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平成１８年度実施方針            

 
                             新エネルギー技術開発部 
 
１．件名：プログラム名 電力技術開発プログラム 

（大項目）  超電導応用基盤技術研究開発（第Ⅱ期） 
 
２．根拠法：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項 

第１号イ 
 
３．背景及び目的・目標 
（１）研究開発の目的 
 超電導技術は、電力・エネルギー分野のみならず、産業応用、情報通信、運輸、医療福

祉等幅広い分野において従来技術では実現し得ない革新的機器の実現や従来機器の飛躍的

な性能向上が可能となるとともに、省エネルギー、ＣＯ２排出量削減等環境保全等にも貢

献することが期待される。特に、イットリウム（Ｙ）系及びその他希土類（Nd,Sm 等）［以

下本文、Ｙ系と記載］の高温超電導材料は、低温超電導材料（金属系超電導材料）やビス

マス（Ｂｉ）系高温超電導材料に比べて極めて高い優位性を持つものであり、次世代超電

導材料として世界的に重要視されている。 
本プロジェクトは、第Ⅰ期の超電導応用基盤技術研究開発「超電導線材要素技術の開発」

（平成１０年度－平成１４年度）で得られたＹ系線材作製要素技術をベースに、線材作製

の事業化が見通せる技術を開発することを目的とする。（線材作製技術開発） 
また、線材を各種機器に適用する場合、交流電磁界や電磁力などの使用環境が異なるた

め、機器側のニーズに合った線材開発を実施することが重要である。そこで、線材作製技

術開発の進展に伴い、Ｈ１８年度からＹ系線材の優位性が発揮できると考えられる幾つか

の機器を対象に、機器の要素技術開発を実施する。ここでは、線材を各種機器に適用した

場合の実用化に向けた課題と見通しを明らかにすることを目的とする。これにより機器応

用の視点から見た線材に対する問題点を早期に線材開発側にフィードバックすること

が可能となり、今後の線材および機器の実用化に向けた研究開発をより効率的に進め

ることができる。（機器要素技術開発） 
なお、本プロジェクトは、平成１６年７月に制定された電力技術開発プログラムの一環

として実施する。 
 
（２）研究開発の目標 
①線材作製技術開発 

線材作製技術開発の中間及び最終年度における研究開発目標を付表１に示す。 
 
②機器要素技術開発 

本研究開発では、Ｙ系超電導線材を用いて機器実現に必要な要素技術開発を行うと共に、

競合技術のコスト低減状況も考慮しつつ、機器側から見た線材への要求性能および上限コ

ストの明確化や機器コストの評価を実施する。また、事業化へのシナリオの検討など、実

用化への課題、見通しについて明らかにする。 
機器要素技術開発の最終年度における研究開発目標を付表２に示す。 
 
 
 
 



  

 

