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掲載内容：
会議報告：29th International Symposium on Superconductivity
(ISS2016, December 13−15, 2016)
内容：
○ 全体概要
○ Physics and Chemistry 分野
○ Wires and Bulk 分野
○ Electronic Devices 分野
○ Large Scale System Applications 分野

沖 健志朗
為ヶ井 強
飯島 康裕、吉田 良行
日高 睦夫
和久田 毅

会議報告：3rd International Workshop on Superconducting Sensors and Detectors
(IWSSD 2016, November 14−17, 2016)
大久保 雅隆

報告：IEC/TC90 国際会議 (September 12−14, 2016)
内容：
○全体スケジュールと IEC/TC90 plenary 会議（３日目）
○WG2+WG3+WG7（１日目）
○ミニワークショップ（２日目）

藤上 純
山田 雄一
山崎 裕文

報告：第 25 回国際超電導産業サミット(ISIS-25, November 1−3, 2016) 竹村 文男

事務局から
○ISS2017 は今年の 12 月 13～15 日にイイノホール（東京）で開催されます
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会議報告：29th International Symposium on Superconductivity (December 13−15, 2016)

「全体概要」
国立研究開発法人産業技術総合研究所 ISS2016 事務局 沖 健志朗
国立研究開発法人産業技術総合研究所は、
平成 28 年 12 月 13 日（火）～15 日（木）の
3 日間、東京国際フォーラム（東京都千代田
区）にて第 29 回国際超電導シンポジウム
(ISS2016)を開催した。今回は、主催が国際超
電導産業技術研究センター（ISTEC）から産
総研に移管されて初めてのシンポジウムの
開催となった。
ISS は、国内外の超電導に関する研究や技
術開発の成果発表と国際交流を通して、超電
導産業技術の開発と実用化の促進、一般社会
への普及・啓蒙を図ることを目的に毎年開催
しており、今年で 29 回目を迎えた。今回は、海外参加 75 名（前回 105 名）を含めて参加者数は 427
名（前回 454 名）
、参加国数は 15 ケ国（前回 15 ケ国）とほぼ昨年と同規模となったが、海外参加者
がかなり減少したことから、次回は海外招待者を増加させる対応を図っていきたい。
一方、発表数は招待講演者 44 名（前回 50 名）を含め口頭講演 111 件（前回 129 件）
、ポスター講
演 210 件（前回 160 件）の合計 321 件（前回 289 件）となり、合計数は前回から約 1 割増加した。
講演の論文は査読を経た後、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。
初日は、オープニングセレモニーとして、経済産業省保坂伸大臣官房審議官と NEDO 渡邊重信省
エネルギー部長のご挨拶をいただき、金山敏彦 ISS2016 実行委員会委員長の特別講演が行われた。
引き続き、バルセロナ材料科学研究所の Xavier Obradors 教授による “Progress in the Development
of Nanostructured Coated Conductors in Europe” と題した講演から始まり、大阪大学基礎工学研究
科附属極限科学センターの清水克哉教授による “High Pressure Superconductivity in Sulfur
Hydride” など 6 件の基調講演が行われた。その後、ガラス棟会議室において、1 回目のポスターセ
ッションが盛況に行われた。
2 日目、3 日目は、物理/化学、線材/バルク、電子デバイスおよびシステム応用の 4 分野に分かれて、
口頭発表ならびに 2 回目のポスターセッションが行われた。それぞれの分野とも、関係する発表の後、
熱心な討議が行われていた。
3 日目午後のクロージングでは、ISS2016 実行委員会の岡田事務局長より、今回のシンポジウムの
概括報告と来年の ISS2017 が 12 月 13 日～15 日にイイノホール（東京都千代田区）で開催されるこ
とが紹介された。
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経産省保坂大臣官房審議官のご挨拶

NEDO 渡邊省エネルギー部長のご挨拶

金山 ISS2016 実行委員長の特別講演

バルセロナ材科科学研 Obradors 教授の基調講演

阪大極限科学センター清水教授の基調講演

ポスターセッション状況

オーラルセッション状況
2017 年１月号 (Winter Issue)

© AIST 2017 All rights reserved.

-3-

2017 年 1 月 26 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：29th International Symposium on Superconductivity (December 13−15, 2016)

