
                                 Ｐ０３０３７ 
（電力技術開発プログラム） 

「超電導応用基盤技術研究開発（第Ⅱ期）」基本計画 
 
                        新エネルギー技術開発部 

 
１．研究開発の目的・目標・内容 
 
（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以下に示す。 
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。 
 
 
 



 

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以下に示す。 
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となるケーブル

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。） 

超電導 
モーター 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。 



 

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。 
 
 
（３）研究開発の内容 
 上記の目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づ

き研究開発を実施する。 
①線材作製技術開発 
（ⅰ）高性能長尺線材プロセス開発 
（ⅱ）低コスト長尺線材プロセス開発 
（ⅲ）長尺線材評価・可加工性技術開発 
（ⅳ）高温超電導材料高度化技術開発 

なお、①において研究開発項目（ⅲ）、（ⅳ）は、研究開発（ⅰ）、（ⅱ）へ線材プロセス提

案・最適条件提示等を行い、技術支援を行うとともに、機器要素技術開発応用に向け、研究

開発全体を効率的に推進する。 
 
②機器要素技術開発 

（ⅰ）機器共通基盤要素技術開発 
（ⅱ）超電導ケーブル要素技術開発 
（ⅲ）超電導変圧器要素技術開発 
（ⅳ）超電導モーター要素技術開発 
（ⅴ）超電導限流器要素技術開発 
（ⅵ）高性能冷凍機要素技術開発 



 

なお、②において開発項目（ⅰ）は、各機器に対する線材の適用において共通的な基盤要

素技術を開発することにより、研究開発（ⅱ）～（ⅵ）に対し開発の効率化、導体・機器構

造最適条件提示等による技術支援を行うことで、機器要素技術研究開発並びに本研究開発全

体を効率的に推進すると共に、①の線材技術研究開発と②の機器要素技術研究の連携の役割

を果たす。また、（ⅱ）～（ⅵ）の研究開発で明らかになった機器応用における問題点につい

ては、（ⅰ）にフィードバックして線材及び線材製作技術の課題や対応策を明らかにし、線材

特性や製作方法の改善を行う。 
 
 
２．研究開発の実施方式 
（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、｢NEDO 技術

開発機構｣という）が、企業、民間研究機関、独立行政法人、大学等（委託先から再委託され

た研究開発実施者を含む）から公募によって研究開発実施者を選定の上、委託して実施する。

（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別の研究開発能力、

研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点から国外企業との連携が必要な部分はこの限

りでない。） 
共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限の活

用により効率的な研究開発の推進を図る観点から、ＮＥＤＯ技術開発機構が委託先決定後に

指名する研究開発責任者（プロジェクトリーダー）を置き、その下に効果的な研究開発を実

施する。 
研究開発責任者（プロジェクトリーダー）： 

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 塩原 融氏 

 
（２）研究開発の運営管理 
 研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び研究

開発責任者と密接な関係を維持しつつ、本研究開発の目的及び目標に照らして適切な運営管

理を実施する。具体的には、必要に応じて、ＮＥＤＯ技術開発機構に設置する委員会及び技

術検討会等、外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、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等を行う。 
 
３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成１５年度から平成１９年度までの５年間とする。 
 
４．評価の実施 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成

果の技術的意義ならびに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の

中間評価を平成１７年度に、事後評価を平成２０年度に実施する。中間評価に当たっては、

第Ⅰ期計画の超電導線材要素技術の開発を含む。なお、中間評価における目標としては平成

１７年度末に、これを達成する技術開発目途を得ること。評価の時期については、当該研究

開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗動向等に応じて、前倒しする等、適宜

見直すものとする。 
 

５．その他の重要事項 
（１）研究開発成果の取扱い 
①成果の普及 
 得られた研究開発成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構、実施者とも普及に努めるもの



 

とする。 
②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備または標準化等との連携を図るため、

データベースへのデータの提供、標準情報（ＴＲ）制度への提案等を積極的に行う。 
③知的財産権の帰属 
 委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２６条の規定等に基づき、原則とし

