
 

 

 

 

「超電導応用基盤技術研究開発（第 II 期）」 

事後評価報告書（案）概要 

 

 

目  次 

（頁） 

 

分科会委員名簿・・・・・・・・・・・・   １ 
 
 
プロジェクト概要・・・・・・・・・・・   ２ 
 
 
評価概要(案)・・・・・・・・・・・・・  １０ 
 
 
評点結果・・・・・・・・・・・・・・・  １４ 

 

 
 
 
 

第 20 回研究評価委員会 

資料 3-2-2 



1 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 研究評価委員会 
「超電導応用基盤技術研究開発（第 II 期）」（事後評価） 

分科会委員名簿 
 

（平成２０年１１月現在） 

     氏名 所属、肩書き 

分科 

会長 
長谷川
は せ が わ

 淳
じゅん

 函館工業高等専門学校 校長 

分科 

会長 

代理 

江崎
え ざ き

 忠男
た だ お

 
大分大学 工学部 機械・エネルギーシステム工学科

教授 

大山
おおやま

 隆一
りゅういち

 東北電力株式会社 研究開発センター 所長 

喜多
き た

 隆
りゅう

介
すけ

 
静岡大学 創造科学技術大学院 ナノマテリアル部門

教授 

引野
ひ き の

 肇
はじめ

 中日新聞 東京本社編集局科学部 部長 

藤吉
ふじよし

 孝則
たかのり

  
熊本大学 大学院自然科学研究科 情報電気電子工学

専攻教授 

委員 

村上
むらかみ

 幸
ゆき

伸
のぶ

 
ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社

線材部 品質・技術グループリーダー 

敬称略、五十音順 
 

事務局：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
研究評価広報部 

 
 
 
 
 
 
 



 2

プロジェクト概要 
作成日 平成 20 年 10 月 8 日 

制度・施策（プログ

ラム）名 
電力技術開発プログラム  

事業(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)名 超電導応用基盤技術研究開発 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 P03037 

担当推進部/担当者 新エネルギー技術開発部/ 川上 耕司 

０．事業の概要 

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

ている。特に、イットリウム（Ｙ）系及びその他希土類（Nd,Sm 等）の高温超電導材料は、低温

超電導材料（金属系超電導材料）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。 

本研究開発は、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、線材作製の実用化が見通せる技術

を開発することを目的としている。 

Ⅰ．事業の位置付

け・必要性につ

いて 

［事業の背景・目的・位置付け］ 

経済産業省のニューサンシャイン計画の一環である「超電導応用基盤技術研究開発」を平成１

０年度より開始した。第Ⅰ期では（平成１０～１４年度）、高温超電導バルク材要素技術の開

発、超電導線材要素技術の開発、超電導素子要素技術の開発、高機能超電導材料の技術開発、及

び超電導材料基礎について研究開発を行い、当初の目標を達成し終了した。第Ⅱ期においては

（平成１５～１９年度）、波及効果の最も大きいＹ系超電導線材に特化し、第Ⅰ期の超電導線材

要素技術の開発で得られた成果をベースに、長尺線材作製の実用化を見通せる技術開発を行っ

た。線材の長尺化、特性向上技術の進展に伴い、H18 年度から、線材を電力機器の代表例である

ケーブル、変圧器、電動機、限流器に適用した場合の線材の実用化に向けた機器固有の課題とそ

の解決策を明らかにすることを目的とし、さらに、超電導線材に実用化、事業化の見通しを得る

ことを目的に、これら機器要素技術の開発研究を開始することとした。また、超電導機器の実用

化を大きく作用する冷凍機技術開発を進めることにより、超電導機器に不可欠である小型・高効

率・高耐久性を併せ持つ冷凍機の開発も合わせて行うことによりさらに実用化への課題を解決す

ることとした。 

［NEDO が関与する意義］ 

米国を初めとして欧州でも高温超電導技術の応用研究・開発にしのぎを削っており、我が国産

業界も超電導技術のさらなる先導的研究開発を求めている。本事業は、幅広い産業分野にわたり

潜在ニーズを持っているが、ほとんど実用化の例がない高温超電導を扱う革新的な技術開発であ

り、その実用化には多くの技術課題を有するため、民間のみで事業を行うのは困難である。国及

び NEDO が主体となり実施することが必要である。 

［実施の効果］ 

Ｙ系超電導線材は、液体窒素においても磁場中の臨界電流が高く、低温超電導やビスマス系超電

導では実現できない高温での応用機器が期待できる。実用化が期待される超電導機器としては、

超電導ケーブル、超電導電力貯蔵装置、超電導変圧器、限流器等電力機器をはじめに MRI、NMR

等先端医療機器、大型シリコン単結晶引き上げ装置等産業用マグネット等が挙げられる。 

（超電導技術導入による潜在的省エネルギー、ＣＯ２削減効果） 

 2015 年 2020 年 2030 年 2040 年 

省ｴﾈﾙｷﾞｰ効果（原油換算 kl/年） ～260 ～1200 ～2900 ～5500 

CO2 削減効果（千 t/年） ～165 ～750 ～1800 ～3400  

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 事業の目標 

（第Ⅰ期） 

超電導線材要素技術の開発 

 温度 77K において、5T の

磁界中で計測距離 20cm の間

で臨界電流密度が 30 万 A/cm2

以上の超電導多層構造線材を

実現するとともに長さ 50m 以

上で臨界電流密度が 1万

A/cm2以上（77K, 0T）の超電

導多層構造線材を実現する。

 

