で、ロシアが前回の５から倍増した。オーラル会場で海外からの参加者が活
発にディスカッションを行っている姿が目立ち、国際色豊かなシンポジウムであった。前回同様、
Proceedings は、IOP Publishing 社のオンラインジャーナル Journal of Physics: Conference Series
で刊行する予定である。
初日朝の金山議長（産総研）の開会挨拶に引き続き、H. Suderow 教授（Madrid Autonomous 大
学）による超電導渦糸格子のイメージングに関する基調講演が行われた。多くの研究者の興味を引く
テーマであったためか、多くの聴衆がいて盛況だった。次に、K. M. Amm 博士（Brookhaven 国立
研）による次世代加速器用 Nb3Sn 超電導磁石の開発に関する基調講演が行われ、その後、昨年度か
ら始まった（超電導コミュニティ外の人との連携を促進するための）Outreach セッションで、小泉
氏（ガスレビュー（株）
）が、ヘリウムの需要と供給の現状と将来展望に関する講演を行った。全体セ
ッション終了後、物理・化学（PC）
、線材・バルク（WB）
、電子デバイス（ED）
、大規模応用（AP）
の 4 分野に分かれた口頭発表セッションと１回目のポスターセッションが行われた。多くのオーラル
会場は立ち見が出るほど盛況で、活発な討議が展開された。
会場近くの平安神宮会館で開催されたバンケットでは、まず、5 人の和楽器奏者と 1 名の舞手によ
る舞楽を鑑賞し、その後、NEDO 省エネルギー部の矢島統括主幹から祝辞をいただいた。歓談中に
京都の文化芸能（舞妓による踊り）に触れる機会もあり、京都らしい宴会であった。
２日目午前中は、R. Stolz 博士（Leibniz Institute of Photonic Technology, IPHT）による鉱物探査
用の先進的な SQUID 機器に関する基調講演と、熊倉博士（物材機構）による (Ba, K)Fe2As2 線材・
テープの開発に関する基調講演が行われた。その後、夕方まで、PC, WB, ED, AP の 4 分野の口頭発
表パラレルセッションが行われた。
ASCOT ホームページ https://www.tia-nano.jp/ascot/
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３日目午前中には、まず、C. Senatore 教授（Geneva 大学）による「Nb3Sn 線材テクノロジーの
最先端」と題した基調講演が行われ、次に、P. Fazilleau 博士（CEA Saclay）による脳科学のための
11.7 T 全身 MRI 用超電導磁石の開発に関する基調講演が行われた。引き続いて、Outreach セッシ
ョンで、大久保准教授（首都大学東京）は、地震によるピエゾ磁気効果で発生する微弱磁界を観測す
る高分解能高温超電導 SQUID の開発について報告した。その後、２回目のポスターセッションと 4
分野の口頭発表パラレルセッションが行われた。
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２名、ポスタ
ー発表賞４名の受賞者の表彰が行われた。次に、ISS2019 の岡田事務局長より、今回のシンポジウム
の発表数や参加者数、また、次回の ISS2020 が 11 月 17 日～19 日にニュージーランド Wellington
市で産総研と Victoria 大学 Wellington 校の共催として開催されることが報告された。最後に、
ISS2020 の Co-Chair である同校の N. Long 准教授が、ニュージーランドの魅力を伝えるビデオ
を流して、ISS2020 への積極的な参加を促す挨拶を行った。

Madrid Autonomous 大 Suderow 教授の基調講演

Geneva 大学 Senatore 教授の基調講演

小泉氏（ガスレビュー）の講演（Outreach）

企業展示の状況

ASCOT ホームページ https://www.tia-nano.jp/ascot/
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ポスターセッションの状況

オーラルセッションの状況

初日夜のバンケットでの舞楽

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 伊豫 彰
第 32 回国際超電導シンポジウム (ISS2019) が 2019 年 12 月 3 日(火)〜12 月 5 日(木)の日程で、
京都市勧業館「みやこめっせ」で開催された。ISS2019 の参加登録者数は 402 名（速報値）