「Physics and Chemistry 分野」
東京大学大学院工学系研究科 為ヶ井 強
会議の運営が産総研（AIST）に移行して第１回目の ISS2016 においては、これまで Physics and
Chemistry/Vortex Physics と称してきた分野を、Physics and Chemistry という名称に統一してい
る。しかし、内容を見ると、これまでと同様に超伝導体の物理、化学に加え、磁束物理を含む臨界電
流関係の内容も含んだ分野となっている。
今回も多数の発表があり、口頭発表、ポスター併せて 80 件強の発表があった。初日の Plenary
Lecture セッションでは、硫化水素における高温超伝導の確認と超伝導相の構造に関する最新の結果
を Shimizu（阪大）が紹介した。ドライアイスの温度（194 K）を超える高温超伝導が、ますます確実
なものとなってきたと言えよう。
２日目、３日目には、全体で 35 件の口頭発表があった。招待講演 25 分、一般講演 15 分と短めの
講演時間ではあるが、内容の濃い講演が多数あった。もちろん、ポスター発表にも優れたものが多数
あったが、紙面の都合上、口頭発表のみを紹介する。
2 日目は鉄系超伝導体に関する発表から始まった。Iyo（AIST）は、122 系から派生した AeAFe4As4(Ae
= Ca, Sr, Eu, A = K, Rb, Cs)の発見と、その超伝導特性を紹介した。Ogino（AIST）は、As 鎖とい
うユニークな構造を内包する 112 系において、Ca のサイトに Eu と La を入れることにより、超伝導
が発現することを報告した。Nohara（岡大）は、Sr1-xBaxNi2P2 において、P-P 結合の有無による構構造
転移が超伝導特性に与える影響を調べた。Ishii（物性研）は、BaTi(Sb1-xBix)2O において Bi 置換量に
より Tc が２ドーム構造を持つことを報告した。Sato（東北大）は、TiSe2 と MoSe2 に Li と有機分子を
同時に挿入することにより、超伝導が発現することを発見した。Ohgushi（東北大）は、Fe-S が梯子
構造を持つ BaFe2S3 に 10 GPa 以上の高圧を印加することにより、超伝導化（Tc〜24 K）することに成
功した。この発見を受け、Arita（RIKEN）は第一原理計算により BaFe2S3 の電子構造を調べ、フェルミ
面付近の状態が 3dxz と 3dx2-y2 で表されること、また、電子相関が 1111 系より強いことを見出した。
Tanaka（NIMS）は、相分離が起きていることが知られている KxFe2-ySe2 の構造の詳細を、微視的な組成
分析により明らかにした。Hosoi は、FeSe1-xSx において斜方晶が消える x〜0.17 付近が、ネマティッ
ク感受率が発散する量子臨界点となっていることを見出し、超伝導特性との関係を議論した。Urata
（名大）は、NdFeAs(O,F)薄膜を様々な基板上に MBE 法により作製し、その物性を評価した。Nakayama
（東北大）は、バルクで 10 K 足らずの Tc しか持たない FeSe が単層化することにより 50 K 以上に Tc
が上昇する原因を、高分解能角度分解光電子分光測定から詳細に議論した。Shiogai（東北大）は、薄
片化した FeSe を電気化学的にエッチングすることにより薄くし、電場を印加することによっても高
温超伝導が発現することを見出した。また、Ueno（東大）は、FeSe1-xTex 薄膜を用いて電気２重層トラ
ンジスターを形成し、高温超伝導を発現させることに成功した。Kittaka（物性研）は、重い電子系に
おける超伝導研究のきっかけとなった CeCu2Si2 における詳細な比熱の測定から、この系にはこれまで
言われていたようなギャップノードが存在しないことを示した。Takenaka（東大）も CeCu2Si2 におけ
る磁場侵入長の精密測定と、その電子線照射による効果から、フルギャップであると結論付けた。Kwok
（アルゴンヌ国立研究所）は、パーマロイに電子線リソグラフィーにより微細加工を施しスピンアイ
ス構造を作製し、その上に蒸着したアモルファス MoGe 中の磁束量子の制御に成功した。Tamegai（東
大）は、BaFe2(As,P)2 における磁束のピン止めとダイナミクスを、電子線により欠陥導入した試料と
未照射試料を比較することにより詳細に議論した。Fujita（阪府大）は、微小な d 波超伝導体を s 波
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超伝導体で囲んだ素子における、双晶境界の影響を詳細に検討した。Mele（室蘭工大）は、Nd、Eu、
Gd を混ぜた NEG-123 ターゲットを用いて PLD 法により薄膜を作製し、その特性を報告した。Crisan
（ルーマニア国立研究所）
は、Ag によるシーディングや多層膜化を組み合わせた YBCO 薄膜における、
点状・線状ピン止中心の効果を広範囲に調べた。Ooi（NIMS）は、Bi2Sr2CaCu2O8+y 単結晶を FIB 加工に
より微細化し、その中における少数の磁束量子が引き起こす融解転移を、様々な形状の試料について
詳細に調べた。Kita（北大）は、磁場印加下における超伝導電流に対するローレンツ力を定式化し、
磁束量子コアのチャージングについて議論を行った。Dobroka（東工大）は、様々な条件により初期状
態を準備した磁束系が、過渡応答において示すメモリー効果を、詳細に研究した。Kitano（青学大）
は、Bi2Sr2CaCu2Oy からなる微小 SIS 接合における高次のスイッチング特性に対するマイクロ波照射効
果を調べた。Adachi（名大）は、縦磁場配置における磁束量子系のダイナミクスを時間依存 G-L 方程
式のシミュレーションにより扱った。
３日目は、Fukumura（東北大）による Bi2-が正方格子を組む Y2O2Bi における超伝導（Tc〜2 K）の発
見の報告から始まった。過剰酸素の導入が超伝導発現に重要とのことである。Saito（東大）は、２次
元超伝導体における量子グリフィス相の存在を報告に加え、MoS2 薄片にイオン液体を用いて強電場印
加することにより、面平行な Hc2 が常磁性リミットを越えること、及び、非相反超伝導電流の観測を
報告した。Ichioka（岡大）は、電場誘起超伝導体における面平行磁場下での対破壊効果に対する考察
を行った。Jinno（首都大）は、BiS2 系における超伝導に対する化学圧力の効果を Eu0.5La0.5FBiS2-xSex
を用いて調べた。Putzke（ブリストル大）は、YBa2Cu4O8 の高圧下での量子振動を詳細に測定し、この
系における準粒子の質量が、YBa2Cu3O7 と異なり、Tc 増大に伴い減少することを見出した。Kusafuka（名
大）は、ナノロッドの直径が大きい Ba2SmNbO6 と小さい BaHfO3 を同時に導入した SmBCO を薄膜の特性
を調べ、Jc-B 特性に２種類のプラトーが生じることを確認した。Ishida（東大）は、Bi2212 における
ネマッチック揺らぎを詳細に調べるために、Pb 置換した単結晶における電気抵抗の応力依存性を詳
細に調べた。Goryo（埼玉大）は、六方晶の SrPtAs で生じる可能性があるトポロジカルに保護された
カイラル d 波状態に関し、詳細な理論的検討を行った。Hoshino（RIKEN）は、A3C60 において、有効フ
ント結合が負になることにより、軌道依存のモット転移が生じることを示した。
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会議報告：29th International Symposium on Superconductivity (December 13−15, 2016)

「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
本分野のセッションでは、口頭発表 24 件（うち基調講演を含めた招待講演 14 件）及び、ポスター
発表 59 件があった。
基調講演では ICMAB/CSIC の Obradors により欧州で 9 カ国 21 機関が参加するコンソーシアム：
EUROTAPE の動向が紹介された。新たな試みでは、ABAD (Alternating Beam Assisted Deposition)
法中間層と溶液塗布法を組み合わせた開発例として、インクジェット印刷による超電導層の Ic が 240
Ａ/cm (77 K, 0 T) に達したことが紹介された。また先駆的人工ピン開発として、2 層ペロブスカイト
材料やナノ粒子分散技術の動向等が紹介された。また、産総研の岡田により日本の国家プロジェクト
を主体とした超電導技術開発の進展と新しいコンソーシアム：ASCOT 設立についての報告があった。
HTS 線材セッションでは、米国 Houston 大の V. Selvamanickam から、線材表面温度を精密に制御
した新しい MOCVD 法により、高い磁場中特性を有する REBCO 線材を得たとの報告があった。人工ピンと
して Zr を 15%添加しており、Ic は 8,705 A / 12 mm (@30 K, 3 T, B // c, 超電導層膜厚 4.2 m) という非常
に高い値であった。また、米国ＤＯＥより新たな産業機器向け超電導線材開発助成プログラムが発足すること
が決まり、米国の 3 グループ（Houston 大/SuperPower 社、ＡＭＳＣ社、ＳＴＩ 社）にそれぞれ 4.5 Ｍ＄/3 年
の予算がつくとの紹介があった。NY 州立大の A. Goyal は、2 層ペロブスカイトを含む各種のロッド状第二相
による人工ピンについて、微視的観察による格子歪の評価結果を紹介し、低温領域の磁束ピン力との相関を
示唆した。九工大の松本からは REBCO 線材の人工ピン開発について、ポテンシャルが極めて大きい
こと、多くの可能性が未着手であり大きなチャンスが広がっていることが紹介された。
九州大の木須及び、井上からは、長尺 REBCO 線材における磁場中を含む長手方向 Ic 分布の統計的挙
動解析についてのこれまでの進展、及び、77 K, 磁場中 Ic と低温磁場中 Ic との相関性について紹介された。
今後高い均一性が期待される人工ピン導入線材、及びスクライブ構造等を有する REBCO 線材開発のため
の有用な評価ツールとなる事が期待される。また、REBCO 線材の 2 次元的特性分布評価技術として、九
州大の東川からは Reel to Reel SHPM (Scanning Hall-Probe Microscopy) を用いた超電導層をスク
ライブした線材の各フィラメント Ic の長手分布や、Roebel ケーブル用線材素線の Ic 分布の測定結果
等が紹介された。
次に線材メーカーとしてフジクラの飯島より、ＩＢＡＤ中間層上において、ホットウォール PLD 法による 300
m 長の EuBCO-BHO 人工ピン線材の作製が報告された。得られた Ic は 1,755 A / 10 mm (@30 K, 2 T, B
// c, 超電導層膜厚 2.6 m)であり、成膜レートは 20 nm/sec 以上という高速レートであった。長手方向の Ic 均
一性は 2.6% (Standard Ic deviation / Average Ic )であった。SuperOx Japan の Lee は、最近の SuperOx
の成果と今後の開発予定について報告し、12 mm 幅換算でピン無し線材を 200–300 km/year 生産するとい
う中期目標を発表し、事業展開の拡大が印象に残った。一方、唯一の Bi2223 系メーカーとして、住友電工
の山崎は、高強度 Ni 合金をラミネートした DI-BSCCO 線材 (Type HT-NX)について最近の進展を報告し
た。単長 600 m の線材サンプルが作製されると共に、低接続抵抗、高機械特性を有する Type HT-NX 同士
の新しい接合構造についての報告もあった。
また、産総研の和泉より、日本における PLD 法および MOD 法による人工ピン入り REBCO 線材
の開発状況が報告された。MOD 法においては、九州大の寺西より MOD における BHO 粒径をコン
トロールする報告があったほか、昭和電線の木村からは MOD による人工ピン入り REBCO 線材の
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開発状況の報告があった。人工ピンとして従来の BaZrO3 に代えて BaHfO3 を導入することで従来特
性の 2 倍近い Jc (@77 K, self-field) = 4 MA/cm2 の特性を得たとの事であるが、PLD で大きく改善し
た膜厚依存性については課題となっている。以上、銅酸化物系線材については、Bi2223 系に続いて
REBCO 系の量産体制が着実に進むと共に、人工ピンや多芯化等の線材高性能化技術が、評価技術と
相まって世界的規模で進展している様子が理解された。
一方、MgB2 系及び鉄系超電導線材の開発状況については、NIMS の熊倉より総合的な報告があっ
た。MgB2 については内部 Mg 拡散法により Jc (@20 K, 4 T) = 1,500 A/mm2 という高い値が得られて
おり、100 m 級の線材を試作中との事である。鉄系については Ag-Sn 合金のダブルシース PIT 法で
Jc が向上しており、Jc (@4.2 K, 10 T) = 1,000 A/mm2 という値が得られている。鉄系については、中
国の Zhang 等からも LATE NEWS として 100 m 級の線材の作成について紹介された。
また、バルク超電導に関しては、Cambridge 大の Durrell らによる RE123 バルク試料での世界最
高捕捉磁場 (17.6 T@26 K) の報告とともに青山学院大の下山による日本における RE123 バルク試
料の現状と展望の報告があった。また、韓国からは、Y123 バルク試料の作製方法に関する報告があ
った。MgB2 バルク試料の報告については、岩手大の内藤による 16.2 K での 2.4 T の捕捉磁場の報告
など MgB2 においても多くの報告がなされ、低コストなバルク応用の可能性として関心が高まってい
る様子が伺われた。
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会議報告：29th International Symposium on Superconductivity (December 13−15, 2016)