（第Ⅱ期） 

最終年度に高性能・低コスト長尺線材作製の事業化が見通せる技術

レベルとして、下記を実現する。 

①高性能長尺線材プロセス開発 

 ・長さ≧500m 

 ・臨界電流≧300A/cm 幅(77K，0T), ≧30A/cm 幅（77K，3T） 

 ・作製速度≧5m/h     ・コスト≦12 円/Am（77K，0T） 

〈中間年度 H17 目標値〉 

 ・長さ≧200m 

 ・臨界電流≧200A/cm 幅(77K，0T), ≧20A/cm 幅（77K，3T） 

 ・コスト 最終目標達成可能な線材作製プロセスを示す。 

 

usudahry
タイプライターテキスト

usudahry
タイプライターテキスト
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  事業の目標 

 また、直径 2mm 程度で臨界

電流が 77K において、3T の

磁界中で 1,000A 以上得られ

る結晶高配向化技術を開発す

る。 

 

 

  

②低コスト長尺線材プロセス開発  

 ・長さ≧500m  

 ・臨界電流≧300A/cm 幅(77K、0T)  

 ・作製速度≧5m/h     ・コスト≦8円/Ａｍ（77K，0T） 

（中間年度 H17 目標値〉 

 ・長さ≧200m 

 ・臨界電流≧200A/cm 幅(77K，0T)コスト 最終目標達成可能  

な線材作製プロセスを示す。 

 

線材開発の進展に伴い線材、機器要素に関して H18 年度に以下

を追加した。 

③極低コスト長尺線材プロセス開発(低コスト長尺線材プロセス開

発に含まれる) 

 ・長さ≧50m  

 ・臨界電流≧200A/cm 幅(77K、0T)  

・作製速度≧5m/h      

・コスト≦3円/Ａｍ（77K，0T）が達成可能な線材作製プロセ 

スを示す。 

④機器共通基盤要素技術開発 

 

⑤超電導ケーブル要素技術開発 

・極低コスト線材導体化技術：極低コスト線材による導体化技

術確立 

・低交流損失化技術：分割線材を用いた損失低減技術開発 

・耐過電流技術：31.5kA×2 s、・5 kA 通電相当で 0.6μΩ 
⑥変圧器要素技術開発 

・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、超電導機器用巻線における交流損失低減技術を開発す

る。また、実用化に向けた課題と見通しを明らかにする。 

・耐電圧技術：模擬コイルにより、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；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。 

・大電流化技術：66kV／6.9kV－20MVA 級器二次側を想定し、並

列導体コイルにより 1 kA 級通電可能な技術を開発し、実用化

に向けた課題と見通しを明らかにする。 

⑦電動機要素技術開発 

・電機子技術：超電導大電流容量・低損失固定電機子の製作技

術を開発し、実用化に向けての課題と見通しを明らかにす

る。 

・界磁子技術：超電導回転界磁コイルを開発すると共に、これ

を用いて構成した電動機の動作を確認する。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。 

⑧限流器要素技術開発 

・線材高抵抗化技術：0.1 ・/m 以上、2Ic×2ms 無劣化

（Ic=300A/cm 幅以上、5 mm 幅線材） 

・大電流化技術：4並列巻線で臨界電流の 50%定常通電 

・限流性能：並列巻線無誘導コイルで 3.8 kV 限流動作 

⑨冷凍機要素技術開発 

冷凍能力 2kW 級（＠70K）の冷凍機を開発し、メンテナンス間

隔 30,000 時間以上の長寿命化と 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。 
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主な実施計画 
H10 

fy 

H11

fy 

H12

fy 

H13

fy 

H14

fy 

H15

fy 

H16

fy 

H17 

fy 

H18 

fy 

H19 

fy 
 

超電導線材要素技

術の開発（第Ⅰ

期） 

 
           

事業の計画内

容 
高性能、低コスト

長尺線材プロセス

開発、機器基盤要

素技術開発等（第

Ⅱ期） 

    

 

      

会計・勘定 
H10 

fy 

H11

fy 

H12

fy 

H13

fy 

H14

fy 

H15

fy 

H16

fy 

H17 

fy 

H18 

fy 

H19

fy 

総

額

一般会計     

特別会計 

(電多･高度化･石油

の別) 