４．実施内容及び進捗（達成）状況 
プロジェクトリーダー：塩原 融氏（財団法人国際超電導産業技術研究センター 超電

導工学研究所 線材研究開発部長）のもと平成 17 年度は以下の研究開発を実施した。 
（研究開発項目②機器要素技術開発は平成 18 年度からの実施項目である。） 
 
研究開発項目 ①線材作製技術開発 
（ⅰ）「高性能長尺線材プロセス開発」 

長尺線材技術開発では、平成 16 年度の長尺開発の結果を受けて、IBAD法配向中間層付基板およ

びその上にPLD法によりセリア（CeO2）キャップ層を蒸着した基板で、共に 200m以上を安定して作

製できるよう開発を進めた。このセリアキャップ層付基板においては配向度も向上し、4～5°を実

現している。その結果、作製総量は全体で 3km以上になった。いずれも配向度は安定して 4-5°を

得ることができた。 

さらに、このCeO2キャップ層付基板上にPLD法により、YBCO層を蒸着し、世界に先がけて 212ｍ全

長で臨界電流Ic＝245Ａの長尺特性Y系線材を開発した。一方、500m化へ向けてのIBAD装置の開発で

は、500ｍ級線材を想定した大型イオンガンを備えた長尺連続線材作製設備の開発を進め、今年度、

390ｍ長で配向度 20°、10m長で配向度 15°を得た。セリアの蒸着により最終的な配向度は 4-5°が

見込まれる。作製速度は従来の 5-6 倍の 5.5m/hに向上した。 

長尺線材技術開発の高速・安定成長技術開発として、平成 16 年度に開始した新たなマルチプル

ーム・マルチターン PLD法をさらに高性能化し、長さ 200m以上の線材で 3m/hの高速化に成功した。

かつ、Ic も 245A の高い値を得ることができた。また、ＩＢＡＤプロセスの高速化を目的として、

高速スパッタ装置の仕様を決定し、導入することとした。 

特性向上技術開発に関しては、さらなる高Ic化のために、上記高配向のセリアキャップ層付基板

を用いて、人工ピン、ＲＥ系超電導線材の検討も行い、短尺試料で 522Aの高Ic値を得た。同様に、

磁場中での高い臨界電流Icを得ることも検討し、３Tの磁場中においてIcで 20A（Jcで 1.4x105A/cm2）

の高い値を得た。更に、今後の長尺・大電流化に対応した銅安定化層形成を目的としてIBAD/PLD線

材対応銅安定化層電気蒸着装置の仕様を決定し、導入することとした。 

提供用線材作製に関しては、本プロジェクト内の「低コスト長尺線材プロセス開発」に対して、

超電導層合成プロセス開発のために 2ｋmのIBADまたはCeO2付基板を提供し、PLD法以外の他の製法

による低コスト線材開発に寄与した。「長尺線材評価・可加工性技術開発」へ線材を提供すると共

に「超電導電力ネットワーク制御技術開発プロジェクト」用線材へ中間層付き基板提供を実施した。

平成 17 年度内全般で、本プロジェクト内の各開発機関に対して、各機関の超電導層合成のために 2

ｋmのIBADまたはセリア付基板を提供し、PLD法以外の他の製法による低コスト線材開発に寄与した。

また、「長尺線材評価・可加工性技術開発」に 410mのYBCO長尺線材を提供した。更に、今後の提供

量増大に対応するための体制強化を目的とした機器用第２中間層作製装置の仕様を決定し、導入す

ることとした。（実施体制：（財）国際超電導産業技術研究センター－京都大学、（株）フジクラ） 

 
（ⅱ）低コスト長尺線材プロセス開発 

超電導層形成技術開発のうち化学液相法による超電導層形成技術に関しては、高Jc厚膜化の検

討を行い、厚膜におけるクラック抑制手法の開発により短尺試料で 508A/cm幅の高臨界電流、Ic、

を実現した。長尺線材作製プロセス開発では、リール-トゥ-リール(RTR)式焼成において、25mで

100AのIc(Jc=0.8MA/cm2)を有する線材の作製に成功すると共に、長尺線材における高Jc化に努め、

16m長線材でJcの向上(1.3MA/cm2, Ic=128A)に成功した。更に、高速化の検討において水蒸気分

圧、全圧、ガス流束等の高速成長条件の複合効果とマルチターンシステムの適用性の検討を行い、

ＲＴＲ方式においても 5m/h以上の製造速度が見込めることを示した。また、バッチ式焼成方式で

はシュミレーションによりガス流の均一条件を明らかにし、これを適用する事により、40ｍ長で

155A/cm幅以上の線材を得た。ここでは、長尺化開発を促進するために、ＭＯＤプロセス対応の

特有技術であるそり防止裏面酸化物層形成の長尺化を目的としてＭＯＤプロセス対応長尺裏面層

形成装置の仕様を決定し、導入することとした。更に、配向基板上での中間層成膜も含めた全MOD



  

 

膜を目指した検討では、後述する改良配向基板を用いて、MOD法による拡散防止Ce-Zr-O層上に

PLD法によるCeO2キャップ層を配した構造においてJcで 1MA/cm2以上特性を得た。 
化学気相法では、供給ガス組成と温度の精密制御の下で厚膜化を実施し、短尺試料で 227A/cm