「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 日高 睦夫
Electronics （ED)では 19 件の口頭発表と 29 件のポスター発表が行われた。内訳は作製プロセス
9 件、マイクロ波 4 件、SQUID9 件、検出器 13 件、デジタル 11 件、量子ビット 2 件であった。
Plenary で NIMS の原から、
走査透過電子顕微鏡（STEM）に搭載された超電導遷移端検出器
（TES）
による X 線材料分析応用の話があった。耐熱鋼には強度などの特性を向上するために 13 種類の元素
が様々な手法で添加されており、耐熱鋼構造のどの位置に各添加物が存在することで特性向上が得ら
れているかを知ることが望まれている。しかし、既存の半導体検出器ではエネルギー分解能が最高で
も 130 eV と十分でなく元素の種類を確定できないという問題点があった。
STEM に搭載された TESX 線材料分析システムは、7.8 eV のエネルギー分解能で 13 種類の元素を全て分けて検出することが
できる。この装置に使用した 0.1 K 冷凍機は、希釈冷凍機と GM 冷凍機を組み合わせたもので、50
K の安定性を保って半年間動作できることが確かめられた。一方、TES のカウントレートは 300
CPS と半導体検出器の 20 kCPS と比べてはるかに小さく、測定に時間がかかるという問題点があっ
た。NIMS は JAXA、九大、日立ハイテクサイエンス、日立ハイテク、大陽日酸、産総研と共同で
STEM に搭載可能な 64 ピクセル TES システムを開発しており、来年度から NIMS においてユーザ
ーに公開される予定とのことであった。
理研の猪股らから、量子通信や量子情報処理において不可欠のツールとなる共振器を用いた光子数
検出器の報告があった。量子ビットに関連する光子はマイクロ波帯の小さなエネルギーが特徴である。
タイプと呼ばれる三準位を利用することで、量子効率 0.66±0.06、ダークカウント確率 0.014±0.001、
リセット時間 400 ns の良好な光子検出が実証された。この光子検出器は他のマイクロ波量子光学
コンポーネントと容易に組み合わせることができるため、量子情報処理における基本要素となること
が期待できる。理研の Lin らは量子ビットの読出しに用いる磁束駆動のジョセフソンパラメトリック
アンプ（JPA）について述べた。彼らの JPA は S/N 比を向上しており、量子ビットのシングルショ
ット読出しにも成功している。またこの JPA は位相同期発振器としても動作し、高速、高忠実度、非
破壊読み出しが実証されている。
Chalmers 工科大の Olsson らは Al/AlOx/Al ジョセフソン接合（JJ）トンネルバリアを STEM で
観測し、その画像強度プロファイルから AlOx 膜厚の分布を測定した。その結果、約 2 nm のトンネ
ルバリア膜厚において±10%ほどの不均一があることがわかった。JJ の臨界電流密度はトンネルバ
リア膜厚に対して指数関数的に変化するため、電流の 90%は JJ 面積の 10%以下の領域で流れている
という驚くべき結果が報告された。酸化ガス圧と酸化時間を 3 点ずつ変えた実験結果からは、酸化時
間が長いほどトンネルバリア膜厚均一性が向上する傾向が得られている。Olsson 研究室の Zeng らか
ら Al-SiO2 界面の STEM 観察結果が報告された。超電導量子ビットデコヒーレンスの主要因は JJ 周
辺の絶縁体にあることがわかってきている。特に JJ と基板との界面の影響が大きいと言われている。
基板表面の SiO2 と Al との界面が調べられ、界面付近 5 nm の領域に Al、Si と酸素の混合物形成が
観察され、欠陥準位の存在が示された。また、Al とフッ酸処理された Si 基板の界面にも Al、Si と酸
素の混合物の存在が示唆される結果が紹介されたが、こちらの方は慎重な再試験が必要であると思わ
れる。国立天文台の Kroug らは Nb/Al-AlOx/Nb 接合のトンネルバリア AlOx 上に膜厚が下部 Al の
半分程度の Al キャップレーヤーを成膜することで、10 kA/cm2 以上の高臨界電流密度を有する JJ の
リーク特性が劇的に改善できることを示した。このキャップレーヤーがない場合は上部電極 Nb 成膜

2017 年１月号 (Winter Issue)

© AIST 2017 All rights reserved.