468 1,004 886 870 1,014 2,069 2,958 3,456 4,718 3,811

468 1,004 886 870 1,014 2,069 2,958 3,456 4,718 3,811

開発予算 

（会計・勘定

別に事業費

の実績額を

記載） 

（単位：百万

円） 総予算額 
（数値は概算実行予算） （数値は概算実行予算） 

経産省担当原課 製造産業局研究開発課 製造産業局非鉄金属課 

プロジェクトリー

ダー 

田中 昭二（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

究所長） 

塩原 融（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 所長代行） 

 

開発体制 

委託先（＊委託先

が管理法人の場合

は参加企業数も記

載） 

（財）国際超電導産業技術研究セ

ンター 

（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） 
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情勢変化への

対 応 （ 第 Ⅱ

期） 

日本独自の技術（IBAD-GZO 法）で世界に先駆けて 100m 級のＹ系線材作製に成功し、低コスト化

に有望な MOD 法において新原料開発にも成功しているが、一方、欧米においても、線材の開発が促

進され、日本を急追している。このため、H15 年の著しい成果である長尺線材早期達成と新原料開

発成功をさらに進展させる目的で加速財源を充てた（H16/1）。 

その結果、H17 年度末中間目標（線材長 200m、臨界電流 200A）を１年程度前倒し達成見込みに加

えて、競合相手の欧米メーカーを引き離すことが出来た。平成 16 年度には、中間層・超電導層成

膜の課題であった高速化に対しても CeO2 第２中間層の発見、PLD 法における蒸着面積の増大(マル

チプルーム・マルチターン法)及び膜厚に応じた基板設定温度の適正化技術の開発により大幅な線

材製造速度の向上に成功し、IBAD 中間層の有効性を実証し、線材長ｘ臨界電流値の積で世界１,２

位の実績を示した。さらに、H17 年度から最終目標である 500mｘ300A 化および 5m/h の高速化に対

応して、装置大型化、効率化などに取り組んで、長尺化において、常に世界１、2 位レベルの成果

を得た。また、磁場中 Ic の向上を目的に従来の Y 系材料から、Gd 系材料の検討も開始した。さら

に、H18,19 年度には新たに発見した BaZrO3 などの人工ピン導入線材の開発を行い、磁場中での Ic

を大幅に向上させるべく取り組んだ。 

H17 年度の長尺化の前倒しにより、交流超電導電力機器プロジェクトに線材提供を計画通り行

い、Ｙ系線材の導体化研究に大きく貢献した。さらに、H16 年度は、コスト・製造技術面でブレー

クスルーがあったセリア第二中間層を MOD MOCVD 法と組み合わせて、低コスト線材開発を加速する

こと、及び SMES プロジェクトへ線材を提供し、実用化を促進する目的等で、中間層形成装置、評

価システム等に加速財源を充てた(H16/9)。さらに、H18,19 年度には上記長尺化の進展に伴い、機

器要素技術開発を新たに設定し、これに対して総長で 6km の線材を提供することとした。 

プロジェクト後半 3 年間は、IBAD 中間層と PLD 超電導層の組み合わせで高性能長尺線材を開発

し、IBAD 中間層と TFA-MOD 超電導層の組み合わせで低コスト長尺線材を開発することとし、500m

長の線材作製の目標達成を目指すこととした。線材事業化、実用化にはさらなるコスト低減が大い

に有効であることは明白であり、線材コスト試算法を確立できたことを受け、その試算方法を有効

に使用した感度分析から更なる低コスト線材作製が期待されるプロセスの開発を 100－200m 級線材

で開発を継続することとした。H18 年には、PLD、MOD 法ともに Ic の高特性化が進み、配向性基板

を作製する IBAD 法においても MgO により一層の高速化が可能になる見通しがついたので、さら

に、H18,19 年度に加速財源を充て、MOD の高速化および高速 IBAD-MgO の開発を進め、従来の半分

以下のコストが見込まれる極低コスト線材化に取り組んだ。 

また、平成 18 年度に PLD 法における成膜速度高速化（インプルーム法 PLD）及び組成適性化

（Ba-poor 組成）技術の開発により、 更なる線材製造速度及び Ic 特性の向上に成功した。この小

型 PLD の成果を効率良く長尺プロセスに技術移管するために、 平成 19 年度に加速財源を充ててイ

ンプルーム法による大型 PLD 装置の開発を行った。線材の実用化を目指し、線材メーカーと線材を

使用する機器・システムメーカーを委員とする市場開発委員会を H16 年度に設立した。 

 