て、すべて受託先に帰属させることとする。 
 
（２）基本計画の変更 
 ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内

外の研究開発動向、産業技術政策動向、第三者の視点からの評価結果、研究開発費の確保状

況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、

基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 
 
（３）根拠法 

本プロジェクトは、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号イに基づき実施する。 
 

（４）その他 
①超電導関連の他プロジェクト（超電導電力ネットワーク制御技術開発等）への線材提供

を行い、応用機器の実用化に資する。また、機器開発側から線材プロセス開発側にフィ

ードバックする。 
②実用化促進委員会を設置する。委員会は、機器メーカー、システムメーカー、最終ユーザ

ーなどを含めて構成し、プロジェクトより最新の技術成果、将来展望、市場開拓調査、コス

ト分析調査、標準化調査などの成果を報告し、実用化・事業化の見通しについて検討するこ

とで、超電導機器の早期実用化を促進する。 
 
６．基本計画の改訂履歴 
（１） 平成１５年３月、超電導線材開発についてⅡ期とし、ＮＥＤＯ理事会により改訂。 
（２） 平成１６年３月、プロジェクトリーダーの設置に伴い、研究開発の実施体制を、ま 

た、独立行政法人化に伴い、根拠法等を改訂。 
（３）平成１７年３月、電力技術開発プログラムとして位置付けられたことによる改訂。 
（４）平成１８年３月、線材開発の著しい進展に伴う極低コスト線材の目標追加、および中

間評価結果を踏まえた機器要素技術開発の開始による改訂。 
 
７．研究開発スケジュール 
 別紙による。 
 



 

①線材作製技術開発 
研究開発項目（ⅰ）「高性能長尺線材プロセス開発」 
 
１．研究開発の必要性 

Ｙ系超電導線材を用いた超電導マグネット、ＳＭＥＳ、ＮＭＲ、ＭＲＩ等の実用化のため

には線材の長尺化と共に外部磁場下で高臨界電流密度を同時に達成しなければならない。例

えば、シリコン引き上げ用マグネットでは３Ｔ、リニアモーターカーでは５Ｔ、SMES では

10Ｔでの磁場下で何れも数十 A/cm 幅の特性（単長：数百ｍ）が求められる。 
現状では短尺試料で、７７Ｋ、３Ｔにおいて数 A/cm 幅程度であり、大幅な特性向上が必

要となる。Ｙ系線材は粒界弱結合の影響が大きいため、粒界の傾角を数度以下に抑え、事実

上単結晶的に全軸方位揃った構造を必要とする。 
第Ⅰ期では、ハステロイ基板上にＩＢＡＤ法（イオンビームアシスト蒸着法）で中間層形

成後に、パルスレーザ蒸着法（ＰＬＤ法）でＹＢＣＯ膜を形成する３層構造（金属基材／中

間層／超電導層）にて、世界に先行する技術レベル（長さ５０ｍ、臨界電流８０Ａ／ｃｍ幅､

@７７Ｋ､０Ｔ））を達成している。しかしながら、実用化には更なる長尺化と共に高特性化、

線材作製速度の高速化等の課題の解決が必要である。 
 

２．研究開発の具体的な内容 
第Ⅱ期では、第Ⅰ期で開発を進め有望な成果を得られた線材作製要素技術等を基本に進め、

材料、構造、作製プロセスの最適化を図るなどにより外部磁場下で高臨界電流特性を発揮す

る高性能長尺線材プロセス開発を行う。 
 
・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 
更に、低コスト長尺線材プロセス等との比較を行い（平成１６年度末）、高性能長尺線材プ

