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 作成日 H15.04.04 
制度・プログラム名 革新的温暖化対策技術プログラム 

事業(プロジェクト名) 交流超電導電力機器基盤技
術研究開発 PJコード Ｅ００００７ 

事業担当推進部室 新電力技術開発室 
 
事業の概要 

電力自由化に伴い、各種分散電源の増加に対応するために、「超電導現象」を応用
した電力機器を採用することにより既存電力設備等の有効活用が可能になる。超電
導電力機器の実用化には、ⅰ）交流損失の低減技術 ⅱ）高電圧絶縁技術 ⅲ）大
電流による電磁力対策技術 ⅳ）冷却技術 などの基盤技術の確立が不可欠であ
る。本プロジェクトでは、①超電導送電ケーブル基盤技術、②超電導限流器基盤技
術、③電力用超電導マグネット、④トータルシステム等の研究開発を通して、これ
ら機器側から求められる交流超電導電力機器の基盤技術の確立を目的とする。 

 
１．事業の目的・政策的位置
付けについて        
【ＮＥＤＯが関与する意義】【実施
の効果（費用対効果）】【事業の背
景・目的・位置付け】 

【ＮＥＤＯが関与する意義】 
①超電導技術の交流電力機器応用には、技術的なブレークスルーが必要であり長期
間の開発と多額の研究費を必要とする。 
②現在の電力機器は電気抵抗に起因する損失が発生しているが、機器を超電導化す
ることにより、小型・軽量化できるとともに運転中のロスも低減できることから
相当大きな温室効果ガス排出量削減が期待でき、国の政策目的に合致する。 
【実施の効果（費用対効果）】 
超電導ケーブルを例にとると、2016～2020で約 75km程度が導入されることが予
想され、 
約 500万 kwh/年の省エネルギー効果、約 600t/年のＣＯ２排出量削減が見込める 
【事業の背景・目的・位置付け】 
① 電力自由化に伴い､各種分散電源の増加に対応するために､「超電導現象」を応
用した電力機器を採用することにより既存電力設備等の有効活用が可能にな
る。 

② 超電導電力機器の実用化には、ⅰ）交流損失の低減技術 ⅱ）高電圧絶縁技術 
ⅲ）大電流による電磁力対策技術 ⅳ）冷却技術 などの基盤技術の確立が不
可欠であり、 
本プロジェクトでは、これら機器側から求められる交流超電導電力機器の基盤
技術の確立を目的とする。 

 
これら理由から、ＮＥＤＯの関与は必要不可欠である。 

 
２．研究開発マネジメントに
ついて           
【事業の目標】 

① 超電導送電ケーブル基盤技術の研究開発 
超電導送電ケーブルの実現に向けて、大電流化、低交流損失化および長距離冷
却の基盤技術を確立する。 

② 超電導限流器基盤技術の研究開発 
超電導限流器実現に向けて、大面積、大電流超電導薄膜の開発および高電圧、
大電流限流器の基盤技術を確立する。 

③ 電力用超電導マグネットの研究開発 
マグネット応用機器として、変圧器、限流用リアクトルの実現に向けて、高電
圧化、大電流化の基盤技術を確立する。 

④ トータルシステム等の研究 
超電導機器系統導入効果を解明するとともに超電導機器の性能評価手法の標
準化を図る。 

主な実施事項 H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy  
超電導送電ケーブル基
盤技術の研究開発 

      

超電導限流器基盤技術
の研究開発 

      

電力用超電導マグネッ
トの研究開発 

      

 
【事業の計画内容】 

トータルシステム等の
研究 

      

（単位：百万円） H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy 総額 
(当初) 686 970 1320 1849 未定  特会（電特） (実績) 599 855     
(当初) 686 970 1320 1849 未定  

 
【開発予算】 

総予算額 (実績) 599 855     
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【開発体制】 
経済産業省担当原課 
 
運営機関 
 
プロジェクトリーダー 
 
 
委託先 
 
共同研究先 

産業技術環境局 研究開発課 
 
新エネルギー・産業技術総合開発機構 
 
超電導発電関連機器・材料技術研究組合 理事 
植田 清隆 
 
超電導発電関連機器・材料技術研究組合 
 
横浜国立大学大学院工学研究院 
岡山大学工学部 
名古屋大学工学部 
新潟大学工学部 
京都大学工学部 
 

【情勢変化への対応】 
基本計画の改訂（H14.3） 
○中間目標を設定 
○研究内容の効率化等のため実施内容を見直し 

【今後の事業の方向性】 
平成１２年度から平成１４年度までに確立した基礎技術に基づき、平成１５年度に
試験用機器を作成、完成させる。平成１５年度から平成１６年度にかけて作成、完
成させた機器を電力中央研究所等の公的機関等により公開試験を実施する。 

