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はじめに 

 

 超電導技術は、電気抵抗がゼロであるという特徴的な性質により電流が流れる際のエネ

ルギー・ロスを抑えることができることや、磁石からでる磁力線を超電導物質が跳ね返す

性質（マイスナー効果）、超電導物質内部に侵入した磁力線を捕捉してしまう性質（ピンニ

ング効果）等の様々な特長を有しています。このたぐいまれな特長から、科学技術の大幅

な加速進展のみならず、エネルギー・電力分野を始め、産業・輸送分野、診断・医療分野、

情報・通信分野等の幅広い分野において、従来技術では果たし得なかった機器の実現や従

来機器の大幅な性能向上を可能とする、21 世紀の社会を支える革新的技術として期待され

ています。 

 このような状況を踏まえ、かつては「夢の超電導技術」と言われていた時代から「21 世

紀のキーテクノロジー」と呼ばれるまでに進化を遂げつつある超電導技術について、諸々

の社会ニーズに対応していくことを念頭に、中長期的な観点と早期実用化の観点から「超

電導分野技術戦略マップ」が平成 18 年 4 月に策定され、平成 19 年 4 月、平成 20 年 4 月、

平成 21 年４月に改訂されました。 

 本「解説資料」は、「超電導分野技術戦略マップ」の関連資料として、超電導に詳しくな

い一般の方々向けに、超電導技術の理解度の向上を図ることを目的に、各種の超電導技術

を解説する資料です。 

 

①目  的： 一般の方々（概ね高校生以上）向けに、超電導技術の理解度の向上を図る

ことを目的としています。 

②対象技術： 超電導分野技術戦略マップの「2020 年の社会像」に示されている全技術 

③監修・編集： 超電導分野技術戦略マップ策定委員会（委員長：横浜国立大学・塚本修巳

名誉教授）、経済産業省および NEDO の監修のもと、㈱テクノリサーチ研

究所により作成・編集作業が行われました。 

 

 本解説資料の作成に当たっては、超電導分野技術戦略マップ策定委員会の塚本委員長を

はじめとする委員の方々、及び同委員会を支援する作業会（WG）の方々に多大なるご協力

を賜りました。厚く感謝申し上げるとともに、本解説資料が広く一般の方々の超電導技術

への理解を深め、学業やビジネスのお役に立つことを祈念いたします。 

 

平成 22 年 3 月 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
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１．共通技術の解説 

 

（１）超電導1の特徴 

 

①電気抵抗がゼロ 

 超電導の 大の特徴は、「電流を電気抵抗ゼロで流せる」ことです。  

 一般的には銅線など金属は、電気を通すものとして考えられていますが、これら金属に

も電気抵抗があり、電流を流すと熱が発生して、エネルギーを損失します。電気抵抗がゼ

ロということは、電気を損失ゼロで送ることができます。また環状にした超電導に一度だ

け電流を流すと、永久に電流を流し続けることができ、電気を損失なく直接貯蔵すること

ができます。 

 

図 1 超電導は電気抵抗がゼロ 

   出所）NEDO 

 

 電気抵抗がゼロという優れた特徴をもつ超電導ですが、そのためには材料をある温度以

下（臨界温度） に冷やす必要があります。この臨界温度は、低温超電導と高温超電導で大

きく違います。低温超電導の臨界温度は、究極の絶対零度に近い極低温なので、高価な液

体ヘリウムで冷やす必要があります。一方、高温超電導は定義上は 25K（－248℃）以上、

実際は 100K（-173℃）付近なので、安価な液体窒素で超電導にすることができます。 

                                                  
1 「超電導」は「超伝導」と書くこともありますが、この解説資料では「超電導」を使用しています。 
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②強い磁界の発生 

 超電導は、従来の磁石と比べて数十倍以上の他では得られない強い磁界を発生させるこ

とができます。 

 現在、強い磁界を応用した MRI（磁気共鳴画像装置）、NMR（核磁気共鳴装置）、環境分野

としては汚水に磁気物質を付着させて浄化する磁気分離装置、リニアモーターカーの浮

上・制御を行う電磁石、超 LSI 用の大型シリコン単結晶引き上げ装置など、超電導でしか

実現しない応用機器が製品化されつつあります。 

 

図 2 強い磁界の発生が可能 

      出所）NEDO 

 

③極微弱な磁気の検出 

 超電導の特性を利用した素子は、ひとつひとつ磁束量子を数えることができるため、極

微弱な磁気の検出も可能です。また、超電導素子は超高速（従来 LSI の数百倍以上）、超低

消費電力で信号を処理することも可能です。 

 応用としては、人の脳磁計（脳に発生する微弱な磁気を計測する装置）や心磁計（心臓

に発生する微弱な磁気を計測する装置）、地中資源調査や非破壊検査、超高速光通信用ルー

タが実現しつつあります。 
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図 3 磁気の大きさ 

 

（２）超電導物質 

 超電導物質で有望なものとして、高温超電導では、Ｙ（イットリウム）系、Bi（ビスマ

ス）系、そして 近日本で発見された MgB2、鉄系、低温超電導では Nb（ニオブ）系等があ

ります。それぞれ特色がありますが、日本で発見された Bi系は超電導線として工業化され、

銅の 200 倍の電流が抵抗ゼロで流せるため、多くの応用分野に適用されています。Ｙ系高

温超電導は、大きな電流を流せるだけでなく、磁界にも強いため世界的に重要視されてい

ます。 

 

表 1 主な超電導物質 

Ｙ系 
大きな電流を流せて、磁界特性も優れているが作製が難

い。研究開発中。 

Bi 系 

1988 年に日本で発見された高温超電導材料。線材として長

尺・量産性が確認され、電力ケーブル、リニア、船舶用モ

ータ、MRI、強磁界マグネットなどの応用機器に開発中。

MgB2 
2000 年に日本で発見された金属間化合物超電導体。安価で

作製プロセスも簡単。研究開発中。 

高温超電導 

鉄系 

2008 年に日本で発見された新規の高温超電導物質。新物質

としては 30K を超える高い臨界温度が特徴。臨界温度は今

後 50K 程度まで上昇する可能性が示唆されている。 

NbTi 医療用 MRI、NMR などで実用化。 

低温超電導 

Nb3Sn NbTi より臨界温度が高いが、コストも高い。 
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1911年

1957年

1986年

1987年

1988年

2000年

2008年

超電導現象を

オランダのライデン大学オンネス氏が発見。

超電導のメカニズムを説明するBCS理論を

米国イリノイ大学が発表。ノーベル賞を受賞。

高温超電導体を、IBMチューリッヒ研究所

が発見。ノーベル賞を受賞。

液体窒素温度（77K）を超える臨界温度（90K）のY系

超電導体（YBaCuO）を米国で発見。

臨界温度110KのBi系超電導体（BiSrCaCuO）を日本

の金属材料技術研究所が発見。

超電導体MgB2（臨界温度39K）を

青山学院大学が発見。

鉄系高温超電導物質LaFeAsO1-xFx

（臨界温度32K）を東京工業大学が発見。
 

図 4 超電導の歴史 

 

 超電導体の形状には、線材、バルク、薄膜があります。 

 超電導線材は、テープのように薄くて曲がる形状で、円筒状に巻き付けるとコイルにな

り、超電導マグネットの応用機器や電力ケーブルなど、幅広い用途に使用できます。現在、

低温超電導の NbTi 線材が MRI 等で使用されており、また高温超電導線材として、Y 系線材

や Bi 系線材等の開発が進められています。 

 超電導バルクは、超電導材料の塊で、磁化されることにより非常に強力な磁石になりま

す。フライホイール、廃水磁気分離装置、舶用モータなどへの応用を目指して、現在、Y系

バルク等の開発が行われています。 

 超電導薄膜は、超電導材料を薄い膜状にしたもので、超電導限流器、SQUID 素子（下記参

照）、SFQ 素子（下記参照）などに使用されます。 

 

（３）ジョセフソン効果 

 ジョセフソン効果とは、2つの超電導体の間に薄い絶縁体や常電導体を挟んだ時に、超電

導体間を超電導電流（抵抗零の電流）が流れる現象です。 

 ジョセフソン効果を示す接合をジョセフソン接合、ジョセフソン効果を応用した電子デ

バイスをジョセフソン素子と呼びます。ジョセフソン効果は、SQUID（下記参照）にも使わ
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れています。 

 ジョセフソン素子を用いた LSI は、通常のシリコン素子を使った LSI と比較して遅延時

間が短く、非常に高速なスイッチングが可能で、消費電力も少ないといった利点がありま

す。 

 また、ジョセフソン素子に周波数の分かっている電磁波を照射すると、その周波数に比

例した非常に正確な電圧が発生します。このため、ジョセフソン素子を用いた電圧標準装

置が、電圧（V）に関する国家標準として使われています。 

 

（４）SQUID（Superconducting QUantum Interference Device：超電導量子干渉素子） 

 SQUID（スクイッド）とは、ジョセフソン効果を用いて極微少な磁束を測定するための素

子のことです。SQUID は、超電導のループ構造をもち、生体が活動するとき発生する微弱な

磁気を検出する脳磁計、心磁計などの生体磁気計測、微弱な電圧、電流の高精度な物理計

測など高感度な磁気センサーとして応用されています。 

 

（５）SFQ（Single Flux Quantum：単一磁束量子） 

 超電導体でリングを形成すると、リング内の磁束が量子化（磁束の 小単位で１か０の

状態になること）されるという現象があります。このリング内の磁束の有無を情報の 0と 1

に対応させたものが SFQ 回路です。SFQ 回路の消費電力は極めて小さく、CMOS 回路の 1000

分の 1 以下です。また SFQ 回路はクロック周波数で 100 GHz を上回る高速性を兼ね備えて

います。SFQ 回路を用いたデバイスを SFQ 素子と呼びます。 

 SFQ 素子は、超高速で低消費電力の SFQ ルータ、SFQ コンピュータ、高精度・広帯域の AD

コンバータや計測装置などへの応用が期待されています。 

 

超電導体

磁束有り

磁束無し ０

１

デジタルＳＦＱロジックセット

リセット

外部制御
（磁場、電流）

 
図 5 SFQ の原理 
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２．各超電導技術の解説 
 

（１）エネルギー・電力分野 

エネルギー・電力分野 

SMES 
（超電導磁気エネルギー貯蔵） 

 

１．SMES とは 

 SMES（超電導磁気エネルギー貯蔵：Superconducting Magnetic Energy Storage）とは、

超電導線の電気抵抗ゼロの特性を利用し、超電導コイルに直流電流を流して、電気を磁気

エネルギーとして貯蔵する装置です。そのため、SMES は高い貯蔵効率であり、入出力が高

速に行え、有効電力と無効電力を独立または同時に制御できるとともに、繰返し動作に強

く長寿命であるなどの特長が

あります。 

その特長から、SMES の用途

は、図１に示すように、瞬低対

策（落雷等により生じる短時間の電

圧低下の影響を減らす）、系統安定

化（電力系統の安定性を高める）、

負荷変動補償（工場等での電力変

動の影響を抑える）、負荷平準化

（時間帯や季節毎の電力需要の格差

を減らす）など、幅広い適用が

考えられます。 

 

２．SMES のしくみ 

 SMES の超電導コイルのインダクタ

ンスＬ［H］に直流電流Ｉd［A］を流

すと、磁気エネルギーとして、E=Ｌ・

Ｉd
２／2［J］のエネルギーが蓄えら

れ、磁気エネルギーE[J]が蓄えられ

ている SMES から P[W]の電力を取り

出すと、E/P 秒の間、電流を流すこと

が出来ます。 

 SMES の基本構成を図２に示します。

SMES は、超電導コイル、超電導コイ

ルを冷却する冷却システム、冷却さ

れた超電導コイルを保存するクライ

オスタット（魔法瓶：保冷容器）、クエ

ンチ（超電導状態から常電導状態への逆戻り）を検出する検出器、及び直流を交流（またはその

逆）に変換する交直変換器、から構成されています。 

図２ SMES の基本構成 
出所）NEDO 

(保冷容器) 

・ 

10

100
(kW)

1 

 

10

100

(MW) 

1  10   100   1   10  100   1   10   100   1  10 
(Wh)          (kWh)            (MWh)      (GWh) 

10

1

(GW) 

貯蔵エネルギー 

出
力 

小規模 

・系統安定化 

・負荷変動補償 

中規模 

・ 分散型負荷平準化
・ 多目的利用 

動作時間 

0.36秒 3.6秒 36秒  6分   1時間   10時間 

［特徴］・貯蔵効率高い 
・ 有効・無効電力制御  
・ 瞬時の入出力  
・ 繰り返し動作に強い 

SMES の役割と貯蔵容量及び入出力の関係（九州電力）

マイクロ 
SMES 
瞬低対策

図１ SMES の役割と貯蔵容量及び入出力の関係 

出所）九州電力
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３．超電導の役割 

 超電導コイルと交直変換装置で構成される回路では交直変換装置の損失が発生します。

そこで、SMES 待機時の効率向上を図るため、その間に永久電流スイッチを設ける回路が考

えられます。超電導コイルに一度電気を流して永久電流スイッチを閉じれば（閉回路）、永

久的に直流電流が流れ電力を蓄えることができます。一方、電力系統に電力を供給する場

合は、永久電流スイッチを開いて超電導コイルに蓄えられた直流電流を交直変換器で交流

電流に変換して供給します。 

 

４．SMES の将来 

 九州電力では出力 1MVA2の試験用 SMES（図 3）で系統試験を実施しており、中部電力では

5MVA 及び 10MVA 級（図 4）の瞬低対策 SMES を開発して液晶工場に導入しています。米国で

は 1990 年代から瞬低対策用 SMES を販売しています。現在、国内では NEDO プロジェクトで

SMES の系統連系試験（図 5）を含む実用化のための研究・実証が行われています。SMES は

将来、工場・ビルの瞬低補償、負荷変動補償、電力系統安定化など、様々な用途に普及す

る可能性を秘めています（図 6）。従来は低温超電導の NbTi（ニオブ・チタン）系線材が使わ

れていますが、今後は高温超電導の Y（イットリウム）系線材による小型化や運用性の向上、

冷却効率向上および更なる低コスト化が必要と考えられます。 

       