-8-

2017 年 1 月 26 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

時に Nb が AlOx 中の酸素と反応し、実効的なトンネルバリア膜厚が低下するためリーク電流が増加
するとの説明がなされた。キャップレーヤーを設けた臨界電流密度 25 kA/cm2、RSG/RN = 20 の JJ を
用いて 400–500 GHz 電波天文用受信器のテストが成功裏に行われた。産総研の永沢らから SiO2 成
膜方法改善による超電導デジタル回路プロセス歩留まりの大幅向上が報告された。最近産総研では
SiO2 膜成膜方法がバイアススパッタ法から PECVD 法に変更された。
この変更前後に作製された Nb9
層プロセスを用いた SFQ シフトレジスタ回路のイールドから SiO2 膜成膜方法変更が歩留まりに及
ぼす効果が検証された。その結果、従来 13,000JJ に 1 個の割合であった欠陥率が 100,000JJ に 1 個
の割合に大きく向上した。これは、PECVD 法により SiO2 膜中のパーティクル数が大きく減少した
ためだと考えられる。
横国大の Ayala らから断熱型量子磁束パラメトロン（AQFP）回路の大規模化に向けた設計スキー
ム開発が報告された。最適化されかつ他セルとの接続性が保証された 4 個の基本セルからなる最小の
セルライブラリが構築された。これらのセルにハードウエア記述言語 Verilog HDL を用いてタイミ
ング情報が付加された。また自動配線ツールも開発されている。名大の田中らは世界で初めて完全動
作に成功したメモリ内臓 SFQ プロセッサについて述べた。この回路では、必要とされる動作速度に
応じて動作電圧が選択され低消費電力化を図る工夫が行われている。メモリはシフトレジスタ型
RAM が用いられており、命令及びデータが記憶される。この回路はビットシリアルであるが、より
高性能が期待できるビットスライスやビットパラレル形式も開発されており、
4 ビットスライス ALU
の 50 GHz 動作および 8 ビットパラレル ALU の 50 GHz 動作に成功している。電通大の水柿らはフ
ラックス増倍回路（DFQAｓ）において入力パルス間隔変動により、DFQAｓ回路の動作が高入力電
圧側で劣化することをシミュレーションと実験両方から見出した。
豊橋技科大の田中は食品検査システム用に開発している極低磁場（ULF）MRI の報告を行った。
ULF-MRI は通常の MRI と比較して小型、低コスト、磁場均一性への要求が緩やかという利点があ
るが、信号が極端に小さいため SQUID による信号検出が不可欠になる。豊橋技科大では高温超電導
SQUID を核にした ULF-MRI システムを開発している。このシステムでは、試料は永久磁石で偏極
された後 Cu 製のピックアップコイルが設けられた測定エリアまで搬送される。2D 高速フーリエ変
換を用いた信号処理により比較的鮮明な水の画像が観察された。SUSTERA の波頭らから高温超電導
SQUID を用いた CO2 探査システムの報告があった。石油に CO2 を混ぜることによって、油田におけ
る石油の収量が大幅に増加することが知られており、油田において CO2 が石油に浸透する様子を観
察することが重要となってきている。SQUID の高感度特性はこの CO2 モニタリングに極めて有効で
あると期待されている。一方、この応用では SQUID は水深 7000m に相当する 70 MPa の圧力、200
C の高温環境で動作する必要がある。また、SQUID は地下 3000 m に設置されるため、そこへの信
号伝達、蒸発した窒素ガスの回収が必要となる。SUSTERA ではこれらの課題を解決できるシステム
を開発し、地下 300 m に SQUID システムを設置した実験において、800 m 離れた場所で発生した
信号を検出することに成功した。近大の廿日出らは超音波による磁歪を利用したパイプ欠陥の高温超
電導 SQUID 非破壊検査システムを開発している。Ni、Co、Fe を材料とするパイプに適用でき、
SQUID のパイプからのリフトオフが 20 mm 以内であれば、長さ 100 m まで欠陥検出が可能なこと
が示された。阪大の横町らは高透磁率プローブを用いて STM と同時に磁場分布が観測できる高温超
電導 SQUID 顕微鏡の進捗を報告した。従来このシステムの磁場像は鮮明でなかったが、その原因が
プローブ側面で検出される測定点以外からの磁場にあり、この磁場はプローブの高さを変えることで
キャンセルできることを見出した。プローブ高さを変調することで空間分解能 100 nm 以下の鮮明な
磁場像を得ることに成功した。
国立天文台の小嶋らから ALMA 用 SIS ミキサの報告があった。ALMA はチリのアタカマ高原に設
置された 66 台のアンテナからなる巨大電波望遠鏡である。35 GHz から 950 GHz の周波数領域を 10
個のバンドに分け、それぞれの周波数帯に応じた SIS ミキサが使用されている。国立天文台は最高周
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波数帯のバンド 10 を含む 3 バンドの開発を行い、それぞれ 7 台の予備機を含む 73 台のヘテロダイ
ン受信機が納入されている。今後は、1.6 THz 帯のバンド 11 開発、マルチピクセル化、超広帯域受
信機の開発を行っていくとのことであった。岡山大の石野らはダークマター探索に向けて開発中の超
電導検出器 LEKIDs について述べた。ダークマターと相互作用した液体ヘリウムが、波長 80 nm（エ
ネルギー16 eV）のシンチレーション光を発し、それを検出することでダークマターの確認を行うと
いう提案が 3 年前になされた。
石野らは Nb または NbN からなるクロストークが 1%以下の LEKIDs
および室温信号処理系の準備を進めている。筑波大の鈴木らからビッグバン以前の空間の急激な膨張
（インフレーション）観測に向けカナリア諸島に設置された GroundBIRD の報告が行われた。
GroundBIRD は CMB の B モード偏光を観察するためのもので、検出器には 145 GHz と 220 GHz
観察に対応した Al もしくは TiN を材料とする MKID が使用されている。検出器は理研のマスクア
ライナーと国立天文台のステッパーを用いるハイブリッドプロセスで作製されている。東大の高橋ら
から Ir を材料とした小型 TES の報告があった。Ir-TES には熱伝導が小さく面内でばらつきが出る
という欠点があるが、転移温度が 113 mK と極低温冷凍機冷却に適した温度であることに加え、高抵
抗であるため信号伝達が速いという利点がある。高橋らは光子数検出応用に向けた小型 Ir-TES の開
発を行っている。大阪府大の石田らは CB-KID を用いたイメージング検出器の開発を行っている。
CB-KID は入力信号によってクーパー対が破壊されることに起因するカイネティックインダクタン
スの時間変化を利用した検出器である。この検出器では幅 1 m、全長 52.5 m のミアンダ型ナノワ
イヤを XY 二方向に設置し、信号入力により発生する正負のパルスペアが両端に到達する時間を測定
することにより、信号入射位置を特定することができる。レーザー光を使った実験によりイメージン
グが可能なことが示された。
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会議報告：29th International Symposium on Superconductivity (December 13−15, 2016)