３．研究開発成果 
 
 (写真、図、表の使用可) 
 
(要素技術含む) 

(1) 超電導送電ケーブル基盤技術の研究開発 
・単心構造で長さ３ｍの超電導ケーブルにより、３kA の通電、交流損失 1W/ｍを
確認した。 
・断熱管のモデルの試作・検討から、最適化を行い１０ｍの断熱管直線部で 0.3W/
ｍを実現した。 

・これらの成果を踏まえ５００ｍケーブル構造仕様や試験項目、布設レイアウト等
を検討し、H15年度から実施予定の試験準備を整えた。 

(2) 超電導限流器基盤技術の研究開発 
・２次元揺動 PLD法で大きさ３cm×10cm、Ic＝148A/1cm幅、Jc＝330万 A/cm2

（通電法）を確認した。 
・ＭＯＤ法で大きさ 1cm×12cm､平均 Jc＞150万 A/cm2(誘電法)を確認した｡ 
・40枚素子を直列化した 6.6kV/50A級限流モジュールにより限流試験を実施し、
電圧ピーク値 11.9kVを確認。 
・１cm 幅の超電導膜を多角形配置した６並列素子を製作し、連続通電特性から

380Armsの通電を確認した。 

(3) 電力用超電導マグネットの研究開発 
・66kV/6.9kV-10MVA 変圧器の概念設計を反映した各部分要素モデルにより電圧
７７kVまで確認し、電流８００Aの通電を確認した。 
・要素研究成果を活かした 66kV/125A 限流器用モデルコイルを製作し、３並列構
成で電圧６６kV、電流３７５Ａの通電を確認した。 

(4) トータルシステム等の研究 
・都市部地中系統に超電導ケーブルや限流器が導入された時の解析モデルを作成
し、算定された超電導ケーブル定数を用いてこの解析モデル系統で導入効果を解
析し、限界送電電力で現状の１．３倍あることと、経済的な成立性について検証
した。 

・ケーブルと現用試験方法、遮断器、ヒューズ、変圧器、リアクトルの試験方法を
調査して、それぞれ超電導ケーブル、限流器、変圧器の試験方法に必要な項目の
抽出を行った。また国内外の超電導機器の開発状況を調査した。 

 

(特許・論文等について件数
を記載) 

特許 18件（うち国際 1件）、論文 22件、口頭発表等 104件 
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４．実用化、事業化の見通

し 
①短中期的には以下の利用形態が考えられる。 
ⅰ）超電導ケーブル 
 需要が急増する都市部の送電容量の増強対策 
 大規模情報センターへの大電力配電 
ⅱ）限流器瞬間電圧低下や系統安定度崩壊停電の防止対策 
  分散電源導入による短絡容量増加対策 
ⅲ）超電導変圧器 
ビル内や地下のコンパクト配電用変電所 
車両や船舶用の軽量変電設備 

②長期的には以下の利用形態が考えられる 
ⅰ）電力会社間連系線や離島連系線のための沿岸海底送電 
ⅱ）架空送電線の山岳部越えや交差部分の既設トンネルや地中送電 
ⅲ）都市化にともなう一部架空送電線の地中化 
ⅳ）超高圧変電所のコンパクト化 
ⅴ）自然エネルギー発電（風力、太陽、流込水力）の集電 
ⅵ）海上立地大容量電源からの送電 
ⅶ）国際連系による電力送電 

実施時期 Ｈ１５年度 中間評価実施 評価履歴 
評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
実施時期 Ｈ１７年度 事後評価実施予定

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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概要（産総研） 
 
２．研究開発マネジメント
について         
【事業の目標】 

交流超電導電力機器は、常に交流損失による熱発生を伴うため、冷却効率の優れた、
より高温度の運転が望まれ、高温超電導体の利用が不可欠である。このため、酸化物
超電導材料の作製技術や、構成材料の熱的・機械的特性を中心とした熱応答特性評価
技術が必要となる。また、交流損失の低減技術、高電圧絶縁・電磁力対策技術、極低
温冷却技術など超電導機器特有の技術開発も不可欠である。これらの研究開発によ
り、交流超電導機器を実現するための基盤を確立する。 