、講演件
数は 301 件 (ISS2018 では、それぞれ 441 名と 323 件)であったことが主催者から発表された。講演
件数の内訳は、口頭講演 116 件 (招待 79 件)、ポスター講演 185 件であった。Physics and Chemistry
(PC) 分野における口頭およびポスター講演の件数は、それぞれ 29 件 (招待 18 件)、60 件であり、昨
年度よりそれぞれ 4 件、11 件減少した。口頭およびポスター講演を合わせた講演内容の内訳は、銅酸
化物系 21 件、鉄ニクタイド系 25 件、磁束物理 15 件、その他の新物質関連 28 件であった。以下に、
印象に残った講演についての報告を行う。
ISS2019 は、Suderow 氏による走査型トンネル顕微鏡（STM）を駆使した超伝導体中の磁束の実
空間イメージングの発展と最新技術に関するプレナリー講演で始まった。
STM のスペックは温度 100
mK、分解能 13 μeV に達しており、強力な研究手法であることを改めて認識させられた。
銅酸化物のセッションでは、今田（早稲田大学）が、銅酸化物の角度分解光電子分光（ARPES)の
実験データを機械学習に基づいて解析し、理論的に求められたスペクトル関数を考察することで、超
伝導が暗黒フェルミオンと呼ぶ隠れた粒子と実験で観測できる電子との絡み合いによって引き起こ
されていることを提唱した。また、近藤（東大物性研）は、多層系超伝導体 Ba2Can−1CunO2nF2 (n =
5, 6) の ARPES 実験結果を報告し、
外側と内側の CuO2 面ではドープされるホールの量に差があり、
特に内側の CuO2 面では、理論的に予想されているホールポケットが生じていることを報告した。一
方、橋本 (Stanford University) は、Bi 系高温超伝導体の ARPES スペクトルの温度依存性を幅広い
ホールドープ領域において測定し、ホール量 x = 0.19 を境としてその電子状態が不連続に変化するこ
とを見いだした。その低ホールドープ領域の電子状態に関して、藤田(Brookhaven National
Laboratory）は、走査トンネル顕微鏡の結果から、ネマティック電荷秩序が起きている兆候があるこ
とを報告した。また、新たな銅酸化物高温超伝導体として、Jin（Chinese Academy of Sciences) は、
高圧合成法を用いて Ba2CuO3+δ (Tc = 70 K) の合成に成功したことを報告した。
鉄ニクタイド系では、Büchner (IFW Dresden) が、約 1 mm の LaFeAsO 系の単結晶を用いて、
NMR とひずみ依存輸送測定により、超伝導相図の再検討および磁性とネマティック秩序の研究報告
を行った。LaFeAsO 系の超伝導相図には、反強磁性相と超伝導相の共存は無いと結論した。石田 (産
総研) は、温度の上昇に伴い増強するピン止め機構が有ることや磁場の印加方向に対する顕著な異方
性が有ることなど他の鉄系超伝導体とは異なる臨界電流特性を CaKFe4As4 が有することを示した。
それらの特異性は、CaKFe4As4 特有のインターグロース構造がピニング中心として働いているモデ
ルで説明可能であるとした。
磁束物理では、宇治 (NIMS) が、層状有機超伝導体に於ける Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov
(FFLO) と呼ばれる有限の運動量を持つクーパーペアによる超伝導相の研究を紹介した。有機超伝導
体の層間抵抗の磁場依存性を詳細に調べ、パウリ極限より高い磁場に FFLO に由来する特性を測定
して詳細な超伝導相図を完成させた。
新物質関連では、一ノ倉 (東工大) は、2 層のグラフェンに Ca を規則的にインターカレートした
化合物 (C6CaC6) を作製し、Tc ~ 4 K の超伝導体となること、一方、Li をインターカレートした 2
層のグラフェンでは 0.8 K 以上で超伝導が観測されなかったことを報告した。Iguchi (スタンフォー
ド大) は、キラル超伝導体の候補物質 Sr2RuO4 と URu2Si2 の超伝導特性のレビューおよび SQUID
顕微鏡を使用した時間反転対称性の破れに関する最近の研究を紹介した。後藤 (首都大) は、van der
ASCOT ホームページ https://www.tia-nano.jp/ascot/
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Waals 力で結合した新しい層状化合物超伝導体 NaSn2As2 (Tc = 1.3 K)、Na1-xSn2P2 (Tc = 2.0 K) に