プロジェクト外部有識者及びプロジェクト内で線材評価研究担当の大学の先生方で構成されるプ

ロセス選択委員会を設立し、プロジェクト後半 3 年間における 500m 級長尺線材開発を目指した線

材作製プロセスの絞り込みを目的として、実績・進捗度、目標達成見込み、低コスト化見込み、量

産化・事業化可能性、国際競争力等の観点からの各種線材作製プロセスの評価を行い、効率的に開

発を進める指針を得た。 

また、実用化への更なる検討を目的として評価・可加工性ＷＧに伝熱挙動評価を行う機関を共同

研究先として加えた。また、CO2 排出削減、省エネ等の要求がある情勢に対応すべく、超電導線材

の早期実用化を目指し、電力応用に加えて民生応用分野への展開を図ることを目的に、線材可加工

性研究の一環として、大電流導体化(ケーブル応用)、直流コイル化(マグネット、SMES 応用)、交流

コイル化(変圧器、限流器応用)、直流回転機(電動機応用)、交流回転機(発電機応用)等への Y 系超

電導線材の適用性検討を 1 年前倒しで H17 年度から開始することとした。これにより、機器応用の

観点からの線材への要求をプロセス技術開発にフィードバックすることで超電導線材の早期実用化

を図った。H18 年度からは長尺線材の進展に伴い、これらを機器要素技術開発として位置付け、よ

り機器に近いレベルで一層の高性能化、大型化を計った。ケーブルにおいては、中間接続部を持つ

10m 級でのテスト、電動機、限流器、変圧器においては、スケールモデルでの駆動試験テストを行

なった。これらの試験により、線材を各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。特に、交流電磁界や電磁力などの使用環境が異なるため、それぞれの機器のニーズに

合った線材開発を実施する。そこで、Ｙ系線材の優位性が発揮できるケーブル、変圧器、電動機、

限流器に関しては、線材構造を含めた要素技術開発を実施することとした。また、超電導機器実用

化に不可欠である小型・高効率・高耐久性を併せ持つ冷凍機の開発も合わせて行うこととした。 
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Ⅲ．研究開発成果

について 

平成 15 年度から 19 年度までの計画で実施されている第Ⅱ期「超電導応用基盤技術研究開発」プ

ロジェクトでは、第 I 期の超電導応用基盤技術研究開発の中の「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、線材作製の実用化・事業

化が見通せる技術を開発することを目的として下記の 5項目の研究開発を行っている。 

① 高性能長尺線材プロセス開発 

② 低コスト長尺線材プロセス開発(含む、極低コスト線材プロセス開発) 

③ 長尺線材評価・可加工性技術開発 

④ 高温超電導材料高度化技術開発 

⑤ 機器要素技術開発 

研究開発項目③、④、⑤は、研究開発①、②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応用に向け、研究開発全体を効率的に推進する。 

事業の目標及び各研究開発目標は、Ⅱ．1.の事業の目標の項及び各研究開発目標の項に項目別に

詳細目標を記述した。 

事業全体の成果として、線材作製プロセスに関しては、これまで高性能長尺線材開発の指標であ

る（線材長さ）ｘ（臨界電流）の積において、平成 16 年度末に、SRL(100m x159A)、フジクラ

(105m x 126A)がそれぞれ当時の世界１位、２位の成果を挙げ、H17 年度には 200mx200A 化、H19 年

度には 500mx300A 化を達成し、プロジェクト最終目標を達成するとともに、当時世界 1 位の成果を

あげた。低コスト線材作製プロセス開発においても H17 年度に Ic 値で世界最高水準の成果(短尺 Ic

で 413A、4m 長で Ic=250A)を挙げ、H19 年度には 250mｘ310A を達成し、MOD では世界 1 の結果を得

た。長尺化・高臨界電流・低コスト化・高速化等の基盤要素研究開発も順調に進み、大型設備の導

入、さらなる高性能化が期待できるプロセス条件の最適化等、材料高度化研究、線材評価・可加工

性研究との実質的且つ緊密な連携により、500m 長尺化など最終目標値レベルの成果を得ることがで

きた。このように、線材研究開発の成果は超電導の研究において、世界をリードしており、実用化

に対しての優位性を維持している。また、他の超電導線材に比しての Y 系線材の優位性（高臨界電

流特性、高磁場特性、高強度特性、線幅調整加工性、安定化層厚可変性等）を生かした機器要素技

術開発を開始し、ケーブル、変圧器、電動機、限流器、冷凍機など重要な機器開発の要素技術を開

発した。 

超電導ケーブル要素技術開発においては、交流損失 0.1 W/m@1 kA 以下の達成、極低コスト線材

を用いた 10 m 導体製作と交流損失 0.2 W/m@1 kA 以下の達成、5 kA 通電相当で 0.6 μΩ以下の接

続抵抗の中間接続部を持つ 20 m 導体での 31.5 kA× 2 s の過電流無劣化の実証等、開発目標値を

上回る成果を得た。 

限流器要素技術開発においては、186 A / 5 mm 線材にて 0.19 Ω/m の常温抵抗と 400 A×3 ms 通

電無劣化の達成、4 並列巻線コイルでの 0.5Ic 定常通電実証、2 並列巻線コイルによる 3 相限流器

で線間 6.6 kV 印加による限流実証、3 相限流器のフィールド試験等、開発目標を上回る成果を得

た。 

変圧器で重要な低交流損失化技術に関して、分割線材を用いたモデルコイルを試作し、超電導機

器用巻線における交流損失低減技術を開発し、実用化に向けた課題と見通しを明らかにした。その

結果、分割線材を用いたモデルコイルで、無分割線材に比し、10mm 幅３分割で 1/3、5mm 幅５分割

で 1/5 の低交流損失化を世界に先駆けて検証した。成果のプレス発表も行った。変圧器の耐電圧技

術、大電流化技術の開発も行ない、所定の成果を得た。耐電圧技術模擬コイルにより、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：交流耐電圧 140kV（１分間）及び雷インパル