 
【事業の計画内容】 

主な実施事項 
(1)超電導送電ケーブル実現に不可欠な長尺冷却技術の確立を図る。(2)超電導薄膜限
流器に用いられる大面積超電導膜につき、低コストな塗布熱分解法による作製技術を
開発すると共に、磁束ピン止め機構の解明、ピン止め点導入等による高電流密度化を
図る。(3)将来の基幹系用限流器として有力な共振切り換え型限流器の技術課題を明
らかにする。交流超電導マグネットを酸化物超電導体で実現する技術の確立を図る。
(4)交流超電導電力機器用各種材料の熱応答特性評価技術の開発を行なう。 

 
  （単位：百万円） H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy 総額 

特会（電多） （当初）  225  248  283  272 未定  
 

【開発予算】 

       （実績）  225  248  283     

３．研究開発成果 
 
(写真、図、表の使用可) 
 
(要素技術含む) 
 

・ 超電導送電ケーブル実用化に不可欠な長尺冷却技術の確立のための技術課題のう
ち、対向流冷却方式の検討、流動不安定性現象の解明を重点的に行っている。縮径
（実ケーブルの 1/10）、全長 100ｍの冷却チャンネルを製作し、初期冷却特性、定
常温度分布等の冷却特性を測定した。初期冷却時（内管のみ一方向に冷却）に流動
振動を観測し、レジネグ（Ledinegg）の不安定振動ではないかと推定された。原因
を究明し、振動を回避する方法を提言する予定である。 
・ 化学溶液プロセスの一種である塗布熱分解法（産総研基本特許）を用いたＹ系大
面積超電導膜の作製技術を開発している。5cm径の YBCO膜／中間層／サファイア多
層膜の作製（Jc>1MA/cm2）の成功に続いて、基本計画の目標サイズである 10cm×30cm 
の矩形サイズの大面積製膜に対応すべく、製膜装置（CeO2中間層蒸着装置、溶液塗
布装置（スピンコータ）、精密制御管状炉）をスケールアップした。1cm×12cmサイ
ズ製膜では、膜のほぼ全域で～1.5MA/cm2 の Jc(誘導法)が得られた。 
・ ＰＬＤ法大面積成膜では、サファイア基板上 YBCO 薄膜で熱膨張率の差からクラ
ックが生成する臨界膜厚が大きく向上すること、それが組成ずれによる欠陥濃度の
向上に起因することを示した。高 Jc の YBCO 薄膜では双晶界面のピン止め効果が
小さいことを示した。大面積超電導膜の Jc を非破壊で測定する誘導法における第
３高調波成分の発生機構を理論的に解明し、測定原理を明確にするとともに、Jc の
周波数依存性を調べることで電流電圧特性を測定できることを示した。 
・ 共振切り換え型限流器は、限流後の復帰が短時間で行なえ、基幹系系統で要求さ
れる大型化にも対応可能な、優れた限流システムである。低損失化した交流マグネ
ット（発熱密度：10Arms で〜40kW/m3）を開発し、共振切り換え型限流器評価試験
装置（10A/1kV/100mH 級）に組み込んで、限流試験を行なった。アレスターが機能
して自動的に直列共振から並列共振に移行するとともに、故障復帰後に速やかに定
常の直列共振に自動復帰する非常に良い限流器作用が得られた。 
・ 超電導薄膜の SN転移を利用する限流器の開発においては、基板と膜の各種熱物性
の把握が設計やシミュレーションにおいて重要である。熱物性顕微鏡を導入整備
し、実際にサファイア基板上の HoBCO膜の熱浸透率の予備測定を開始して、酸化物
超電導薄膜の熱浸透率測定の見通しが得られた。 

(特許・論文等について件
数を記載) 

特許 11件（うち国際１件）、論文 32件、口頭発表 123件（うち依頼講演
４件、招待講演４件） 
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「交流超電導電力機器基盤技術研究開発」 