「Large Scale System Applications 分野」
株式会社日立製作所 和久田 毅
大規模応用分野では、医療応用、電力応用、加速器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欧州や韓国における超電導応用開発状況についての概説が行われた。以下、筆者
が興味を持った講演を中心に報告する。
NHMFL(USA)の H. W. Weijers らは 32 T オール超電導マグネットの開発状況を報告した。本マグネ
ットは 15 T の LTS 磁石に 17 T の REBCO 磁石を組み合わせ 32 T の強磁場を発生するもので、20 年
以上にわたって材料研究に供される予定である。磁石は 4.2 K の液体ヘリウム浸漬冷却であり、LTS
磁石と HTS 磁石は同一クライオスタット内に設置、別々の電源で駆動される。LTS 磁石は内側 3 層の
Nb3Sn コイルと外側 2 層の NbTi コイルから構成され、ボア径は 250 mm、定格 268 A で磁場強度 15.0
T を発生。HTS 磁石はコイル巻線内径 40 mm の 2 層ダブルパンケーキコイル構成で内側 20 段、外側 36
段、定格運転電流は 174 A。内側のコイル電流密度は 200 A/mm2、外側は 170 A/mm2 と絶縁コイルなが
ら高電流密度設計。磁気力によってヘリウムガスがコイル上部に滞留してしまうため、放射状のヘリ
ウムチャンネルと銅製の熱伝導ストリップを備えたクーリングディスクが、コイルの上面に設置され
ている。
HTS コイルは機械的損傷がない限りクエンチしないため、HTS コイルへの損傷を与えないことが（例
えば LTS がクエンチしても）基本思想。HTS コイル保護はクエンチヒータにより巻線全体をノーマル
状態に転移させるアクティブ保護方式で、局所発熱による焼損や LTS 磁石ダンピング過程での電流乗
り移りによる電磁力増大を防止する。ヒータはパンケーキ層間にミアンダ状の鉄シートをカプトンシ
ート絶縁と FRP 補強を介して配置される。
クエンチシミュレータを開発しプロトタイプ磁石(27 T)での実測データをシミュレーションにフ
ィードバックして、様々なケーススタディを行うことにより安全な運転条件を決定している。クエン
チシュミレーションはコイルの Ic に敏感。32 T 磁石ではプロトタイプ磁石よりも温度マージンが大
きい設計となっているためより多くのヒーターパワーを必要とする。コイルが配置される位置によっ
て温度マージンが 10–40 K（Iop が Ic の 1/10–1/3）と大きく違うため、すべてのダブルパンケーキ
コイルの温度マージンを 10-20 K に揃えることが望ましいとのこと。20 年間での 50000 回の励消磁
を想定し過負荷条件での繰り返し励磁試験等も実施。非常に緻密に検討を積み上げている印象を受け
た。現時点で 32 T 磁石の LTS 磁石は開発完了、HTS 磁石は組込まれて 77K で励磁、磁場分布測定済
み。単独でのクエンチ検出・保護システムの単独試験中。2017 年に 32 T 発生予定。
Mitsubishi Electric Corporation (Japan)の S. Yokoyama らは REBCO 線材を用いた MRI 開発につ
いて報告した。国内での HTS-MRI 開発は H25,26 年度経産省の産業技術研究開発委託費および H27 年
度の日本医療研究開発機構(AMED)の委託・支援を受けて行われてきた。また、本年度より 5 年間の
NEDO のプロジェクトがスタートしている。これまでのボア径φ230 mm の 3 T の MRI の開発結果、お
よび、今後の開発計画を報告した。コイル巻線の寸法精度（エラー）を目標 0.2 mm に対し 0.1 mm、
また、コイル組み立て精度目標 1.0 mm に対し 0.5 mm を実現。2 回のシミングにより 2 ppm@25 mmDSV
の磁場均一度、国産の超高安定電源によりドライブモード運転で 0.8 ppm/h の磁場安定度を達成し、
空間分解能 0.1 mm のマウスの胎児の MRI 画像を得ている。遮蔽電流による磁場ドリフトは 4 A のオ
ーバーシュートによって抑制でき、磁場均一度への影響もなかったとのこと。質疑応答ではコーテッ
ドコンダクタのマルチフィラメント化は必要ない（少なくともこの磁石では必要なかった）とのこと
だった。さらに 2016–2018 年にボアφ500 の 3 T アクティブシールド付の MRI の開発、2018–2020 年
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に 5 T の MRI を開発する計画である。3 T-MRI 磁石は発生磁場 2.9 T、内径φ580、外径φ1200、蓄積
エネルギー1.6 MJ、線材総長 72 km の規模で、漏洩磁場 5 ガウスラインは 3.2 m×2.5 m。
Kyushu University (Japan)の K. Kajikawa は異常横磁界効果を利用した HTS 磁石の遮蔽電流磁化
の消磁実験の結果について報告した。遮蔽電流磁化に対し直交する交流磁場を印加することにより磁
化の低減が可能である（異常横磁界効果）。テープ面に垂直な遮蔽電流磁化に対し直交する磁場を印
加するため、マグネット巻線に対し同軸配置とトロイダル配置の２種類のシェイキングコイルを使っ
た消磁実験を行った。どちらのケースにおいてもテープ導体に対し中心到達磁場よりも大きな 30 mT
程度の交流磁場を数十 Hz で印加することによって、現実的な時間(分オーダ)で磁化を消磁できるこ
とを示した。NMR や MRI など高均一・高安定磁場や加速器など制御された磁場が必要な磁場応用にと
って有望である。現状では交流磁場を印加するシェイキングコイルが銅製であるため損失が 100 W オ
ーダと大きく、液体冷媒を有する磁石に（のみ）適用することを想定しているとのことであった。
Siemens AG(Germany)の T. Arndt は電力応用を中心とした EU における超電導開発の状況について
報告した。欧州では線材から電力機器にわたって多くの企業、研究機関が開発に参画し、また、多く
の投資がされており非常に活発な印象を受けた。電力応用に関しては、DRYSMES4GRID という MgB2 伝
導冷却 SMES のプロジェクトが 2017–2019 年、2.7 M€の予算規模で行われ、300 kJ, 100 kW のプロト
タイプ SMES のフルシステムが開発される。風力発電では洋上 10 MW の MgB2 風力発電機の概念設計お
よび検証を行う Suprapower プロジェクト(5.4 M€、2012–2016 年)で MgB2 ローターコイルおよびクラ
イオスタットの回転評価機(RMV: Rotating Magnetic Validator)が製作・評価中である。また、
EcoSwing プロジェクト(13.8 M€、2015–2019 年)にてフルスケールの MW 級ダイレクトドライブ機を開
発し既存風車(3.6 MW、14 rpm、ローター直径 128 m)に載せ替えコスト競争力があることを実証する
予定である。また、Horizon2020 の枠組みの中で HVDC Supergrid 用の FCL(1 kA, 50 kV)の開発が
FASTGRID プロジェクト(2017–2020 年)で行われる。REBCO 線材の使用量を減らすため限流動作時の発
生電圧を 2–3 倍にし、また、線材の均質性を改善する線材開発が行われ、ノーマル伝搬速度(NPZV)を
10 倍にしてより安全な運転可能とする current flow diverter という概念が導入される。
Changwon National University (Korea)の M. Park は韓国における超電導電力応用の状況について
報告した。韓国では DAPAS(2001–2011 年,10 M$/yr)、GENI(2009–2013 年,5 M$/yr)、JEJU プロジェク
ト(2011–2016 年,10 M$/yr)とケーブル開発が積極的に行われ、この 15 年で 2 つの HTS 電力ケーブル
(AC 22.9 kV, DC 80 kV)が実系統に導入され、AC 154 kV の電力ケーブルが実系統への接続の準備が
でき、AC 22.9 kV の電力ケーブルが商用ケーブルとして購入リクエスト待ちの状況にある。また、世
界初の完全商用の HTS 電力ケーブルシステムとして AC 23 kV,50 MVA の 1 km の送電ケーブルと冷却
能力 7.5 kW@69 K のターボブレイトン冷却システムがインストールされることとなり、Shingal
project(2016.9–2017.10 サイトはソウルの南およそ 35 km)がスタートした。さらに次のプロジェク
トとして 2 km クラスの同軸電力ケーブルが計画されている(2017–2021 年, 30 M$/5yrs)。開発項目
は、23 kV, 50 MVA の同軸ケーブル、3 km クラスの電力ケーブル冷却システム、23 kV 電力ネットワ
ーク保護アルゴリズムなど。
FCL については、2011 年より仁川で稼働している 23 kV クラスの FCL は 2012 年 2 月の実系統にお
ける線路故障時に正しく動作した。また、Gochan power test center の 154 kV クラスの FCL は 4 カ
月安定して稼働しており実系統の線路故障待ち。その他、12 MW の風力発電機を 2025 年までに開発す
るロードマップが示された。1st Phase（2015–2018:設計および 10 kW モデルサイズ）、2nd phase
(2018–2021: 3 MW class prototype)、3rd phase (2021–2025: 12 MW 実システム)。
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会議報告：3rd International Workshop on Superconducting Sensors and Detectors
(IWSSD 2016, November 14−17, 2016)
（国研）産業技術総合研究所