ス耐電圧 350kV を検証した。大電流化技術並列導体を用いてテストコイルを試作し、交流 1 kA の

通電を確認した。 

電動機に関しては、分割線材を用いて小型電機子モデルコイルを試作し、電流分流を評価して、

低交流損失性の検証を行った。電動機の界磁子技術に関しては、樹脂含浸の伝導冷却超電導界磁コ

イルを開発し、これを用いて超電導回転界磁方式の電動機を試作し、11kW@360rpm の安定動作を確

認した。 

冷凍機の電力機器用の高冷凍能力、世界初のネオンガスを冷媒とするタービン膨張式冷凍機を開

発し、2kW@70K の動作確認を行った。 

これらの Y 系超電導線材の適用先に機器要素研究での課題及び解決策に見通しを得ることに成功

し、機器固有の要求仕様に耐え得る Y 系線材の開発並びに評価加工技術開発にも成功したことで、

実用化への見通しが明確になったと考えられる。 
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各種国際会議、国内会議においても主導的な成果発表を行うとともに、各種委員会を通しての産

学官との緊密な情報交換を活発に行い、線材作製研究に留まらず、超電導線材の実用化イメージに

沿った機器化を見据えた線材可加工性研究開発、さらには中小規模の民生用機器出口を含めた電力

機器応用への実用化促進、市場開拓、特許調査及び国際特許出願、国際標準化準備、精度の高いコ

スト分析手法の確立も実施するなど、将来の産業競争力、国際競争力での優位性を確保すべく開発

を進めている。 

 

また、本事業の成果は、直接的な超電導機器応用に繋がる研究開発であるとともに、極低温冷

凍・冷却技術、酸化物物性物理化学・プロセス工学・低温工学研究への波及効果も高い。さらには

本プロジェクトの実施に伴い、数多くの学会発表、論文投稿による超電導・低温工学・材料科学等

の幅広い分野の研究を推進しているとともに、第Ⅰ期、第Ⅱ期超電導応用基盤技術研究開発プロ

ジェクトを通じて、これまで 38 名の博士学位取得実績を挙げるなど、関連分野の研究人材育成に

も副次的ではあるが大いに貢献してきている。 

 

投稿論文 

[掲載] 220 件、 [投稿中] 98 件    

 

Ⅲ．研究開発成果

について 

特許（国内/海外） 

[出願済] 75/31（うち各国移行後 20 件、PCT 11 件）件、  

[登録済] 0/1 件、 [実施] 0 件   

 

 

 

Ⅳ．実用化・事業 

化の見通しについ

て 

    

すでに市販されている高品質の Bi 系線材を送電ケーブル、船舶用ポッド電動機、山梨リニア実

験線用マグネット、Si 単結晶引き上げ装置など各種機器に適用する試みが活発に展開されつつあ

る。これは、高温超電導線材が使用可能となれば、ユーザーも興味を示し、機器メーカーも開発に

積極的に動くようになり、実用化・事業化が進むということの証左である。Bi 系線材よりも優れた

特性を有し、かつ低コスト化が可能な Y 系線材の量産化技術、低コスト化技術が確立すれば、現

在、低温超電導線材を用いて実用化されているエネルギー貯蔵装置（SMES）、MRI、NMR、Si 単結晶

引き上げ装置、高エネルギー加速器、粒子検出器等や、試験運用されているリニアモータカー、発

電機、核融合炉（ITER の R&D）、鉄鋼連続鋳造、浄水磁気分離装置等あるいは Bi 系線材を用いて試

作・試験されている限流器、鉄道用変圧器、電気推進船用電動機、電力ケーブル等の広範な電力・

産業分野で使用される機器の実用化・事業化が一気に展開されることが予想される。加えて省エネ

ルギー、CO2 削減に繋がる高効率化という社会的要請からも普及が加速するものと考えられる。 

本プロジェクトにおいて Y 系線材の高性能化、長尺化の目標である 300 A/cm-w、500 m を達成する

と共に、機器要素技術開発により、電力ケーブル、変圧器、限流器、SMES、船舶用電動機、産業用

電動機等の機器の実用化、将来の事業化への技術的見通しが得られた。今後は、実機に近いスケー

ルでの機器開発と並行し、機器の導入・普及時に必要となる Y 系線材のさらなる技術コスト低減、

量産化技術、歩留まり向上のための技術開発を行うことにより、機器の長期信頼性試験のステージ

を経て、例えば既存電力機器の置き換え開始時期にあたる 2020 年頃には導入・普及レベルへ展開

していくものと期待される。また、本プロジェクト終了後の事業化シナリオとして不可欠な実用機

器設計・開発、長期信頼性試験等に繋がる技術開発に成功したと考えられる。 

 