（中間評価）評価概要（案） 
 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 
本プロジェクトの開発目的は、電力供給信頼度の確保、電力品質維持、省エネル
ギーによる地球環境負荷低減が期待できる社会的・経済的要請の高い課題であると
いえる。多額の研究資金を要しリスクが高いことから民間だけでの対応は困難であ
り、NEDO が関与する妥当性が認められる。戦略的視点に立った開発目標および
開発内容も妥当である。開発マネジメントとしても、昨今の経済情勢の変化に対応
し合理的に運営されている点を高く評価でき、プロジェクトリーダーと各実施者ら
のチームワークの良さ・力強さを認識できる。研究成果については、計画通りの進
捗と妥当な成果が得られており、特許の取得や論文発表についても十分である。本
プロジェクトの目標・内容の達成は、今後の研究開発の行程表を確実に消化できれ
ば可能であると判断できる。また、実用化の目途を見通せる開発成果が一部見られ
るのは心強い。特に、超電導ケーブルは実用化の見通しがあると考えられ、また限
流器の電力系統への導入にも期待できる。 
ただ、現在は、機器側から求められる基盤技術の確立を目標としている段階であ
り、何を・何処まで研究を進めれば実用化・事業化へ繋がるかといった、コスト削
減目標をも伴った具体的な実用化へのシナリオについては経済成立性も含めて次
段階でのさらなる検討が求められる。また、本事業の開始時点と現在と将来の技術
開発を取巻く社会的環境が激しく変化している。電力自由化も一つであって、その
技術的環境変化を考慮した目標設定の微調整が必要であり、超伝導ケーブルの導入
量の想定についてはさらなる検討を要する。かような状況下で全ての実用化は難し
く、実用化の可能性の高いものに注力し目標を絞って次段階に進む必要がある。 
 
２）今後に対する提言 
本プロジェクトは後半の研究開発を継続する上での問題は見当らないが、今後、
開発項目にメリハリを付け、開発対象を絞り必ず実用化を達成させるという方針も
考慮すべきである。特に、既設地中ケーブルを超電導ケーブルに早期に置き換える
ことを主眼に据えて、現フェーズの開発内容・試験項目に検討を加え、また次フェ
ーズで開発を加速する検討の必要性があるとの指摘は傾聴に値する。その際、定格
性能試験だけでなく短絡、地絡等想定されるあらゆる事態に対処できるかをケース
スタディーし、系統事故の現象把握と対策を考える必要がある。そのため実機のプ
ロトタイプを開発して継続させ、そこでの見極めが重要である。さらに競合機器に
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対比して、性能･機能等の特徴からの差別化を行い、かつコストメリットが認めら
れる機器開発を行うことも重要となる。これらの実用化は電力自由化の動向に対応
することにも繋がると期待できる。可能性の高いものに注力して国家戦略としての
位置付けを周知確立して資金調達を図ることにより、研究開発の推進スピードを速
めることが望まれる。 
本プロジェクトの類似プロジェクトとして幾つかの超電導関連開発があるが、実
用化・事業化を近未来にするか、その後の将来に設定するかで研究開発の内容とロ
ードマップ遂行の速さが異なる。それぞれのプロジェクトの継続判断は社会的要請
の強弱で決められるものの、横断的なプライオリティーの整理も肝要と考える。 
 
１．２ 各論 
１）事業の目的・位置付けについて 
本プロジェクトは「革新的温暖化対策技術プログラム基本計画」の中の「革新的
エネルギー利用システム技術開発」の一分野として妥当である。また、電力自由化
の促進、需要電力の増加基調と情報化社会へ急速な展開の中、電力供給信頼度の確
保、電力品質維持、電力コスト低減、省エネルギー機器による地球環境負荷低減化
などの大きな効果が期待でき、研究開発の意義は大きい。同様なプロジェクトが世
界的にも推進されているが、技術立国を目指す日本としては、新産業創造を世界に
先んじて行うことが必要である。この社会的・経済的要請の強い新産業創生には、
長期間の開発と多額の研究開発費を要すること、新技術の研究開発はリスクが高い
ことから、民間だけでの対応は困難である。このため、国益を鑑みるにプライオリ
ティーの高い国際的特許競争等に打ち勝ち育てる技術戦略が必須であり、確固たる
NEDO 関与の必然性が認められ、本プロジェクトは妥当な目的と位置付けにある
と判断される。 
一方、本プロジェクトの各研究課題とそれらの技術開発項目が多岐に渡り、縦と
横のつながりが明確でない部分がある。技術開発課題と、今後の送配電系統のある
べき姿との相互関係は議論の必要がある。ケーブルに関して言えば､今フェーズの
後半は単芯 500ｍ超電導ケーブルの試作・試験という段階であるが、早くトータル
システムを考え、短絡、地絡試験などを行って、実用化を促進するするとともに、
将来においては商品開発マネジメント体制の検討が必要であろう。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
開発目標は国際的にも高い技術水準であり、具体的かつ明確である。目標達成す
るために採られた運営法・組織構成は合理的に機能し、NEDO の資金的・組織的
支援体制との協調が円滑に進んでいると評価できる。この多岐に渡る大きなプロジ
ェクトを統括するリーダーの指導力、志などが良く感じ取られ賞賛に値する。また、
超電導ケーブル研究開発に約 60％の予算と研究者を投入している点も妥当であろ
う。更に、経済情勢の変化に対しても目標を適切に調整し、効率的な運営に努め的
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確に遂行されている。 
ただ、情勢の変化および長期的視点を踏まえたユーザ側のさらなる積極的参加が

