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トピックス：ASCOT 参画企業の超電導・極低温への取組み

大陽日酸の超電導・極低温への取り組み
大陽日酸株式会社 開発本部 プロジェクト推進統括部 超電導プロジェクト 平井 寛一
大陽日酸は、酸素、窒素、アルゴンなどの産業ガス、エレクトロニクスに関する材料ガスおよび装
置、プラントエンジニアリング、医療用のガスおよび安定同位体、LP ガスを事業の柱としている。そ
して、これらの製品とサービスを海外へも積極的に展開しており、特に近年では米国、アジア、オセ
アニア地域への取り組みを加速している。
このうちプラントエンジニアリング事業では、当社の産業ガス事業を支える空気分離装置などにお
いて低温技術が幅広く使われており、プロセス設計、蒸留分離、回転機、ガス処理、低温機器製作に
関する多くの実績を有している。このうち空気分離装置の寒冷発生用膨張タービンについては、30 年
近くにわたり自社開発と製品化を行い自社製品に組み込まれている。また、研究分野では、宇宙環境
を模擬するシミュレーションチェンバーやヘリウム液化設備、GM 冷凍機およびパルスチューブ冷凍
機を利用した小型の冷却システムや絶対零度に近い温度を作り出す希釈冷凍機などを扱っている。
2006 年度からは、高温超電導電力機器の実用化進展に伴い、国立研究法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構の「超電導応用基盤技術研究開発 第Ⅱ期」においてネオンガスを冷媒とするターボブ
レイトン冷凍機の開発を開始した。さらに 2008 年度から「イットリウム系超電導電力機器技術開発」
において、ターボブレイトン冷凍機の実用化開発が本格的に開始され、冷凍機の心臓部分である膨張
タービンやターボ圧縮機などの要素技術および冷凍機全体のプロセス技術などの開発が進められ、
2012 年度に試作 2 kW 冷凍機と 2 MVA 級超電導変圧器による冷却試験に成功した。これらの取り組
みがきっかけとなり、近年では国内外で超電導機器向けのターボブレイトン冷凍機の開発が活発に行
われている。
当社では上記の成果をもとに、2013 年 5 月に超電導機器冷却用としては世界初のネオン冷媒タ
ーボ冷凍機「NeoKelvinⓇ-Turbo 2kW」を製品化し、石狩市の石狩超電導・直流送電システム技術
研究組合殿向けをはじめ 5 台の納入実績を有する。また、超電導ケーブルの実用化では更に大容
量の冷凍機の要望が高いことから、冷凍能力 10 kW の冷凍機開発にも取り組み、2016 年 7 月に
「NeoKelvinⓇ-Turbo 10kW」を商品化した（写真 1）
。
超電導電力機器の実用化では、装置の信頼性の確保がとても重要であり、長期運用の実績が不可欠
となる。当社では超電導電力機器の導入に積極的な韓国電力および LS ケーブルと協力し、冷凍機の
フィールド試験に 2013 年より取り組んできた。このうち済州島（韓国）で実施された 1 km 級超電導
ケーブル実証では、当社の試作 10 kW 冷凍機を使用し、実系統送電でのターボブレイトン冷凍機によ
るケーブル冷却に世界で初めて成功し、韓国での超電導ケーブル導入に大きく貢献している。
冷凍機では冷凍効率や経済性の更なる向上が求められており、これらを実現するための研究開発と
商品化に今後も取り組み、超電導電力機器の普及と発展に寄与していきたいと考えている。

2017 年秋号 (Autumn issue)

© AIST 2017 All rights reserved.

-2-

2017 年 11 月 15 日発行

超電導 Web21
（国研）産業技術総合研究所ＴＩＡ推進センター

〒305-8560 茨城県つくば市梅園 1-1-1 中央第１

Tel: 029-862-6122

写真 1 NeoKelvinⓇ-Turbo 10kW 外観
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トピックス：ASCOT 参画企業の超電導・極低温への取組み

小型 2K GM 冷凍機の開発
住友重機械工業株式会社 技術本部 技術研究所

包 乾

１．背景
近年，超伝導電子デバイスの急速な発展に伴い，冷却ソリューションへの要求仕様も非常に多岐に
亘るようになってきている。超伝導電子デバイスの一例として，情報通信研究機構(NICT)で行われて
いる単一光子検出システム SSPD の開発事例が挙げられる 1)。この装置に使用される超伝導電子デバ
イスは，使用環境温度がより低温になるほど測定ノイズも軽減されるため，従来の 4K GM 冷凍機よ
りも低い温度環境を提供できる冷凍機が求められる。またシステム全体を構築する際，コンパクトに
纏める事が重視されるため，必然的に冷凍機にもより小型であることが要求されることになる。
現在，製品として市場に出ている小型の 4K GM 冷凍機に，当社製の RDK-101D がある。膨張機シ
リンダーの全長は 442 mm で，当社の汎用的な 1W タイプの 4K GM 冷凍機 RDK-408D と比べると 6
割程度の体格である。4 K にて 0.1 W の冷凍能力を供給できるが，最低到達温度が 3 K 以上と高く，
前述する超伝導電子デバイス用冷凍機としては適切ではないと考えられる。このような背景を受け，
当社は 2012 年度から，2K 小型冷凍機の開発に着手した。要求される冷凍性能及び小型化に関して，
信頼性を確保したまま満足させるため，実績のある RDK-101D を開発機の原型とし，新型試作機の設
計開発，及び一連の実験検証を行った。
本開発の開発目標を現行 RDK-101D の性能仕様と合わせて Table 1 に記載する。主な技術課題とし
て，膨張機シリンダーの長さを約 7 割以下に短縮すること，及び最低到達温度を 2.2 K 以下にするこ
とが挙げられる。
２．開発内容
冷凍機本体の大幅な小型化を実現するにあたり，1-2 段間連結部の短縮，削減可能な構造部材を排
除することに加え，蓄冷器本体も短くする必要がある。しかし蓄冷器性能は冷凍能力に大きく影響し
ており，単純な短縮化設計では蓄冷器効率が低下し，それに伴い冷凍性能の大幅な低下が予想される。
そこで本開発では，2 種類の新型蓄冷材を導入することにより，従来機種より短い長さでも高い蓄冷
器効率を実現した 2)。Fig. 1 は新型蓄冷材を使用した蓄冷器構造の概略を示している。従来の蓄冷材
ビスマスに代わり亜鉛蓄冷材を使用，また低温側に Gd2O2S (GOS)を追加し三層構造とした。
Table 1 Specinformation of the 4K GM cryocooler RDK-101D and corresponding prototype target
in this research
Item