幅の Ic を得ることに成功した。また、長尺化技術開発では、197m 長の線材において 90A/cm 幅

の Ic を得ることに成功した。 
Ho 系超電導材料の幅広成膜による低コスト化技術開発では、配向金属基板上に気相法による３

種類の中間層を介して PLD 法による超電導層を形成する技術で、中間層の高配向化と共に超電導

層厚膜成膜時の温度制御により短尺試料で 231Ａ/cm幅の Icを得た。また、超電導層に対してPLD
法に MOD 法を組み合わせる手法においては、PLD 膜及び MOD 膜でほぼ同等の厚さで 50A/cm
幅の Ic を得ると共に、MOD 膜のみでも 46A/cm 幅を得た。 

金属基材技術開発では、高強度化、弱磁性化を目的としたＮｉＷ テープにおいて、3at％W 添

加金属材料を用いて△φ＜6°で Ra=2nm を持つ 200ｍ長尺基板材作製に成功すると共に、高強

度化を目的として Hastelloy の裏打ち技術を開発し、σ（0.2%耐力）=350MPa を得ている。ま

た、クラッド材料においては、100m 長基板において△φ＝8°で Ra=5nｍを得ると共にσ（0.2%
耐力）=1100MPa の高強度を実現した。 

更に、IBAD中間層上にPLD法でCeO2キャップ層を配し、MOCVD法で超電導層を配した線材

を「長尺線材評価・可加工性技術開発」と共に「超電導電力ネットワーク制御技術開発プロジェ

クト」へ提供した。加えて、配向基板上に気相法で中間層、Ｈｏ系超電導層を配した線材を「長

尺線材評価・可加工性技術開発」へ提供した。更に、供給時の線材特性の高速評価による供給体

制の強化を目的として、長尺線材評価装置の仕様を決定し、導入することとした。（実施体制：住

友電気工業（株）、（財）国際超電導産業技術研究センター－中部電力（株）、古河電気工業（株）、

昭和電線電纜（株）、九州大学、名古屋大学、旭電化工業（株）） 
 
（ⅲ）長尺線材評価・可加工性技術開発 

長尺線材評価に関しては、直接通電法およびホール素子法に加え、より空間分解能の高い長尺

線材用磁気光学装置を完成させ、スリット加工した線材を含む各種線材を評価した。ホール素子

法においては臨界電流値とともに n 値の測定ができるようにした。またより高速で、かつ過冷却

液体窒素温度での測定が可能となる装置改造を設計した。 
電磁気特性評価に関しては、各種評価法を複合的に適用する事により得られた、総合的知見を

線材作製プロセスにフィードバックした。 
伝熱挙動評価の一環として、過電流パルス通電による試料の劣化を調べ、最高温度６００K 以

下では劣化がほとんど起こらないことを明らかにした。 
可加工性技術開発の一環として、平成 16 年度の浸漬冷却型ソレノイドコイルに続き、伝導冷

却型ソレノイド及びパンケーキ型小型コイルを試作し、設計通りの特性を確認した。また、交流

損失抑制構造の原理検証を実施すると共に、ケーブル、回転機等の形状における適用性研究開発

を開始した。また、機器を想定した要素技術開発への提供に必要となる銅安定化層の形成技術開

発の一環として安定化層複合加工装置の仕様を決定し、導入することとした。更に、Ｎｉ系基板

上に形成したＨｏＢＣＯ超電導線材に対してメッキ法による適正条件の検討を開始し、短尺での

条件を把握すると共に長尺時の課題の抽出を行った。 
更に、実用化促進と技術の体系化を目的とした調査研究として市場開拓、コスト分析、標準化

の調査を行うと共に、推進委員会、実用化促進委員会を通してプロジェクトの運営に寄与した。

（実施体制：（財）国際超電導産業技術研究センター－九州大学、九州工業大学、横浜国立大

学、（財）ファインセラミックスセンター、岩手大学、早稲田大学、上智大学、産業技術総

合研究所、一関工業高等専門学校、石川島播磨重工業（株）、九州電力、古河電気工業（株）、

中部電力（株）、（株）フジクラ、住友電気工業（株）） 
 
（ⅳ）高温超電導材料高度化技術開発 

線材材料特性高度化においては、YをGdで置換した系について、PLD法による超電層成膜



  