望まれる。また、超電導送電ケーブルの実用化を通して送電線空き容量ならびに連
系線容量確保することで電力自由化を促進すると考えられ、開発に向けての考え方
に取り入れて行くことが有効である。 
 
３）研究開発成果について 
成果は計画通り進行し、中間目標値をほとんど達成しており評価できる。特許の
取得や論文発表等の情報発信も十分である。今後、より一層の研究開発上の技術的
ブレイクスルーや、世界を凌駕する研究開発成果、論文が望まれる。今後、実用化
へ向け何が必要か明らかにしていくべきである。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
実用化・事業化を意識した所期の基盤技術開発目標の数値設定に照らして、その
開発進捗状況から判断すれば、一部実用化の見通しが見える。超電導ケーブルでは
5km長の実用化を目指すために、１桁短い 0.5km長の一相単芯超電導ケーブルを
実証することは是非必要であり開発できるものと期待する。また、超電導の限流器
への応用についても期待は大きい。 
ただ、実用化の見通しを考慮する際、超伝導ケーブルの導入量の想定についての
さらなる検討は勿論のこと、日本の産業界・電力事業界等の社会的・経済的変化に
対応した企業・事業再編等を考慮すると、事業化の可能性を見通すことは容易であ
るとは言い難い。 
これに対し本プロジェクトはどの分野で、どの程度の成果を上げると実用化に繋
がるかといった具体的な実用化へのシナリオをロードマップで示しているが、実用
化へ向け、さらなる具体的シナリオが求められる。現用機器と競合する機器の開発
には、コスト等のメリットを明確にする必要があるが、技術的成立性検証を行う今
フェーズの結果を踏まえ、次フェーズではコスト要素を重視していくべきである。
見通しある技術に優先順位を付けて、それを実用化・事業化すべく後半の研究開発
目標を絞る必要があると考える。 
 



 

 成果に関する評価 
超電導送電ケー
ブル基盤技術 

策定した計画で進められ、数値目標の達成に
ねられおり、日本独自の技術確立にも挑戦され
する。特に、Ag/Bi2223のツイスト導体を開発
において最終目標である 1W/m を中間評価の
レベルの 1/2の低交流損失が実証されたことは
製造技術だけでなく計測技術も併せて開発さ
き、スラッシュ窒素生成冷凍機で 0.2mm以下
に作れる成果は画期的である。また、線材技術
でバリア層形成技術の開発により結合損失が1
と、Y系では薄膜線材集合化・テープ線材の集
らかになったことは、実用化に大いに貢献する
一方、三相ケーブルは本フェーズの開発内
が、それにつながる開発成果と見通しを今後上
Y123 超電導開発と歩調をとり、交流応用とし
ていくことが必要である。また、交流損失につ
クト最終目標は達しているが、バリア層につい
成果を踏まえ次フェーズで新たな目標を立て
とが望ましい。これから 500mケーブルの製作
り高度な冷却技術の開発と長尺のため発生し
期待する。 
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要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価    

実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
向けた成果が積み重
ている点は賞賛に値
して、3kA通電状態
段階で実現し、世界
高く評価する。線材
れている点も評価で
の固体窒素を連続的
においても、Bi 系

/5に押さえられたこ
合化の技術課題が明
と考える。 
容には含まれてない
げてほしい。今後の
ての基礎研究を進め
いては既にプロジェ
ては、今フェーズの
研究開発を進めるこ
段階であるので、よ
てくる問題の解決に

送電ケーブル用 HTS導体の研究は極めて基礎的・基盤
的なもので、Bi系線材の開発成功に大きく依存している
が、線材、導体、冷却の各要素技術において実用に必要
な性能を達成しつつあり、技術面での実用化の可能性は
高い。すなわち、Ag/Bi2223テープ線材で 1W/mロスの
3kA級 500m一相単芯ケーブルの実現は期待でき、その
開発成功は今後大きな意味をもつ。加えて、冷却技術や
ケーブル収縮の問題が順調に解決されれば実用化の見通
しはさらに進むであろう。 
現フェーズのケーブル開発のターゲットは、500m 単
芯ケーブルに絞られているが、次フェーズでは結合部の
研究も行い、保護装置を入れた時の短絡試験等をも行う
ことが望ましい。その結果から、経済性の見通しを明確
に論ずるに必要な結果も出てくるであろう。また、三相
ケーブルも視野に入れ、かつ実系統に連系する実験用敷
設場所の選定も検討すべきであろう。実用化の見極めと
して、冷凍能力がどれだけあればよいのか設計方針が明
瞭でなく､今後詰める必要がある。今後の Y123超電導開
発と歩調を取り、交流応用としての基礎研究を進めてい
くことが必要である。 