ついて報告するとともに、Na の Sr サイトへの置換 Na1+xSn2-xP2 により Tc が上昇 (~ 2.1 K) するこ
とを示した。Ying (東工大) は、既知の超伝導体 Mo3Al2C と同じ結晶構造を有する新超伝導体 W3Al2C
(Tc = 7.6 K) を高圧下での合成に成功したことを報告した。榊原 (鳥取大) は、最近超伝導が報告さ
れて注目を集めている Ni 酸化物超伝導系に関連して、LaNiO2 の理論計算を行い、銅酸化物系と同
様に d 波の超伝導が得られる可能性を論じた。ただし、バンド幅が狭いために Tc はやや低くなると
の事である。

PC 分野の懇親会での集合写真

ASCOT ホームページ https://www.tia-nano.jp/ascot/
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「Wires and Bulk 分野」
東北大学 淡路 智
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 吉田 良行
今回の ISS において Wires and Bulk 分野では、27 件の基調講演を含む口頭発表と 58 件のポスタ
ー発表があった。全体としては、材料分野では大きなブレークスルーはないが、応用に向けた着実な
進展が見られている印象である。ここでは、その一部を紹介する。
Wires and Bulk 分野に関する基調講演として、物材機構の熊倉浩明氏による Development of
(Ba,K)Fe2As2 tapes and wires in Japan と、Univ. Geneva の Carmine Senatore 氏による Frontiers
of Nb3Sn wire technology の 2 件が行われた。低コストの強磁場用超伝導線材として期待される鉄系
超伝導 (Ba,K)Fe2As2 tapes は主に拡散法と PIT 法で精力的に線材開発が行われているが、熊倉氏は
日本のアクティビティーを中心にその現状と将来展望についてレビューを行った。また、Senatore 氏
は、次世代円形加速器 (FCC) の要求に基づき、世界的に Nb3Sn 線材の高 Jc 化が進んでいることに
加え、その機械特性や磁束ピンニング特性についてまとめた。以下に、一般講演の内容のいくつかを
紹介する。
初日は、Coated conductor に関して 1 件の招待講演を含む 4 件の口頭発表と、Nb3Sn and Iron
based superconducting wires に関して 3 件の招待講演が行われた。Coated conductor に関しては、
ICMAB-CSIC の Teresa Puig 氏が、CSD 法により 100 nm/s という高速成膜について、及び、ナノ
粒子やそれに付随するひずみなどの人工ピンについて解説を行った。成蹊大の三浦氏は、TFD-MOD
法によるナノ粒子導入 REBCO テープにおける、磁場中 Jc 特性に関してナノ粒子が広い温度領域に
渡って Jc の増大のほかに磁束クリープの抑制にも効果があると報告した。名古屋大の伊藤氏は、液相
を用いた VLS-PLD 法による高速成膜により作製することで厚膜 YBCO でも、a 軸配向粒の析出を
抑えるとともに、膜厚に依存して c 軸配向性が向上し、高い Ic 特性が得られると報告した。VUW の
Nick Long 氏は、AMSC 社の REBCO テープに Au や Ag イオンを照射した後アニールすることで、
導入した柱状欠陥を大きく変更せずに酸素オーダーを改善することができると報告した。Nb3Sn に
関する招待講演では Chiara Tarantini 氏が、Nb3Sn における第３元素添加による磁束ピンの導入を
中心に、その現状について述べた。特に、Zr や Hf の導入は結晶粒の微細化により Jc の向上に有効で
あるが、新たな磁束ピンを導入してピン機構を代えて、高磁場に最適化するまでには至っていないと
した。続いて、古河電工の坂本氏と神戸製鋼の川嶋氏は、FCC に関連した Nb3Sn 線材の高 Jc 化の現
状について説明した。特に神戸製鋼では独自の Distributed Sn 法によって、1137 A/mm2 の高い nonCu Jc が得られている。
2 日目は HTS cable conductor の講演が 3 件あり、主に核融合用超伝導磁石における 100 kA クラ
スでの利用を想定したケーブル導体の開発報告で、20–40 kA での通電試験や、曲げ劣化試験の報告