RDK-101D

Prototype target

First stage cooling capacity at 60 K

3W

1W

Second stage cooling capacity at 4 K

0.1 W

20 mW

No-load second stage temperature

Over 3 K

2.2 K

Total height of cylinder

325 mm

< 230 mm

Temperature oscillation amplitude

> ±30 mK

< ±20 mK
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Fig. 1 Filling pattern inside 2nd stage regenerator after new material introduced

Fig. 2 Heat capacity comparison of Bismuth and Zinc
2 段蓄冷器の高温側に亜鉛球を導入することで，短縮化に伴う蓄冷器効率の低下を抑えた。亜鉛材
を使用した理由は，10~30 K の温度領域における比熱特性にある。Fig. 2 に亜鉛と従来の蓄冷材であ
るビスマスの比熱の温度依存性を示す。実機において、2 段蓄冷器高温側の温度は 30 K 前後であり，
この温度領域においては、亜鉛の比熱はビスマスよりも低くなる。このため，高温側のヘリウムガス
は、ビスマスを充填した場合より温度が高くなり、これに伴い密度も低減する。その結果、高温側の
蓄冷器内部の死容積に滞留するヘリウムガス量が低減され，膨張室での膨張仕事を向上させることが
出来るためであると考えられる。詳細については文献 3)で紹介されている。
また，2 段蓄冷器の低温側に使用している蓄冷材に関しても HoCu2 の一部を新型蓄冷材 Gd2O2S
(GOS)に入れ替えている。GOS は 5 K 以下の温度領域において比熱特性が HoCu2 よりも優れているこ
とは Numazawa らの論文で説明されている 4)。GOS 蓄冷材と HoCu2 の比熱データを比較した結果を
Fig. 3 で示す。

Fig. 3 Heat capacity comparison of GOS and HoCu2
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試作に関しては，短縮化を段階的に行い，都度性能を確認することで，性能面，サイズ面から最適な
設計を模索しながら進められた。最新の試作機の外観を Fig. 4 に示す。シリンダ全長で従来機の RDK101D より 99 mm の短縮化を実現しており，約 225 mm となっている。また，ハウジング部も小型化
が行われており，膨張機全長は 147 mm も短縮化された。次節から示す性能試験結果もこの試作機に
て得られた結果である。
３．試作機性能試験
試作機の性能を確認するため，以下の装置及び試験条件にて試験を行った。冷凍機システムは試作
機シリンダーと従来の空冷圧縮機 CNA-11B の組み合わせで構成されている。CNA-11B は 100 V / 50
Hz 及び 100 V / 60 Hz の商用電源両方にて運転可能であるが，本稿で報告する試験結果はすべて 100
V / 50 Hz にて行った結果である。この条件において，圧縮機の消費電力は 1.1 kW 程度である。
本試験では 1 段ステージに 0 W, 1 W, 2 W の熱負荷を，2 段ステージに 0 W, 20 mW, 40 mW の熱負荷
の合計 9 通りの熱負荷を与え，各段の温度を測定した 5)。Fig. 5 に上記試験にて測定された冷凍性能
ロードマップを示す。無負荷時の到達温度は 51.0 K / 2.09 K(1 段温度/2 段温度)であり，2 段において
従来の RDK-101D では到達できなかった 3 K 以下の冷却温度を実現できることが確認された。また 1
W / 20 mW(1 段負荷/2 段負荷)の負荷条件においても，温度 57.4 K / 2.23 K を実現し，Table 1 に示す本
開発の目標値を達成できていることが確認された。これらの性能試験結果から，今回開発した試作機
は特に最低到達温度の観点から従来の RDK-101D を大きく上回る性能を有し，超伝導電子デバイス等
のアプリケーション冷却用途において冷凍性能とコンパクト性の両立を実現できる冷凍機であるこ
とが確認された。