図 3 1MVA 系統制御の試験用 SMES（出所：九州電力） 図 4 10MVA 瞬低対策 SMES（出所：中部電力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 系統連系試験用 SMES 鳥瞰図（出所：中部電力）  図 6 超電導電力制御の応用分野例（出所：NEDO） 

                                                  
2 交流電流と交流電圧の値を掛け合わせた見かけ上の電力を「皮相電力」と呼び、VA（ボルトアンペア）

という単位が使われます。MVA は VA の百万倍です。一方、実際に仕事をする電力の大きさを「有効電力」

と呼び、W（ワット）という単位が使われます。有効電力÷皮相電力を力率と呼び、見かけ上の電力のう

ち、実際に仕事をする電力の割合（いわば効率）を意味します。 
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エネルギー・電力分野 

超電導フライホイール 

 

１．フライホイールとは 

 フライホイールとは「はずみ車」のことで、その慣性力を用いて電力の出し入れ（貯蔵

と発電）を行う装置をフライホイール電力貯蔵装置と呼びます。 

 フライホイール電力貯蔵装置では、電気エネルギーをフライホイール（はずみ車）の運

動（回転）エネルギーに変換し、必要な時に、運動エネルギーを発電電動機により電気エ

ネルギーに変換して取り出すことができます。 

 

２．超電導フライホイールのしくみ 

 超電導フライホイールは、超電導軸受や超電導コイルによる強い磁気浮上力と低い回転

損失を利用して、フライホイールを高速回転させることにより電気エネルギーを回転エネ

ルギーに変換して電力貯蔵を行うシステムです。 

 超電導フライホイールは、コマのような形状をした「はずみ車」（フライホイール）と、

フライホイールを支えるための軸受、電力を出し入れするための発電電動機などから構成

されます。 

 

 
図１ 超電導フライホイール電力貯蔵装置 

出所）NEDO 
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図２ 超電導フライホイール 

出所）ISTEC（2003.4） 

 

３．超電導の役割 

 大きなエネルギーを貯蔵しようとした場合、より大きな質量のフライホイールを回転さ

せたり、より速い速度でフライホイールを回転させる必要があります。 

 もしフライホイールを支える軸受として従来の機械式軸受を用いると、軸受で生ずる摩

擦により、貯蔵したエネルギーの一部が失われてしまいます。 

 一方、超電導軸受を用いると、強い磁界により、フライホイールを軸受から浮かせるこ

とができるため、エネルギーの損失が減るだけでなく、コンパクトなサイズで大容量の電

力貯蔵が可能となります。 

 超電導軸受には、永久磁石とバルク超電導体が使用されます（図１）。このほか、磁気浮

上のために超電導コイルを使用する方式もあります（図３）。バルクは、超電導コイルのよ

うに通電の必要がなく、低温で磁化すると永久磁石のように振舞います。 

 

４．超電導フライホイールの将来 

 超電導フライホイールの実用化のためには、特に大容量化、低損失化、総コスト低減が

今後の重要な技術課題です。これらの技術課題の解決に向けて、日本、米国、欧州各国等

で研究開発が進められています。 

 日本では 2007 年度に 50 kWh 級のフライホイールを鉄道の負荷変動補償用に使用するこ

とを目標とした研究開発等が進められており（図３）、技術レベルは欧米に比べて若干リー

ドしていると言われています。 

 上記の技術課題が解決されれば、超電導フライホイールは、無停電電源（UPS）用、負荷

変動補償用、風力発電用、回生電力用、負荷平準化用など幅広い用途に使用されることが

期待されます。 
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図３ 鉄道の負荷変動補償用として開発中の超電導フライホイール 

出所）NEDO 
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エネルギー・電力分野 

超電導限流器 

 

１．限流器とは 

 多くの電気機器や回路には、事故などが原因で大量の電流が流れ込んできたときに、回

路を遮断して機器や電気配線を守るための遮断器（ヒューズ）がついています。 

 工場やビルなどの大規模な施設の場合、大量の電力を使用するため、流れる電流も大き

なものになりますから、事故が起きたときも、莫大な電流が設備に流れ込んでくることに

なります。この事故から電気設備を守るために、一定以上の電流が流れたときに、電気抵

抗を瞬時に上昇させ、流れる事故電流を素早く抑制することができるのが、限流器という

装置です。遮断器と異なり、事故によって設備自体が稼動できなくなる、という事態を防

ぐことができます。 

 

事故電流

 

図１ 限流器の動作状況と適用例 

出典）NEDO、交流超電導電力機器基盤技術研究開発（Super-GM）説明資料 

 

２．超電導限流器のしくみ 

 超電導限流器としては種々の方式がありますが、代表的な超電導／常電導転移を利用し

た限流器について以下述べます。 

 超電導では、電気抵抗ゼロで電流を流すことができますが、流せる電流の量には一定の

限界値（臨界電流）があります。 

 これを超えた電流が流れると、超電導状態が壊れ、回路は常電導に戻ってしまいます。

電気抵抗はゼロでなくなり、回路に抵抗が生じます。この原理を限流器に応用したのが、

超電導限流器です。 

 限流器の回路を超電導状態にし、一定以上の電流が流れると超電導状態が壊され常電導
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になり、その結果限流器の回路に電気抵抗が生じ、流れる電流の量を一定量に抑えること

ができます。 

 

３．超電導の役割 

 限流器自体は、超電導を用いずに、電力用半導体素子と制御装置を使って実現すること

も可能ですが、電流値の上昇を瞬時に感知し、抵抗を上昇させるためには、制御装置の精

度に頼らざるを得ません。これには大きなコストがかかる上、信頼性を保証することもで

きません。 

 そこで、物理化学的な反応で限流器の機能を果たすことのできる技術として、超電導が

重要な役割を担うことになります。 

 

 
常電導限流器 

 
超電導限流器用の超電導コイル 

出所）東京電力／日新電機提供             出所）東京電力／東芝提供 

図２ 常電導限流器と超電導限流器 

 

４．超電導限流器の将来 

限流器自体が、電気を止めることなく事故による過電流に対応できる新しい装置です。

情報化社会の到来で、常時コンピュータ制御が必要な設備、機械は増えています。これか

らの普及が期待される装置です。 

それだけにより効率的で信頼性の高い超電導限流器が、市場から求められています。 

また、風力発電や太陽光発電などの分散電源が増加してきており、系統に事故が生じた

ときに流れ込む事故電流が増加し、その流れ方も複雑化していく傾向にあります。このよ

うな、広範囲に分散する新たな電源からの事故電流の流入を防止する観点からも，限流器

に対する期待が大きくなっていくと考えられます。 
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エネルギー・電力分野 

超電導電力ケーブル 

１．電力ケーブルとは 

 大都市部等、地上に高圧電線・鉄塔を建設することが難しい地域では、送電線は道路下

の管路、洞道中等、地中に布設されています。この電線は地中送電ケーブルと呼ばれ、地

上を通る送電線と異なり狭い暗渠の中に建設されるため、高い絶縁性、強度の大きい保護

被覆が必要となります。多くは架橋ポリエチレンにより絶縁された CV ケーブルや油浸紙に

よって絶縁された OF ケーブルが用いられています。 

 送電線用の電力ケーブルには、275kV、154kV 等の高い電圧が採用されています。これは、

電力＝電圧×電流＝（抵抗×電流）×電流＝抵抗×電流２であり、同じ電力を送電線で送ろ

うとすると電圧が高い方が電流が少なく、電流が少なければ少ないほど抵抗で失われる電

力損失が少なくなるためです。 

 

図１ 地中送電ケーブル（500kV－CV ケーブル）（左）と共同溝（右） 

出所）左：㈱ジェイ・パワーシステムズ、右：東京電力㈱ 

 

２．超電導電力ケーブルのしくみ 

 送電ケーブルの導線（通電部分）に超電導線材を用いたものが超電導ケーブルです。 

 一般的に銅線などの金属は電気を通しますが、金属には電気抵抗があり、電流を流すと

熱が発生してエネルギーが失われます。一方、超電導線は電気抵抗がゼロであり、直流電

流を損失ゼロで送ることができます。 

 電気抵抗がゼロという優れた特徴をもつ超電導線を用いた超電導ケーブルは、超電導状

態にするために、そして交流電流を流した場合に発生する交流損失（ヒステリシス損失）

を冷却するために、ある温度以下(臨界温度) に冷やす必要があります。そのため、超電導

ケーブルには、ケーブル温度を臨界温度以下に保ち続けるための冷却システムが必要にな

ります。 
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冷却システム
端末 端末

超電導ケーブル

 

図 2 超電導電力ケーブルによる送電システムのしくみ 

 

３．超電導の役割 

 超電導ケーブルでは、電気抵抗による電力損失を理論上ゼロにできるため、従来のケー

ブルに比べ、同じケーブル径でより大きな電流を流すことができます。 

 なぜなら、通常ケーブルに大量の電流を流すと、電気抵抗のためケーブルが発熱し、流

せる電流が制限されるからです。ケーブルにどれだけ電流を流せるかは、ケーブルがどれ

だけ電気抵抗による熱に耐えられるかで決まってきます。 

 超電導ケーブルでは、従来のケーブルに比べ、大きな電流密度まで抵抗がゼロであるた

め、従来と同容量の電力を送るのに、大きな電流が流せ、電圧は低くて済み、ケーブルの

太さも小さくて済みます（図３）。 

 

トラフ

 

図３ 同容量の電力を送る際のケーブル太さの比較 

出所）住友電気工業 

 



15 

４．超電導電力ケーブルの将来 

超電導技術を用いた電力供給装置は、送電ケーブルに限ったものではありません。電力

用 SMES（磁気エネルギー貯蔵装置）、変圧器、限流器など、電力供給に関わる多くの機器を

超電導化することが可能です。 

とりわけ、インフラを１から新しく整備する再開発地域、ニュータウンなどでは、超電

導を用いた電力供給システムを大規模に導入することができ、極めてエネルギー効率の高

いまちづくりが可能になります。 

電力需要が堅調に増加している米国や、経済成長の発展に伴う電力需要の増加が著しい

中国、韓国などでは、送電ネットワークの増強が大変重要になってきています。このため、

コンパクトな超電導ケーブルによる新たな地中送電方式に大きな関心が寄せられています。

実際これらの国では超電導ケーブルの実証試験が行われており、超電導ケーブルに対する

期待が大きくなっています。 
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エネルギー・電力分野 

超電導変圧器 

 

１．変圧器とは 

発電所から送られてくる電気は、送

電損失を低らするために、高い電圧（低電

流）で送られています。発電所で電圧を上

げるためや、変電所で 終的に電気機器で

使う電圧まで下げるために、変圧器が用い

られています。 

変圧器は、一般的に２巻線で構成されて

おり、一方の巻線から発生する磁界の電磁

誘導にて他方の巻線に電流が流れる電

気の仕組みを利用しています。 

 ここで、それぞれの巻線の（巻線数）×（電圧）は同じ数値になります。つまり、電圧

を 100 分の１にするには、巻線数を 100 倍にすれば可能です。負荷側では変圧器は電圧を

下げるために使用しますので、巻線比が大きくなると電圧が低くなります。 

この変圧器の一次や二次の巻線部分に超電導線材を用いたものが超電導変圧器です。 

 

２．超電導変圧器のしくみ 

 超電導線材は電流密度が極めて大きい（既存の 10 倍以上）ため、変圧器に適用すると巻

線断面積が小さくなり、鉄心も小さくできます。これらから、大幅なコンパクト化・軽量

化が期待できます。さらに、絶縁油を用いないため不燃でもあります。但し、電気回路全

体を液体窒素等で冷却することが必要です。 

変圧器巻線（超電導線材）

液体窒素
66K 

保冷容器

冷却装置

.電流リード 

液体窒素 
 

 

図 2 超電導変圧器のしくみ 

出所）九州電力 

図 1 変圧器の原理 

高電圧 
小電流 

（電源側）

 
 
 
 
 
 一次側 

 

低電圧 
大電流 
（負荷側）

 
 
 
 
 

二次側 
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３．超電導の役割 

超電導変圧器は、高効率で省スペース・軽量かつ不燃性などの特長から、都心部を主体

としたビル等の変電設備の省スペース化や同一スペースでの容量拡大などとしての用途で

の実用化が期待されています。また、超電導変圧器による電圧変換時の損失を低減できる

ことは、電力ネットワーク全体のエネルギー効率向上にも貢献していることとなります。 

              

 

一次巻線

ブッシング

冷却装置  

鉄心

液体窒素冷却  
 

図３ Super-GM で開発された超電導変圧器   図４ 配電用変圧器の概念設計 
   （66/6.9kV、単相 2MVA）         （66/6.9kV、三相、20MVA） 
 出典）ISTEC、超電導 Web21（2005 年 11 月号）         出所）九州電力 

 

４．超電導変圧器の将来 

変圧器は、電気事業者による電力供給のネットワークのみでなく、工場やビル等、電気

を使う需要側の施設にも多く用いられており、それらに超電導変圧器を適用することも考

えられます。超電導変圧器の導入により、電気設備のエネルギー効率向上が図れ、社会全

体の省エネルギーに貢献すると考えられます。 

超電導変圧器は米国、欧州、韓国では積極的に開発が進められています。現在、高温超

電導線材の交流損失低減や保冷方法が課題となっています。国内では、 近、Ｙ系線材の

交流損失低減技術が開発され、Ｙ系線材の要素技術が着実に確立されてきています。それ

らから、変圧器研究は一歩リードしていると考えらます。これまでは NbTi、Bi 系線材が用

いられてきましたが、今後、実用化には、Y系線材による大電流化、高電圧化、電圧調整技

術および冷却効率向上技術の開発が必要となります。 
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エネルギー・電力分野 

超電導発電機 

 

１．発電機とは 

 発電機とは、電磁誘導（磁界が変化すると電界が生じる現象）の原理を利用して、運動

（回転）エネルギーを電気エネルギーに変換する機器です。 

 固定された磁界（永久磁石など）の中で導体（導線）を回転させたり、固定された導線

（電機子コイルなど）の中で磁石（永久磁石、界磁コイルによる電磁石など）を回転させ

ることにより、電気を産み出すことができます。 

 発電機には直流発電機、交流発電機があり、交流発電機には同期発電機、誘導発電機が

あります。発電機を動かす動力源（原動機）には、蒸気タービン（火力発電、原子力発電、

地熱発電）、内燃機関（火力発電や自家発電用のガスタービン、ガスエンジン、ディーゼル

エンジン）、水車（水力発電）、風力原動機（風力発電）などがあります。 

 発電機は、電力会社の発電所、ビル・工場の自家発電設備や非常用発電設備などで活躍

しています。 

 