があった。鉄系超伝導線材では、人工ピン（1 % Y2O3）入りの薄膜線材で、Jc =2.6 MA/cm2 @ 9 T が
得られたこと、及び、銅シースを用いて、Sr122 tape で 1.6 x 104 A/cm @ 26 T が得られ、来年には
1 km の長さの長尺線材を目標とするという講演がなされた。Recent progress of commercial HTS
wires からは、6 件の報告があり、SuperOx の線材は限流器や加速器への利用や航空機への応用で大
きく売上げと生産量が伸びており、現在では年間 450 km の生産能力があるとの報告があった。
SuperPower の線材については、基板薄く、線材幅が細い線材の開発が行われており、現状で基盤厚
さ 25 μm、線材幅 1 mm の線材が得られている。Shanghai Superconductor Technology からは、中
国での線材開発の現状や上海ケーブルプロジェクトの紹介があった。フジクラからは、3 T 級の MRI
用マグネット用の人工ピン入り長尺線材の報告で、生産プロセスの向上により 1 km 長の均一な長尺
ASCOT ホームページ https://www.tia-nano.jp/ascot/
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線材を得られることに成功した。日立からは MgB2 線材の開発状況の進捗報告で、React & Wind 法
に よ る 均 一 な 長 尺 線 材 が 可 能 と な り 、 Klystron magnet の 作 製 報 告 で あ っ た 。 最 後 に
Characterization から 6 件の講演があり、Bi2223 線材の微細構造、NbTi-Bi2223 や REBCO 線材の
接続の評価の最新の報告がなされた。
3 日目は、主にバルクに関して２件の招待講演を含む 4 件の口頭発表と Late New として 1 件の口
頭発表が行われた。Cambridge Univ の John Durrell 氏が、2014 年に記録した 17.6 T の世界最高着
磁記録と同等の磁場が、サイズの異なる２種類の Coated conductors を積層した”Hybrid Stack”や、
日本製鉄で開発された薄いバルクの間に SUS を挟み込むバルクで 17.6 T の着磁に成功したことな
ど、バルク着磁磁石に関してレビューを行った。理研の仲村氏は、中心に穴を開けたバルクを積層し
て着磁することで、コンパクト NMR や MRI が可能となることを報告した。Late News では、Los
Alamos National Laboratory の Boris Maiorov 氏が、パルス強磁場を用いた高温超伝導材料の Jc 測
定について報告した。60 ms-65 T のパルス強磁場中での REBCO テープの IV 測定が可能と報告し
た。
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会議報告：32nd International Symposium on Superconductivity (December 3−5, 2019)

「Electronics Devices 分野」
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 日高 睦夫
ED (Electronics Devices) 分野では、Plenary 講演 1 件、18 件の招待講演（海外：9 件、国内：9 件）
を含む 26 件の口頭発表、33 件のポスター発表があった。
Plenary の Stolz 氏は、低温超伝導 SQUID を用いた資源探査、geo-engineering、地中のパイプラ
イン検出などの geo-technical tasks、考古学応用などで世界の注目を集めているドイツ IPHT
(Leibniz Institute of Photonic Technology) 超伝導チームのリーダーである。これらの SQUID 地質
探査での技術課題は、地球磁場環境下で SQUID 特性を維持するための技術と急速に変動する信号に
追随するための技術である。講演では、鉱物探査をはじめとする様々な応用例と成果が紹介された。
Colorado 大/NIST の Rogalla 氏はヨーロッパおよびアメリカの超伝導エレクトロニクス研究を長
年指導されてきた方で、今年 2 月で引退されることになっている。彼が長年携わってきた高温超伝導
ジョセフソン接合（JJ）とそのデジタル応用の可能性についての特別招待講演をしていただいた。高