Fig. 4 The prototype unit compared with RDK-101D expander
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Fig. 5 Load-map graph for current prototype unit
４．まとめ
超伝導電子デバイス冷却用途に適切な小型極低温冷却ソリューションを提供するため， 4K GM 冷
凍機 RDK-101D をベースとし，冷凍機サイズの短縮化，及びより低い温度環境の提供の 2 点を目標と
し，新小型 2K GM 冷凍機の開発を行った。新型蓄冷材の適用とその他の要素技術を用い，冷凍性能
を犠牲にすることなく従来 RDK-101D 膨張機より 147 mm の短縮に成功し，全長 295 mm とすること
ができた。性能試験の結果，無負荷状態で 51.0 K / 2.09 K，1 W / 20 mW の熱負荷においても 57.4 K /
2.23 K を実現し，超伝導電子デバイス装置使用にあたって十分低い温度環境を提供できる事が確認さ
れた。
今後は冷凍機駆動部及びクライオスタットの小型化にも注力し，最終的にはクライオスタットを含
めたコンパクト冷凍システムとして纏め，超伝導電子デバイス冷却用冷凍機として広く使われること
を目指していく予定である。
本研究成果は，独立行政法人情報通信研究機構（NICT）の委託研究（光・量子情報通信用超伝導単
一光子検出システムの小型化技術に関する研究開発）により得られたものである。
参考文献
1) 三木茂人：
「超伝導ナノワイヤによる究極の光子検出技術を確立する」
，KARC FRONT 24 (2013) 11–
13
2) 包 乾, 許 名堯, 土屋 彰広, 李 瑞: “小型 2K GM 冷凍機の開発” 低温工学 50 巻 1 号 (2015)
125–131
3) M. Xu, T. Morie: “Numerical simulation of the second stage regenerator in a 4K GM cryocooler,” Advances in
Cryogenic Engineering, AIP Conference Proceeding 1573 (2014) 1143–1148
4) T. Numazawa, et al.: “A new ceramic magnetic regenerator material for 4K cryocoolers,” Cryocooler 12 (2003)
473–481
5) M. Xu, Q. Bao: “Recent development status of compact 2K GM cryocoolers” The 6th International Conference
on Quantum Cryptography (2017)
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会議報告：13th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS 2017)

「全体概要」
九州大学

柁川 一弘

第 13 回欧州応用超電導会議（13th European Conference on Applied Superconductivity, EUCAS2017）が
2017 年 9 月 17〜21 日の期間、
スイスのジュネーブにある国際会議場
（Centre International de Conférences
Genève, CICG）で開催された（写真参照）
。CICG は国際連合欧州本部から 1 km 弱離れた閑静なビジ
ネス・マンション街の中にある。会議の開催期間中は曇りや小雨がちであり、朝晩の気温も肌寒く、
欧州における長い秋冬の訪れの足音を感じた。EUCAS は欧州の各都市で隔年に開催される国際会議
であり、交互開催の米国応用超電導会議（Applied Superconductivity Conference, ASC）と同様に、応用
超電導の大型（Large-Scale, L）
・材料（Material, M）
・エレクトロニクス（Electronics, E）の 3 分野に関
する最新の研究成果を報告する場となっている。今回の EUCAS2017 の議長を務めたのは、世界最大
の約 27 km の周長をもつ大型ハドロン衝突型加速器（Large Hadron Collider, LHC）を有し、素粒子の
質量の起源に関して理論的に提唱されていたヒッグス粒子の存在を実験的に検出して 2013 年ノーベ
ル物理学賞の贈呈にも貢献した欧州原子核研究機構（Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire,
CERN）の Luca Bottura 氏と Lucio Rossi 氏である。事務局から公表された参加者総数は 1194 名であ
る。参加国数は計 46 カ国であり、上位から日本、スイス、中国、ドイツ、米国、英国、イタリア、韓
国、フランス、ロシアの順である。また、発表件数は、プレナリー講演 4 件、特別セッション「学ん
だ教訓（Learned Lesson）
」4 件、産業セッション 4 件、オーラル講演 168 件（L が約 35%、M が約 45%、
E が約 20%）
、ポスター発表 709 件（L と M が約 40%、E が約 20%）である。論文投稿数は計 381 編
（L が約 55%、M が約 30%、E が約 15%）であり、査読を経た後、2018 年 6 月に IEEE Transactions on
Applied Superconductivity の特別号として出版予定である。最近の大きな国際会議におけるオーラルセ
ッションの多数同時進行が常態化する中で、今回の発表件数が少ないためかどうかは不明だが、オー
ラルセッションは 3 部屋のみで実施され、前記 3
分野がほぼ独立するのみで実施されたのが印象的
であった。また、多数の現地委員や招待講演者ら
は緑色地のネクタイを着用しており、その表面に
は温度・磁場・電流密度に対する相図内に描かれ
た臨界面と Nb3Sn の結晶構造の 2 つがプリントさ
れていた。木曜日の夕刻少し前に CICG からチャ
ーターバスで市内の CERN へ移動し、1 時間程度
の見学の後、CERN 内の一角でバンケットが開催
された。なお、次回の第 14 回会議（EUCAS2019）
は 2019 年 9 月 1〜5 日の期間、英国・スコットラ
ンドのグラスゴーで開催予定である。
EUCAS2017 の会場 CICG の入口付近
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会議報告：13th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS 2017)