ロセスとしての見通しについて検討を行う。 
なお、超電導マグネット等への適用に向け、交流損失の低減、線材強度等の検討評価を行

う。 
 
３．達成目標 

中間目標として、平成１７年度末に、長さ２００ｍ、臨界電流２００Ａ／ｃｍ幅（７７Ｋ、

０Ｔ）とともに磁場中において臨界電流２０Ａ／ｃｍ幅（７７Ｋ、３Ｔ）が達成可能である

こと。 
これにより、最終年度末において、機器実用化に繋げ得る技術レベルとして、長さ５００

ｍ以上、高磁場下臨界電流特性として３００Ａ／ｃｍ幅以上（７７Ｋ、０Ｔ）かつ３０Ａ／

ｃｍ幅以上（７７Ｋ、３Ｔ）、コスト１２円／Ａｍ以下(７７Ｋ、０Ｔ)、作製速度５ｍ／ｈ以

上の目標を実現する。 
この最終目標値は、長さとしては多くの高磁場応用仕様を満たし、特性的にはシリコン引

き上げ用マグネット等の各種産業応用マグネットやＳＭＥＳ応用等を可能にするレベル 
である。 
 



 

研究開発項目（ⅱ）「低コスト長尺線材プロセス開発」 
 
１．研究開発の必要性 

Ｙ系超電導線材は低コスト化が可能で外部磁場の加わらない電力ケーブル等への応用が期

待されているが、現状の線材作製コストは高く、これを低減することが最も大きな課題とな

っている。この課題解決のためには、高臨界電流密度化や厚膜化による臨界電流若しくは工

業的臨界電流密度（臨界電流/線材全断面積）を向上すること、及び簡単かつ高速な方法で超

電導線材を作製することが必要である。 
 
２．研究開発の具体的な内容 

第Ⅰ期では、金属基材をテープ化する際に強加工を施し適切な熱処理を施すことにより配

向組織を得る高強度配向性金属基材開発や非真空の中間層・超電導層作製プロセスの開発（化

学液相法等）と共に高速で配向中間層が得られる基板傾斜法（ＩＳＤ法）等の技術開発を進

めてきた。 
第Ⅱ期では、第Ⅰ期で有望な成果が得られた線材作製プロセスの要素技術等を基本に、金

属基材、中間層、超電導層それぞれに関して、低コストで長尺が可能なプロセスの技術開発

を行う。 
 

（１）金属基材技術開発 
・長尺基板テープによる弱磁性及び高強度線材の高配向化、 

結晶粒微細化技術開発等 
 
 （２）中間層技術開発 

・簡易プロセスにより低コスト化が見込まれる化学液相法、化学気相法等による 
長尺化、高品質化等技術開発 

・中間層構造の簡素化及び作製速度の高速化による低コスト化技術開発 
 

（３） 超電導層技術開発 
・簡易プロセスにより低コスト化が見込まれる技術開発 

（トリフルオロ酢酸塩等化学液相法によるバッチ式、リール式熱処理技術等） 
・長尺化及び高特性化による低コスト化技術開発（多段気相蒸着法等） 
・高臨界電流密度化及び作製速度の高速化による低コスト化技術開発 
（パルスレーザー蒸着法による幅広成膜技術等） 

・高特性・高速成膜化による低コスト化技術開発 
（Ｙ系以外の希土類系高温超電導材料の成膜技術等） 

 
更に、金属基材、中間層、超電導層の各プロセスを適正に組み合わせ、低コスト長尺線材

作製プロセス技術として絞り込みを実施し（平成１６年度末）、プロトタイプの長尺線材作製

装置の開発を行い低コスト長尺線材プロセスとして確立する。将来、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、その基盤技術を確立する。 
なお、電力ケーブル等への適用に繋がりうる技術として、線材幅の適正化等を行う。 

 
３．達成目標 

中間目標として、平成１７年度末に、長さ２００ｍ、臨界電流２００Ａ／ｃｍ幅（７７Ｋ，

０Ｔ）の達成可能と共にコスト最終目標の達成可能なプロセスを示していること。 
これにより、最終年度末において、電力ケーブル等への応用に繋がり得る技術として、長

さ５００ｍ以上、臨界電流３００Ａ／ｃｍ幅以上（７７Ｋ、０Ｔ）、コスト８円／Ａｍ以下（７

７Ｋ，０Ｔ）、作製速度５ｍ／ｈ以上を実現する。 



 