大久保 雅隆

第 3 回超伝導センサと検出器国際ワークショップ
(IWSSD2016) は、第 5 回 CRAVITY シンポジウムとの
合同会議として、2016 年 11 月 14–17 日の４日間に渡
って、産業技術総合研究所つくば中央キャンパスにて、
産業技術総合研究所、経済産業省、低温工学・超電導学
会の主催で開催された。
第 1 回と第 2 回の会議は、それぞれ、韓国大田広域
市の韓国標準科学研究院/基礎科学研究院 (KRISS/IBS)、
中国上海の中国科学院上海微系統と情報技術研究所
(SIMIT) にて開催されている。第 1 回は、日本から国際
電気標準会議第 90 委員会（超電導）の超電導エレクト
ロニクス関係者が韓国に出向いての開催であった。第 2
回は日本での開催を予定していたが、上海の SIMIT か
ら上海で開催したいとの申し出があり、それが採択された。第 4 回は、オーストラリア CSIRO の主
催で、2018 年にシドニーで開催される予定である。10 名の国際諮問委員に加えて、新たな委員とし
て、ドイツ IPHT の Ronny Stolz 博士と PTB の Jörn Beyer 博士が就任することとなった。
参加者数は、89 名（企業展示発表者を含めると 101 名）であり、国別の内訳は以下の通りである：
日本 49, 中国 15, 韓国 9, 米国 5, ドイツ 4, イタリア 4, オーストラリア 1, フィンランド 1, イラン
1。発表の内訳は、基調講演 3、招待講演 16、一般口頭発表 17、ポスター発表 29 であった。アブス
トラクト集は、
https://unit.aist.go.jp/neri/IWSSD2016/image/IWSSD2016%20booklet.pdf からダウ
ンロードできる。プロシーディングとしては、選抜された論文が、IOPscience の Superconductor
Science and Technology (SUST) 誌 か ら 特 別 号 と し て 出 版 さ れ る 予 定 で あ る
(http://iopscience.iop.org/0953-2048/focus/Focus-on-Low-and-High-Tc-Superconducting-Sensorsand-Detectors)。論文採択の審査は通常の論文と同様に行われて、採択された順番に順次出版される。
その後、特別号 “Focus on low and high Tc superconducting sensors and detectors” としてウェブ
上でとりまとめられる。
この会議が扱う話題は、低温超電導デバイス、高温超電導デバイス、MKID, MMC, SQUID, SSPD,
STJ, TES などのセンサと検出器、検出器物理、信号処理、冷凍技術、作製技術、科学計測、鉱物探
査、量子情報処理である。本国際会議のユニークな点は、低温と高温の両方の超伝導センサと検出器
に関わる科学的な最新成果と、超電導エレクトロニクス国際標準の議論を連携されることにより、超
電導技術の普及とそれによる社会イノベーション創出促進を目的としていることである。標準化は、
国際電気標準会議 (IEC) と米国電気電子技術者協会 (IEEE) が合同で進めており、超伝導に関する
電気回路図記号制定、用語統一、測定法の標準化を図ることにより、研究開発活動を支援するととも
に、製品の公平な性能比較基盤を提供する。会議の初日の午後に、IEC-IEEEE 合同標準化会議が開
催された。最近の話題は、超電導エレクトロニクス初の標準として、ジョセフソン接合の電気回路図
記号が IEC データベース (IEC 60417) に登録されたことである。一般的に研究者間で使用されてい
るジョセフソン接合の×印は、既存記号と衝突するため国際標準とすることができない。IEC の詳し
い標準化の現状は別途報告される。
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基調講演は、John Clarke 教授 (UC Berkeley)、Horst Rogalla 教授 (NIST/コロラド大学)、Cathy
Foley 博士 (CSIRO) の 3 名が行った。何れの先生も超電導エレクトロニクス分野で著名な方々であ
る。それぞれ、SQUID の磁気センサからキュービットへの発展、~100 km からナノサイズのスケー
ルにおいて社会で活躍する超電導研究に誇りを持って推進しようという我々へのエール、高温超電導
SQUID による鉱物探査と RF 通信機器についての講演であった。
招待講演と一般講演は基調講演と同様の分野をカバーして、基礎物理から実際に実用化されている
分野に関する発表であった。基礎物理では、近年マイクロ波の単一光子検出の話題がある。博士号を
取得したばかりの J. Govenius 氏 (フィンランド Aalto 大学) は、近接効果で超電導となる金のナノ
ワイヤから成るマイクロ波ボロメータを電気熱帰還にて動作させ、8.4 GHz の光子 200 個を検出で
きる検出器を開発した。猪股邦宏博士 (AIST/RIKEN) は、磁束キュービットと超電導共振器からな
る回路を使って 10 GHz の光子 1 個を検出できることを示した。これらの検出器は、回路を使った量
子電磁力学、量子情報処理といった分野での活躍が期待される。牧瀬圭正博士 (NICT) は、超電導ナ
ノストリップ型検出器における量子位相すべりの現象を研究し、ナノストリップはジョセフソン接合
と双対であることを報告した。
基礎科学から産業分野での実用では、NMR、暗黒物質探査研究、宇宙マイクロ波背景放射、食品
異物検査、Ｘ線天文学、放射光での材料分析、鉱物や石油探索、深宇宙光通信、量子暗号通信、デジ
タル信号処理、中性子検出などの最新の報告があった。
CRAVITY からの報告では、例えば、志岐成友博士と藤井剛博士が、TES の 1 eV のエネルギー分
解能に迫る 4 eV の分解能をもち、100 倍の高Ｘ線光子計数率をもつ超電導トンネル接合アレイ検出
器の作製技術と、放射光やイオン加速器での構造材料/機能材料中微量軽元素分析装置について報告
した。この高分解能では、特性Ｘ線ピークの化学結合による広がりを見ることができる。