「エレクトロニクス分野」
（国研）産業技術総合研究所

大久保 雅隆

エレクトロニクス分野の発表は、IPHT Ronny Stolz の ESAS 賞の受賞講演ではじまった。SQUID に
よる長年の資源探査の成果が高く評価された。SQUID による磁気探査システムは、空中、地上、そし
て海中にて活躍している。今回は、超電導センサと検出器について、いくつかの発表を紹介する。
2 日目の産業分野セッションでは、加速器における超電導の役割（CERN, C. Rubbia）
、ブルカー社
における低温—高温超電導の分析機器、加速器用、核融合への応用 (Bruker, F. Laukien) に続いて、超
電導エレクトロニクスのチャレンジと題した講演があった (Hypres, J. Levy)。今後の投資先として、
超電導センサと検出器が狙い目であるとの予測があった。
3 日目の招待講演のセッションでは、超電導ナノストリップ検出器 (SSPD) を使った単一光子イメ
ージングの講演があった（MIT, C. Berggaren）
。応用先は特定されていないが、空間分解能を必要とす
る場合を想定して、光子の到来位置を、遅延線検出器のようにナノストリップの両端に現れる信号の
立ち上がりの時間差から割り出す方式である。この発表のアブストラクトで興味深いのは、
Superconducting nanowires (or, more precisely, nanostrips)と今年発行された IEC 超電導センサと検出器の
国 際 標 準 （ 通 則 ） に 記 述 さ れ て い る 用 語 が 使 わ れ て い た こ と で あ る
(https://webstore.iec.ch/preview/info_iec61788-22-1%7Bed1.0%7Den.pdf)。IEC 標準では、超電導体の形状
から strip または nanostrip を推奨している。また、ジョセフソン接合の新しい電気用図記号が（従来
のクロスは使用できない）
、IEC 60417 及び 60617 データベースに登録されており、用語と共に広く普
及していくことが望まれる。次の講演は、走査型 SQUID 顕微鏡を使った 50 nm 空間分解能の磁気測
定(Weizmann Inst., E. Zeldov)であり、グラフェンやカーボンナノチューブのナノスケール温度分布の
測定から、単一原子の欠陥による干渉効果など、量子効果が見事に観察されていた。口頭発表のセッ
ションでは、LaSrCuO の SSPD にて（Kitami/NTT, H. Shibata）
、30K の動作温度で 105 個の光子検出に
成功し、まだ誰も成功していない高温超電導体による単一光子検出の実現が望まれる。また、地球の
周辺を漂うデブリの距離測定を行う Laser ranging に MgF2/NbN/Si の構造を有する SSPD が使われてお
り (Nanjing Uni., L. Zhang)、~700 km の距離を< 10 cm で測定可能という、素晴らしい精度であった
4 日目には、ポスターセッションにて、幾つかの分析機器への超電導応用について、MEG、低磁場
NMR、エネルギー分散分光 SEM 発光分光などの発表があり、実用化が期待される。

2017 年秋号 (Autumn issue)

© AIST 2017 All rights reserved.

-9-

2017 年 11 月 15 日発行

超電導 Web21
（国研）産業技術総合研究所ＴＩＡ推進センター

〒305-8560 茨城県つくば市梅園 1-1-1 中央第１

Tel: 029-862-6122

会議報告：13th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS 2017)