温超電導体は Nb などの金属超伝導体と比べてコヒーレンス長が短い、結晶構造が複雑などの理由か
ら JJ 作製の難易度が高い。これまで多くの高温超伝導 JJ が研究されてきたが、いまだにスタンダー
ドな JJ は初期からある grain boundary JJ である。高品質の IEJ (Interface Engineering JJ)を作製
できるのは世界でも ISTEC を引き継いだ SUSTERA だけである。近年 He-beam を用いて高品質の
JJ を作製する技術が開発された。しかし、この JJ は厚膜化が困難であるためインダクタンスが大き
くなるという欠点がある。厚膜部分と JJ を作製する薄膜部分が共存するデバイス構造を用いること
で、40–45 K で動作する DA コンバータが提案された。
センシングでは、SLAC 国立加速器研究所の Cho 氏から、ダークマター候補一つである axion を
発見するための SLAC/Stanford 大共同研究チームの活動が紹介された。この共同研究チームでは、
標準的な量子限界以下の感度を有する JJ を基本とした超伝導マイクロ波回路 RQU (Radio
Frequency Quantum Upconverter) の開発を進めている。NASA の Sakai 氏は、2030 年代に打ち上
げが計画されている衛星に搭載するための 100,000 ピクセルからなる TES (Transition Edge Sensor)
検出器の開発状況について述べた。この TES 検出器は、エネルギー分解能 3 eV@0.2–7 keV のメイ
ンアレイ、メインアレイの中央部に置かれるエネルギー分解能 1.5 eV@0.2–7 keV の拡張メインアレ
イ、メインアレイの横に置かれるエネルギー分解能 0.3 eV@0.2–0.75 keV の超高分解能アレイから構
成される。TES の数を減らすためにメインアレイと拡張メインアレイは、吸収帯を 5×5 に配置した
Hydra と呼ばれる構造が用いられている。大阪府大の宍戸氏から、線幅 0.9 m、全長 151 m の超伝
導配線が XY2 方向に配置された中性子検出器の報告がなされた。中性子がこの細線を覆う１０B に入
力されると Li 原子が放出され、Li 原子が当たった場所のカイネティックインダクタンスが変化し電
圧パルスが発生する。この電圧パルスが XY2 方向の細線両側に到達する時間を計測することにより
中性子が当たった場所を細線間隔の空間分解能で検出することができる。この方法により検出された
画像が示された。産総研の藤井氏から SEM に搭載された材料分析用 100 ピクセル STJ
(Superconducting Tunnel Junction) アレイが報告された。STJ は半導体検出器と比較すると 5 倍の
エネルギー分解能を有するが、スループットが小さいという問題点があった。STJ をアレイ化するこ
とでエネルギー分解能を維持したままスループットを増加できることが示された。将来ピクセル数を
4096 に増やすことが計画されている。SUSTERA の塚本氏は、様々な現場で使用するための高温超
伝導 SQUID モジュールについて述べた。別基板に作製された SQUID とインプットコイルは積層さ
れた状態で密封され、応用ごとに用意されたピックアップコイルと簡単に接続できるようになってい
る。一例として、このモジュールは高速道路アスファルトの下にあるスチールデッキのクラック検査
ASCOT ホームページ https://www.tia-nano.jp/ascot/
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に用いられ、毎秒 50 cm のスピードで移動しながら 5 cm 以上のクラックを検出できることが実証さ
れた。
ドイツ Forschungszentrum Jülich の Schüffelgen 氏は、Topological 超伝導体に関する講演を行っ
た。S 波超伝導体と 3 次元 Topological 絶縁体の界面に 2 次元 Topological 超伝導体が存在する。
Topological 超伝導体と通常の超伝導体との違いは、ゼロエネルギーに Majorana 状態と呼ばれるサ
ブギャップ状態が現れることである。この Majorana 状態を量子コンピュータに応用しようとする研
究が進められており、
このためには高品質の超伝導-Topological 絶縁体界面が必要となる。
Topological
絶縁体と超伝導体のネットワークを nm 精度で in-situ 形成する Julich プロセスと呼ばれるプロセス