２．超電導発電機のしくみ 

 超電導発電機とは一般に、界磁巻線に超電導線材を用いた発電機です。従来の発電機と

異なる主な点は、この点と、超電導線材を冷却するシステムを備えている点です。 

 

 
図１ 超電導発電機のしくみ 

出所）NEDO 
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 超電導発電機は界磁コイルに超電導巻線を使用して超電導化し、強力な電磁石にしてい

ます。この電磁石が回転して電力が発生するしくみは通常の発電機と同じです。 

 

３．超電導の役割 

 超電導発電機を現在使用されている通常の発電機と比べると、以下の特徴があります。 

・ 界磁巻線に超電導線材を用いることにより電気抵抗と電力損失が減るため、発電効

率が良くなります。これにより、石油等の燃料使用量を減らすことができ、二酸化

炭素の発生量を少なくすることができます。 

・ 界磁巻線に超電導線材を用いることにより、大きな電流で強力な磁界を作ることが

できるため、界磁コイル等の大きさを小さくでき、機器を小型化・軽量化すること

ができます（図２）。そのため設置に必要な面積を大幅に減らすことができます。 

・ 超電導発電機の特徴の一つである SMES（Superconduting Magnetic Energy Storage）

効果（超電導巻線へのエネルギー貯蔵効果）を利用して、電力系統の安定性を高め

ることが可能であるため、電力を安定して供給することができ、健全な経済活動を

支えることができます。 

 

 
図２ 超電導発電機と従来の発電機（現用機）のサイズの比較 

出所）NEDO 

 

４．超電導発電機の将来 

 超電導発電機の研究は 1980 年代後半から続けられ、現在、技術的には実用化レベルに近

づきつつあります。今後、実用化を進めるためには、低コスト化とともに、大容量化と一

層のコンパクト化を図る必要があります。 

 現在、超電導発電機の適用先として大きく期待されている分野の１つが、風力発電用の

発電機です。現在、欧州では 5MW 級の洋上風力発電システムが開発・試験運用されており、

さらに大規模化に向けての研究・開発も始まっています。しかし大規模化に伴い大容量発

電機の開発が大きな課題となっています。 

 風力発電用の発電機は低回転・大トルクであり、通常の発電機に比べて発電容量あたり

の容積・重量が大きく、これに比例して初期コストも増加するため、発電機の軽量・コン

パクト化が重要な課題となっています。また風車による騒音を抑えるためには、回転数を
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小さくする必要があり、ますます容積・重量が増えてしまいます。 

 一方、高温超電導技術を風力発電機に適用すると、発電機の界磁巻線に大きな電流を流

せるため、高い磁界を得ることができ、発電機に高トルクを発生させることができるため、

結果として発電機を軽量・コンパクトにできる可能性が高いのです。 

 

 

図３ 風力発電用の超電導発電機（右）と従来の同期発電機（左）の比較 

出典）NEDO/(財)国際超電導産業技術研究センター・超電導工学研究所、「超電導技術を利用した風力用発

電機の実用化可能性調査」報告書（平成 19 年 3月） 
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エネルギー・電力分野 

核融合用マグネット 

（ITER（国際熱核融合実験炉）を例として） 

 

１．ITER（国際熱核融合実験炉）とは 

ITER は、国際熱核融合実験炉の略称で、日本で

はイーターと呼ばれています。ITER 計画とは、平

和目的で核融合エネルギーを利用できることを、科

学技術的に示すための超大型国際プロジェクトで

す。 

核融合とは星や太陽のエネルギーの源であり、こ

の核融合を地上で実現できれば、新たなエネルギー

源になると考えられています。 

ITER 計画は 2018 年頃の運転開始を目指し、日

本・欧州連合（EU）・ロシア・米国・韓国・中国・

インドの 7 カ国で進められています。ITER は、世

界初の実用規模のエネルギーを発生する核融合炉

で、これまで設計に関連する技術開発が行われてきました。2005 年にフランスのカダラッ

シュに建設地を決定し、現在準備が進められています。 

 

２．ITER（国際熱核融合実験炉）のしくみ 

 核融合エネルギーを取り出すため

の燃料は重水素と三重水素です。この

2 つの原子核が融合するときに、大き

なエネルギーが発生します。しかしこ

の原子核が融合するためには、速いス

ピードでぶつかることが必要です。そ

のためには燃料を１億度以上に加熱

してプラズマ状態にし、高密度で一定

領域に封じ込める必要があります。 

 

 

 

注）ITER は実験炉であり、その次は実証炉、実用炉へと展開される計画です。 

 

図１ ITER の内部の様子 

出所）日本原子力研究開発機構 

図 2 将来の核融合発電の仕組み 

出所）日本原子力研究開発機構 
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３．超電導の役割 

図３の左上に示したように、電気を帯びた電子やイオンは磁力線に巻きつく性質があり

ます。図３の右上に示すように、筒の中にプラズマを入れただけではすぐに逃げていって

しまい、そこに磁界をかけるとプラズマが磁力線に巻きつき閉じ込められますが、まだ軸

方向には逃げてしまいます。 

 実用規模の強大なエネルギーを発生させる核融合には、超電導による強磁界が必須で、

超電導技術は不可欠です。 

そこで磁力線に端を作らないようリング状に磁界をつくり、プラズマを閉じ込めます。

この磁界を作っているのが超電導コイルで、核融合では非常に重要な役割を担っています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

図３ 超電導の役割 

出所）日本原子力研究開発機構 

 

４．ITER（国際熱核融合実験炉）の将来 

 ITER の建設には 10 年、さらに実験研究や運転は約 20 年間行われる予定で、まだまだ先

の長い国際プロジェクトです。これまで各国の協力により、多くの技術が開発されてきま

した。今後さらに核融合、超電導の分野で高度な技術が開発されると期待されています。 

 

注）ITER：International Thermonuclear Experimental Reactor 

※ここで使用している図は全て独立行政法人日本原子力研究開発機構からご提供いただいたものです。 
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（２）産業・輸送分野 

 

産業・輸送分野 

半導体単結晶引上装置 

 

１．半導体単結晶引上装置とは 

 半導体単結晶引上装置は、シリコンの単結晶の大きなかたまり（インゴット）を作るた

めの装置です。このインゴットをスライスしてシリコン単結晶でできた薄い円盤（ウェハ）

を作り、その上に電子回路のパターンを写真の現像のような方法で高密度に焼き付けて半

導体集積回路（LSI）が作られます。インゴットに不純物が混ざったり、場所によって成分

が違っていたりすると半導体集積回路の品質に影響が出ます。そのため、超電導磁石を利

用して、純度の高いインゴットを作る方法が開発されました。 

コイル

るつぼ
溶融シリコン

シリコン結晶磁力線

コイル

（イ ンゴット）

 

図１ シリコン単結晶引上装置 

 

２．半導体単結晶引上装置のしくみ 

 半導体単結晶引上装置では、高純度のシリコンを 1400℃以上の高温で溶かした溶融液に

種結晶を漬け、それをるつぼの中でゆっくりと回転させながら引き上げて、インゴットを

作ります。その際、溶融液の対流が起こると単結晶に不純物が混ざり品質が低下します。

外部から強い磁界を作用させると電磁ブレーキの原理により融液の対流を抑えることがで

き高純度のシリコン単結晶が得られます。そのため、るつぼの外部に強力な超電導マグネ

ットを配置する方法が利用されています。 
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図２ るつぼの外部に配置される鞍型の超電導コイル 

出典）三菱電機株式会社 公開資料（http://www.ewh.ieee.org/tc/csc/News/JnSaddleOct2000.html） 

 

３．超電導の役割 

導電性の大きな液体が対流により磁界中を移動するとフレミングの右手の法則により液

体中に誘導電流が流れ，誘導電流が流れると今度はフレミングの左手の法則により対流を

打ち消す向きにローレンツ力が働きます。シリコンの溶液は導電性がありますので、超電

導磁石でシリコン溶液に強い磁界をかけることにより、対流を抑制する強い力を働かせる

ことができます。 

 シリコンウェハのサイズが大きくなるにつれ、コイルとコイルの距離が離れるため、強

い磁界を与えるためには、大きな電流が必要となり、通常の常電導コイルでは消費電力が

非常に多くなるため、超電導コイルが不可欠となってきています。 

磁場

浮力対流による流れ

ローレンツ力

誘導電流

電気伝導度が
高い液体

 

図３ シリコン溶液に強い磁界をかけることにより得られる対流を抑制する力 

 

４．半導体単結晶引上装置の将来 

 超電導磁石により対流が抑制されることにより、従来よりも口径が大きなウェハの製造

が可能となりました。今までの 8 インチ（約 20cm）から、今後は 12 インチ（約 30cm）が

主流となりつつあります。ウェハの大口径化は、半導体集積回路製造工程のコスト削減に

大きな影響を有しています。それはさらに、半導体回路の価格低下を通じて、情報通信機

器のコストダウンにつながり、私たちの生活をますます便利なものにしてくれるでしょう。 
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図４ 超電導磁石を利用したシリコン単結晶引上装置 

出典）三菱電機株式会社 公開資料（http://www.ewh.ieee.org/tc/csc/News/JnSaddleOct2000.html） 
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産業・輸送分野 

廃水磁気分離装置 

 

１．廃水磁気分離装置とは 

磁気分離とは、例えば砂に混ざっている鉄釘に磁石を近づけると釘が吸い付けられて砂

から分離されるように、周囲の媒体と磁化率が大きく異なる物質に強い磁気力（磁場強度

×磁気勾配）を作用させて分離することです。この技術は約 150 年前に選鉱で使われ始め

たもので、その後 1970 年代以降に高勾配磁気分離法が開発され、米国では製紙用カオリン

粘土（紙を白くするために使われる白粘土）中の鉄分の分離、日本では製鉄排水の重金属

分離除去等に適用されてきました。 

そして近年では、環境問題等に関連して水処理の分野においても磁気分離技術の活用が

図られ、廃水を磁気分離によって浄化する廃水磁気分離装置の開発が進められています。 

 

図１ 磁気分離装置 

出典）NEDO、平成 15 年度「超伝導磁気分離を利用した製紙工場からの廃水処理システム」成果報告書 

 

２．廃水磁気分離装置のしくみ 

廃水磁気分離装置は、膜によるろ過分離と磁気分離とを組み合わせた構造で、次の 3 つ

の要素によって一連の浄化機能を果たします。 

① 前処理部 ：原水中の被除去物を磁性フロック化。 

② 膜分離部 ：生成した磁性フロックをろ過し浄化水を得る。 

③ 磁気分離部：フィルター面に蓄積した磁性フロック（磁性粉と汚濁物が凝集した固ま

り）を磁気力で捕集し、磁性フロックを高濃度汚泥として回収 

 

 超電導技術を応用した廃水磁気分離装置の場合、③の磁気分離部における強力な磁界を

得るために、超電導コイルを用いる方式（図２の左）とバルク超電導体を用いる方式（図

２の右）があります。 
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図２ 廃水磁気分離装置の構成（左：超電導コイル方式、右：超電導バルク方式） 

出典）左：NEDO、平成 16 年度「超伝導磁気分離を利用した製紙工場からの廃水処理システム」成果報告書 

出典）右：NEDO、平成 14 年度「超電導技術開発実用化状況の調査」報告書 

 

３．超電導の役割 

水処理施設では、物理的処理（物理沈殿）、化学的処理、生物学的処理と、これらの処理

後に発生する汚泥処理を行なっています。このうち磁気分離に置き換えられるのが物理的

処理（物理沈殿）で、この沈殿処理に対し速度が 20 倍以上に改善されるとともに、施設の

広範囲を占める沈殿槽が縮小化されて処理場面積の 30%程度が削減可能とされています。ま

た、高濃度に汚泥を分離できることから、後処理に要する電力量の削減等のメリットもあ

るとされています。これらのメリットは超電導磁石を使うことでより促進されます。 

 

４．廃水磁気分離装置の将来 

超電導技術を応用した廃水磁気分離装置は今後磁気シーディングを使わない技術の進歩

とあいまって、自治体の下水処理施設等の一般廃水処理や都市近郊における工場等の産業

廃水処理、河川や湖沼の浄化、事故で流出した重油の回収、あるいは産業用の種々の水処

理等に適用されていくものと期待されています。 
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産業・輸送分野 

粒子加速器 

 

１．粒子加速器とは 

 原子核や素粒子で電荷を帯びたもの（総称して荷電粒子と呼ばれます）を加速するため

の装置です。加速された粒子は高いエネルギーを持っているので、別の物質にぶつけたり

粒子同士を衝突させて、物質の内部構造の研究や粒子の内部構造を調べる原子核や素粒子

の研究に用いられます。また、加速された粒子は強いＸ線を出したり、人体の奥深くまで

侵入し直接がん細胞などにぶつけることもできるので、 近ではがん治療などにも用いら

れるようになっています。 

 

図１ 電場における電子の加速 

 

２．粒子加速器のしくみ 

 電極間に高電圧をかけると、電位差により荷電粒子は加速されます。加速エネルギーは

電圧に比例して大きくなりますが、発生出来る電圧にも上限があります。より高いエネル

ギーまで粒子を加速するには、加速する箇所を何カ所にも増やして、徐々にそのエネルギ

ーを上げます。 

 この加速箇所を直線的に多数並べて加速するものを線型加速器と呼びます。多数の節を

持った筒を並べたような構造になっていて、節の真ん中には粒子の通る穴があいています。

節と節の間に高周波電圧を加えて、粒子が節を通り抜けるごとに徐々に加速されるように

工夫されています。加速箇所を多数並べるのではなく 1～2カ所にした加速器にはサイクロ

トロンやシンクロトロンがあります。 

 この場合には、加速された粒子は円形の軌道を描いて、いつも同じ加速箇所に戻ってく

るようになっています。粒子をこの軌道内に保つためには粒子の方向を曲げる強い磁石が

必要となりますが、線形加速器よりも狭い敷地内で高いエネルギーにまで粒子を加速する

ことができます。 

 