 
これら最終目標値は、長さ、特性的には線材化の最低仕様を満たし、コストとしてプロジ

ェクト終了の数年以内に、ビスマス系超電導線材コストに優ることが見込めるレベルを設定

している。特に、電力ケーブル等に必要となる工業的臨界電流密度に関しては、現状のビス

マス系線材の約３倍のレベル（金属基材厚 0.08～0.1mm として）となっている。 
 
さらに、将来の機器応用に繋がる、より低コストな線材として将来コストが３円／Ａｍ以

下を見込めるプロセスの組み合わせを極低コスト線材として、最終年度末に長さ５０ｍ以上、

臨界電流２００Ａ／cｍ幅以上（７７Ｋ，０Ｔ）を実現する。 
 
 



 

研究開発項目（ⅲ）「長尺線材評価・可加工性技術開発」 
 
１．研究開発の必要性 

長尺線材評価技術は、長尺線材作製プロセスと一体となったもので、連続して作製線材を

評価できる技術を開発し、その結果を長尺線材作製プロセス技術開発にフィードバックする

ことにより、開発の効率化を図る。また、線材の高性能化のためには、線材電磁気特性の把

握と共に中間層／超電導層界面の微細構造を評価し、作製条件との相関を明らかにすること

が重要である。さらには、機械的特性等可加工性評価技術やクエンチ特性等信頼性評価技術

を確立し、プロジェクト終了後、参加企業等がＹ系線材を用いて機器開発を行うことを容易

にする評価技術の基盤を作る。 
 

２．研究開発の具体的な内容 
 長尺線材評価技術、信頼性評価技術開発、可加工性技術開発を行う。 
 
  （１）長尺線材評価技術開発 

・長尺線材臨界電流長手方向連続測定技術（非接触方式、接触方式） 
・線材電磁気特性評価技術開発 
・非破壊臨界電流密度分布幅方向測定技術（非破壊） 
・粒界特性連続評価技術（磁気的方式等） 
等を開発し、超電導特性や粒界特性を高精度で評価するとともに、透過電子顕微鏡等

による各層間界面構造解析を行うなど、線材作製プロセス開発にフィードバックする。 
・線材の機器への適用を前提として、臨界電流特性の幅方向及び長手方向の一様性を

評価し、結果を機器開発グループに提供する。 
 

 
  （２）信頼性評価技術開発、可加工性技術開発 

・線材のクエンチ特性に関し、線材作製条件等との相関関係を分析・評価 
・線材伝熱挙動評価、機械特性評価等を行い、機械変形（曲げ、ねじり等）と 
超電導特性等との相関関係を分析・評価 

を行う等、超電導線材の実用化に資するデータを蓄積する。 
 
３．達成目標 
・長尺線材評価・可加工性技術を長尺線材作製プロセス（①、②の研究開発）にフィードバ

ックし、線材作製プロセス開発の効率化を図ること。 
 （なお、研究開発①、②の中間目標の線材開発に資すること） 
・５００ｍ級長尺線材の臨界電流・電磁気特性評価技術及び可加工性技術の基盤を確立 

すること。 
 
 
 
 
 
 



 