の開発が進められている。筑波大の門脇氏から、イントリンシック JJ とこれを用いたテラヘルツ光
源の応用についての発表があった。イントリンシック JJ によるテラヘルツ光源は他の材料では実現
できない 2.4 THz までの発光が確認されている。この光源を用いた藻類パラミロンおよびセルロース
やカードランなどの炭水化物に対するテラヘルツ応用が紹介された。NICT (National Institute of
Information and Communications Technology) の 川 上 氏 か ら Hot electron bolometer mixer
(HEBM) に磁性材料を用いることで、これまで問題であった帯域幅を改善できることが示された。
磁性材料 Ni を用いて電極直下の超伝導性を抑制でき、HEBM の帯域幅を 1.9 THz まで改善できる
ことが示された。
デジタルでは、南アフリカ Stellenbosch 大の Fourie 氏から、彼らもメンバーである米国 IARPA
の SuperTools プロジェクトの紹介があった。このプロジェクトでは 2 種類の設計ツールが開発され
ている。一つは、数百万論理回路に向けての論理合成、クロックネットワーク、配置配線ツールであ
る。もう一つは、設計シミュレーション、最適化ツール、検証ツール、製造プロセスも考慮したパラ
メータ抽出ツールなどの物理レベルツールである。講演ではこれらの物理レベルツールの動作が実例
を使って示された。中国 SIMIT (Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology)
の Ren 氏から、中国における超伝導デジタル研究の概要と SIMIT の取り組みが述べられた。中国で
超伝導デジタル回路の研究を行っている機関は、清華大学、ICT (Institute of Computing Technology)、
南京大学、SIMIT である。いずれも米国および日本で研究を行っていた研究者を中心に 3 年ほど前
から開始された。SIMIT は超伝導に特化した 1000 m2 を越えるクリーンルームを有しており、最新
製造装置が導入され、プロセス開発が行われている。設計ツールやセルライブラリの開発も進められ
ており、シフトレジスターなどの回路動作が確認されている。トンネルバリアに磁性体を用いたπシ
フト JJ を取り込んだデジタル回路の発表が、横国大の山梨氏からあった。πシフト JJ を用いること
によってインダクタンスを軽減でき、回路面積を縮小することができる。また、フリップフロップ回
路の構成が簡略化できることも示された。さらにπシフト JJ を用いた回路と通常の JJ だけを用い
た SFQ NDRO 回路を比較することによって、JJ 数が 33 から 15 に減少でき、消費電力が 8.56 mW
から 2.25 mW に削減できることが示された。
量子コンピュータでは、中国 Zhejiang 大の Wang 氏から 20 量子ビット回路の動作が紹介された。
量子ビットには Xmon が使用されており、T1 は 20–50 S、T2 は 1.2–3 S と良好な値が示された。
また、20 量子ビットのシュレディンガー猫状態も確認されており、米国の Google、IBM に匹敵する
結果だと言える。理研の河野氏は、異なる場所に存在する超伝導量子ビット間の巡回マイクロ波光子
を用いた結合技術について講演を行った。この技術は大規模量子コンピュータを実現するための必須
技術となる。巡回マイクロ波光子と超伝導量子ビットとの結合を促進するマイクロ波キャビティが重
要な役割を果たしている。ジョセフソンパラメトリック増幅器を用いた測定の結果、0.91 の平均忠実
度 (fidelity) が得られた。東大の玉手氏は、超伝導量子ビットをスケーラブルに拡張するためのパッ
ケージおよび配線技術について述べた。量子ビット制御および読出しのための同軸線は、量子ビット
が搭載された基板の裏側に接合プローブを用いて電気的に接続される。マイクロ波信号は基板に設け
られた TSV (through Si via) を介して量子ビットに供給される。彼らは 4 量子ビットユニットを結
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合した 16 量子ビットシステムを開発しており、この実装手法が縦方向および 2 次元方向にスケーラ
ブルに拡張可能であることを示そうとしている。
マイクロ波では、Florida 州立大の Brey 氏からマイクロ波フィルタの NMR 応用の話があった。