 

プロセスの検討を行い、Ba欠乏組成を原料として用いる事が安定成膜及び高臨界電流密度

化に有効であることを見出した。また各種製法の線材について、酸素処理条件の最適化を

行なうとともに、超電導層への炭素混入により著しく酸素の導入が阻害されることを見出

した。線材接合界面特性高度化については、人工結晶粒界面での磁束や超電導状態の測定

等を行い、高酸素濃度化が特性向上に有効であることを見出した、線材間接合については、

安定化銀層を介した低抵抗接続（接合部抵抗：10nΩcm２）に成功した。（実施体制：（財）

国際超電導産業技術研究センター） 

 

上記研究開発と共に以下の取組みを行った。 

（ア）愛知万博及びエコプロダクト展に研究成果である超電導ケーブルの実物展示や超電

導の社会貢献に関するパネル展示を行い、専門家以外へのＰＲに努めた。 

（イ）経済産業省で実施された第６回研究開発プロジェクト紹介セミナーにて、超電導応

用基盤技術研究開発の紹介を行った。 

 

なお、平成１７年度には中間評価を実施し、｢線材の高性能化と長尺化に関して世界最

高水準の成果を達成する等、最終目標達成に向けて順調に研究開発が進捗している。｣、｢た

だし、後半では、線材開発研究の一層の効率化を図るとともに、超電導機器応用を目指し

た基盤要素技術研究開発にも積極的に取り組んで頂きたい。その際には、次段階での開発

を見据え、また、企業による将来の事業化に配慮した戦略的な課題設定と目標設定を望む。｣

といった評価を得た。この中間評価結果も踏まえ、平成１８年度より、線材を各種機器に

適用した場合の実用化に向けた課題と見通しを明らかにするため、研究開発項目②として

機器要素技術開発を実施し、戦略的な課題及び目標を設定することとした。 

 

 

                平成１６年度  平成１７年度 

予算推移（百万円）：電特会計  ２,６８２   ２，９７０      

特許出願件数（件）：         ９       １６      

  論文発表数（報） ：        １３４      ９７       
 
 
 
５．事業内容 
（１） 平成１８年度事業内容 
研究開発項目①線材製作技術開発 
（ⅰ）「高性能長尺線材プロセス開発」においては、 

線材作製装置等の大型化等による線材の長尺化及び線材作製速度の高速化、中間層作製

の高速化に関する技術開発、高歩留まり化、線材幅制御、高臨界電流化等の特性向上技術

開発を行い、平成 17 年度までの成果をさらに発展させて、H19 年度最終目標である 500m、

Ic=300A を達成するために、H18 年度は、100-200m 級で、Ic が 300A の特性を持つ線材

を開発する。また、基板から超電導層までの作製速度を向上させて、5m/h 以上の高速化

を行う。さらに、長尺化と同時に、磁場中特性向上技術開発も進め Ic=30A(77K,3T)を達

成する。 
（実施体制：（財）国際超電導産業技術研究センター、（株）フジクラ） 
 

（ⅱ）「低コスト長尺線材プロセス開発」においては、 
低コスト線材作製プロセスのうち、平成 16 年度末に絞り込みを行い選択された

TFA-MOD 法に対し、Ｈ17 年度に導入した 500m 級線材作製用塗布・仮焼装置により長尺

仮焼膜テープ作製プロセスの開発を実施すると共に、500m 級線材作製用本焼装置を設計



  

 