「大規模応用分野」
東北大学 宮城大輔

EUCAS2017 において，大規模応用分野に関するセッションは，10 のオーラルセッションと 21
のポスターセッションが行われた。その中で，以下，筆者が特に興味を持ったオーラルセッショ
ンの講演を中心に報告する。
18 日の「FCL/SMEs」セッションでは，世界各国で行われている限流器プロジェクトの紹介や
進捗状況が多数報告された。Siemens AG の T. Arndt らが，アウクスブルクでの MV グリッドに
設置された 2G 高温超電導コイルと空芯リアクトルからなる SFCL システムに関して，スイッチ
ングに要する時間は 37 ミリ秒，再冷却に要する時間が 12 秒以下などの高速動作と優れたコンパ
クト性などの成果を報告した。KIT の A. Kudymow らは，単相 10 kV/600 A の限流器用非線形リ
アクトルに用いられる高温超電導（HTS）遮蔽リングの交流損失をシミュレーションにより定量
的に評価した。80 個積み上げられた HTS 遮蔽リングの交流損失は 80 W 程度で，両端のリング
の交流損失は全体の 30％近い損失となり，両端の 2 個のリングの臨界電流値をその他のリング
より 1.5 倍程度で設計することで 20%程度低減できることが報告され，すでに 52 個のリングが
完成しているとのことであった。また，S-Innovations の M. Moyzykh らは，SuperOX のプロジェ
クトによる 220 kV のモスクワの電力網用の抵抗型の SFCL の冷却システムや 2GHTS 線の仕様
や臨界電流値のバラツキなど，開発の進捗を報告した。CORC 導体に関して，京都大学の N.
Amemiya らが，撚りピッチ 10 mm の CORC 導体の交流損失を垂直磁界による薄膜導体の交流損
失のみを考慮した T 法による三次元電磁界解析を用いて検討し，カレントシェアリングのため
の銅コーティングを有しても，超電導部分の分割による交流損失低減の効果が十分に得られるこ
とを示した。Advanced Conductor Technologies LLC の J. Weiss らが，FCL 用の CORC ケーブルを
開発している。CORC ケーブルと常伝導ケーブルまたはリアクトルと並列にしたハイブリッド
CORC FCL システムを開発し，液体窒素中での Ic の 320%の過電流通電試験で 3 ms 後に最大電
流 2700 A に達し，5 ms 後には 10 V/m 発生し，その電圧を維持したまま 10 ms 後には CORC ケ
ーブルの電流は Ic 以下となる実験結果が報告された。超電導を用いた限流器の実機開発や実証試
験など活発に行われており，世界中で実用化への期待が高い印象を受けた。
19 日午前は，大規模応用分野の招待講演セッションでは 2 件の講演があった。東芝の S.
Takayama らが重粒子線がん治療用の回転ガントリーのための LTS マグネットと HTS マグネット
の製造に関する講演を行い，初期型の LTS マグネットに対して，新しく開発した LTS マグネッ
トによって，機器から照射位置までの距離を 9 m から 3.5 m まで短縮し，重粒子線用回転ガント
リーを従来の約 2/3 まで小型化することが見込まれていることや，次々世代として期待される
HTS マグネットによるガントリーの構造が紹介され，1/3 スケールモデルでの通電試験結果が報
告された。また，MIT の J. V. Minervini らがハドロン治療のための超電導サイクロトロンに関す
る講演を行った。
「Rotating Machines and other Large Size Applications」セッションでは，発電機に
関する講演が 3 件，回転機に関する講演が 2 件，その他が 2 件であった。発電機に関する講演で
は，THEVA の M. Bauer が EcoSwing プロジェクトの進捗を説明し，Institute of Materials Science of
Barcelona の X. Granados らが，既存の一般的な 2 MW の二重給電誘導発電機を改造して 3-4 MW
級の超電導同期発電機を製作するプロジェクトの紹介と高い安定性を確保するための無絶縁超
電導コイル構造やステータ巻線とロータ巻線を別々に冷却する冷却構造に関して講演を行った。
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Technical University of Denmark の A. B. Abrahamsen らが，10 MW のダイレクトトライブ洋上超電
導風力発電機に関する講演を行い，既存の MgB2 ならびに REBCO 導体では従来の発電機に対す
る競争力が無く，今後の課題として MgB2 線（4 ユーロ/m）のコストは 1/4 に，かつ，Je は 4 倍必
要との説明であった。回転機に関しては，効率を検討する上で交流損失が重要となるため，
University of Bath の M. Zhang らが次世代航空機用の電気推進機の実現を目指して，ロータに
NdFeB 磁石とステータに 2G 高温超電導ダブルパンケーキコイルを有する 8 kW の HTS アキシ
ャルギャップ型モータ
（ギャップ磁束 0.4T）
の交流損失について報告した。
川崎重工の T. Yanamoto
らは，設計した船舶用の 3 MW の HTS モータの各部損失の内訳（電機子巻線（銅）のジュール
損と渦電流損で 67.1%，鉄損 10.4%，冷却損失 15.2%）と，冷却損失の内訳を数値解析により示
した。
19 日午後の「Fusion and Medical Applications」セッションでは，7 講演のうち 2 件が医療応用に
関する講演であった。Hyper Tech Research, Inc.の M. Rindfleisch らは，MgB2 による空芯ボア径 60
cm の 1.5 T ならびに 3T の MRI 用マグネット設計に関して講演を行った。1.5 T マグネットと 3.0
T マグネットの各パラメータの設計値は，それぞれ，運転温度は 10 K，運転電流は 251 A と 252.5
A，インダクタンスは，72.2 と 276.1，最大磁界は 2.68 T と 3.79 T，最大フープ応力は 33.3 MPa
と 67.8 MPa，磁場均一度/450 mmDSV は，9.6 ppm と 9.7 ppm で，コイルの電流負荷率は最大で
0.7 であった。三菱電機の S. Yokoyama らは，REBCCO コイルによる 3 T のハーフサイズ（空芯
ボア径 58 cm）MRI 用マグネットの設計に関して講演を行った。コイルの電流密度は 121 A/mm2，
インダクタンスは，145 H，最大磁界は 4.2 T，最大フープ応力は 55 MPa，磁場均一度/250 mmDSV
は 1.7 ppm であった。
20 日午前のプレナリーセッションで，NHMFL の H. Weijers らが NHMFL の 32 T 超電導マグ
ネットに関して講演を行った。15 T の LTS アウターマグネット（Nb3Sn コイル，NbTi コイル）
（250 mm ボア）の詳細と 17 T の HTS インナーマグネット（2 REBCO double pancake coils）
（34
mm ボア）の詳細と，4 K 低磁場下でのクエンチ保護試験等が報告され，非常に大きな温度マー
ジンが，非常にハイパワーなクエンチヒータを必要とするが，クエンチヒータはクエンチ保護に
有効であることを示した。続いての大規模応用分野の招待講演セッションで，Seoul National
University の S. Hahn らが無絶縁コイルの展望と課題に関する講演を行った。NHFML が 2017 年
に無絶縁 REBCO コイルを用いて 45.46 T 励磁に成功したときの運転電流 254.3 A から導体 Je が
1419 A/mm2 や電磁応力が 700 MPa 程度などの測定結果を示した。さらに，無絶縁コイルの高い
安定性を紹介するための，通電中の無絶縁コイルにドリルで穴開けても，ハンマでたたいてもコ
イルがクエンチしないパフォーマンス映像が，非常に印象的であった。
他にもたくさんの有意義な講演があったが，筆者の調査不足で見逃してしまい，ここに十分な
報告が出来なかったことをご容赦願いたい。
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会議報告：13th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS 2017)