NMR は分子や分子構造検出の有力な手段として知られているが、質量分析などの方法に比べて感度
が低いという問題点がある。高い Q 値を有する高温超伝導フィルタを NMR に適用することによっ
て、NMR の検出感度が向上された実例が紹介された。中国 Xi'an Jiaotong 大の Liu 氏は、高温超伝
導バンドパスフィルタの進展について報告した。8 次のバンドパスフィルタでは、これまでにない急
峻なバンドエッジと非透過帯域の抑制が実証された。また、4 次および 8 次の差動フィルタでも急峻
なエッジと高い選択性が得られている。これらのフィルタは多バンド通信システムへの適用が期待さ
れている。山形大の齋藤氏から、NMR に向けた高温超伝導ピックアップコイルの報告がなされた。
40–700 MHz における Cu と高温超伝導ピックアップコイル無負荷 Q 値の周波数依存性が調べられ
た。その結果、正方形スパイラルコイルは 100 MHz 以下の低周波で高い Q 値を有し、微細化コイル
として有望であることがわかった。高温超伝導体でスパイラルコイルを作製し、9 K における測定で
共振周波数 38.525 MHz と Q 値 16,000 が実測された。
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会議報告：32nd International Symposium on Superconductivity (December 3−5, 2019)

「Large Scale System Applications 分野」
京都大学 中村 武恒
12 月 3 日午前に、
Kathleen M. Amm 氏 (Brookhaven National Lab, U.S.A.) が
“Superconducting
Magnet Development for Next-Generation Accelerator Capabilities”と題してプレナリー講演を行
った (PL2-INV)。また、Outreach Session として、Yoshiki Koizumi 氏 (K.K. Gas Review, Japan)
が“Status of global supply and demand of helium and outlook for the future”と題して招待講演
を行い、ヘリウムガスの問題について議論された (OR-1-INV)。
12 月 4 日午前のセッション“Electric power and industry 1”では、Satoshi Fukui 氏 (Niigata
University, Japan) が“Development of Test Device for Aluminum Metal Melting by Induction
Heating Using DC HTS Coils”と題して、HTS コイルを用いた誘導加熱技術の開発現状について招
待講演を行った (AP3-4-INV)。誘導加熱に関しては、その後の Shaotao Dai 氏 (Beijing Jiaotong
University, China) からも“Development of the 1 MW Superconducting Induction Heater”と題し
て講演があった (AP3-5)。セッション“Magnets 2”では、Shoichi Yokoyama 氏 (Mitsubishi Electric
Corp., Japan) が“Development of A Half Size 3T REBCO Superconducting Magnet for MRI”と
題して、HTS-MRI の開発現状について招待講演を行った (AP4-2-INV)。Yukikazu Iwasa 氏
(Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, U. S. A.) は“A Quench of an 800-MHz HTS
Insert (H800)”と題して招待講演を行い、H800 のクエンチ事故の詳細が説明され、REBCO マグネ
ット開発の難しさに関して貴重な情報が提供された (AP4-3-INV)。また、IEA Special Session: Panel
discussion (Theme: Why utilities chose HTS solutions in the grid?) が開催された。東京大学・大崎
教授の司会のもとで、Chulhyu Lee 氏 (Korea Electric Power Corp., Republic of Korea)、Daniel P.