導入し、プロジェクト最終目標達成に向けて集中的に開発を進める。 
また、より低コストが期待できる組み合わせを選択し、極低コスト線材として、その基

盤技術検討を開始する。 
更に、継続して本プロジェクト内の「長尺線材評価・可加工性技術開発」や「Ｙ系機器応

用試作評価基盤研究開発」と共に機器開発を進めている他のプロジェクトとの連携を基本とし、

それらへの線材試料提供を行う。 

（実施体制：住友電気工業（株）、（財）国際超電導産業技術研究センター－中部電力（株）、

古河電気工業（株）、昭和電線電纜（株）） 
 

（ⅲ）「長尺線材評価・可加工性技術開発」においては、 
長尺線材評価に関しては直接通電法装置をより安定化させる。またホール素子法装置を

３T までの磁場中での測定が可能となるように改造する。磁気光学法装置は冷却系の改造

により高速化する。 
線材電磁気特性評価に関しては、磁気光学法により、交流電流通電時の磁束侵入の様子

を時間分解観察する。また各種評価法を複合的に用い、線材の機器応用を前提とした特性

評価を行う。 
（実施体制：（財）国際超電導産業技術研究センター、（株）フジクラ、住友電気工業（株）） 

 

（ⅳ）「高温超電導材料高度化技術開発」においては、 
線材材料高特性化（組成・線材組織最適化、人工ピン導入等）、線材接合界面特性高度

化（粒界組成・結晶性制御、線材間接合技術等）に関する指針を明らかにし、線材プロセ

ス提案・最適条件提示等を行い線材作製プロセス開発に資する。さらに線材間接合技術に  
関しては、実用機器応用のための構成技術の１つとして、技術開発を行なう。 
  （実施体制：（財）国際超電導産業技術研究センター） 
 

なお、線材開発において、研究開発項目を越え、金属基材、中間層、超電導層、相互の

線材提供・やり取りの中で、性能向上への最大限の可能性追求に努める。また、線材開発

における線材評価や材料高度化の担当部門の成果を、いかに製造プロセスへフィードバッ

クするかの方策や、評価・高度化の成果が線材コスト低減等に与える影響について、研究

開発推進委員会等により十分検討し、線材開発への成果に繋げる。 
 
研究開発項目②機器要素技術開発 

研究開発項目①で開発した線材を機器に適用するうえでの課題を抽出するために、体制

を整えたうえで以下の技術開発を行う。 
（ⅰ）機器共通基盤要素技術開発においては、 

線材開発と同時並行的に実施する機器の要素技術開発を効果的に推進するために必要

な、共通的な基盤要素技術開発を行う。具体的には、要素技術開発に資する素線・導体構

造の解析・提案を行い、これに即した素線の加工技術開発、導体化・コイル化のための基

盤技術の開発とそれらの評価を行う。 

さらに、実用化を促進するための調査研究を実施する。その中で、線材への要求性能の明

確化と共に、線材も含めた機器コスト評価として、競合技術のコスト低減予測も含めたコ

ストの評価・検討、線材価格の上限値の明確化等を行って事業化へのシナリオを検討し、

実用化への課題、見通しを明らかにする。また、想定される代表的な用途について、省エ

ネルギー効果、ＣＯ２削減効果の検討を行う。 

具体的には、以下のような内容を実施する。 
 

（１）素線加工技術開発 
  （２）導体化・コイル化基盤技術開発 



  

 