「材料分野（BSCCO, 鉄系, MgB2 線材等）
」
物質材料研究機構

熊倉浩明

本稿では、MgB2 線材、鉄系線材、ビスマス系線材などについて、特に私自身が興味を持った発表
について報告する。ただし、本学会におけるこれらの線材のすべての発表をチェックしたわけではな
いことをまずお断りしたい。また、日本からの発表で注目すべき研究がいくつかあったが、それらの
研究は後日低温工学・超電導学会等で発表されると思われるので割愛し、ここでは主に外国からの発
表を紹介したい。
まずは全体の発表件数であるが、MgB2 線材・バルクが 34 件、鉄系が 13 件、ビスマス系が 17 件で
あった。ただし、若干の見落としがあるかもしれない。
MgB2 線材では、Ohio 州立大の M. Sumption らは、
“Effect of Dy2O3 doping on the anisotropy and transport
of MgB2 wires”と題して発表した。彼らは、すでに Dy2O3 の添加効果を IMD 法 MgB2 線材に適用して
高い Jc を発表しているが、今回は PIT 法線材に対して Dy2O3 と炭素を同時添加した結果を報告した。
Dy2O3 とカーボン（2 wt%C 添加に固定）の同時添加で Jc が大きく向上するが、4.0 wt%の Dy2O3 を添
加して 675oC で二時間熱処理した線材では、4.2 K、10 T で 3.66 × 104 A/cm2 の高い Jc が得られたとし
ている。また Tc は Dy2O3 添加でほとんど劣化しないために、20 K などの高い温度でも Jc の大きな上
昇が得られたとしている。さらに Dy2O3 添加で Hc2 は変化しないが Hirr は添加によって増大し、さら
に抵抗－磁界遷移曲線の遷移幅が小さくなることから Hirr の異方性が Dy2O3 添加で小さくなるとして
いる。ただし、Jc の上昇や Hirr のこれらの振舞の原因については現在のところよくわかっていないと
述べた。
ポーランド、高圧物理研の A. Morawski らは、
“Optimization of high isostatic pressure annealing processes
for fabrication of MgB2 and Ba(Fe,Co)2As2 superconducting wires with high critical current density”と題して
発表した。MgB2 線材に対してはコアの充填率を向上させるための高圧処理はこれまでにもいくつか
行われてきたが、彼らは 1.4 GPa までの高圧ガスを用いた熱処理（HIP 処理）の実験を行っている。
HyperTech 社の PIT 法 MgB2 未熱処理線材（径 0.63 mm、無添加線材）に対して 1.1 GPa の HIP 処理を
行い、104 A/cm2 の Jc を、4.2 K、12 T ならびに 20 K、5.5 T で得ており、これらは通常熱処理線材に比
べてはるかに高い値となっている。HIP 処理温度は 570oC で通常熱処理温度よりも低く、HIP 処理で
は低温でも反応が加速されると考えられる。高 Jc 化は MgB2 の充填率の向上の他に、この低温熱処理
によって結晶粒の粗大化が抑制される効果もあると思われる。また彼らは長尺 MgB2 線材に対しても
HIP 処理を行い、HIP 処理は長尺線材には不向きと言う一般的な見方を否定した。
ドイツ、カールスルーエ研の W. Goldacker らは、
“Aging of commercial MgB2 wires in liquid hydrogen”
と題して発表した。将来の液体水素冷却での MgB2 線材を利用した超伝導システムを念頭に置いたも
ので、Columbus Superconductor 社から供給された MgB2 多芯線材に対して、30 bar の圧力で 3 週間ま
での時間液体水素中に浸して線材特性の変化（劣化）を調べている。その結果、3 週間までの浸漬で
は目立った劣化は無いようである。
英国、
Cambridge 大の Glowacki らは、
“Composite superconducting MgB2 wires made by continuous process”
と題して発表した。連続的に長尺 MgB2 線材を作製するシステムの開発である。線材化法は HyperTech
社と類似のもので、断面を U 字形に曲げた金属テープに混合粉末を置き、テープ両端を曲げて付き合
わせ、合わせ目をレーザービームを照射して閉じる。これを機械加工で線材とし、管状炉に通して熱
処理を行う。熱処理は高温で行うことにより短時間で済ませる。以上の各プロセス流れ作業で連続的
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に行うことにより、長尺 MgB2 線材を短時間かつ低コストで作製できるとしている。
中国科学院、電工研の Yanwei Ma らは、“Recent progress in Fe-based superconducting wires and tapes”
と題して彼らが進めている ex situ PIT 法による Sr(Ba)-122 線材の開発について発表した。彼らは最近
100 m 級の鉄系線材を世界で初めて作製しているが、
今回の発表では 115 m 長で平均の Jc が 13 kA/cm2