 

 

加速電場

電子 

0Ｖ +1Ｖ
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ビーム取りだし装置

偏向電磁石

高周波
加速空洞

線形加速器

イオン源

入射装置

真空ダクト

 

図２ シンクロトロンの構成 

 

３．超電導の役割 

 シンクロトロンでは粒子の進行方向を曲げ、円形軌道内に保つために電磁石が使用され

ます。この電磁石を超電導磁石にすると、きわめて強い磁場を発生させることができ、同

一粒子エネルギーなら加速器の小型化が、同一加速器サイズなら粒子の高エネルギー化が

可能となります。 

 医療用のシンクロトロンでは、病院などの現場で使いやすいように超電導磁石により加

速器を小型化する研究が進んでいます。一方、素粒子物理学の研究現場では超電導磁石の

利用により、非常に高いエネルギーの粒子を使った実験が可能となります。欧州の CERN と

いう研究所では、約 15 m の長さで、8.3 テスラの磁場を発生する超電導磁石を 1,624 台使

用して、地下 100m のところに周長 27km の巨大な LHC（Large Hadron Collider）加速器（高

エネルギー物理実験を目的とする世界 大の衝突型円型加速器）を建設し、2008 年 9 月に

稼働開始しました。 

 

４．粒子線加速器の将来 

 超電導磁石を使用して加速器を小型化することにより、医療用のシンクロトロンはます

ます身近なものとなり、全国に設置されてがん治療に利用されるでしょう。 

 また、研究用の加速器では、欧州の CERN のように、超電導磁石を利用して巨大な加速器

を建設し、かつてない高エネルギー粒子を使用した研究が進むでしょう。この研究では、
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ヒッグス粒子と呼ばれる「質量を与える粒子」3の探査が進められ、なぜ、質量を持つ粒子

と持たない粒子があり、質量もそれぞれ異なるのかという謎に対する答を探します。 

 また、超対称性4と呼ばれる仮説を検証し、宇宙の全質量のうち、なぜたったの４％しか

見つかっていないかの謎の解明にも役立つものと期待されています。 

 

 

 

                                                  
3 ヒッグス粒子とは、1964 年に英国エディンバラ大学の P.W.ヒッグスによって提唱された素粒子の質量獲

得に関する理論に基づく粒子。次のような考え方による：「本来素粒子には質量がなく、光の速さで動く。

しかしヒッグス粒子が空間を埋めており、素粒子がヒッグス粒子と反応してブレーキがかかり、光の速

さで進まなくなり、動きにくさが生まれる。すなわち、それが質量である。一方、光はヒッグス粒子と

は反応しないため、いつでも光の速さで進み、質量がない。」 ヒッグス粒子はまだ発見されておらず、

その発見は高エネルギー加速器実験の 重要の目的の一つとなっており、2008 年よりスイスの CERN で稼

働した LHC 加速器における発見が期待されている。 
4 素粒子物理学では、標準理論（又は標準模型）と呼ばれる、３つの基本的な力（強い力、弱い力、電磁

力）を記述する理論がある。標準理論は、量子力学、特殊相対性理論とも整合しているが、一部の実験

結果を説明できないなど、完全な理論ではないとされている。超対称性理論は、標準理論の問題点を解

決すると期待される仮説の１つであり、標準理論に登場する素粒子全てに、スピン（素粒子が持ってい

る固有の角運動量：わかりやすくいえば自転の回転数）が 1/2 だけ異なる相棒の粒子（超対称パートナ

ー）が存在することを予言している。 
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産業・輸送分野 

粒子検出装置・粒子検出器 

 

１．粒子検出装置とは 

 高エネルギー物理学の研究現場や医療現場などではアルファ線（ヘリウムの原子核）、ベ

ータ線（電子）、ガンマ線（光子）など、さまざまな放射線を検出して研究が行なわれてい

ます。粒子検出装置はこうした放射線粒子などの飛跡、運動量やエネルギーなどを測定し

て、陽子や原子核などの粒子の種類を特定したり、そのエネルギーを調べるのに使用され

ます。粒子の運動量を知るには放射線粒子を磁場中で曲げることが必要で、その磁場を発

生させるために超電導磁石が使われます。 近の高エネルギー物理実験で用いられる検出

装置は非常に大型化しており、直径 15～20ｍで、長さが 21～26m もの大型の粒子検出器も

使われています。 

 

２．粒子検出器のしくみ 

 超電導トンネル型検出器は、極めて薄い絶縁体で絶縁された一対の超電導体で構成され

ます。放射線が超電導体層に吸収されたりしてエネルギーを放出した時に発生する余剰の

準粒子と呼ばれる電子の状態の総量は、放射線が与えたエネルギーにほぼ比例します。こ

の余剰準粒子を選択的に計測することによって入射放射線の与えたエネルギーを計測する

ことができます。 

 超電導転位端検出器は、入射放射線を吸収する吸収体とそれと熱的に結合した超電導体

薄膜で構成され、吸収体において発生した僅かな熱量を超電導体薄膜の抵抗変化として観

測し、入射放射線の与えたエネルギーを測定します。 

 また大型のシンクロトロンでは電荷

を持った粒子を衝突点に置かれる粒子

検出器には、粒子を曲げるための大き

な磁場を発生させる超電導マグネット

が設置されています。例えば欧州原子

核研究所（ＣＥＲＮ）にある世界 大

の加速器であるＬＨＣ（Large Hadron 

Collider）には図１に示したような超

電導マグネットが設置されています。 

 

図１ ATLAS 検出器の超電導マグネット 

出展）KEK ATLAS 実験日本アトラスグループ 

   http://atlas.kek.jp/index.html 
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３．超電導の役割 

 超電導トンネル型検出器は、一対の超電導体にはさまれた極めて薄い絶縁体の中を電子

が準粒子と呼ばれる状態になって反対側の超電導体にまで流れる現象を利用しています。 

 

 

図２ 超電導体にはさまれた薄い絶縁体 

 

 超電導転位端検出器は、入射放射線を吸収する吸収体とそれと熱的に結合した超電導体

薄膜で構成され、ある温度（転位温度）まで冷やすと電気抵抗が急にゼロになる超電導体

の性質を利用して、転位温度近辺で放射線を当てることにより、抵抗値の大きな変化を取

り出します。 

 

図３ 超電導体はある一定の温度で急激に抵抗が上昇 

 

４．粒子検出器の将来 

 超電導体を用いた粒子検出器はさまざまな種類の粒子のエネルギー計測の制度を飛躍的

に向上させたり、これまで個別の粒子についてのエネルギー計測が困難だったものについ

てもそれを実現させる能力を持っています。計測器の性能の進歩は、それを使用する研究

者や医療、産業などの進歩につながります。 

 

 

絶縁

超電導

電
気
抵
抗

R

温度 T
0 
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産業・輸送分野 

マグネトロンスパッタ装置 

 

１．マグネトロンスパッタ装置とは 

高速度の原子やイオンが固体表面に衝突したときに固体を構成する原子が空間に放出さ

れる現象をスパッタと言い、このスパッタされた原子を基板上に堆積して薄膜形成（成膜）

を行なう装置をスパッタリング装置と呼びます。スパッタリング装置による薄膜作製は主

に、IC チップ内の金属配線形成のために使われます。 

スパッタリング装置では、低圧の気体中で電極間に高電圧をかけて放電を起こし、放電

によって生じたプラスイオンをターゲットと呼ばれるマイナス極（陰極）に衝突させます

が、そのマイナス極に磁石を配置して多量のイオンを生成させるようにしたものがマグネ

トロンスパッタ5装置です。 

マグネトロンスパッタ装置では磁界が強いほど、その能力が大きく発揮されます。磁界

の発生には通常、永久磁石が用いられますが、これを超電導の材料を使った超電導永久磁

石で置き換えることによって遥かに強力な磁界を発生させ、装置の性能を大幅に向上させ

ることが可能になります。 

 

図１ マグネトロンスパッタ装置の外観 

出典）(財)国際超電導産業技術研究センター、超電導 Web21（2006 年 3 月号） 

 

２．マグネトロンスパッタ装置のしくみ 

マグネトロンスパッタ装置では、マイナス極内部に磁界を組み込み、電磁界中での電子

のサイクロイド6運動を利用してイオン生成の効率を上げ、多量のイオンを作ってターゲッ

トのスパッタリングを行ないます。 

                                                  
5 マグネトロンスパッタ： 初に発表された装置の電極の形状が磁電管（マグネトロン）※と似ていたこと

に由来。 

※磁電管（マグネトロン）：交差電磁界型マイクロ波管の一種。熱陰極から出た電子が径方向電界と軸

方向磁界の中を動き、1～40GHz の周波数領域でマイクロ波を発生する。レ

ーダー用のパルス状マイクロ波発生源や電子レンジ用連続マイクロ波発生

源などに使用。 
6 サイクロイド：円がある直線に沿って回転するとき、円周上の 1点の軌跡が描く曲線のこと。 
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この手法は原理的に、磁界が強いほどスパッタされる原子の量が増え、それによって成

膜速度が向上します。また、放電時には気体中の真空度が高いほど生成する正イオンが少

なくなりますが、強磁界を用いれば真空度を高めても十分な成膜速度が得られます。真空

度を上げることが可能になると、生成した膜への不純物の混入を減らせると同時に、ター

ゲットから飛び出す原子の飛距離が伸びることを活かして基板との距離を広げることによ

って放電に伴う膜の損傷を防げるため、より高品質の膜を作成することが可能となります。 

 

図２ 超電導永久磁石を用いたマグネトロンスパッタ装置の概念 

出典）(財)名古屋産業科学研究所、革新的技術開発提案採択課題「超電導永久磁石による強磁場プラズマ

成膜装置の研究開発」（http://www.nisri.jp/sputterproject/index.html） 

 

３．超電導の役割 

マグネトロンスパッタ装置の磁界を強力にする有効な手段として、バルク超電導体（バ

ルク＝塊）という材料で作られた超電導磁石を適用することが考えられています。 

このバルク超電導磁石の 大の特徴は、そのサイズが超電導線材を使った超電導マグネ

ットなどに比べてはるかに小さいにもかかわらず、同等の磁界を作れることです。また、

従来の永久磁石による装置と比べても、磁界で 4 倍以上、成膜速度で 2 倍以上の性能向上

が図れます。 

 

４．マグネトロンスパッタ装置の将来 

 超電導永久磁石によるマグネトロンスパッタ装置が完成すれば、強磁界でダメージの少

ない成膜方法であることから、半導体メモリに使われる強誘電体薄膜や光デバイスの著し

い性能向上が図れる画期的な成膜技術となり、IT 技術を支えるハードウェアの大幅な性

能・生産性の向上につながるものと期待されています。 
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産業・輸送分野 

半導体・通信テスタ（サンプラ） 

 

１．半導体・通信テスタ（サンプラ）とは 

 半導体テスタ（半導体試験装置＝半導体テスト・システム）とは、半導体素子の信頼性

や不良を検査するための計測装置です。対象とする半導体素子の種類によって、メモリテ

スタ、VLSI テスタ、SoC（System On a Chip）7テスタ、ロジックテスタなどがあります。 

 

図１ メモリ・テスタの外観例 

出典）㈱アドバンテスト、メモリ・テスト・システム T5503 

   （http://www.advantest.co.jp/products/ate/T5503/index.shtml） 

 

 通信テスタとは、無線・有線通信システムの試験装置です。測定対象により、携帯電話

基地局テスト装置、無線通信機用アナライザ、光デジタル通信信号アナライザなど、多様

な種類があります。 

 半導体テスタや通信テスタを実現する方式・技術の１つがサンプラ（繰り返し現われる

信号波形をサンプリングして高精度に測定する機器）です。 

 

２．半導体・通信テスタ（サンプラ）のしくみ 

 （サンプラの「しくみ」については、本解説資料（情報・通信分野）の「高速計測機器

（サンプラ）」をご参照ください。） 

 従来のサンプラは半導体（常電導体）技術により実現されていますが、半導体技術では

サンプリング・レートの高速化に限界があります。将来、半導体素子のクロック周波数や

通信機器が扱う通信信号の周波数が高まるにつれ、50GHz 以上の超高速のサンプリングが可

能な超電導技術の必要性が高まってくるものと考えられます。 

                                                  
7 1 つの半導体チップ上に必要とされる機能（システム）を集積する集積回路・LSI、またはその設計手法 
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３．超電導の役割 

 半導体・通信テスタ（サンプラ）に超電導技術を応用する方法として、SFQ 技術（注：「共

通技術の解説」参照）を適用した超電導 ADコンバータに関する研究開発が行われています。 

 超電導 AD コンバータ（計測用）の詳細については、本解説資料の情報・通信分野の「広

帯域 AD コンバータ（計測用）」をご参照ください。 

 超電導 SFQ 技術を用いると、50GHz を超える超高速のサンプリングが可能となり、半導体

素子や通信機器において高速に変化する信号の波形を捉えることができるようになります。 

 

図２ 国家プロジェクトにおいて試作された、SFQ 技術を用いたサンプラー回路 

出典）NEDO、「低消費電力型超電導ネットワークデバイスの開発」中間評価報告書（平成 16 年 9 月） 

 

４．半導体・通信テスタ（サンプラ）の将来 

 例えば 40Gbps の光通信に用いられるデジタル信号波形を観察するためには、帯域 120GHz

のサンプラが必要です。また、無線分野では今後ミリ波と呼ばれる高周波の電波の利用の

拡大が期待されています。こういった分野では、半導体 LSI やプリント基板などの配線に

流れる電流を測定することが、回路設計や不要電磁波対策上ますます重要となってきてい

ます。そのため、高周波の電流波形を測定できる SFQ 超電導素子を利用した半導体・通信

テスタ（サンプラ）の登場が期待されています。 

 このような超高速テスタが実用化されれば、半導体素子や通信システムの高速化と信頼

性向上に大きく貢献するものと考えられます。 
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産業・輸送分野 

直流電圧標準 

 