（３）素線・導体構造解析技術 
（４）線材特性改善技術 
（５）実用化促進調査研究 

 
（ⅱ）超電導ケーブル要素技術開発においては、 

Ｙ系超電導線材を用いて超電導ケーブル実現に必要な要素技術開発を行い、Ｙ系超電導

線材の適用性の評価、Ｙ系超電導線材に求められる課題を明らかにする。また、超電導ケ

ーブルの実用化についての課題と見通しを明らかにする。具体的には、以下のような内容

を実施する。 
（１）極低コスト線材導体化技術 

 （２）低交流損失技術 
 （３）耐過電流技術 
 （４）ケーブル接続技術 
 
（ⅲ）超電導変圧器要素技術開発においては、 

Ｙ系超電導線材を用いて超電導変圧器実現に必要な要素技術開発を行い、Ｙ系超電導線

材の適用性の評価、Ｙ系超電導線材に求められる課題を明らかにする。また超電導変圧器

の実用化についての課題と見通しを明らかにする。具体的には、以下のような内容を実施

する。 
（１）低交流損失化技術 
（２）耐電圧技術 
（３）大電流化技術 

 
（ⅳ）超電導モーター要素技術開発においては、 

これまでの開発によって得られている成果も活用し、Ｙ系超電導線材を用いて超電導モ

ーターを実現するために必要な要素技術開発を行う。Ｙ系超電導線材の適用性を評価する

と共に、Ｙ系超電導線材に求められる課題を明らかにする。また超電導モーターの実用化

についての課題と見通しを明らかにする。具体的には、以下のような内容を実施する。 
（１） 電機子技術 
（２）低交流損失化技術 
（３）界磁子技術 

 
（ⅴ）超電導限流器要素技術開発においては、 

Ｙ系超電導線材を用いた S/N 転移型超電導限流器実現のための要素技術開発を行い、Ｙ

系超電導線材の適用性を評価すると共に、Ｙ系超電導線材に求められる課題を明らかにす

る。また、超電導限流器の実用化についての課題と見通しを明らかにする。具体的には、

以下のような内容を実施する。 
（１）線材高抵抗化技術 
（２）線材の導体・コイル適用技術 
（３）限流器用線材・導体の高度化技術 

 
（ⅵ）高性能冷凍機要素技術開発においては、 

将来のＹ系超電導実用機器の冷却に適した冷凍能力、高効率、長寿命を見通せる冷凍機

実現のために、小型膨張タービン式冷凍機の要素技術を開発する。また、高性能化のため

の課題と見通しを明らかにすると共に、コスト評価についても実施する。具体的には、以

下のような内容を実施する。 
（１）小型膨張タービン式冷凍機要素技術開発 
（２）小型膨張タービン式冷凍機試作 



  

 

（３）高性能化のための基盤研究 
 

上記２つの研究開発項目の他に、以下の取組みを実施する。 
 

（ア）要素技術開発機器に加え、超電導電力ネットワーク制御技術開発等他プロジェク

トへの線材提供を積極的に行い、機器側から線材プロセス開発側に評価結果をフ

ィードバックすることで、実用化に向け線材開発を促進させる。 
（イ）ＮＥＤＯ技術開発機構が、ユーザー企業への訪問・ヒアリングを行って事業成果

の普及に努めると共に、一般的な展示会への出展を通じて超電導技術の社会貢献

や研究成果の PR、普及にも努める。 

 
（２）平成１８年度予算における事業規模 
    電特会計     ３，２７８百万円（継続） 
 （注）事業規模については、多少の変動があり得る。 
              
６．その他重要事項 
（１） 運営・管理 

本プロジェクトの推進方針および新エネルギー技術開発部が所管する他の超電導関連

プロジェクトとの調整については、新エネルギー技術開発部が主催し平成１８年度に２回

開催予定の「超電導技術委員会」に諮り、有識者の意見を伺いながら進めることとする。

また、四半期に一回程度プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について報

告を受けることとする。 
 
（２）複数年度契約の延長 
  ①線材製作技術開発については、現状平成１７年度までの複数年度契約を平成１９年

度まで延長する。 
②機器要素技術開発については、上記延長契約に含めて実施する。 

 
 
（３）年間スケジュール：平成１８年２月：部長会 

平成１８年６月・・・第１回超電導技術委員会（予定） 
平成１９年１月・・・第２回超電導技術委員会（予定） 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         （付表１） 



  

 
線材作製技術開発の中間及び最終年度における研究開発目標 

中間目標（平成１７年度末） 最終目標（平成１９年度末） 
 

高性能線材 低ｺｽﾄ線材 高性能線材 低ｺｽﾄ線材 極低ｺｽﾄ線材 
線材長さ 200m 500m 50m 

Ic=200A/cm 幅（77K,0T） Ic=300A/cm 幅（77K,0T）
Ic=200A/cm 幅

（77K,0T）  
臨界電流 

 Ic=20A/cm 幅 
（77K,3T） 

 Ic=30A/cm 幅

（77K,3T） 
  

作製速度  5 ｍ／h  

コスト 最終目標達成可能な線材作

製プロセスを示す。 
12 円/Am 
(77K,0T) 