本事業の中でも、超電導ケーブルはユー
ザからのニーズの高い開発課題であり、実
用化志向で邁進すべきである。Ag/Bi2223
テープ線材に対して、交流応用に優れた低
ロスのバリア線材をいかに高臨界電流で
実現できるかの開発研究が重要であり、交
流超電導応用の生命線であると考えられ
る。後半２年はこの研究開発を推進すべき
である。 
線材が長くなるに従い、製品管理や 1箇

所の破損や圧力変化、温度変化の波及の解
析等が重要となる。その際、長距離化する
に従って規模の経済性が現れるのか、それ
とも逆に生産の難しさが現れるのか、本事
業の成果を実用化するに当たり経済性検
証も課題に含めるべきものと考える。将来
的に三相ケーブルの研究開発のステップ
も並行して模索・検討するのが望ましく、
まだ、やられていない結合部の研究や、系
統事故時の現象と対策の研究を行い、実用
化の見通しを明確にする必要がある。 



 

 

 

 成果に関する評価 
トータルシステ
ム 

単芯ケーブルの絶縁特性、交流損失測定
に超電導機器の試験方法などにおいて予
て、今後の実のある成果が期待できる。導
験方法を吟味することは必要性が高く、今
通用する基盤の確立に向けた今以上の積極
発の際、トータルシステムが実機により検
プロジェクトの説得力を高めているものと
機器の試験項目の抽出を実施し、試験法の
になっていること、単芯ケーブルの系統導
ある条件下ではあるが超電導ケーブルの送
を実施してコスト低減できる送電容量を明
ケーブルの省エネ効果も明確にされている
は多い。更に、液体窒素中での絶縁耐電圧
も評価できる。 
実用化の判断ができるまで研究開発が進
る点もあり、それを払拭するためにも実用
ードを上げる必要がある。例えば、ケーブ
ストメリット等の観点から適切な運転条件
が検討されるべきである。 
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実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
法、系統導入効果、更
定通りの進展がみられ
入効果の是非を問う試
後も包括的で、世界に
的展開を望む。技術開
証されている点は、本
考える。すなわち、各
規格化を実施する予定
入効果を解明したこと、
電容量とコストの比較
らかにし、単心超電導
ことなど評価できる点
が明らかにされたこと

んでいないと考えられ
化に向けて研究のスピ
ルの場合、安全性やコ
（圧力、温度、流量等）

本課題は機器開発とは別にハードウェアに関連した
重要なソフトウェア面を含んでいる。将来の超電導機
器の導入において、試験法の標準化や（国際的）規格・
標準の策定を指向して、ハードウェアの試験・解析も
通して行われており、極めて重要な位置付けである。
実用化と言うより試験項目・規格作成に繋がる課題を
消化し、検討している点が重要であって、その成果が
国際規格・標準策定に寄与することを期待できる。「超
電導ケーブルの建設費節減効果」においては現在の電
力自由化の中で、地中ケーブルを超電導ケーブルにす
る実現性が検討されており、送電線空き容量の拡大が
期待できる。 
今後、本個別テーマでの基礎的実験結果を本プロジ
ェクトの他の研究開発課題にどのように適用して行く
かの視点と行程を、研究開発を進める段階毎に明らか
にする必要がある。行程表の中には、冷却系が三相３
芯にどのように対応できるのかの見通しと、トータル
システムとして考えた系統事故時のこと等を調査・研
究し、明らかにすることも望まれる。 

取り扱っている課題は将来に渡り重要であ
り、行程表の通り進めるべきである。試験法･
規格･基準などの策定は日本が世界をリード
するレベルにあると判断され、世界共通の試
験法・標準規格等の手本となる内容を追求す
る方向で、志高く実施されていることを評価
する。事業化に当たっては規模の経済性、効
率性が重要であり、経済性の検証も課題に含
めるべきものと考える。ケーブル、限流器、
交流マグネットに関連する技術の全般につい
て研究するよりも、実用化に近い超電導ケー
ブルを既設ケーブル系統に入れて送電容量向
上を図ることに重点を絞ることも一案と考え
る。機器に関しては、将来的に長尺ケーブル
を指向した試験等でスラッシュ窒素冷却まで
実証することが望まれる。後半２年では、三
相３芯が実用化への最終課題であるなら、そ
こへ向けた冷却系の発展可能性を検討すべき
である。 