１．直流電圧標準とは 

 直流電圧標準とは、産業界等で使用される直流電圧の標準となるもので、日本の標準の

大本になる国家標準が、特定標準器として産業技術総合研究所に設置されています。 

 1970 年代半ばまで長らくの間、直流電圧標準として、化学変化を利用したカドミウム標

準電池（ウェストン電池）が使われてきました。しかし化学作用であるため周囲環境の影

響を受けやすく、電極物質とその電解溶液からなる構造上、振動や転倒に弱い、厳重な温

度管理が求められる等の課題がありました。 

 標準の恒常性・普遍性を求め、1970 年代に量子現象であるジョセフソン効果を利用した

電圧標準が実現されました。旧・工業技術院（現・産業技術総合研究所では、1977 年から

ジョセフソン効果を用いた電圧標準を国家標準として採用しています。 

 1 素子当たりの発生電圧は数 mV ですが、ジョセフソン素子作製技術の向上により、1990

年から、素子を多数並べて 1V の電圧を発生するシステムにより電圧の校正が行われるよう

になりました。その後、産業界では標準電圧発生器としてツェナーダイオードを用いた 10V

電圧発生器が用いられるようになり、現在ではこれを直接校正できるよう素子をアレー化

した 10V システムが使われています。 

 

図１ 現在運用されている 10V のジョセフソン効果電圧標準装置 

出所）産業技術総合研究所 

 

２．直流電圧標準のしくみ 

 ジョセフソン素子にマイクロ波を照射すると、その周波数に比例した電圧のところに電

流のステップが現れます。この現象を「交流ジョセフソン効果」8と呼びます。照射するマ

                                                  
8 これとは別に、磁場を加えることによりジョセフソン素子の電流・電圧特性が変化する現象を、「直流ジ

ョセフソン効果」と呼びます。 
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イクロ波の周波数が正確であれば、正確な電圧を得ることができるのです。 

 現在運用されているジョセフソン効果電圧標準装置は、10V を１億分の１Vの精度で校正

することができます。 

 

図２ ジョセフソン素子を用いた直流電圧標準の原理 

出典）産業技術総合研究所、電圧標準用新型ジョセフソン素子の開発に成功（2001.3） 

 

３．超電導の役割 

 直流電圧標準で使われているジョセフソン素子は、まさに超電導技術そのものです。 

 従来の電圧標準システムにおいて用いられているジョセフソン素子の構造を図３に示し

ます。上下の電極に、Nb の薄膜が用いられており、バリアとして非常に薄い酸化アルミニ

ウム（AlOx） 膜が用いられています。Nb 膜の臨界温度は約 9K で、通常は、液体ヘリウム

温度（4.2K）において動作させます。 

 

図３ 従来の直流電圧標準に用いられているジョセフソン素子の断面構造（模式図） 

出典）産業技術総合研究所、電圧標準用新型ジョセフソン素子の開発に成功（2001.3） 

 

 次世代の電圧標準として、小型冷凍機によって約 10 K で動作させることのできる

NbN/TiN/NbN 素子を採用した「液体ヘリウムフリー・プログラマブル・ジョセフソン電圧標

準」の開発が現在行われています。この方式を用いると、従来不可欠であった液体ヘリウ
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ムが不要になるばかりでなく、装置価格、維持経費の大幅低減が可能となります。 

 

 

図４ 液体ヘリウムフリーのプログラマブル・ジョセフソン電圧標準素子 

出所）産業技術総合研究所 

 

４．直流電圧標準の将来 

ジョセフソン素子を用いた直流電圧標準は、環境や場所に左右されない普遍的な標準で

す。近い将来、新しく開発された液体ヘリウムフリー電圧標準システムと Global 

Positioning System(GPS) の周波数標準を利用して、誰でもどこでも高精度な電圧計測を

行うことができるようになります。また、インターネットを利用して、電圧計測データの

相互比較、測定過程の相互チェックなどをリアルタイムで行うことができるようになるで

しょう。 

 

図５ 液体ヘリウムフリー・ジョセフソン電圧標準システム、GPS 周波数標準 

及びインターネットを利用した電圧計測のネットワーク 

出典）産業技術総合研究所、電圧標準用新型ジョセフソン素子の開発に成功（2001.3） 
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産業・輸送分野 

交流電圧標準 

 

１．交流電圧標準とは 

 交流電圧標準とは、産業界等で使用される電圧の標準となるもので、日本の標準の大本

になる国家標準が、特定標準器として産業技術総合研究所に設置されています。 

 この標準器に直流電圧と交流電圧を交互に印可し、直流印可時と交流印可時の発生熱量

を精密に比較することによって、直流電圧標準から交流電圧標準への橋渡しが行なわれま

す。 

 近年、交流電圧測定用電子計測器の飛躍的な性能向上にともない、校正用計測器に対す

る要求精度も高くなっています。交流電圧の標準は、産業界において非常に重要であり、

貿易の円滑な促進のためにも欠かせないものとなっています。 

 

２．交流電圧標準のしくみ 

 交流電圧の場合、周期的に変化する電圧の大きさを実効値で表します。交流電圧標準を

導き出す方法として現在 も広く利用されている方法は、熱電変換素子を用いた交流電圧

と直流電圧（実効値）の熱発生量の比較（交直変換器による交直差の測定）です。 

 この熱電変換素子の特性を精密に測定する方法（ファストリバース DC 法9）が産業技術総

合研究所を中心に開発され、先進各国の国立標準機関で利用されています。 

 一方、校正試験事業者が交流電圧標準を導き出す場合、予め交直差のわかっている交直

変換器を基準として、比較試験によって求める方法が用いられています。 

 

 

図１ 交直差標準に用いられる試験装置の例 

出典）産業技術総合研究所、AIST Today（2005.1） 

 

 交直差標準に用いられる試験装置の例を図１に示します。交直変換器（TC module、右）

の交直差を、ファスト・リバース DC 装置（FRDC module、左）で評価するとともに、精密

                                                  
9 ファストリバース DC 法：同じ実効値を有する「直流的な性格を有する矩形波（CPDC）」と「交流的な性

格を有する矩形波（FRDC）」を精密に合成する技術。CPDC、FRDC それぞれの波形を交直変換器に入力し、

波形に対する交直変換器の応答の差から、交直変換器の特性を評価するもの。 
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交直電圧発生装置（DSS module、中）を用いて交直差比較試験を行うことにより、校正試

験事業者は、交流電圧標準を合理的かつ国際的に整合性のある形で導出し利用することが

可能になります。 

 

３．超電導の役割 

 交流電圧標準を導き出すために、これまで半世紀にわたって熱電変換標準器が用いられ

てきましたが、校正精度が高まるにつれて、精密な測定のできる標準器の作製が難しくな

ってきています。現在では、ごく少数の先進工業国が供給する熱電変換標準器を、他の国

が利用する状況となっています。 

これに対して直流電圧標準の分野においては、すでに超電導を用いた電圧標準が確立さ

れ、世界各国の標準研究所において普及しつつあります。 

そのため交流電圧標準の分野においても、普遍的な基礎物理定数に基づく超電導を利用

した次世代交流電圧標準の開発が進められています。 

 

４．交流電圧標準の将来 

 現在、従来のファストリバース DC 法の弱点（出力電圧の時間的変動が不可避で、熱的交

直差測定時の不確かさの原因となる）を克服するため、ジョセフソン素子の量子化電圧ス

テップを用いた方法の試験が始められています。この方法は、任意の電圧ステップを瞬時

に選択することが可能な、新方式のプログラマブル型ジョセフソン電圧標準を応用して行

われています。 

 この技術によって、更に高精度で、かつ信頼性の高い交流電圧標準の実現が期待されま

す。 

 
図２ プログラマブル型ジョセフソン電圧標準素子を用いて行われる 

高精度のファスト・リバース DC 測定 

出典）産業技術総合研究所、AIST Today（2005.1） 



42 

産業・輸送分野 

X 線検出器 

（超電導 X線分析装置（EDX：Energy Dispersive X-ray Spectrometer）） 

 

１．X 線分析装置とは 

 ますます微細化・高密度化が進む半導体産業およびバイオ産業等においては、極微量の

元素レベルでの材料の組成や化学結合状態の分析を可能とする検査・測定技術のブレーク

スルーが求められています。従来の X 線分析装置が到達できない高感度・高分解能を実現

し得る技術として注目されるのが超電導 X線分析装置です。 

 

２．超電導 X 線分析装置のしくみ 

 元素は電子ビーム等が当てられると、その元素に特有な X 線（特性 X 線と呼ばれる）を

放出します。これを測定することで、分析対象物中の元素の種類を見分けたり、特定の元

素に関する分析を行うのが X 線分析装置です。特性 X 線（特性 X 線の 小構成単位である

光子ごとのエネルギー）の検出のため、従来の半導体検出器に替わって超電導現象を利用

する検出器を用いるのが超電導 X線分析装置であり、その分解能は半導体検出器の限界を 1

桁以上向上させる能力を有します。 

 

３．超電導の役割 

 超電導現象を利用したX線検出器には、超電導トンネル接合検出器と超電導カロリーメー

タがあります。 

 超電導トンネル接合検出器は、量子力学的効果により直接光子エネルギーを電流に変換

して測定するものであり、超電導の特性であるエネルギーギャップの小ささから、半導体

検出器のエネルギー分解能限界（約100eV）の30倍程度の分解能の実現を可能とします。 

 また、超電導カロリーメータは、光子吸収による吸収体の温度上昇を測定する光熱変換

型検出器であり、さらに高いエネルギー分解能（原理的には1 eV以下）が得られることか

ら大きな注目を集めています。超電導カロリーメータに用いられる超電導遷移端センサで

は、わずかな温度変化によっても超電導体に急激な抵抗値変化が生じるため、抵抗値を測

定することでX線照射による微小な温度変化を正確に計測することができるのです。 

【図１の説明】 

 X 線マイクロカロリメータは、X 線を吸収する吸収体、温度センサ、吸収体の温度を一定に保

つ熱浴（ヒートシンク）、吸収体と熱浴をつなぐ熱リンクから構成されます（実際の素子では、

基板が熱浴に、メンブレンが熱リンクに相当します)。使用時には、X 線マイクロカロリメータ

を冷凍機内で、約 0.1K に冷却します。 

 吸収体に X線が当たると、温度変化により、隣接する超電導遷移端センサ（Transition Edge 

Sensor：TES）の超電導体の抵抗値が変化し、回路の電流量が変化します。するとコイル（L）の

磁界が変化し、それを低温中で動作する低雑音電流増幅器（SQUID アンプ）で増幅し、雑音の小

さな低温環境中で電圧信号に変換します。 

 図２の下の図は、温度変化（横軸）による急激な抵抗値変化（縦軸）の様子です。なお熱浴（基
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板）は、動作点（約 0.1K）を固定する役割を果たしています。 

 

 
図 1 超電導カロリーメータの構成と検出原理 

出所）セイコーインスツル㈱、SII 技術情報（MEMS 技術）（http://www.sii.co.jp/info/mems5.html） 

 

４．超電導 X 線分析装置の将来 

 超電導 X 線分析装置は、従来のセンサが検出できない極小な世界を見る眼として、純粋

科学分野から先端産業分野、医療分野、環境分野といった幅広い分野での活躍が期待され

ています。具体的には、X線天文学や素粒子物理学等における観測・測定機器として、また、

微細化の進展する半導体デバイスの不純物やウェハ内部と表面の結晶欠陥の分析、バイオ

工学における材料組成や化学結合状態の分析などへの応用装置としての実用化が期待され

ています。 
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産業・輸送分野 

宇宙線検出器 

 

１．宇宙線検出器とは 

 宇宙線とは、宇宙から地球に到来する（または宇宙空間に存在する）高エネルギーの放

射線（粒子線、電磁放射線）です。宇宙から陽子、原子核、電子、γ線、ニュートリノ等

が到来し、これらを一次宇宙線と呼びます。一次宇宙線は地球に入射すると大気と反応し

てπ（パイ）粒子、μ（ミュー）粒子、電子、γ線などの多くの粒子等を生成し、これら

を二次宇宙線と呼びます。 

 

図１ 様々な宇宙線 

出典）大阪市立大学・大学院理学研究科・神田研究室、インターネット講座 2004「宇宙から素粒子へ」 

 

 宇宙線検出器は宇宙線を検出する装置です。かつては霧箱、泡箱、写真乾板などが使わ

れましたが、現在は、粒子の速さやエネルギー、電荷などを測定する複数の検出器（シン

チレータ、光電子増倍管、計数管など）やコンピュータ、電子回路等を組み合わせて、宇

宙線の検出が行われています。有名なカミオカンデ、スーパーカミオカンデも宇宙線検出

器の一種です。 

 個々の検出器の本体は実験室で使用する粒子検出器と同じ原理ですが、宇宙線と地上で

発生するさまざまな放射線を区別するために、宇宙線の測定には宇宙線が大気を通過する

時におこる性質の変化を避ける特別な工夫が必要です。 

 

２．宇宙線検出器のしくみ 

 例えば、日米共同で進めている宇宙線観測プロジェクト BESS では、気球を使用して高度

37km の高空まで超電導測定器を持ち上げ、測定を行っています。 

 宇宙から測定器に入ってきた粒子の種類は、電荷と質量によって識別します。電荷と質

量は、運動量と速さ、粒子が作る信号の大きさ（エネルギー損失）から計算します。その
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ために、例えば BESS 宇宙線検出器には超電導マグネットと様々な種類の粒子測定器を搭載

し、さらに各粒子検出器から出てくるアナログ信号をデジタル信号に変換するためのデー

タ収集システムや地上との通信システム、測定器の温度･圧力など環境を測るモニタシステ

ム、得られたデータを貯蔵する磁気テープ装置なども搭載されています。 

  

図２ 気球に搭載された BESS 測定器 

出所）高エネルギー加速器研究機構（http://www.kek.jp/kids/closeup/bess/bess-3.html）（一部改変） 

 

・飛跡検出器 

 超電導マグネットが作り出す磁場中で入射荷電粒子がどの位曲げられたかを測定する装置で、超電導ソ

レノイドの内部に置かれています。 

・プラスチックシンチレーションカウンタ 

 荷電粒子が通過すると光を出すプラスチックの板を測定器の上下に置き、プラスチックで出た光を光電

子増倍管によって読み出します。この電気信号が出たタイミングは、いつ入射粒子がプラスチック板を通

過したかという情報を与えるので、 上下のカウンタから出る信号の時間差を測れば、飛跡検出器の情報か

ら得られる飛跡の長さと合わせて入射粒子の速さを測定できます。また、信号の大きさからどの位の電荷

を持つ粒子が通過したかも判断できます。 

・その他の粒子識別装置 

 さらに、より高精度の粒子識別を行うために、光速の 98％以上の速さの粒子を測るシリカエアロジェル

チェレンコフカウンタや電子と他の粒子を識別する子電磁シャワーカウンタなどの補助的な粒子識別装置

を搭載しています。 

 