研究開発項目（ⅳ）「高温超電導材料高度化技術開発」 
 
１．研究開発の必要性 

Ｙ系線材を用いた各種機器の実用化を見据えた将来目標達成のためには、の更なる高臨界

電流化等特性向上のための要素技術開発が必要である。高臨界電流化のためには、線材の組

成制御及びピン止め中心構造適正化による結晶粒内での特性向上と共に、結晶粒界の組成や

組織制御による界面特性向上が不可欠である。また、高温超電導特性の臨界電流低下等の原

因を解明し、その要因を除去することも開発を効率的に推進するために欠かせない。 
その一方で、実用機器応用のためには構成技術の一つとして、超電導線材間の低抵抗接合

技術開発が必要である。 
 
２．具体的な研究内容 

線材材料特性高度化技術開発、線材接合界面特性高度化技術開発を行う。 
 
（１）線材材料特性高度化技術開発 

・カチオン添加及び人工ピン導入等による線材特性（臨界温度、臨界電流密度）向上技

術及び高歩留まり化技術開発 
・酸素処理速度の高速化に関する技術開発 
・希土類種選定の適正化による線材特性（臨界温度、臨界電流密度）向上技術 
 

これらの技術開発を磁化率測定、通電測定、ラマン分光等各種分析手法等を用いて

実施し、線材作製条件との相関を明らかにするとともに、超電導特性劣化原因の除去

方法の検討等により技術開発を促進する。加えて、機器要素技術開発における課題を

材料学的な見地から検討を行う。 
 

（２）線材接合界面特性高度化技術開発 
・薄膜線材粒界接合部における組織・組成制御による臨界電流密度等の線材特性向上技

術 
・線材間での低ロス接合技術 

これらの技術開発を磁気光学観察の評価技術を用いて実施する等、高性能接合条件

を明らかにする。 
 

３．達成目標 
高特性化（組成・酸素濃度の最適化等）、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、

（ⅰ）、（ⅱ）の研究開発に資すること。 
（なお、研究開発（ⅰ）、（ⅱ）の中間目標の線材開発に資すること） 
これにより、酸素濃度や希土類種等を含めた線材材料及び粒界構造・組成の適正条件を提

案し、高性能長尺線材プロセス及び低コスト長尺線材プロセスの開発目標の実現を促進させ

る。また、最終年度は将来目標実現が見込めるレベルの線材特性として短尺試料において更

なる低コスト化を考慮し、高速製造を見込み、薄膜で更なる高臨界電流密度を実現する。な

お、線材接合部抵抗特性として、接合部を含んだ長尺線材で臨界電流を低下させない抵抗の

接続を実現する。 



 

②機器要素技術開発 

研究開発項目（ⅰ）「機器共通基盤要素技術開発」 
 
１．研究開発の必要性 

イットリウム（Y）系超電導線材は金属系超電導線材に比べ臨界温度が高く、ビスマス（Bi）
系超電導線材に比べ、磁場中での特性、機械強度、交流損失、将来コストの点で優利である

と期待されており、日米で開発競争が繰り広げられてきている。日本では本プロジェクトに

おいて、実用化レベルの線材作製が見通せる基盤技術を確立するための研究開発を実施し、

線材開発では世界をリードしているところである。しかしながら、新しい線材であるＹ系超

電導線材の機器応用にあたっては様々な技術課題が山積しているのが現状であり、Ｙ系超電

導線材の実用化には、線材開発と並行して機器の要素技術開発が不可欠である。この開発を

始めるには、相当程度の特性（Ic で 100A 級）を有した線材が一定量必要であるが、上述の

線材開発における進展により、これを満足しうる線材作製が可能な技術レベルに到達しつつ

ある。一方、各種機器の要素技術開発を実施するには線材の加工技術と共に導体化やコイル

化技術を必要とする。これには、シミュレーション等による適性構造の解析とこれに基づい

た適正な加工技術開発が必要になる。さらに、上記導体を用いた機器構造の提案と共に転用

可能な要素技術の摘出とその連成を実施することは有機的に機器の要素技術開発を推進する

ために有効である。加えて、よりスムースな市場化を実現するためには、市場や知的所有権

等の調査・分析研究が必要であり効果的である。 
 

２．研究開発の具体的な内容 
 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。 

 
 （１）素線加工技術開発 

Y 系超電導線材を導体化するために必要な加工技術開発として、細線化技術、フィラ

メント化（スクライビング）技術、低コスト安定化層形成技術及び、これらの線材の接

合技術を実施する。 
  （２）導体化・コイル化基盤技術開発 

機器に必要な導体化基盤研究として集合導体の評価を行う。また、コイル化基盤技術

として、単純なソレノイド型及びパンケーキ型等のコイル形状形成技術を開発すると共

に応力印加下での応用に必要となる基盤強化技術として樹脂含浸技術開発等の開発を

行い、それらの評価を実施する。 
 （３）素線・導体構造解析技術 

Ｙ系超電導線材の能力を最大限に発揮で着る素線及び導体の構造等をシミュレーショ

ン技術等を用いて解析し、低損失等を実現でき得る構造を提案する。また、各機器の要

素技術開発から転用可能な要素技術を抽出し、他の機器での開発への移管、統合を行う。 
 （４）線材特性改善技術 

機器要素技術開発において現れた線材の問題点を受けて、線材特性や線材製作技術の

改善を行う。 
 （５）実用化促進調査研究 

 「市場開拓調査」、「機器コスト分析調査」、「標準化調査」、「推進委員会」「実用化促進

委員会」等を通して、本プロジェクトで実施する機器を含めた超電導各種機器の市場性

を評価すると共に、ユーザーからの意見を取り込み実用化の早期実現に資する。 



 