8 円/Am 
(77K,0T) 

3 円/Ａｍ以下 
(77K,0T) の実現

が原理的に可能な

ことを示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         （付表２） 
 

 



  

 

機器要素技術開発の最終年度における研究開発目標 
機器名 最終目標（Ｈ１９年度末） 

極低コスト線材導体

化技術 
極低コスト線材を用いて短尺導体を製作し、

導体化技術を確立する。 

低交流損失化技術 

分割線材を用いて 10ｍ級超電導ケーブルモデ

ル（3 芯のうち１芯超電導）を製作し、ケー

ブルでの交流損失低減技術を開発する。また、

実用化に向けた交流損失低減について課題と

見通しを示すと共に、線材への要求仕様を明

らかにする。 

耐過電流技術 

数十ｍ級超電導ケーブルにより、31.5kA× 2s 
の過電流に耐えるケーブル設計技術を開発す

る。（66／77kV クラスの機器に対する JEC で

規定された短絡電流を 1 相のみに通電。） 

超電導 
ケーブル 

ケーブル接続技術 

2 本の 10ｍ級超電導ケーブルを接続するにあ

たり、5kA 通電相当で 0.6μΩとなる接続技術

を開発する。 
（実用化時のケーブル通電電流 5kA、ケーブ

ル接続間隔 300m 時の、接続部損失が想定交

流損失 0.5W/m の 1/10 以下より。） 

低交流損失化技術 

分割線材を用いたモデルコイルを試作し、超

電導変圧器での交流損失低減技術を開発す

る。また、実用化に向けた交流損失低減につ

いて課題と見通しを示すと共に、線材への要

求仕様を明らかにする。 

耐電圧技術 

模擬導体（金属テープ導体）を用いたコイル

により、交流耐電圧 140kV（１分間）及び雷

インパルス耐電圧 350kV を検証する。 
（66kV クラスの変圧器に対する JEC で規定

された耐電圧試験条件。） 

超電導 
変圧器 

大電流化技術 
 

並列導体コイルにより 1 kA 級（二次側）通電

可能な技術及び、素線間電流分流誤差低減化

技術を開発する。また、実用化に向けた課題

と見通しを示すと共に、線材への要求仕様を

明らかにする。（電流値は実用化機器としての

66kV／6.9kV－20MVA 級の場合を想定。） 

電機子技術 

超電導大電流容量固定電機子の製作技術を開

発する。また、実用化に向けた電機子コイル

電流密度向上について課題と見通しを示すと

共に、線材への要求仕様を明らかにする。 

 
 
 

超電導 
モーター 

 
 
 
 

低交流損失化技術 

分割線材を用いた固定電機子コイルを製作

し、固定電機子コイルでの交流損失低減技術

を開発する。また、実用化に向けた交流損失

低減について課題と見通しを示すと共に、線

材への要求仕様を明らかにする。 
超電導 

モーター 界磁子技術 超電導回転界磁子コイルを開発すると共に、

これを用いて構成したモーターの動作を確認



  

 

する。また、超電導回転界磁子実用化に向け

ての課題と見通しを示すと共に、線材への要

求仕様を明らかにする。 

線材高抵抗化技術 

現状の超電導線材を加工した 100ｍ級線材に

おいて、0.1Ω/m 以上の常温抵抗と 2 Ic×2ms
（Ic=300A/cm 幅以上、5mm 幅線材）で劣化

しない耐過電流特性を実現する。 
 

大電流化技術 

 

線材 4並列の巻線において、臨界電流の５０％

（ピーク値）の電流を定常通電出来る並列化

技術を開発する。 

超電導 
限流器 

限流性能 

動作確認用に並列巻線無誘導コイルを製作

し、3.8 kV 印加にて限流動作を確認する。 

（三相 6.6kV 系統を想定し、その対地電圧値

として 3.8kV を設定。） 

冷凍能力 冷凍能力：2kW 級（＠70K） 
（小型高性能冷凍機にて） 

長寿命化 メンテナンス間隔 30,000 時間以上の長寿命

化の為の課題と見通しを明らかにする。 高性能冷凍機 

冷却効率 COP：0.1（＠65K）以上実現に向けた課題と

見通しを明らかにする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              （付表３）  