(4.2 K, 10 T) の Sr-122 線材を作製したと述べた。短尺線材では、ホットプレスにより、4.2 K、10 T で
1.5 × 105 A/cm2、27 T では 5.5 × 104 A/cm2 の新しい記録を達成し、Sr(Ba)-122 は強磁界応用に有望であ
ると述べた。ただし、この 27 T での Jc 値は PIT 法による Bi-2212 ならびに Bi-2223 線材の Jc に比べる
とまだ半分以下の値である。ホットプレスで Jc が上昇するのは超伝導コアの密度と c 軸配度が両方と
もに向上するためであるとしている。また、ホットプレスにより Tc と Jc のバラツキ（分布の幅）が小
さくなる効果もあるとしている。さらに熱的安定性の高い銅シース Sr-122 線材も作製し、3.5 × 104
A/cm2 (4.2K, 10T) の Jc を得ている。さらに 114 芯の Sr-122/Ag/Fe 多芯線材も作製している。
ドイツ、カールスルーエ研の J. Hänisch らは、
“Flux pinning behavior of a BaFe2(As1-xPx)2 thin film on
IBAD-MgO technical substrate”と題して発表した。IBAD 法で形成した MgO テンプレートの上に PLD
法で生成した BaFe2(As1-xPx)2 (P-Ba122) 薄膜ついて、臨界電流特性を詳細に調べている。4.2K、15T で
磁界が面に平行、垂直いずれの場合も 105 A/cm2 の Jc が得られているとしている。低磁界では結晶粒
界が磁束線フローのチャンネリングとなって Jc を制限しているが、粒界はまた磁束線のピン止め点に
なっていると述べた。
Bi 系線材では、Brucker-OST の Y. Huang らは、
“BOST progress on Bi-2212 round wire fabrication for
high field magnet applications”と題して発表した。プリカーサ粉末をこれまでの NEXAN 社ではなく、
新しい別会社から供給してもらうことにより、これまでよりも高い Jc が得られ、かつ Jc 値が安定する
ようになったと述べた。すでに 2 km を超える丸線（径 0.8 mm）の作製に成功しており、1 km 長の線
材は経常的に作製可能としている。
また、
50 bar での高圧での静水圧熱処理 overpressure processing（OP）
を適用して 4.2 K、15 T で 1,000 A 以上の Ic（線材径 1.5 mm）を得ている。
イタリア、CNR-SPIN の Malagoli らは、
“A new chance for Bi-2212 wires to boost their applications in
high magnetic fields”と題して発表した。OP を適用して Bi-2212 線材を作製しているが、50-100 bar の
OP で十分な特性が得られ、4.2 K,15 T で 800 A/mm2 の engineering Jc(JE) が得られたとしている。ただ
し、OP 無しでの高 JE 化が最終的な目標で、目標値は強磁界で 400-600 A/mm2 の JE であると述べた。
このように OP 法はビスマス系線材では最近一般的になりつつあるが、OP 法を用い wind & react 法
を適用してコイルを作製する場合は、OP によって線材径が減少するのでコイルにおいて線材間に隙
間ができるという問題点がある。これについて CERN の M. Matras らは Bi-2212 線材について、コイ
ルに巻く前に低い温度で予備的に OP 処理をすることを提案している（タイトル“Overpressure
densification of Bi-2212 round wires before solenoid coil winding for higher winding pack stability and higher
JW”
）
。この予備 OP は Bi-2212 の部分溶融温度よりも低い温度で行われるために組織や Jc に与える影
響は小さいが、これによって線材径が縮むのでコイル巻き線後の OP 処理での線材の縮径が 0.8%と予
備 OP を適用しない場合の縮径 4%よりも大幅に小さくすることができ、Wind & react 時における線材
縮径の問題を軽減することができるとしている。
住友重機械工業の Y. Ebara らは、
“Experimental investigation of Bi-2223/Ag superconducting tape joints”
のタイトルで発表した。銀シース Bi-2223 テープ（DI-BSCCO Type-H）の超電導接続の研究で、熱処
理済のテープ材に対して両端部の片面のシース材をはがして向き合わせて圧力をかけながら熱処理
をしてループを形成し、超電導電流を誘起させてその発生磁場からループの電流を評価している。テ
ープ材には二回の熱処理が加わるが、これによる Ic の劣化は無いとしている。現状でループの Ic はテ
ープ材の Ic の 1/10 程度であり、今後の改善が必要であろう。
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会議報告：13th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS 2017)