３．達成目標 
機器共通基盤技術開発を通じて機器要素技術開発の促進を図ると共に、各機器での開発へ

の技術支援、線材技術研究開発との連携を進めることで、研究開発全体を効率的に推進させ

る。 
 



 

研究開発項目（ii）「超電導ケーブル要素技術開発」 
 
1．研究開発の必要性 

超電導ケーブルは、現用CVケーブルに比べて送電ロスが小さいこと、コンパクト・軽量で

あるため建設コストを低減できることなどの導入メリットを有する新規電力ケーブルである。

特に、Ｙ系超電導線材を適用するとＢi系超電導線材を用いた場合に比べて交流損失の低減が

期待でき、その場合、これらの導入メリットはより顕著になる。 
Ｙ系超電導線材を用いた超電導ケーブル実用化のためには、Ｙ系超電導線材適用による超電

導ケーブルの性能向上等について調査を行い、Ｙ系超電導線材のポテンシャルを引き出し、低

コスト、低損失、かつ、信頼性の高い超電導ケーブル実用化に必要な要素技術の確立をはかる

ことが重要である。そのために、極低コストが見込めるＮｉ系配向基板線材を導体化する技術、

ケーブルとしての交流損失の低減技術、導体を接続して長尺化するための接続技術、短絡時の

過電流対策技術などに関する研究開発が必要である。 
 
2．研究開発の具体的な内容 

本研究開発では、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。 
 
 （１）極低コスト線材導体化技術 

Ni 配向基板を用いたＹ系超電導線材を使用して短尺導体を製作し、極低コストＹ系超

電導線材の機械的特性を考慮した導体化技術を開発する。 
 （２）低交流損失技術 

IBAD 中間層非磁性金属基板を用いた高性能なＹ系超電導線材を使用して、ケーブル

モデルを試作、評価する。Ｂｉ系超電導線材と大きく異なるＹ系超電導線材の形状・電

磁特性を生かして低交流損失な導体を構成する技術を開発する。また、極低コスト線材

を用いたケーブル導体の低損失化を検証する。 
 （３）耐過電流技術 

銅複合等耐過電流対策を施したＹ系超電導線材を用いて、短絡時の過電流に耐えうる

導体構成技術を開発する。 
 （４）ケーブル接続技術 

低抵抗の導体接続技術を開発すると共に、接続部で発生する損失を低減する技術およ

び中間接続部の開発を行う。 
 
3．達成目標 

 実用化時の超電導ケーブル機器仕様として AC66／77kV－5kA 級の 3 芯一括ケーブルを

想定し、本プロジェクト最終年度における研究開発目標は以下とする。 
・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。 
・低交流損失化技術については、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。 
・耐過電流技術については、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。） 
・ケーブル接続技術については、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となるケーブル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。） 



 