 

体制図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＥＤＯ 

研究開発責任者（プロジェクトリーダー） 

・所属(財)国際超電導産業技術研究センター 

     超電導工学研究所 

・役職名 線材研究開発部長 

 ・氏 名 塩原 融 

名古屋大学 

研究項目：転位密度、分布、欠陥の評価解析 

指示・協議 
大学との共同実施は、研究開発の進展

に応じ機動的に対応する。 

委託 

（連名契約） 

（財）ファインセラミックスセンター 
研究項目： 
長尺線材評価・可加 
工性技術開発の内線 
材電磁気特性評価に 
おける 
(1)TEM 等電子顕微鏡 
による微細構造解析 

中部電力（株） 
研究項目： 
(1)化学気相法に 
よる超電導層形 
成技術開発 

(2)可コイル性評 
価技術開発 

古河電気工業（株）
研究項目： 
(1)金属基材技術 
 開発 

(2)可加工性技術 
開発 

 

昭和電線電纜（株） 
研究項目： 
(1)金属基材技術 
開発 

(2)化学液相法に 
よる中間層形成 
技術開発 

(3)化学液相法によ 
る超電導層形成技 
術開発 

 
 
 
 
研究項目： 
（1）Ｙ系超電導電

動機の開発 
（2）機能実証試験

など 

石川島播磨重 
工業（株） 

（連名契約）（連名契約）

再委託 

共
同
実
施 

共
同
実
施 

九州電力（株） 

研究項目：電力用機器導入の調査研究 

九州工業大学 

 研究項目：臨界電流特性の膜厚依存性測定 

     解析 

大阪大学 

 研究項目：高温超電導体単結晶の電磁的・ 

    光学的評価 

岩手大学 

研究項目：パルス強磁場による超電導 

      線材評価 

旭電化工業（株） 

研究項目：次世代線材用 MOD 法による出発

原料の研究 

九州大学（2件） 

研究項目：コイル形状の電磁気特性評価等、

結晶成長機構に関する研究 

連 

携 
住友電気工業(株) 

研究項目： 

低ｺｽﾄ長尺線材ﾌﾟﾛｾｽ開発における 

(1)気相蒸着法による中間層形成技

術開発 

(2)気相蒸着法による超電導層形成

技術開発 

可加工性評価技術開発における 
(1)可加工性技術開発 

(財)国際超電導産業技術研究センター 

 

研究項目： 

(1)高速・安定成長技術開発 

(2)特性向上技術開発 

(3)機器開発提供用線材作製 

(4)超電導層形成技術開発 

(5)長尺化技術開発 

(6)長尺線材評価技術開発 

(7)線材電磁気特性評価技術

開発 

(8)線材材料特性高度化技術

開発 

(9)線材接合界面特性高度化

技術開発 

(10)コスト分析等実用化促

進調査 

(11)評価技術体系化 

早稲田大学 

研究項目：伝熱特性評価技術開発 

産業技術総合研究所 

研究項目：厚さ方向熱特性評価技術 

一関工業高等専門学校 

研究項目：面内方向熱特性評価技術 

上智大学 

研究項目：機械的歪効果の評価 

京都大学 

研究項目：磁場中 Jc 測定、表面状態評価 

連 

携 

横浜国立大学（2 件） 

研究項目：マクロ的 Jc 分布測定、 

交流損失測定評価等 

(株)フジクラ 

研究項目： 

IBAD/PLD 法による高性能長尺線

材プロセス開発における 

(1)長尺線材化技術開発 

(2)特性向上技術開発 

(3)機器開発提供用線材作製 

可加工性評価技術開発における 

(1)高性能線材可加工性技術 

 
 
 

注）ISTEC が、塩原 PL の統括指揮のもと、研究実施主体間の緊密な連携及び研究開発の遂行を図るとともに、外部有識者等

から成る推進

 