「材料分野（コート線材関連）
」
京都大学

土井 俊哉

材料分野（コート線材関連）では、口頭発表 38 件（基調講演、招待講演を含む）及び、ポスター 発表 102
件があった。今回の特徴としては線材メーカーのみを集めたセッション「Progress in HTS Conductor Industry」
が企画されたことであろう。ここでは紙面の制約より筆者が特に関心を持った発表について報告する。
Invited Oral として、独 Karlsruhe 工科大の B. Holzapfel が各国メーカー10 社の REBCO 線材についての
レビューを行った。各社の特徴、製造方法、Ic 値、単長などをまとめた表を作成し、比較し、特に BRUKER、
deutsche nanoschicht、フジクラ、SuNAM、THEVA については詳しく技術を紹介した。大部分の機器に対して
現状の線材の Ic および Jc は十分なレベルに到達しているとし、更に REBCO 線材に求められる事項として
joints、insulation、AC-loss、Je、homogeneity、electrical stabilization、long piece length に加えて、price に言及
していた。いよいよ機器の実用化を見据え、線材ユーザーが価格を意識するフェーズに入ったという事であ
ろう。
「Progress in HTS Conductor Industry」セッションでは 10 社から REBCO 線材の発表があった。Bruker HTS
社 U. Betz は PLD 成膜時のプルームの流れを使って柱状ピンを導入した ABAD-PLD 線材の開発状況を
報告した。SuperPower 社 D. Hazelton は IBAD-MOCVD 線材について、Zr 添加によるピン力向上、ハステ
ロイ基材テープの薄化による Je 向上、デラミネーション対策に対する取り組みなどの開発状況を報告した。
Fujikura 社 S. Fujita は BMO ドープ IBAD-PLD 線材について、各種の BMO（BaMeO3、Me：Zr、Hf） を検
討した結果、EuBCO+BaHfO3 の組合せを選択し、300 m の線材を作製し、長手方向~2.6%の均質性と全長
にわたる Ic＝1786 A（30 K、2 T）が得られた事を報告した。SuperOx 社 A. Molodyk は IBAD-PLD 線材につ
いて報告した。長尺線材の Ic は 4 mm 幅線材で 80～150 A、Ic の均質性は±10%と、先行メーカーに及ばな
いものの、着実に上位メーカーとの差を縮めている。SuNAM 社 H. Lee は IBAD-RCEDR 線材と All HTS マ
グネットについて報告した。RCE-DR 法は SuNAM 社の特徴的な REBCO 層製造技術で、RE、Ba、Cu をア
モルファス状態で堆積した後、成膜装置内で短時間（＜30 秒）アニールすることで 2 軸配向 REBCO 層を形
成する手法であり、PLD 法や MOCVD 法に比べて高速・大面積成膜が可能な手法であり、プロセスコスト的
に有利であるとみられている。deutsche nanoschicht 社（BASF 関連会社）M. Baecker は配向 Ni-W テープ上
に全ての中間層と REBCO 層を常圧の MOD 法（塗布技術はインクジェットプリント法）で作製した線材の開
発状況について報告した。パイロットラインで製造した 150 m の線材の Ic は 300 A/cm-w、Ic 均質性は＜5％
であり、真空装置を全く使用せずに製造した REBCO 線材が登場した。IBAD 法、PLD 法などの高価な真空
装置を使用する手法に比べて将来的には大きなコストダウンが見込まれる。OXOLUTIA 社 A. Calleja は
SuperOx から供給された IBAD テープ上にインクジェットプリント法で YBCO 層を形成した 10 m 長線材につ
いて報告した。Shanghai Superconductor Technology 社 Y. Li は IBAD-PLD 線材の開発状況について報告し
た。Shanghai Creative Superconductor Technologies 社 C. Cai は IBAD-MOD 線材の開発状況について、500
m 長線材で 400 A/12 mm-w（77 K、自己磁場中）が得られていることを報告した。STI 社 J. U. Huh は IBAD
基材上に Co-evaporation Cyclic Deposition and Reaction (RCE-CDR)法で製造した長尺線材の Ic が 500～
800 A/cm-w（77 K、自己磁場中）であり、4 mm 幅線材の生産能力として 750 km/年であると報告した。フジク
ラ、SuperPower、AMSC などの先駆的メーカーが実用線材への道を切り拓き、現在 10 社程度のメーカーが
RECCO 線材の販売を行うようになるまでに開発が進んだことは感慨深い。
ピンニング技術分野は引き続き Ic、Jc の向上（名古屋大 Y. Yoshida 等）が進み、PLD 法で形成されたナノロ
ッドを含有する REBCO 薄膜（線材）でのピン止め機構はナノロッド形成機構（米 Kansas 大 J. Wu、九工大 K.
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Matsumoto、名古屋大 Y. Ichino 等）、なども明らかにされつつある。また、MOD 法で作製した REBCO 薄膜
（線材）へのピン止め点導入に関する発表件数が欧州勢を中心にかなり増えてきている印象を受けた。最終
的に REBCO 線材の REBCO 層形プロセスとしてどの手法（PLD、MOD、RCE-DR 法等）が生き残るかを意
識した、研究機関毎の戦略の違いによるものであろうか。その他、REBCO 線材の接合技術に関しても住友
電工 T. Nagaishi などから幾つかの重要な講演があったが、紙面の都合上、割愛させていただきます。
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事務局から

第 30 回記念 ISS2017 のプログラムが公開されています
つくば応用超電導コンステレーションズ（Applied Superconductivity Constellations of Tsukuba
(ASCOT) ） は 、 昨 年 ６ 月 に 解 散 し た 国 際 超 電 導 産 業 技 術 研 究 セ ン タ ー （ International
Superconductivity Technology Center (ISTEC)）から、
「超電導 Web21」の発行とともに、国際超電
導シンポジウム International Symposium on Superconductivity (ISS) の開催を引き継いでおりま
す（http://iss2017.tokyo/）
。
第 30 回目に当たる今年は、12 月 13～15 日に霞が関駅そばのイイノホール＆カンファレンスセン
ターで開催され、物理・化学、線材・バルク、電子デバイス、大規模システム応用の各分野における
第一線の研究者による招待講演・一般講演など、330 件以上の口頭発表・ポスター発表が予定されて
います。特に、30 回記念として、国内外の著名な先生方に、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きます。
また、ISS の今後の開催に関してパネルディスカッションを行って、
将来のあるべき姿を議論します。招待講演者 45 名を含めて海外から 100 名以上の研究者が発表する
とともに、海外の超電導関連企業（含日本支社）７社を含む 10 機関が展示会で出展して、例年より
も国際色豊かなシンポジウムとなります。既にプログラムが確定し、以下のページに公開されており
ます。
http://iss2017.tokyo/program.html
参加の事前登録は 11 月 18 日（土）に締め切りますが、当日参加も受け付けております。参加費等
の条件はホームページに記載されていますので、皆様の積極的な参加をお待ちしております。
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