Brotzman 氏 (ComEd., U.S.A.)、Jim Maguire 氏 (AMSC, U.S.A.)、Hideo Ishii 氏 (Waseda
University, Japan)、Kazuhiko Hayashi 氏 (Sumitomo Electric Industries, Ltd., Japan) をパネリ
ストとして電力系統と HTS 技術の関係について多角的に議論された。セッション“Rotating
machines 1”では、まず Sangkwon Jeong 氏 (Korea Advanced Institute of Science and Technology
(KAIST), Republic of Korea)が“Efficient cryogenic cooling methods for HTS (High Temperature
Superconductor) applications; from stationary cooler to moving HTS coils”と題して招待講演を行
った (AP6-0-INV)。HTS 回転機のための冷却系について説明され、特に thermal bridge (conduction
cooling, thermosiphon, gas cooling with circulator) の検討が重要であると強調された。最後に、
single-stage in-line cryocooler の試作現状が動画再生も含めて紹介された。Quan Li 氏 (University
of Edinburgh, UK) は“Superconducting Power Generators for Offshore Wind Turbines”と題し
て招待講演を行い、風力発電 10 MW 級 HTS 発電機の検討状況を紹介した (AP6-1-INV)。同氏のグ
ループは、現在産学プロジェクトとしてプロト機試験用の 20 K ファシリティーを開発中である。そ
の他、HTS 線材の実使用条件下の劣化特性を SEM や X-ray diffraction 等の方法によって評価する
研究が紹介された。Markus Bauer 氏 (THEVA Dünnschichttechnik GmbH, Germany) は、
“EcoSwing – Development, test, installation, and commissioning of a 3 MW superconducting
wind power generator”と題して招待講演を行った (AP6-2-INV)。出力 3 MW、回転数 14 rpm の発
電機であり、HTS 界磁 (極数: 40、ギャップ: 13 mm、電圧: 710 V、巻数: 200 ターン/極 (幅 12 mm
の THEVA 社製 HTS 線材を使用)) を −243℃に伝導冷却している。冷却のための GM 冷凍機の冷凍
出力 (30 K) は 80 W (50 Hz)、95 W (60 Hz) であり、冷却時間は 12 日である。セルの外径につい
て、EcoSwing で開発している HTS 機 (4.0 m) は従来機 (5.4 m 、PM 機を想定) に比較して 25%
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の低減に成功しており、将来的な商用機では 40%減を目指すということであった。Minwon Park 氏
(Changwon National University, Republic of Korea) は“Current Status and Future Expectation
of HTS Rotating Machines in Korea”と題して招待講演を行い、韓国における主たる HTS 回転機研
究開発について紹介した (AP6-3-INV)。まず、韓国内の大学でメンバーを構成している KEPCO プ
ロジェクトの現状について説明され、3 年間で 6 M＄のプロジェクトとのことであった。また、10
MW 級発電機の研究状況についても説明され、線間電圧 6.6 kV、電機子電流 918.5 A、重量 124.8
ton、HTS 界磁の発生磁界: 2.8 T (線材使用長 115.64 km、運転温度 30 K、極数 40、短節分布巻) で
あった。同氏は、さらに経済性の計算結果も紹介した。Yasuyuki Shirai 氏 (Kyoto university, Japan)
は “ Development of Hydrogen Supply and Exhaust System for Liquid Hydrogen Cooled
Superconducting Rotating Machine”と題して講演を行った (AP6-4)。既存の発電機も水素ガスによ
って冷却していることから既存発電機と水素の親和性が主張され、少量の液体水素を用いた超伝導発
電機冷却の考え方が説明された。そして、液体水素冷却超伝導回転子の設計結果や、液体水素試験系
について紹介された。
12 月 5 日には、まず Philippe Fazilleau 氏 (CEA Saclay, France) が“ISEULT, a Whole Body
11.7 T MRI magnet”と題して、世界最大の MRI マグネットプロジェクトの現状についてプレナリ
ー講演を行った。
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