集合写真（産業技術総合研究所つくば中央キャンパスで）
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報告：IEC/TC90 国際会議 (September 12−14, 2016)
「全体スケジュールと IEC/TC90 plenary 会議（３日目）
」
住友電気工業株式会社 藤上 純
昨年 9 月に米国・Boulder にて第 15 回 IEC/TC90 国際会議が開催された。会期は 2016 年 9 月 12
日から 9 月 14 日の 3 日間であり、以下のスケジュールで行われた。
9 月 12 日（終日）
：TC90/作業グループ会議（WG 会議）
（WG1、WG2・WG3・WG7 合同、WG8、
WG14）
9 月 13 日（午前）
：TC90/WG 会議（WG4、WG5）
（午後）
：TC90 ミニワークショップ
9 月 14 日（終日）
：TC90 総会（TC90 plenary 会議）
3 日目に開催された TC90 plenary 会議は、1989 年の IEC/TC90 発足以来、TC90 国際会議の最終日
に会議のまとめとして毎回開催されており、今回、筆者は TC90 国際幹事として参加した。本報にて
plenary 会議の背景および概要を紹介する。
IEC（International Electrotechnical Commission：国際電気標準会議）は、電気・電子工学に関
わる国際規格を開発、発行する国際機関である。IEC の中には、個々の専門的な技術の国際規格開発
を担当する TC（Technical Committee）が設けられており、IEC/TC90 は「超電導に関わる技術全般
の国際規格開発」を行うための TC として IEC の中に 90 番目に設立された。
日本は TC90 の幹事国であり、TC90 の運営に対して色々な面で幹事国としての役割を果たしてい
る。その中で“会議の準備”は幹事国が担う重要な業務の一つである。今回、米国の Boulder の NIST
（National Institute of Standards and Technology：アメリカ国立標準技術研究所）で開催された
TC90 国際会議についても、TC90 日本事務局によって、会議文書の準備、配布、等々の事前準備が、
開催国である米国の事務局と連携のもとで滞りなく行われ、2016 年 9 月 14 日に無事、会議を開催す
ることができた。
TC90 国際会議は、TC90 発足後の 1990 年第１回会議以降、おおよそ 2 年に 1 回のペースで定期
的に行われている。会議参加国は、日本、韓国、中国、ドイツ、フランス、米国等である。開催地は
参加国持ち回りでアジア→欧州→米国の順番で実施することが慣例となっており、今回は米国・
Boulder での開催となった。通常、国際規格開発のための関係者同士のコミュニケーションには、email 等の電子的な通信手段が用いられている。plenary 会議は各国のメンバーが一堂に会して faceto-face でコミュニケーションをとり、議論できる数少ない機会であり、TC90 の現状の課題や今後の
進め方に対して審議し、コンセンサスを形成する重要な場となっている。
今回の plenary 会議への参加国は先述の 5 カ国、参加者総数は計 32 名であった。参加者の内訳と
しては、近年、海外の超電導関連メーカからの参加者が増加傾向にあり、今回はメーカからの参加者
が全参加者の約半数を占めた。
plenary 会議では、①今後の TC90 標準化テーマについて、②国際規格のメンテナンスについて、
③コンビーナについて、②TC90/WG 会議の結果報告、④リエゾン活動報告等が議題となった。今後
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の標準化テーマとしては、
・SUQUID 等の超電導デバイスの性能評価試験方法
・高温超電導線の均一性評価法
・MgB2 線の Ic（臨界電流）等の性能評価試験方法
等が候補として挙げられた。
また TC90 では、規格開発前の国際的なラウンドロビンテストと、国際的な超電導技術の調査・研
究機関（CIGRE 等）との連携（リエゾン関係）を、TC90 設立以来重要視している。今回の会議の中
でも、標準化テーマに関連するラウンドロビンテストの計画や、CIGRE の新ワーキンググループと
の連携などについて活発な議論が交わされた。
次回は 2018 年に韓国で開催の予定である。plenary 会議で益々前向きで活発な議論ができるよう
に、
「どのような超電導技術の国際規格が世の中から求められているのか」
、継続して TC90 内でも調
査・レビューを行って議論を深めていき、次回の plenary 会議に臨むようにしたい。
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報告：IEC/TC90 国際会議 (September 12−14, 2016)
「WG2+WG3+WG7（１日目）
」
住友電気工業株式会社 山田 雄一
WG2 は NbTi 超電導線（コンビーナ: GE・Michael Parizh 氏及び応用科学研究所・長村氏）の、
WG3 は酸化物超電導線（コンビーナ: NIMS・西島氏）の、WG7 は Nb3Sn 超電導線（コンビーナ:西
島氏及び Jeff Parrell 氏）の臨界電流測定方法を議論するワーキンググループで、最近の WG 会議は
合同で行っている。
WG2 のコンビーナは長村氏と NIST の Goodrich 氏であったが、今回の会議から GE の Michael
Parizh 氏が新任、長村氏は継続して務められる。従来から大学や公的な研究所等の先生がコンビーナ
を務められるが、メーカーからの選出ということで、超電導が産業に向かっていることを表している
と感じた。
IEC61788-24: Retained critical current after double bending at room temperature of Agsheathed Bi-2223 superconducting wires は、2014 年の 10 月に日本の国内委員会から提案された新
しい標準案で、筆者がプロジェクトリーダーを務めている。2015 年の 3 月には正式に承認され、2015
年のフランス・リヨンでの EUCAS での WG3 会議及び韓国・ソウルでの MT-24 におけるミニ会議
において、プロジェクトメンバーとの討議を行ってきた。標準案作成の際には市販の Bi2223 線材を
用いた日独伊韓による国際 Round Robin Test（RRT）を行い、技術的背景も固めており、その内容
は論文としてまとめ、SUST に投稿した。2016 年の 6 月には CD（委員会案）が完成し、提出され
た。これらの経緯をこの会議で説明するとともに、当日午前中に届いた CD に対する各国からのコメ
ントに対して、今後対応案を検討し、改めて WG3 のエキスパートに意見を問うことを表明、了解さ
れた。
“Critical current measurement – DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors”
は、これも日本の国内委員会から新規提案されているもので、コンビーナの西島氏が内容について説
明した。4 種類の線材（Fujikura 社製、SuperPower 社製、SuNAM 社製、AMSC 社製）を使った
RRT の結果を元に標準案が作成されていたが、REBCO 線材は厚さ、幅にはバリエーションが多く、
国際標準にサイズの範囲規定を記載すべきかどうか。また、安定化材の違い、サンプル中の均一性、
温度測定方法、スイープ時間等コメントや検討すべき事項が多く活発な議論が行われた。RRT の結
果では n 値のバラツキも大きく、線材自体の不均一性が評価結果の不確かさに最も影響を及ぼしてい
る。また、臨界電流測定は金属系超電導線のアナログレコーダによる測定が主流だった頃に標準化さ
れたために、アナログレコーダによる測定方法（チャートに直線を引いて臨界電流値を読み取る）が
ベースになっている。最近はコンピュータを使ったデジタル測定であるため、その解析方法も議論す
べきなどの意見も出たため、次のステージで検討を実施することとなった。
成立した国際標準は 2 年に 1 度の TC90 会議で、見直し期限の検討（再見直し）を行っている。
IEC61788-1（NbTi）
、2（Nb3Sn）
、3（BSCCO）はいずれも Edition 2 が 2006 年に発行されており、
見直しが 2017 年となっていたが、今回の再見直しで 2019 年に延長された。
REBCO の臨界電流標準では、線材の特性の均一性が議論されたが、2 日目の mini-Workshop 及
び 3 日目の本会議でも活発な議論が行われ、今後評価方法の標準化を検討するにあたり、まずはアプ
リケーション側からの均一性への要求を各国の委員会で調査し、次回の TC90 会議（2018 年、韓国
釜山）で報告することに決まった。
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報告：IEC/TC90 国際会議 (September 12−14, 2016)
「ミニワークショップ（２日目）
」
（国研）産業技術総合研究所

山崎 裕文

筆者は超電導体の電子特性の測定法を取り扱う WG8 のエキスパートであるが、WG8 コンビーナ
である山形大学大嶋客員教授の代理として今回の会合に参加した。日本の国内委員会から提案して設
定された３つの標準（IEC 61788-7: マイクロ波領域における超電導体の表面抵抗、IEC 61788-16:
表面抵抗のパワー依存性、IEC 61788-17: 大面積超電導膜の局所的臨界電流密度とその分布）の改訂
方針などについて報告し、
参加者と議論を行って、
その結果を国内の WG8 に持ち帰ることになった。
筆者が臨界電流密度の測定法に関する標準を提案していることもあって、高温超電導長尺線材の臨界
電流 Ic 分布評価方法に関する議論が行われるミニワークショップに大きな関心を持った。以下にそ
の概要を報告する。
２日目の午後に、全体会合としてミニワークショップが開催された。まず、ドイツの Noe 教授が、
CIGRE で行われている高温超電導電力機器のための標準化支援活動（共通特性と新規測定法の調査）
の紹介を行った。極低温での電気絶縁、高温超電導材料、冷却システムに関して、一般的要件、およ
び、送電ケーブル・限流器・SMES・回転機・変圧器を想定した場合の要件について広範な調査が行
われたことが述べられた。その後、高温超電導 SQUID と SQIF の標準化とラウンドロビンテスト
（RRT）についての報告（R. Fagaly 氏／USA）
、MgB2 線材の臨界電流測定の国際 RRT の報告
（Columbus Superconductors 社／Italy）があり、また、中国科学アカデミーの You 教授から、レ
ーザー通信や単一光子イメージング等に応用される超電導ナノストリップ光検出器の標準化の提案
があった。それから、この日の主要テーマである、高温超電導長尺線材の均質性に関する議論に移っ
た。
まず、九州大学の木須教授が、２次元の臨界電流分布測定が可能な走査型ホールプローブ法につい
て報告した。主として超電導マグネットへの応用を念頭において、Ic 分布における最低の Ic 値が非
対称な非ガウス分布で決まり、かつ、測定長に対してスケールして有限値に収束するという学術的な
内容であったが、実用的にも重要であると思った。ただ、測定速度がせいぜい 36 m/h とのことであ
り、それでは実用的でない、と言う指摘が後の発表であった。このような学術的で精密な方法に対し
て、その後行われた THEVA、上海交通大学、SuNAM、AMSC の発表では、Tapestar などの簡易
型誘導法、あるいは、通電４端子法の測定が用いられていることが報告され、測定精度よりも測定速
度や測定のしやすさが重視されていることがわかった。Tapestar では（Ic を低下させない）長手方向
のクラックが Ic 低下欠陥とみなされること、通電法では焼損の恐れがあること、中国のベンチャー企
業が 500 m/h で測定可能な誘導法測定装置を市販していること、SuNAM ではテープを動かしなが
ら測定する通電法が用いられていることなどが報告された。超電導送電ケーブルのようにマグネット
ほど厳しい条件が要求されない応用では、このような簡便法で十分であると思ったし、最後に講演し
た S. Fleshler 氏 (AMSC) も、長尺線材の評価法として何を重視すべきかは想定する応用による、
と主張していた。なお、３日目の全体会議において、高温超電導長尺線材の Ic 均質性評価の標準化に
ついて引き続いて議論を進めて、次回の TC90 Meeting（2018 年 10 月、釜山）において、各国の国
内委員会が、想定する特定の応用からの必要性について報告することが決められた。
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報告：第 25 回国際超電導産業サミット(ISIS-25, November 1−3, 2016)
（国研）産業技術総合研究所