 

 

 評価履歴 

平成１３年度 中間評価（経済産業省） 

評価結果：総合評価（4.13）（5点満点） 

平成 16 年度 第Ⅰ期事後評価（超電導バルク、超電導素子、高機能超電導材料、

超電導材料基礎） 

       評価結果：総合評価 優良 

平成 17 年度 中間評価実施 

        

 

Ⅴ．評価に関する

事項 

 

 

 評価予定 平成 20 年度 事後評価実施予定 
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 策定時期 平成 10 年 3 月   策定 

 

 

 

Ⅵ．基本計画に関

する事項 

 

 

 

 

 

 

 

変更履歴 

平成 13 年 3 月 研究進捗および海外の研究動向を踏まえ、より具体的な開発目標

に改定。ならびに、高機能超電導材料の開発テーマを追加。 

平成 14 年 3 月 省庁再編に伴う経済産業省と NEDO の役割分担の見直しを受け

て、研究開発の目的、内容、目標を統一的に明記する等の改

定。 

平成 15 年 3月 超電導線材開発についてⅡ期とし、改訂。 

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。 

 

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機器要素技術開発の開始による訂正。 
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超電導応用基盤技術研究開発（第 II 期）プロジェクト全体の研究開発実施体制 

 

 

 図 2.3-1 「超電導応用基盤技術研究開発」実施体制

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 副所長兼線材研究開発部長

（現：所長代行併任） 

 ・氏 名 塩原 融 

指示・協議 

（連名契約） 

委託

再委託 

共
同
実
施 

共
同
実
施 

（連名契約） （連名契約） 

(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 

(12)極低コスト線材技術開発 

(13)機器共通基盤要素技術開発、標準

化調査 

 

（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 

(3)機器応用コイル基盤

技術の開発 

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 

(3)細線化技術および複

合化技術の開発、標準化

調査 

(4)超電導ケーブルの要

素技術開発 

(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 

機器要素技術開発における 

(1)高性能線材素線加工技術開発、 

標準化調査 

(2)高性能線材安定化層形成技術開

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 

機器要素技術開発における 

(1)低コスト線材素線加工技術開発、 

標準化調査 

(2)超電導ケーブル要素技術開発 

横浜国立大学（４件） 
研究項目：ﾏｸﾛ的 Jc 分布測定、交流損失測定評価

等、ｹｰﾌﾞﾙ･限流器関連基盤要素技術の開発 

連 

携 

連 

携 

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。 

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 

早稲田大学（２件） 

研究項目：伝熱特性評価技術開発、伝熱現象の解

析等 

上智大学（２件） 

研究項目：線材及び導体の機械的歪効果の評価 

名古屋大学 

研究項目：転位密度、分布、欠陥の評価解析 

九州大学（4 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、ﾓｰﾀ、変圧器、限流器関連基

盤要素技術の開発、標準化調査

（株）ADEKA 

研究項目：次世代線材用 MOD 法による出発原料の研究 

岩手大学 

研究項目：パルス強磁場による超電導線材評価 

九州工業大学（2 件） 
研究項目：臨界電流特性の膜厚依存性測定解析、磁場中

Jc 測定、表面状態評価

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

鹿児島大学 

研究項目：YBCO 線材と導体の通電特性 

核融合科学研究所 

研究項目：高熱伝導率機能材料の開発研究 

九州電力（株） 

研究項目： 

(1)超電導変圧器要素技術

開発 

（株）東芝  

研究項目： 

(1)超電導限流器要素技術

開発 

大陽日酸（株） 

研究項目： 

(1)機器要素技術開発の高

性能冷凍機要素技術開発 

ジャパンモータアンドジェネレータ（株） 

研究項目： 

(1)超電導モータ要素技術

開発 

東京大学 

研究項目：界面組織制御による界面強度向上に関する研究 

(財)応用科学研究所（２件） 

研究項目：機械的性質等の変化と疲労挙動の評

価・解析、標準化調査 

石川島播磨重工業(株)

平成18年度再委託終了

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 

豊橋科学技術大学 

研究項目：Ｙ系線材非破壊評価用信号処理法の研究 

京都大学（２件） 
研究項目：ﾓｰﾀ関連基盤要素技術の開発 

昭和電線ｹー ﾌ゙ ﾙｼｽﾃﾑ(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

(4)MOD 線材可加工性評

価 
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「超電導応用基盤技術研究開発（第 II 期）」（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
超電導応用技術の開発は、電力、輸送、医療など広い分野に関連する重要な研究