３．超電導の役割 

 電気を帯びた粒子（荷電粒子）を磁石の作る磁界の中で走らせると、フレミングの左手

の法則により、磁界の影響を受けてその進路が曲がります。この原理を利用して入射粒子

の運動量を求めます。運動量の大きな粒子は曲げられにくく、一方運動量の小さな粒子は

大きく曲げられます。従って任意の大きさの磁界を作るために薄肉永久電流ソレノイド型

の超電導マグネットを用いることで、運動量測定に必要な強い磁界を作るとともに、粒子

が通過する経路上の物質が少なくできます。また地上で電流を流し込めば、気球実験中は



46 

電源なしで磁界を保持できます。 

 

４．宇宙線検出器の将来 

 宇宙から地球には、わずかながら低エネルギー反陽子が飛んできています。これを精密

に観測し、また極微量飛来している可能性のある宇宙線反物質を探索することによって、

「宇宙における素粒子現象」を探求できます。それにより、宇宙を満たす暗黒物質、銀河

ハロー（銀河の重力圏内で物質が希薄に広がって存在している球状領域）の対消滅による

反陽子生成や、初期宇宙で生成された原始ブラックホールが「蒸発」するときの反陽子生

成など、素粒子物理や宇宙物理で興味ある現象についての知識が解明されることが期待さ

れています。 

 

 

図３ 南極で打ち上げ準備中の BESS 測定器と NASA 気球 

出所）宇宙航空研究開発機構（http://balloon.isas.jaxa.jp/~fuke/antarctica2004/） 

原典）BESS 実験グループ提供 (http://bess.kek.jp/) 
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産業・輸送分野 

ミキサ 

（SIS10ミキサ：周波数混合素子） 

 

１．SIS ミキサとは 

 SIS（Superconductor Insulator Superconducto）ミキサ（周波数混合素子）とは、非常

に高い周波数の電波を検出するための装置です。 

 電波と光の境界の周波数テラヘルツ（THz）帯のように、極めて高い周波数の電波（１秒

間に１兆回振動する電磁波：波長の長さからサブミリ波とも呼ばれます）については、従

来の素子や半導体では有効な利用ができません。そこで、SIS ミキサと呼ばれる超電導体を

用いた素子を用いれば、高い周波数の電磁波を高精度・高感度で検出できるようになりま

す。 

周波数（Hz）
100M 1G 10G 100G 1T 10T 100T

マイクロ波 可視光

準マイクロ波 準ミリ波

1ｍ 10cm 1cm 1mm 100μm 10μm 1μｍ
波長

遠赤外線　　　電　波 赤外線

ミリ波 サブミリ波

 

図１ サブミリ波の周波数・波長 

 

２．ミキサのしくみ 

 図２は通常のラジオ受信機の回路構成ですが、テラヘルツ帯を扱う場合も原理は同じで

す。アンテナから受信した電波はそのままでは周波数が高すぎるので、混合器（ミキサ）

で受信した高い周波数と、基準となる周波数の差分をとることで、はるかに低い周波数に

変換します。低い周波数に変換できれば、あとは通常の電気回路を使って利用することが

可能となります。 

                                                  
10 SIS：Superconductor Insulator Superconductor：超電導体と超電導体の間に絶縁体を挟む構造 
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図２ ラジオ受信機の基本構成 

出典）ウィキペディア（Wikipedia）、受信機（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%A9%9F） 

 

３．超電導の役割 

 SIS ミキサは、一対の超電導体にサンドイッチ状にはさまれた極めて薄い絶縁体の中を電

子が準粒子と呼ばれる状態になって反対側の超電導体にまで流れる現象を利用しています。

絶縁体に通路（トンネル）を開けて通り抜けるように見えるので、準粒子トンネル効果と

呼ばれています。この電子の移動、すなわち電流は、素子にかかる電圧、周波数と関係し

て非線形（スイッチのように不連続に）に変化します。この性質を利用して、SIS ミキサで

は周波数変換を行います。 

絶縁膜

超電導体

 

図３ SIS（超電導体－絶縁体－超電導体）の構造 

 

 量子効果を利用する SIS ミキサは、超電導ならではの特性として、雑音が少なく、非常

に高い周波数での動作が可能なので、従来の半導体デバイスでは原理的に実現不可能なテ

ラヘルツ帯で、高感度を達成できます。 
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４．SIS ミキサの将来 

 テラヘルツ帯の電波は、電波天文学や地球環境計測（例：オゾンの計測）などの基礎科

学分野だけでなく、周波数の有効利用となる超高周波・超高速通信や各種検査、バイオ、

医学などの一般的応用にもその重要性が認識されつつあります。 

 チリに建設中のアルマ電波天文台でも日本が開発した SIS ミキサが宇宙からの電波の受

信に活躍しています。 

 また、大気中のオゾンや一酸化炭素等が発する微弱なミリ波・サブミリ波帯の電磁波を

SIS ミキサで検出することによって地球温暖化物質の観測を行うことができ、既に北極やア

ラスカに装置が設置され、常時観測が行われています。 
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産業・輸送分野 

ボロメータ 

（Bolometer） 

 

１．ボロメータとは 

 ボロメータとは、抵抗体の抵抗値が温度によって変化する性質を利用した赤外線検知素

子です。言い換えれば、赤外線の入射による温度変化（熱量）を抵抗変化により測る素子

です。今から 100 年以上前にサミュエル・ラングレィにより発明され、太陽輻射の測定に

用いられました。近年は超電導体を利用した高感度の超電導ボロメータも利用されつつあ

ります。 

 

図１ 電波望遠鏡のボロメータを用いた受信機 NOBA（NObeyama Bolometeter Array） 

出所）国立天文台 野辺山宇宙電波観測所 

 

２．ボロメータのしくみ 

 ボロメータの抵抗体としては、通常、サーミスタが使われます11。サーミスタは、温度変

化に対して電気抵抗の変化の大きい抵抗体の総称で、材料としては半導体や金属酸化物、

セラミックスなどの常電導体が用いられます。サーミスタは高温度で安定に動作すること

から、金属精錬や熱間圧延工程の制御、燃焼装置のモニタなど周辺温度が高い環境でも使

用することができますが、やや応答速度が遅いという課題もあります。 

  一方、超電導物質を用いて、サーミスタに比べて極めて応答速度の早い（感度の高い）

検知器（超電導ボロメータ）が実用化されています。 

 

                                                  
11 ボロメータの抵抗体としては、サーミスタのほか、金属（白金、ニッケル等）、ゲルマニウム、シリコン

等も使われています。 
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３．超電導の役割 

 タンタルや窒化ニオブなどの超電導体は、ある一定の温度（遷移温度と呼びます）以下

で電気抵抗がゼロとなり超電導状態になりますが、遷移温度近傍では、窒化ニオブの場合

は温度１度あたり 50 倍もの急激な抵抗変化を示します。この温度領域を動作点とすれば、

わずかな温度変化で大きな信号を取り出すことが可能です。これを利用して超電導ボロメ

ータが作られています。これらは、波長 1000μｍまでの超遠赤外領域で応答速度の早い検

知器として活用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 超電導体はある一定の温度で急激に抵抗が上昇 

 

４．ボロメータの将来 

 ボロメータは、現在では、環境計測、医療・バイオ計測、排ガスモニタ、プロセス品質

管理などの分野で赤外分光分析に利用されています。また、人工衛星に積まれて地球環境

の測定に利用されたり、天文台の電波望遠鏡に搭載されて宇宙空間から到来するサブミリ

波に観測にも利用されています。今後高温超電導素材を用いた低コストのボロメータが実

現できれば、これらの既存分野だけでなく、例えば、家庭やビルのセキュリティや環境監

視などの分野にも幅広く応用が広がるものと期待されています。 

 

図３ ボロメータを利用した天体観測 

出所）国立天文台 野辺山宇宙電波観測所 

産業・輸送分野 
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SQUID 構造物検査装置 

 

１．構造物検査装置とは 

 航空機、鉄道施設、建築構造物、発電プラントなどでは、高い信頼性と安全性が求めら

れます。これらの分野のメンテナンスには、従来から X 線や超音波による検査装置が使用

されてきましたが、構造材料の損傷、老朽化をより早期に、より高精度に検知することが

求められています。 

 これを実現する技術として注目されるのが、超高感度な SQUID 磁気センサを用いた電磁

的非破壊検査技術です。SQUID 構造物検査装置は、従来技術では検出できなかった微小欠陥

の早期発見を可能とする感度の優れた検査装置としてその実用化が期待されています。 

 

２．SQUID 構造物検査装置のしくみ 

 金属構造物を対象とした非破壊検査では、電磁気的性質を利用した検査が も有効な手

法の一つに上げられます。検査対象物に電磁波を照射し誘導電流を流すと、傷などにより

誘導電流分布の乱れが生じ、これによって発生する磁気信号を磁気センサで計測すること

で検知が可能となります。そこに従

来技術では難しい微弱信号の高感度

計測を可能とする SQUID 磁気センサ

を採用したのが、SQUID 構造物検査装

置です。 

 従来、環境磁気ノイズの影響を避

けるために SQUID 磁気センサを固定

し測定を行う方法がとられていまし

たが、ノイズをキャンセルさせる技

術の確立により、SQUID 磁気センサを

自由に動かし大規模な構造物、運用

中の設備や建造物を検査することも

可能とし、実用性の高い検査システ

ムとしてその開発が進められていま

す。 

                        

   図１ SQUID 非破壊検査システム 

出典）産業技術総合研究所、「世界初、炭素繊維強化炭素複合材料（C/C コンポジット）の非破壊検査に成

功」（2003.3.31） 

 

３．超電導の役割 

（一般的な SQUID の原理については、本解説資料の「１．共通技術の解説」をご覧くださ
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い。） 

 SQUID 構造物検査装置は、SQUID が非常に微弱な磁界を検出できるという特性を活かして、

対象物の損傷などを高精度に測定・検査できます。他の検出器では見つけられない小さな

欠陥を見つけることができるのは、超電導現象を利用した SQUID だからこそできることな

のです。 

 

４．SQUID 構造物検査装置の将来 

 SQUID 構造物検査装置は、金属だけでなく、これまで有効な非破壊検査手法が存在しなか

った炭素繊維系複合材料（航空機や自動車のブレーキディスクやエンジン、また、スペー

スシャトルの耐熱タイルの材料など広い分野で活用されています）の検査も可能とするも

のであり、多様な分野において社会の安全性向上に寄与することが期待されています。 

 また、この技術とロボットを組み合わせることで、スペースシャトルや原子力プラント

のような安全検査に潜在的なリスクを有する場面で、人的リスクを回避しつつも精密な検

査を可能とする日が来ることも待ち望まれています。 

 

 

図２ 移動型 SQUID を産業用ロボットに搭載した研究用の試作機例 

出典）東北電力株式会社ホームページ 

   研究開発情報（http://www.tohoku-epco.co.jp/rdcenter/03/03i.html） 
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産業・輸送分野 

SQUID 異物検出装置 

（SQUID 応用装置（食品・薬品検査）） 

 

１．異物検出装置とは 

 消費者の食の安全性に関する意識の高まりにより、これまで以上に高度な異物混入防止

の対策が食品業界等に要請されています。 

 既に導入されている食品中の異物検出技術には、金属検出器、Ｘ線検出器などがありま

すが、これらの方式では感度が不十分なため微小な異物を検出することは難しいことでし

た。これを可能にするのが超高感度な SQUID 磁気センサを応用した検出装置です。 

 

２．SQUID 異物検出装置のしくみ 

 被検査物に混入している磁化されているものや金属等の異物から発生する磁気（非磁性

体でも誘導電流を誘起することで、磁気を発生させることが可能）を SQUID 磁気センサに

より計測します。この方式は、従来技術では難しい高感度検出能力（0.3ｍｍ径の鉄粉、0.5

ｍｍ径のステンレスワイヤ等の検出が可能）を有し、これまでの金属検出器では検出が難

しいステンレス片の検出を可能としています。また、水分や温度の影響を受けず、アルミ

ニウムなど包装材の影響もほとんど受けないこと、及び、放射線（X線）によるイオン化の

問題が全くないこと等のメリットがあります。 

 

SQUID磁気センサー

S

N 磁石による金属

異物の帯磁

帯磁した金属異物か

らの磁力線を検出

《SQUID異物検出装置》

受信コイル 受信コイル

渦電流の発生

磁力線の減少

《従来技術（渦電流方式）》

送信コイル

金属検出器

 

図１ 従来技術と SQUID 異物検出装置の比較 
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３．超電導の役割 

（一般的な SQUID の原理については、本解説資料の「１．共通技術の解説」をご覧くださ

い。） 

 SQUID 異物検出装置は、SQUID が他の検出素子に比べて非常に高感度であることを利用し

ています。このため、ほかの装置では検出が困難な 0.3mm 径の鉄粉が検出できるのです。 

 

４．SQUID 異物検出装置の将来 

 SQUID 異物検出装置は、食品の他、工業原料、医薬品など高い安全性と品質が必要とされ

る分野で広くその高い性能が発揮されることが期待されています。 
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産業・輸送分野 

SQUID 半導体検査装置 

（走査レーザ SQUID 顕微鏡） 

 

１．半導体検査装置とは 

 今日の情報化社会は、技術革新の進む半導体により支えられていると言っても過言では

ありません。そして、飛躍的な集積度の増加と機能の複雑化が進展する半導体は、一方で

信頼性や品質を確保することが重要課題となっており、そこでは極めて高度な検査技術が

求められています。 

 従来、集積回路の微細な不良箇所の検出には電気的な接続が必要でしたが、SQUID 半導体

検査装置は、これを非接触で可能とする画期的な検査装置として注目されています。 

 