研究開発項目（iii）「超電導変圧器要素技術開発」 
 
１．研究開発の必要性 

我国の電力需要は緩やかに上昇しており、情報化、高齢化社会での電力の役割はますます

重要になり、今後もその需要は高くなることが予測されている。また、地球環境を考慮した

電力供給も重要である。これらに応じるために、高効率な電力機器が必要とされつつあり、

変圧器もその中の一つである。従来の変圧器の損失は電気抵抗による損失が大きく、これを

低減するために、電気抵抗がほとんど無視できる超電導線の適用が考えられ、これまでに研

究開発が進められてきた。海外においても研究開発が進められており、基盤技術が確立しつ

つある状況である。 
超電導変圧器を実用化するためには、まず巻線の交流損失の低減が重要である。また、高

電圧に耐えることは変圧器の必要不可欠な機能であるが、超電導変圧器の場合には、液体窒

素中であることや、超電導線の断面寸法と形状による電界集中などの条件により、従来の変

圧器のデータをそのまま使用することはできないので、耐電圧技術も超電導変圧器実現のた

めに必要不可欠な技術である。更に、実用器では大電流化のためにＹ系超電導線材を多層並

列化することが必要となるが、各素線間のインダクタンスの違いにより素線電流の不均一性

が現れるので、素線間電流分流の均一化による大電流化技術も重要な技術である。これらは

Ｙ系線材を変圧器に適用して超電導変圧器を実現する際に、確立すべき重要な要素技術であ

る。 
 

２．研究開発の具体的な研究内容 
本研究開発では、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。 
 
（１）低交流損失化技術 

Ｙ系超電導線材を用いてモデルコイルを製作し、交流損失低減の要素技術開発を行う。 
（２）耐電圧技術 

Ｙ系超電導線材を用いた超電導変圧器巻線や構造を想定した評価モデルを製作し、耐

電圧化のための要素技術開発を行う。 
（３）大電流化技術 

Ｙ系超電導素線を多層並列構成にした大電流導体を試作し、大電流化のための要素技

術開発を行う。 
 

３．達成目標 
実用化時の超電導変圧器仕様として、66kV／6.9kV－20MVA 級を想定し、本プロジェ

クト最終年度における研究開発目標は以下とする。 
・低交流損失化技術については、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。 
・耐電圧技術については、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。） 
・大電流化技術については、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。） 



 

研究開発項目（iv）「超電導モーター要素技術開発」 
 
1．研究開発の必要性 

超電導モーターは、現状のモーターに比べより小型・軽量化及び高効率化の可能性がある

ことから地球環境への負荷低減への寄与が期待されている。 
臨界電流密度が高く外部磁界の影響を受けにくいＹ系超電導線材を適用した超電導回転機

は、Ｂｉ系超電導線材を適用した回転機より小型で高出力が期待されており世界的にも注目

されている。超電導線材をコイル化して磁界を発生させる電力機器であっても、変圧器に対

しモーターは回転機であり、線材が使われる磁界強度も遙かに高くモーターに適した要素技

術開発が必要である。 
 
２．研究開発の具体的な内容 

本研究開発では、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。 
 

（１） 電機子技術 
Ｙ系超電導線材を用いた大電流容量の固定電機子コイルを想定し、並列導体を用いたコ

イル化技術の検討を行うと共に、超電導電機子製作技術を開発して超電導モーターを構成

するための要素技術開発を行う。 
（２）低交流損失化技術 

Ｙ系超電導線材を用いて試作した固定電機子コイルについて、交流損失低減化について

の研究開発を行う。 
（３）界磁子技術 

回転動作が伴う回転子界磁コイルを想定し、コイルを開発し、超電導界磁コイルを持つ

回転子と常電導固定電機子とを組み合わせ、冷却も含めた超電導モーターを構成するため

の要素技術開発を行う。 
 

３．達成目標 
実用化時の超電導モーターの仕様として 1－3MW クラス、通常のモーターと比べ容積、重

量共に 1／2 程度にコンパクト軽量なものを想定し、本プロジェクト最終年度における研究

開発目標を以下に示す。 
 
・電機子技術については、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。 
・低交流損失化技術については、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。 
・界磁子技術については、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。 



 