ISIS 事務局 竹村 文男

平成 28 年 11 月 1 日（火）～11 月 3 日（木）
、第 25 回国際超電導産業サミット (ISIS-25) が
開催された。サミットは参加各国の持ち回りで開催されており、今年度は韓国の光州にて BIXPO
(Bitgaram International Exposition of Electric Power Technology) と併催という形で実施された。
今回は日本、 アメリカ、ヨーロッパ（ドイツ）
、ロシア、韓国が参加し、国ごとの参加者数は、日
本７名、米国５名、ヨーロッパ３名、ロシア２名、韓国３４名の総計５１名と昨年度のドイツ開催の
ISIS-24 の４３名より多くなっており、韓国の超電導技術に対する力の入れ方が理解できた。なお、
韓国は民間企業からの参加が大多数であった。
他方、日本にとっては、これまで本サミット運営に多大なる貢献をされた国際超電導産業技術研究
センター (ISTEC) より産業技術総合研究所 (AIST) が事務局機能を引き継いだ最初の会議であり、
円滑な引き継ぎができるか不安なところではあったが、幸いなことにこれまでと同様、多数の民間企
業の方々にご参加頂いた。事務局を代表し、この場をお借りして深くお礼を申し上げます。
会議に先立ち、本サミットの Board Meeting が開催され、正式に ISTEC より AIST に事務局機能
を移転することが承認され、AIST の安永理事が新たに Board Member となった。その後、BIXPO
主催のもと、Welcome Reception が盛大に開催された。
今回の会議テーマは “The First Year of Commercialization of HTS Power Device” であった。会
議では National Summary (Session 1)、Commercialized Superconducting Wire (Session 2)、
Commercially ready Superconducting Device (Session 3)、1st commercialized HTS Power Cable
(Session 4)の 4 つのセッションに分けて、
参加者から話題提供された。
最後にフリー討論が行われた。
Session 1 では、
最初にBoard Member 代表のAlan Lauder 博士より本会議の歴史と現在の状況、
今後の運営方針等について説明があった。続いて高温超電導に関する各国の技術開発動向について報
告があった。韓国からは Recent progress of Superconducting Technology in Korea と題し、韓国で
初めてのソウル地区での高温超電導送電ケーブルシステムの実運用試験等、韓国で推進する技術開発
プロジェクトについて報告があった。日本からは Recent Progress on the R&D for HTS Technology
in Japan と題し、超電導に関わる新しいコンソーシアム ASCOT (Applied Superconductivity
Constellations of Tsukuba) が設立されたこと、NEDO の新国家プロジェクトがスタートしたこと等
を報告した。続いてヨーロッパからは Material development in Europe と題し、主に Conectus
(Consortium of European Companies Determined To Use Superconductivity) が実施する研究開発
について報告があった。最後に、米国より Status of HTS applications in the US と題し、米国で実
施されている高温超電導技術開発プログラムについて報告があった。
Session 2 では、主に超電導線材メーカより最新の超電導線材開発の状況等について日本、ロシア、
韓国から計 4 件の報告があった。日本からは BSCCO 線材と REBCO 線材について、ロシアと韓国
からは 2G HTS 線材についての開発状況等が報告された。Session 3 では、実用化間近の高温超電導
機器やそれに欠かせない冷凍機等についての報告がなされた。日本からは冷凍機開発の現状について、
ヨーロッパからは限流器等の開発状況、韓国からは直流誘導加熱炉や限流器の開発状況、米国からは
最新のグリッドに関するプロジェクトについて報告があった。Session 4 では、最新の高温超電導送
電ケーブルシステムの開発状況等について、日本から 1 件、韓国から 2 件の報告があった。最後の
Lessons learnt では、参加者の自由討論が行われた。高温超電導技術の実用化に向けて各国が今後も
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引き続き情報共有することの重要性等が再認識された後、会議が終了した。なお、ISIS-26 は、米国
ヒューストンにて開催の予定であるとのアナウンスが Alan Lauder 博士よりあった。
今回、私にとっては初めての参加でしたが、和やかに会議が進み、それぞれの参加者が有意義な議
論ができたのではとの印象でした。次回に向けて、引き続き皆様方のご支援をいただければ幸いです。

会議の様子
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Detailed Schedule
Novmber.1 (Tue.)
15:30

Board Meeting

17:00

Welcome Reception

Organized by BIXPO

Novmber.2 (Wed.)
8:20

Welcoming Speech

8:30
9:55

Session1:
National Summary

- The ISIS organization - History and Status
- Recent progress of Superconducting Technology in Korea
- Recent Progress on the R&D for HTS Technology in Japan

Coffee Break
11:05
12:15

National Summary
- Continued

- Material development in Europe
- Status of HTS applications in the US

Lunch
13:30
15:10

Session2:
Commercialized
Superconducting
Wire

- Recent progress of REBCO coated conductors at Fujikura
- Development of 2G HTS wires and other type of products in SuperOx
- Commercialization of DI-BSCCO wires and their applications
- Recent Progress on Coated Conductor Development in SuNAM

Coffee Break
15:30
17:30

Session3:
Commercially ready
Superconducting
Device

18:00

Banquet

- Present status of cooling system in Taiyo Nippon Sanso Corporation
- Status of HTS Applications in Europe
- Commercial Design and Performance Test of HTS Magnets with
Conduction Cooling System for a Large scale HTS DC Induction
Furnace
- Status of Superconducting fault current limiters in Korea
- Update on electric utility applications of HTS cable in the US

November.3 (Thu.)
8:30 9:30

Session4:
1st commercialized
HTS Power Cable

09:30

Lesson Learnt

10:30

Closing
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- Application of superconducting cable system in Korea for
commercialization
- Recent Progress of AC HTS Cable Development in Japan
- Development status of superconducting cable system
in Korea for commercialization
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事務局から

ISS2017 は今年の 12 月 13～15 日にイイノホール（東京）で開催されます
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５月に、産業界から 19 機関、国立研究機関・大学から５機関（産総研を含
む）が参加して発足しましたが、その後、参加機関が増えて、現在のメンバーは以下のようになって
おります。
（産業界 20 機関）
（株）日立製作所、三菱電機（株）
、日本電子（株）
東京電力ホールディングス（株）
、東北電力（株）
、関西電力（株）
、中部電力（株）
、中国電力（株）
、
九州電力（株）
（株）フジクラ、昭和電線ケーブルシステム（株）
、住友電気工業（株）
、古河電気工業（株）
（株）前川製作所、
（株）ジェック東理社、大陽日酸（株）
、住友重機械工業（株）
、
（株）鈴木商館、
（株）フジヒラ
一般財団法人電力中央研究所
（国立研究機関・大学 10 機関）
国立研究開発法人産業技術総合研究所
国立大学法人 東京大学、京都大学、九州大学、筑波大学、名古屋大学、横浜国立大学、神戸大学
国立研究開発法人物質・材料研究機構、大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所

ASCOT は、昨年から産総研が主催している国際超電導シンポジウム International Symposium on
Superconductivity (ISS) を大きく支援しております。29 回目である昨年は、12 月 13～15 日に有楽
町駅そばの東京国際フォーラムで開催されました。招待講演を含めて約 320 件の発表（前年度の約 1
割増）がなされるとともに、例年並みの参加者を得て、超電導研究の最前線に関する活発な議論が展
開されました。詳細は、
「会議報告」に記したとおりです。
第 30 回目に当たる今年は、昨年と同じ 12 月 13～15 日に東京内幸町のイイノホール＆カンファレ
ンスセンターで開催されます。昨年以上に国際色豊かな会議にしたいと考えておりますので、皆様の
積極的な参加をお待ちしております。
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