２．SQUID 半導体検査装置のしくみ 

 半導体集積回路にレーザを照射するとそこに光誘起電流が発生します。その電流による

微弱な磁気を超高感度な SQUID 磁気センサで検知することにより、回路配線における 

ショートやオープンなどの電気的不良箇所の検出が可能となります。現在実用化に向け研

究開発が進められている走査レーザ SQUID 顕微鏡では、レーザ光のビーム径を１μｍ以下

に絞ることにより、サブミクロンの微細な欠陥を検出することも可能です。 

SQUID磁気センサー

レーザーの照射

光誘起電流の発生

磁場の発生

ICチップ

磁場の検出

 

図１ SQUID 半導体検査装置のイメージ 
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３．超電導の役割 

（一般的な SQUID の原理については、本解説資料の「１．共通技術の解説」をご覧くださ

い。） 

 SQUID 半導体検査装置（走査レーザ SQUID 顕微鏡）は、SQUID が高感度に磁界を検出でき

るという特性とレーザが微細なスポットに電流を流せるという特性を組み合せて、集積回

路の不良を非接触かつ微細に検査することができます。 

 

４．SQUID 半導体検査装置の将来 

 半導体はさらなる高速化・高性能化のため多層配線化（半導体基板上の素子を金属配線

で複数層にわたって接続して回路を形成すること）が進んでいます。従来の電気的な接続

では困難な多層配線内の欠陥箇所の検出ですが、SQUID 半導体検査装置はこれを非破壊で行

うことを可能としており、次世代の半導体検査装置として実用化が期待されています。 

 

 

 



58 

産業・輸送分野 

SQUID 鉱物探査装置 

 

１．鉱物探査装置とは 

 金属鉱物資源は、比較的アクセスが容易な地表に露出した鉱床の探査・採取が進み、よ

り地中深部の鉱床の探査が必要となっています。従来技術ではその対応は困難であること

から、地質状況をより詳細に把握することが可能な高度な探査技術の確立が急がれるとこ

ろです。 

 

２．SQUID 鉱物探査装置のしくみ 

 超電導現象を利用した非常に感度の高い SQUID 磁気センサは、この様な課題を解決する

有力な技術として、同分野においてもその応用が期待されています。金属資源の効率的な

探査活動に貢献するツールとしてその実用化が待たれるのが SQUID 鉱物探査装置です。 

 

SQUID磁気セン

TDEM受信システム

磁力計／磁気センサ
電流送信装置

送信ループ（電力線）

金属鉱床

SQUID磁気センサ

 

図１ SQUID 鉱物探査装置 

出所）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）金属資源探査推進グループ資料 

 

 金属資源探査に用いられる電磁探査法では、地下の金属鉱物あるいはこれを取り巻く変

質帯が電気的に低比抵抗（比抵抗＝単位体積当たりの電気抵抗）であることを利用します。

地表に電線を設置して作った送信ループ（大きさは200ｍ程度）に電流を流しておき、これ

を急に遮断すると、地下の金属鉱床に誘導電流が誘起されます。これらの誘導電流が発生

させる磁界を地表面に設置した磁力計で測定して地下構造の調査を行います。この方法を
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TDEM法（Time Domain Electromagnetic Method：時間領域電磁探査法）といいます。 

 測定に用いる磁力計には、従来は磁界の時間変化を計測する誘導コイルが用いられてき

ましたが、従来技術では探査深度が十分でないことが問題でした。 

 しかし、超電導現象を利用した非常に感度の高いSQUID磁気センサを用いることで探査深

度と精度を上げることが可能となります。 

 

３．超電導の役割 

 （一般的な SQUID の原理については、本解説資料の「１．共通技術の解説」をご覧くだ

さい。） 

 従来の TDEM 法で使われている誘導コイル型の磁力計では、磁界の時間変化（時間微分）

を測定します。時間微分は、磁界がゆっくりと減衰する場合は小さな応答となるため、金

属鉱床の比抵抗が非常に低い場合は、測定される応答（時間微分）が小さくなってしまい

ます。これは、従来装置の弱点となっています。 

 一方、磁界の時間変化ではなく、磁界そのものを測る場合は、金属鉱床の比抵抗が非常

に低くても応答が十分に大きく、また磁界はその時間微分よりゆっくりと減衰するため、

時間微分を測定するより探査深度が大きくなります。 

 磁界を直接計測するには、超電導技術による SQUID 磁気センサを使えば、 小感度が小

さく周波数帯域も広いため、金属鉱床探査に適しています。 

 

４．SQUID 鉱物探査装置の将来 

 今後の金属鉱物資源探査では、より地中深部の鉱床の探査が必要となっており、特に、

低比抵抗の被覆層で覆われた地域でも利用できる電磁探査技術の開発が強く望まれていま

す。SQUID 鉱物探査装置はその要請に応え得る電磁探査装置として、現在、実用化に向けた

研究開発が進められています。SQUID 鉱物探査装置により、資源探査の効率化と成功率の大

幅な向上が図れるものと期待されています。 
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産業・輸送分野 

非接触磁気軸受回転機 

 

１．非接触磁気軸受回転機とは 

磁気軸受は回転部と固定部との間での接触がなく（非接触）、磁界の中で軸を浮き上がら

せる（磁気浮上させる）ように磁力を利用したもので、この磁気軸受を構成要素に持つ回

転機械を非接触磁気軸受回転機と呼んでいます。 

非接触磁気軸受回転機には、①軸受部の保守を殆ど必要としない、②回転損失が極めて

小さく回転機の効率が良い、③原理的には回転数に制限がない、④潤滑油を必要としない

ために従来の軸受では困難であった真空環境や超低温環境での運転が可能、といった特徴

があります。 

 

２．非接触磁気軸受回転機のしくみ 

 磁気軸受での磁界の形成には現在、電磁石が主に使用されているほか、永久磁石、電磁

石・永久磁石のハイブリッド等の適用が検討されていますが、これらとともに有望とされ

ているのが、同様の磁気浮上能力を持つバルク12超電導体の磁気軸受への応用です。 

磁気軸受は回転軸を磁力によって上下左右から引きつけることにより回転軸を空中に浮

かせるものです。ただし、回転軸を吸引する力は空隙の 2 乗に反比例して不安定な状態に

なるため、感度の高い位置センサにより回転軸と固定子との間の空隙量を検出し、その信

号によって磁力を制御します。 

 

5 軸自由度制御式の磁気軸受 

・ラジアル軸受：伝動された負荷の作用方向が軸線に対し半径

方向になる回転軸の両端を支持（2 軸×2）。 

・スラスト軸受：軸方向の荷重を支え、負荷された軸の軸方向

の動きを防止。 

 

図１ 磁気軸受の概念図 
 
出典）小豆澤照男、回転体の保守を容易にする低コスト磁気軸受、神戸大学海事科学部ホームページ（ht

tp://www.maritime.kobe-u.ac.jp/study/Seeds/D05.pdf） 

 

 

                                                  
12 バルク：「塊（かたまり）」の意。 
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３．超電導の役割 

超電導による磁気浮上は、低温に冷やして磁化することによってバルク体自体が擬似永

久磁石化され、超電導パルク磁石と鉄の吸引力により浮上力が発生します。しかもこの時、

磁力線自体はバルク体内部の特定の場所に捕捉、固定されるため、空間的な磁気分布が変

化できず、磁気の反発と吸引が同時に起こる形で、安定した磁気浮上が生じます。 

この浮上力は、主にバルク体のサイズを大きくすることで向上でき、例えば直径 5cm の

バルク体と 10cm のバルク体を比べるとその浮上力は 4倍となります。逆に、浮上力が同じ

であれば、サイズをコンパクトにすることができます。 

 

４．非接触磁気軸受回転機の将来 

磁気軸受の特徴を生かした用途はこれまで、コンプレッサやターボエクスパンダなどの

高速ターボ機械が中心でしたが、 近では制御装置のデジタル化や軸受電圧の高電圧化に

よって小型化やコストダウンが図られ、機械式の玉軸受やすべり軸受に代わる新世代の軸

受として用途が広がりつつあります。 

そうした中でも特に、高集積化・微細加工化が益々進んできている半導体製造において、

非接触・潤滑油不要のため塵や埃が発生しにくくクリーンな上に低振動でもある磁気軸受

が注目されています。その一例が磁気軸受型のターボ分子ポンプ13ですが、今後はコータ／

デベロッパ14を始めとする各種の装置・機器への適用が進むものと見込まれています。また、

フライホイールへの適用についても、研究が進められています。 

 

 

 

                                                  
13 真空ポンプ（容器内から気体を排出して真空を得るためのポンプ）の一種で、内部の金属製の羽根が空

気分子を弾き飛ばすことにより排気する方式のもの。 
14 半導体製造プロセスのうち写真と同じ技術を利用したフォトリソグラフィープロセスにおいて、感光剤

（フォトレジスト）の塗布（コート＝coat）と現像（デベロップ＝develop）とを行なう装置。 
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産業・輸送分野 

産業用超電導モータ 

 

１．産業用モータとは 

 モータ（電動機）は、電気エネルギーを機械エネルギーに変換する機器で、一般的に電

流をコイルに流し、発生する磁界を利用して回転力（トルク）を得ます。 

 モータには、家電製品や玩具で使われるモータ、船舶や自動車の駆動用のモータと並ん

で、工場等の動力源として用いられる「産業用モータ」があります。 

 モータは、機械的にはロータ（回転子）、ロータと相互作用して回転モーメントを発生さ

せるステータ（固定子）、ロータの回転を外部に伝える回転軸、回転軸を支える軸受、及び

損失により発生した熱を冷却するファンから構成されています。 

 産業用モータには、同期モータ、誘導モータなど色々な種類があります。同期モータは

界磁と電機子から成り立っています。界磁とは、磁界を作る磁極のことで、通常はコイル

（巻線）に直流電流を供給して電磁石（磁性材料の芯にコイルを巻いたもの）としますが、

永久磁石のものもあります。電機子とは、界磁と相互作用して回転力を得るための磁界を

作るもので、通常はコイル（巻線）に交流電力を供給して電磁石とします。 

 同期モータには、回転界磁型と回転電機子型があり、前者は界磁をロータとして回転さ

せ電機子をステータとして固定するもの、後者は電機子をロータとして回転させ界磁をス

テータとして固定するものです。 

 

ロータ（回転子） ステータ（固定子）

電機子巻線界磁巻線  

図１ モータの構造例（回転界磁型の同期モータ） 

 

 工場で休みなく働き続ける産業機械、送風機（ブロワ）やコンプレッサなど、産業用モ

ータは、産業の活動を支える重要な動力源として活躍しています。電気エネルギーを利用
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するモータは、産業部門の消費電力の大きなウェートを占めており、仮にその高効率化が

実現すれば、今日の社会的要請である CO2削減への寄与は多大であると考えられます。 

 

２．産業用超電導モータのしくみと超電導の役割 

 産業用超電導モータは、上記のような社会的要請に応え開発が進められている新技術で

あり、高効率なモータとして実用化が期待されています。 

 産業用モータにおいて超電導化できる部分は、界磁（超電導線材によるコイル、または

バルク超電導体）と電機子（超電導線材によるコイル）です。界磁を超電導化する方式、

電機子を超電導化する方式、及びその両方を超電導化する方式が開発／検討されています。 

 産業用モータを超電導化する 大のメリットは、効率の向上です。超電導技術は、従来

に比べ大きな電流を流すことを可能とすると同時に、電気エネルギーを少ないロスで利用

することを可能とし、従来のモータに比べ、大きい省エネ効果（効率の数％～十数％の向

上が可能）が図れます。これに加えて、大電流化による小型・軽量化（省スペース化）も

可能となります。 

 

           

図２ 超電導モータ（超電導固定界磁コイル＋常電導回転電機子コイル） 

出典）（財）国際超電導産業技術研究センター・㈱フジクラ・ジャパンモーター＆ジェネレーター㈱・九州

大学、イットリウム系超電導モータの作製（2006.6.8） 
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３．産業用超電導モータの将来 

 我が国の年間 CO2発生量は 12 億 4,800 万トン程度に達し、うち電力（火力発電）に起因

する CO2発生量は全体の 25％を占めています。そのうち約半分に相当する 12％（1億 5,000

万トン）が産業用モータに起因する CO2発生量と推定されています。 

 産業用超電導モータは、その削減に貢献する産業インフラとして広く普及することが望

まれます。用途に応じ小型・軽量化（～1/2）、低回転化による減速ギアの廃止、低振動・

低騒音などの超電導モータが持つ多くのメリットと併せ産業分野での活用が期待されると

ころです。 

 

 

図３ 産業用モータによる CO2 発生量（推定値） 

出典）（財）国際超電導産業技術研究センター・㈱フジクラ・ジャパンモーター＆ジェネレーター㈱・九州

大学、イットリウム系超電導モータの作製（2006.6.8） 
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産業・輸送分野 

舶用超電導モータ 

 

１．舶用超電導モータとは 

舶用モータとは、船舶に搭載（船舶で使用）するモータと言う意味ですが、ここでは

特に、船舶の電気推進装置の駆動用に使用するモータ（以下、推進用モータ）として説明

します。 

これから推進用モータの特長を説明しますが、推進用モータは電気推進装置の一部装

置ですから、分かりやすく説明するために、電気推進装置の特長も合わせて説明します。 

＜推進用モータの特長＞ 

(1) 船の推進用プロペラは回転数が低いので（100～300rpm 程度）、推進用モータは、

①モータの回転数をプロペラ回転数に合わせて低い回転数にするか ②モータの

回転数は大きくして（1200～1800rpm 程度）、モータとプロペラの間に減速装置を

装備する必要があります。 

(2) 船の速力を変えるためにプロペラの回転数を変更しなければなりません。そのため

にインバータを装備して、モータに給電する電源の周波数を変更してモータの回

転数を変更しています。推進用モータの仕様は、インバータで駆動できるように

なっています。 

(3) 潮風を受ける環境で使用できるように、耐塩構造になっています。 

(4) 船の動揺下で使用できるようなモータ構造になっています。 

(5) 船の推進装置用として特別な試験に合格したモータです。 

 

舶用超電導モータとは、推進用モータの特長を有する超電導モータのことです。 

ポッド

推進装置

 

図１ 次世代内航船のイメージ 

出所）独立行政法人海上技術安全研究所（注：ポッド推進装置の文字を加筆） 
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２．舶用超電導モータのしくみと超電導の役割 