 

    

 

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 
超電導限流器基
盤技術 

研究計画に沿った成果が得られていて、高く評価できる。
大面積薄膜作製技術とその高電流密度化、限流素子の大電流
化・高電圧化、薄膜素子の電磁特性、熱応答計測技術の研究
開発などにおいて基本をおさえた着実な成果が見られる。す
なわち、現状で作製できる限流素子を用いて 5.4kVの高電圧
化と 340A までの大電流化の実現性が見えること、素子の高
耐圧化が可能であることが示されていて6kVクラスよりも高
い電圧への発展性を示唆していること、電圧レベルによって
SN 転移抵抗型と整流器型を開発しており目標の成果が出て
いること、などである。 
一方、他の個別テーマとして取扱っている超電導リアクト
ルを適用した整流器型も範疇にあると理解するが、この点と
の整合性を取った成果の突合せが必要である。電力系統の運
用・制御の面からは、クエンチ現象が発生した場合でも、早
期に超電導状態に復帰できることが望ましい。YBCO薄膜の
クエンチに対して、特性劣化が生じないことへの信頼性を検
証することが特に重要とみる。 

基盤技術に至る基礎技術の開発が進められていて、そ
の成果が現れている。その結果、現在考えられている電
圧階級であれば十分に実現可能であり、さらに高い電圧
階級についても実用化技術達成に近づいていると見る。
限流器には、本薄膜素子を応用したもの、整流器型、
並びに産総研が行っている共振切り換え型など 3 種が
研究開発の対象になっているが、どれが本命の装置か、
導入個所の電圧階級によって限流器タイプが異なるの
か、今後その棲み分けを明確化する必要があり、その時
点で実用化の見通しが判断できよう。加うるに、限流器
の絶縁特性など、並行して他で研究されている課題との
突合すべき点も整合を取り明示すべきである。さらに、
早期実用化のために、配電系統等に適用可能な容量の
6.6kV級の実現を考えることも望まれる。超電導ケーブ
ルが導入された際には限流器もセットと考えるのが合
理的である。その場合、トータルシステムの観点で考慮
したコスト検討が重要である。 

現状
目標を
ので、
化を強
本テー
積の薄
系統容
一方
現用技
最終的
フォー
の保護
にもコ
存在す
たのか
コスト
べきで
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今後に対する提言 
で作製可能な薄膜限流素子を用いて中間
達成している。この限流器のニーズは高い
系統実験等も遂行し、早期の実用化と事業
く志向して研究開発を進めるべきである。
マはさらなる発展も期待できるため、大面
膜作製技術の進展を見越して、実際の配電
量まで開発目標を上げることも望む。 
、現在想定されている電圧階級であれば、
術で高速遮断器の開発も可能と思われる。
にどちらの機器を選択するかはコストパ
マンスや電力品質等の問題となる。非常用
回路装置としては超電導状態の維持管理
ストがかかる。つまり、適切な代替技術は
るのか、代替技術とのコスト比較は検討し
等が明確でない。今後の実用化のために、
および系統での信頼性の見通しを建てる
ある。 



 

 

 

 成果に関する評価
電力用超電導マ
グネット 

変圧器を指向したコイル、整流型限流器用リ
り換え型限流器の基礎・基盤技術などに関する
力分野では、交流・直流応用のコイル、リアク
であり、成果について一定の評価ができる。実
している。特に、Bi-2223線材を用いたリアク
上回る 66kV/375Aが達成されている。すなわ
諸課題がクリアされ、目標を 66kV/700Aに高
圧器用コイルにおいては、目標の 6.9kV/800A
満足できる成果が得られている。 
ただ、この課題内容は、マグネットの交流と
の確立にあると認識するにやぶさかでないが、
の成果の横断的理解を深める様に共有技術と
が必要である。 