研究開発項目（v） 「超電導限流器要素技術開発」 
 
１．研究開発の必要性 

超電導を用いると、系統事故時に流れる過大な電流を瞬時に抑制し事故の拡大波及を阻止

する限流器が実現できる。Ｙ系超電導線材を用いてＢｉ系超電導線材では実現できなかった

S/N転移型（抵抗発生型）限流器が実現できれば、超電導限流器の低コスト化、運転損失低

減によるCO2排出量削減が図れる。そのためには限流器応用特有の常電導状態で高抵抗を発

生するＹ系超電導線材の開発や、それを使用した導体・コイルを構成するそれぞれの要素技

術の研究開発を行う必要がある。 
 

２．研究開発の具体的な内容 
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。 
 
（１）線材高抵抗化技術 

高抵抗金属安定化層をＹ系超電導線材に複合し、常電導転移時に安定に高抵抗を発生

し得る線材の開発を行う。 
（２）線材の導体・コイル適用技術 

高抵抗Ｙ系超電導線材により無誘導コイルを製作し、交流定常通電特性の評価と限流

効果の実証を行う。 
（３）限流器用線材・導体の高度化技術 

（１）、（２）を支援しつつ大電流化あるいは高電圧化を見据えて、高抵抗Ｙ系超電導

線材・導体の損失低減技術の研究開発及び抵抗発生過程の研究を行う。 
 

３．達成目標 
実用化時の超電導限流器の仕様として 6.6kV 系統への適用を想定し、本プロジェクト最終

年度における研究開発目標を以下に示す。 
 
・線材高抵抗化技術については、現状の超電導素材を加工した 100ｍ級線材において、0.1

Ω/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。 
・大電流化技術については、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。 

・限流性能については、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。） 

 



 

研究開発項目（vi）「高性能冷凍機要素技術開発」 
 
１．研究開発の必要性 

現在の極低温小型冷凍機は冷凍能力が 1kW（＠80K）以下であり、数 kW の冷凍能力

が必要なＹ系超電導実用機の冷却には適していない。また、その構造上摺動部を有して

おり、メンテナンス間隔の長期化、簡素化には多くの課題がある。 
一方極低温用大型冷凍機では、空気分離プラント、ヘリウム液化機等で冷凍能力、耐

久性に実績があり、さらに将来 LNG 冷熱利用による大幅な冷凍効率向上も期待できる

膨張タービン方式が採用されているが、Ｙ系超電導機器用としては、冷凍能力の面であ

まりに過大である。そこでＹ系超電導機器実用化のためには、高効率、長寿命で数 kW
の冷凍能力を持った高性能冷凍機の技術開発が必要である。 

 
２．研究開発の具体的な研究内容 

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。 
 

（１）小型膨張タービン式冷凍機要素技術開発 
小型タービン及び軸受設計、加工技術、小型大容量熱交換機設計技術、冷媒ガス移送技

術など小型膨張タービン式冷凍機のための要素技術を開発する。 
（２）小型膨張タービン式冷凍機試作 
小型膨張タービン式冷凍機を設計、試作し、Ｙ系超電導実用機器に必要な冷凍能力（数

kW（＠50～70K））、冷凍効率の検証を行う。 
（３）高性能化のための基盤研究 

  小型膨張タービン式冷凍機の設計、試作、評価などを通して、冷凍機高性能化にあたっ

ての課題と開発の方向、見通しを明らかにする。また、コスト評価を行い、コスト低減

のための課題と見通しを示す。 
 

３．達成目標 
将来的に、現在の小型冷凍機（COP：0.07（＠80K）程度）を上回る高性能冷凍機（COP：

0.1＠65K）を想定し、本プロジェクト最終年度における研究開発目標を以下に示す。 
・冷凍能力については、小型高性能冷凍機にて 2kW 級以上（＠70K）を達成する。 
・長寿命化については、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。 
・冷却効率については、COP：0.1（＠65K）以上の実現に向けた課題と見通しを明らかにす

る。 
 
 



（別紙） 
 
 

研究開発の内容  H15  H16   H18  H19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事

後

評

価

②機器要素技術開発 
 

（ⅰ）機器共通基盤要素技術開発 
 
 

（ⅱ）超電導ケーブル要素技術開発 
 
 
（ⅲ）超電導変圧器要素技術開発 
 
 
（ⅳ）超電導モーター要素技術開発 
 
 
（ⅴ）超電導限流器要素技術開発 
 
 
（ⅵ）高性能冷凍機要素技術開発 

 

H17 

①線材作製技術開発 

 
（ⅰ）高性能長尺線材プロセス開発 

 
 

（ⅱ）低コスト長尺線材プロセス開発 
 
 

（ⅲ）長尺線材評価・可加工性技術開発

 
 

（ⅳ）高温超電導材料高度化技術開発 
 

中

間

評

価

 
 
 
 
 

 