課題である。本事業はエネルギーの効率的使用、ひいては CO2等の温暖化ガスの発

生削減のために欠かせないとされている超電導機器の早期の実用化のため、性能、

コストの面から有望とされる Y 系高温超電導線材の開発、さらに開発された線材を

用いて機器に適用する場合の加工技術、また幾つかの機器について要素技術の開発

を行ったものである。これらいずれの研究開発項目とも、挑戦的とも言えるかなり

高い目標であったにもかかわらず、適切な戦略による研究マネージメントに基づき、

設定した目標をすべてクリアし、世界 高水準の優れた成果を挙げたことは、極め

て高く評価できる。特に、将来の超電導応用を見据えた極低コスト線材の開発を中

間評価後設定して、短い期間の中で技術の選択と集中を行い、その目標を達成して

いることは、高く評価できる。  

一方、既存の電力機器の置き換えを目指した取り組みであったが、既存機器の成

熟度は高く、置き換えするには更に高い目標を設定した取り組みが必要である。ま

た、更なるコスト削減のための技術の開発や、応用する機器に適合した線材の開発

といった多くの課題克服が望まれる。線材製造コストは需要によっても左右される

はずであり、市場予測の精度が重要と考えられ、現在の事業化イメージはどの程度

実現可能な数値なのか判断できない。今後は、実用機器導入の時期や規模をより具

体化し、実用化促進に資して頂きたい。 
 

２）今後に対する提言 
本事業により、Y 系の高温超電導線材開発において非常に大きい成果が得られて

おり、次段階の研究開発を進めるための基礎はできたと考えられる。しかし、線材

開発はまだ世界的な競争段階にあり、これを民間企業単独で行うことや、既存機器

置き換えを目指すには、開発リスクは依然として大きく、着実に実用化研究開発を

進展させるためには、引き続き国の支援の下での研究開発推進が望まれる。 
今後は、より具体的な機器応用開発を加速させ、Y 系線材の特徴を活かした応用

機器を少しでも早く実現し、まずは一種類の機器のみでも良いので、Y 系線材の信

頼性を実証し、従来機器に比べた優位性を例証していくことが望まれる。また、早

期の事業化を促進するためにも、これまで以上に産業界を巻き込んだ展開が望まれ

る。 
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後に、既存のシステムの置き換え需要にばかり目を奪われず、超電導機器にし

か達成し得ない高付加価値の機器や、イノベーションの創出につながるような研究

開発を望む。また、現在の地球環境、石油資源の枯渇、電力網の老朽化などの状況

を考えると、研究開発を少し加速する必要があると考える。 
 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
電力技術開発プログラムにおいて、省エネルギー、環境保全や CO2削減といった

社会要請に本事業は大きく貢献するものである。このため、本事業の技術課題であ

る Y 系高温超電導線材は、早急に実用化研究を進める必要があるが、世界規模で熾

烈な開発競争が続けられており、開発リスクも大きく、民間企業単独で行うには負

担が大きすぎるため、国のプロジェクトとして実施したことは妥当である。また、

本事業は公共性の高い電力分野において将来的に極めて重要な次世代電力技術開発

の柱の一つであり、開発の成功により、広い産業分野にも影響を及ぼす基盤技術で

ある。このような観点から、NEDO が関与することに十分な妥当性がある。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
国内外の技術の現状や動向を詳細に調査して、実用化を視野に入れた戦略的な研

究開発目標の設定がなされており、またその目標水準も高く設定されており妥当と

考える。実施体制については、国内で超電導線材の開発をリードしてきた ISTEC が

中心となり、同分野で技術力と事業力をもつ企業、大学、研究機関が多数参画し、

世界をリードしていくに適した体制が構築されている。また、プロジェクトリーダ

ーのリーダーシップと各研究開発分担者間のチームワークを計る研究開発連絡会議

が良く機能し、研究マネージメントが非常に優れていたと高く評価できる。情勢変

化への対応は、中間評価を踏まえて取り組むべき課題と目標を見直し、極低コスト

線材の開発や機器要素技術開発を行い、適切な対応が行われている。 
一方、現在の研究開発の水準は非常に良好であるが、事業化といった観点からは

まだ解決すべき、技術課題が多くあり、今後はこれらを見据えた数値目標の設定や

開発期間の設定などが望まれる。 
 

３）研究開発成果について 
全ての目標を達成し、成果は世界トップレベルのものであり、高く評価できる。

特に、長尺線材開発において Ic×L の指標で世界 高値が得られている点は特筆す

べき成果といえ、線材の各種評価技術やレーザースクライビング加工による交流損

失の低減、実用化を見据えた高性能冷凍機要素技術開発といった世界に誇れる技術

開発が行われている。さらに、知的財産権等の取得及び標準化の取組についても戦

略的に取り組み、key となる特許を確実に押さえており、標準化に対しても委員会
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を通じてグローバルな活動を行い、IEC に電流リードの規格を提案し採択の見込み