要素技術（産総研
分） 

電力ケーブル、限流器等に用いられる超電導
冷却技術に対する基礎的・基盤的成果は高く評
超電導薄膜技術、計測技術などの基盤技術は機
で重要な技術開発課題であり、他への技術転用
面積薄膜作製に成功したことも評価できる。共
系統の運用・制御の面から見て興味深く今後の
ただ、超電導マグネットの一般的課題と限流
成果報告である。今後の展開段階で他の研究開
がら、成果の意義を明確にする必要があろう。
膜限流器への実用化として臨界電流の分布許
両者から明らかにすること、次期フェーズでも
を実用器レベルまで上げるため、薄膜作成技術
挙げられる。更に、電力ケーブル試験で、液体
測され、一旦液体窒素が冷却を行ったところ温
れている。この原因は負性抵抗領域の存在のた
とのことであるが、これが今後の開発に大きな
続き確認すべきである。 
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 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
アクトル、独創的な共振切
成果は着実に出ている。電
トルとして技術確立は重要
機による成果も説得力を増
トルにおいては中期目標を
ち、冷却、絶縁等の面での
めたことは評価できる。変
、66kV/80Aに達しており、

直流応用に関する基盤技術
内容が多岐に渡るため、こ
固有技術を明確にすること

全体として、目標設定を達成すべく基礎的・基盤的研究
成果が積み重ねられて、実用化に接近しつつあると見る。
限流器方式としては、どの電圧階級に適用できるかの検討
が明確でないが、リアクトル方式の限流器が実用化に最も
近いものと期待できる。 
ただ、開発内容が多岐に渡るため、この成果の横断的理
解が深まらない恐れがある。今後研究成果の横断的理解を
深め、実用化の見通しを明確にする必要がある。変圧器に
関しては、コスト上の優位性や超電導化することによる付
加価値の評価に関して検証していくことが重要である。諸
マグネットのクエンチが発生した時の保護法等、すなわち
運用上の問題を今後詰める必要がある。 

他の研究開発課題にどのよう
に貢献できるか、また単独に何に
寄与する研究開発であるか、実用
化設定を明確に出来れば今後も
継続すべき課題であると判断す
る。ただし、この課題に対しては、
後半は研究開発の焦点を絞る必
要があると考える。応用目的を明
確にすること、今後２年間で交流
超電導応用として線材の交流損
失にどのような特性改善が必要
なのか明らかにすること等が望
まれる。 

材料の新しい作製・評価や
価できる。長尺冷却技術、
器開発を効率的に進める上
が期待できる。高性能の大
振切り換え型限流器は電力
成果に期待できる。 
器関係の研究はやや散発的
発課題との協調性を取りな
個別要望事項としては、薄
容を機器側および材料側の
よいから電圧・電流の数値
を進歩させること、などが
窒素の流量振動の発生が観
度が上昇する現象も見出さ
めであることが確認された
障害とならないことを引き

この研究内容全体は本事業全体を底上げするものを含ん
でいるので、大変重要である。いずれの成果も他の本プロ
ジェクト研究開発課題に共通して寄与するものと認識さ
れ、個々の機器を実用化に近づけるものと見なせる。ケー
ブルの縮尺模型での冷却技術の開発は実用化を近づけるも
のと期待する。共振切り換え型限流器は今後、現実的な数
値に上げて実験できれば実用化も期待できる。 
ただ、実用化へのロードマップと他研究開発課題への寄
与が現時点で明確でない点があり、今後の研究開発の段階
で理解できるように展開を明らかにされることを望む。個
別では液体窒素の流量振動の他、大面積薄膜の熱収縮やク
エンチでの熱膨張などで特性劣化の問題等が危惧されるた
め、他の研究との協調を取りつつ、薄膜の熱応答特性評価
の研究を加速すべきである。また、低コスト化も望まれる。 

本個別テーマは本事業の他研
究項目の成否に大きく関わる内
容を含んでおり、本成果が他の機
器を実用化に近づけるために必
要であると理解されるような形
で、今後も精力的に推進されるこ
とを期待する。しかし、機器開発
サイドのニーズと十分整合を取
り研究開発を進めるべきである。
薄膜限流器への適用を実証して
いくことが重要である。物理蒸着
法による薄膜作製に匹敵する特
性を発揮できるかが、実機容量を
もつ限流器開発の決め手になる。
その後は計算機シミュレーショ
ンと実験を通して現実的な数値
にもっていくことと、系統事故時
の性能評価が望まれる。 
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1.7

2.7

2.6

2.9

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的・位置付け

平均値

 
 

評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の目的・位置付けについて  2.9  A A A A A B A
２．研究開発マネジメントについて  2.6  A B A B A B A
３．研究開発成果について  2.7  A A A B A B A
４．実用化・事業化の見通しについて  1.7  B B B C B C B
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
 
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の目的・位置付けについて (2)研究開発マネジメントについて 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(3)研究開発成果について (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確に実現可能なプランあり →A
・実現可能なプランあり    →B
・概ね実現可能なプランあり  →C
・見通しが不明        →D

 