となるなど、高く評価できる。 

なお、一般に向けての情報発信は HP、講演会、成果発表会により適切になされ

ているが、一般国民には成果、実用化への到達段階等は十分知られていないと認識

される。今後は、マスコミ等への露出も多くし、一般国民に向けての更なる成果の

広報が望まれる。 
 

４）実用化、事業化の見通しについて 
具体的な機器応用を視野に入れた量産プロセスの開発や、評価技術の開発にも注

力し、実用化に必要な課題が明確に示され、産業技術としての見極めが出来ている。

より確実なものとするためには NEDO 事業としてもう一段階の基盤的研究開発を、

是非、推進する必要があるが、既に後続プロジェクトも立ち上がっており、これに

より事業化シナリオが実現可能なものになると考える。また、電力機器のみならず、

運輸（リニアモーターカー）、医療（MRI）、その他、高磁場マグネットを応用する

分野に広く適用可能であり、関連分野への波及効果は大きいと認められる。 
一方で、実用化には実機での実証が欠かせないため、本事業の範囲内では導入普

及、事業化がいつまでに可能かという部分を明確に出来ない点がある。アプリケー

ションがあって初めて線材の存在価値があるといってもよく、後続プロジェクトで

は実機での実証に期待したい。 
なお、2020 年に実用化とのシナリオが描かれているが、電力機器など既存の機器

を代替出来るレベルを目標として、導入シナリオに基づき、技術開発ステップ毎に

評価し、新規事業につながるように開発を進めて頂きたい。 
 
 
 

 

 

 

 



 

個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価 実用化、事業化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

線 材 作

製 技 術

開発 

全ての数値目標を達成し、世界的な比較においても 高値、あるいは 上位クラスに属するなど極めて優

れた成果を得たものと評価できる。特に、IBAD-PLD 法による世界トップの高 Ic 長尺線材を開発した点、

挑戦的テーマである MOD 法による極低コスト線材開発において、￥3/Ａm をクリアした点、人工ピンによ

り、磁場中での高い臨界電流を得た点、などは特筆すべきである。 
一方、超電導電力機器応用に供するには、まだ 低限度をクリアした段階といわざるを得ない。今後は、

機器の種類に応じて、線材の特性やコストなどを線材製造技術に反映する線材設計の 適化が望まれる。 
実用化に向けて、安定した特性を持つ線材を大量生産するために必要な“製造プロセスの信頼性”につい

ての観点からの研究開発推進を望む。また、コストは安ければ安いほどインパクトがあり、新たな市場創造

にも繋がると期待されることから、コスト低減に向けての線材開発も継続して取り組んで頂きたい。 

機 器 要

素 技 術

開発 

中間評価を受けた後に追加された研究開発項目であるにもかかわらず、実施期間が短かったことを考慮す

ると、全ての数値目標を達成し、機器の実用化に目途をつけた成果は高く評価できる。特に、レーザースク

ライビングによる低交流損失化の達成や高性能冷凍機要素技術開発等は、インパクトを与える成果である。

しかしながら、研究開発期間が約２年間と短かったことによるが、設定された目標はチャレンジ性が少な

い。目標とする性能やコストが既存技術と比較してブレークイーブンなら、超電導応用機器はユーザ採用に

は至らないと考えられる。 
今後は、超電導を利用することのメリットをより鮮明にするためには、線材と機器の両面からの 適化を

行っていくことも重要であると考えられる。また、今後、機器開発が具体化する中で、線材要求仕様の高度

化を含めた事業化イメージの具体化が望まれる。さらに、既存の機器への置き換えだけでなく、高温超電導

技術の新規市場開拓について、より積極的な取り組みが望まれる。 
後続プロジェクトにおいては、信頼性評価などの面から、実用化に資する超電導応用機器開発、評価が望

まれる。 

13 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

2.0

2.6

   2.9

  3.0

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．事業の位置付け・必要性

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け、必要性 3.0 A A A A A A A 

２．研究開発マネジメント 2.6  A B A B  A B A 

３．研究開発成果 2.9  A B A A A A A 

４．実用化、事業化の見通し 2.0  B B B A B B C 
（注）A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
〈判定基準〉 

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・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

(2)研究開発マネジメントについて (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

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D
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評点結果〔個別テーマ〕 

①線材作製技術開発 

3.0

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

１．研究開発成果

２．実用化、事業化の見通し

平均値

 
評価項目 平均値 素点（注） 

研究開発成果 3.0  A A A A A A A 

実用化、事業化の見通し 2.6  B A B A B A A  

（注）A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
②機器要素技術開発 

2.7

2.0

0.0 1.0 2.0 3.0

１．研究開発成果

２．実用化、事業化の見通し

平均値

 
評価項目 平均値 素点（注） 

研究開発成果 2.7  A A B A B A  A 

実用化、事業化の見通し 2.0 B C A  B  B B B 

（注）A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
＜判定基準＞ 

(1) 研究開発成果について (2) 実用化の見通しについて 

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

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D

 