前ページの推進用モータの特長で、①モータの回転数をプロペラ回転数に合わせて低

い回転数にする場合と ②モータの回転数は大きくして（1200～1800rpm 程度）、モータ

とプロペラの間に減速装置を装備する場合があると説明しました。 

②の方法では減速装置が必要になるため、システムの信頼性やメンテナンス性では、

①の方法が優れているはずです。しかし、推進用モータに常電導モータを採用しているシ

ステムでは、圧倒的に②の方法が採用されています。なぜでしょうか。 

モータ出力（kＷ）は、（トルク）ｘ（回転数）に比例します。モータ出力（ｋW）を大

きくするには、船のプロペラの回転数は低いのでトルクを大きくしなければなりません。

しかし、一般にトルク∝（電流値）です。常電導モータでは、コイルに銅材料を使用して

いるので、電流を大きくすると銅コイルの発熱も大きり、モータの容積も大きくなります。 

推進用モータを搭載する船の機関室には多くの装置が配置されていて、推進用モータ

が大きくなると設置できなくなってしまいます。つまり、常電導モータでは、小型化を保

ちながらトルクを大きくすることが困難なため、モータ出力（ｋW）を大きくする手段と

して、回転数を大きくする方法を取っているのです。 

それでは、超電導モータではどうでしょうか。超電導コイルの抵抗は、ほぼゼロです。

したがって、大きな電流を流しても発熱はほとんどなく、小型化を維持したままで大きな

トルクを発生することができます。これが、超電導モータでは、①の方法が採用され、常

電導モータでは、②の方法が採用されている理由です。言い換えると、超電導モータは、

小型のままで、低回転、大トルクを実現できるので、推進用モータとして 適なモータと

言うことができます。 

さて、超電導コイルの抵抗は、ほぼゼロと説明しました。したがって、超電導モータ

は、常電導モータよりも効率がよいということになります。 

更に、超電導モータ回転数は常電導モータより低いこと、また、減速機の装備が不要

であることから、超電導モータは常電導モータより静穏型ということができます。 

しかし、超電導モータを超電導状態にするためには、超電導コイル部の温度を下げな

ければなりません。そのために、冷凍機の装備が必要になります。この冷凍機の装備スペ

ース確保と冷凍機電力による超電導モータの効率低下が超電導モータの弱点です。 

世界で開発が行なわれている超電導舶用モータの紹介は、コラムを参照してください。 

 

＜従来のモータ＞ ＜高温超電導モータ＞

・小型軽量化 

・高効率化 

 

図２ 小型・軽量化、高効率化を実現する超電導モータのイメージ図 
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図３ 開発中の超電導モータを内蔵した POD 推進装置 

出所）H17 年、IHI が超電導モータのアプリケーション例としてプレス発表した写真 

３．舶用超電導モータの将来 

 上記の特徴により、舶用超電導モータは次世代船舶に新たな可能性を与えます。応用分

野の一つとして注目されるのはポッド推進装置への適用です。ポッド推進装置とは、莢（さ

や）状の容器に電動モータを内蔵させ、船尾などに吊り下げた推進システムであり、以下

のようなメリットがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· 操船性の向上 

· 大きく長いプロペラ軸が不要になったこと等による船内騒音と振動の減少 

· 推進装置が水中に設置されたことによる配置設計の自由度の増加 

· 船尾形状を直線形状にした理想的設計による効率向上・省エネルギー化 

  

 常電導モータではポッドの直径が大きくなるため、推進抵抗が下がらず経済性にメリッ

トが出にくいと言った問題がありましたが、超電導モータによりこれらの問題の解決が可

能となります。 

 環境に調和し経済的な次世代の船舶および海上物流システムを実現するものとして、ま

た、我が国造船産業が国際的競争力を獲得する観点からも舶用超電導モータの実用化・普

及が期待されるところです。 
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開発中の超電導モータ 2台を使用した２重反転プロペラ推進装置 

（H20 年、IHI が超電導モータのアプリケーション例としてプレス発表した写真）

開発中の超電導モータ（川崎重工業提供資料） 

＜コラム：世界で開発中の超電導舶用モータの紹介＞ 

 

■ 米国（アメリカンスーパーコンダクター社）の超電導モータ 

アメリカンスーパーコンダクター社（AMSC）では、米国海軍の委託を受け高温超電導舶用モータの開発を進めて

います。同社では、5MW-230rpm 試作機の成功（2003 年、工場試験）を経て、現在、36.5MW-120rpm のモータを

開発し、船舶の推進モータとしての実用化に向けた実証試験（全出力テスト）を終了しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ IHI と産学グループで開発中の超電導モータ 

IHIが取りまとめ役になり産学グループ（住友電気工業、大陽日酸、ナカシマプロペラ、新潟原動機、日立製作所、

国立大学法人福井大学 杉本英彦教授、富士電機システムズ）と共同で開発中の超電導モータです。H16 年から

開発を開始し、現在 400kＷ、250rpm モータの開発を行なっています。主な特長を示します。 

 

 

 

■ 川崎重工業で開発中の超電導モータ 

川崎重工業が中心となり、東京海洋大学、（独）海上技術安全研究所、（株）超電導機構とともに共同開発を行っ

ている 1MW 級超電導モータです。主な特徴を示します。 

 

 

 

（AMSC 社の超電導モータの特徴） 

 液体ヘリウム冷却、ラジアルギャップ型高温超

電導同期モータ 

 ロータとなる界磁に超電導コイルを使用 

 従来の銅コイルモータと比較して、重量を約

1/2 に軽量化 

AMSC 社 36.5MW 超電導モータの構造概念図（AMSC 社公開資料）

（開発中の超電導モータの特徴） 

 液体窒素冷却、アキシャルギャップ

型高温超電導モータ 

 交流コイルを超電導化。超電導部分

を固定し。界磁には、PM（永久磁石）

を採用。 

（開発中の超電導モータの特徴） 

 30K 冷凍機冷却、ラジアル型高温超電

導同期モータ 

 鉄心のない高温超電導コイルを界磁コ

イルとし、回転する 
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産業・輸送分野 

車載用超電導モータ 

 

１．車載用モータとは 

 車載用モータとは、自動車を駆動するためのモータです。車載用モータは現在、ハイブ

リッド車に搭載されており、将来は燃料電池自動車や電気自動車に使われる可能性があり

ます。 

 我々の日常生活や産業活動を支える上で自動車の果たす役割はいまや必要不可欠のもの

となっていますが、一方、大気汚染や地球温暖化の原因となる CO2の排出等、環境に負の影

響を及ぼす大きな要因となっていることもまた事実です。 

 環境問題への関心が高まる中、自動車業界においては環境対応型自動車の開発が急務の

課題であり、さらなる省エネ・CO2排出力削減に繋がる新技術の導入が必要とされています。

小型・軽量化と高効率化を実現する超電導モータは、これに応える新たな可能性を持つ技

術として、自動車の動力装置への応用が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 超電導モータによる環境対応型自動車の実現 

 

２．車載用超電導モータのしくみと超電導の役割 

 電気エネルギーを機械エネルギーに変換する装置であるモータは、電流をコイルに流し

発生する磁界を利用しトルク（回転力）を得ます。超電導技術は、従来に比べ大きな電流

を流すことを可能とすると同時に、電気エネルギーを少ないロスで利用することを可能と

し、従来のモータに比べ、超電導化に必要な冷却装置を含めても、小型・軽量化と高効率

化が実現できます。 

 これを自動車の動力装置として従来モータおよびエンジンに替わり搭載することで、環

境負荷の低減を可能とします。 

 

semurasgr
スタンプ
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３．車載用超電導モータの将来 

 環境対応型自動車の開発競争が熾烈を極める中、実用化の近い有力な技術として位置付

けられているのが燃料電池自動車です。その動力装置に超電導モータを搭載することがさ

らなる相乗効果を生む方式として期待されています。 

（相乗効果） 

・ 燃料電池自動車が燃料とする液体水素を超電導モータの冷媒として利用することによ

り冷凍機動力を減らすことができ、さらに高効率が実現可能となります 

・ 超電導線は運転温度を低くするほど高い電流密度で運転することが可能という特性が

あるため、液体水素によって冷却された超電導モータは液体窒素冷却のモータよりも小

型化できる可能性があります。 

 

２次電池

駆動/回生

冷却

水素供給

電力供給

燃料電池

液体水素タンク

HTSモーター

 

図２ 液体水素冷却の超電導自動車のイメージ 
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＜コラム：世界で開発中の車載用モータの紹介＞ 

 

■住友電気工業（株）による超電導電気自動車の開発 

住友電気工業（株）では、世界最高レベルとなる臨界電流値を有するビスマス系高温超電導線を開発するととも

に、様々な産業分野における高温超電導技術の実用化に向けての研究開発に取り組んでいます。その一環として、

高温超電導技術の新たな応用分野として考えられる電気自動車用モータへの適用検証を行うため、2008 年、世界

で初めて超電導モータにより駆動する超電導電気自動車を試作し、｢北海道洞爺湖サミット記念 環境総合展

2008｣にて一般公開しています。 

 

 

 

 

 

 

（超電導自動車諸元） 

冷却方法 液体窒素浸漬冷却 

超電導線 DI-BSCCO® 

高出力 31kW（3,100rpm） 

高トルク 120Nm（1,500rpm） 

高速度 85km/h 

バッテリ 144V, 60Ah 

走行可能距離 

（30km/h 一定） 

60km 

 

 

■京都大学等産学グループによる車載用超電導モータの開発 

京都大学（プロジェクトリーダー：中村武恒准教授）、アイシン精機、イムラ材料開発研究所、新潟大学、応用科

学研究所の産学グループは、高温超電導誘導／同期回転機の車載応用を指向した技術開発に取組んでいます。

現在、同グループが開発した回転機は、従来形誘導機に比較して 1 桁を超える高トルク化の実現を実証していま

す。 

 

 

 

 

高出力高温超電導誘導／同期機(HTS-ISM)

の外観写真 

（開発中の超電導モータの特徴） 

 · かご形誘導機の単純な構造を有しながらも同期

ならびに誘導回転モードの両立性、高効率化、

過負荷に対してのロバスト性、室温からの連続

運転他、様々な高性能化や高機能化が達成可能

 · さらには、車載用モータに求められる高トルク

密度化についても、既存の誘導機に比較して 1

桁を遥かに上回る高トルク化が実現可能 
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産業・輸送分野 

磁気浮上式鉄道用マグネット 

 

１．磁気浮上式鉄道用マグネットとは 

 鉄道には、通常の車輪式のほか、磁気で車両を浮上して走行させる磁気浮上式鉄道（通

称：リニア）があります。磁気浮上式鉄道用マグネットとは、磁気浮上式鉄道に用いられ

る電磁石です。 

 磁気浮上式鉄道は、低騒音、低振動の特徴を持ち、次世代の高速鉄道や、都市交通シス

テムへの適用が期待されています。通常の電磁石を利用した磁気浮上式鉄道は、既に 1984

年に英国のバーミンガム空港で運転開始されました。わが国でも HSST システムの鉄道が

1989 年の横浜博覧会で日本発の営業運転を行い、2005 年に

は愛知高速交通東部丘陵線として営業運転をしています。ま

た、2003 年には中国の上海空港へのアクセスに、ドイツが開

発した営業 高速度時速430kmの高速型の上海トランスラピ

ッドが開通しています。現在、わが国の JR では、超電導磁

石を利用した超電導リニア（マグレブ）の開発が進められて

います。 

  図１ ＪＲ山梨実験線 

出所）財団法人 鉄道総合技術研究所（写真提供） 

 

２．磁気浮上式鉄道用マグネットのしくみ 

 磁気浮上式鉄道用マグネットは、磁力の反発力や吸

引力により、車両を浮上させます。HSST やトランスラ

ピッドでは、磁石の吸引力を利用して車両を浮上させ

ています。 

 

 

図２ HSST の浮上の仕組み 

出所）http://ja.wikipedia.org/wiki/HSST 

 

 超電導リニアは、車上の超電導磁石と地上側に敷設されたコイルとの電磁気的な相互作

用により、車両とガイドウェイ（従来の鉄道の軌道）とは、非接触で走行することができ

ます。 
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①浮上の原理  

 

 走行路となるガイドウェイの側壁内側には、8 の字の

形をした浮上用コイルが取り付けられています。このコ

イルの中心から数 cm 下側を車上の超電導磁石が高速で

通過すると、コイルに電流が誘起されて一時的に電磁石

となり、超電導磁石を押し上げる力（反発力）と、引き

上げる力（吸引力）が発生し、車両を浮上させます。 

  図３ 磁気浮上のイメージ 

出所）財団法人 鉄道総合技術研究所（資料提供） 

 

②案内15の原理 

 向かい合う浮上コイルは、走行路の下を通してループになるように繋がれています。走

行中の車両（超電導磁石）が左右どちらかに偏ると、このループに電流が誘起されて、車

両が近づいた方の浮上コイルには反発力が、車両が離れた方の浮上コイルには吸引力が働

きます。このようにして、走行中の車両は常にガイドウェイの中央を走行することになり

ます。 

 

③推進の原理  

 磁石どうしの反発力と吸引力を利用し

て車両（超電導磁石）を推進させます。ガ

イドウェイの両側の側壁に並べられた推

進用のコイルに、変電所から電流（三相交

流）を流すと、ガイドウェイに移動磁界が

発生します。車上の超電導磁石がこれに引

かれたり、押されたりして車両は進みます。       図４ 推進の原理 

 

３．超電導の役割 

 超電導リニアでは、推進・浮上兼用の強力な磁界を安定して得るための超電導電磁石が

車両側に搭載されています。超電導電磁石では、コイルの電気抵抗がゼロになりますので、

閉ループを構成すれば、原理的には 初に電流を流すだけで永久に電流が流れます。その

ため車両に外部から電流を流すことなく強力な磁界を発生できます。ニオブ・チタン系合

金で超電導状態を保つためには、－２６９℃に冷却する必要があります。そのため、超電

導電磁石には液体ヘリウムと冷凍機で低温を保持する仕組みが組み合わされています。ま

た、高温で超電導状態を維持できる素材の開発が進められており、液体ヘリウムを使うこ

                                                  
15 案内：車両が左右どちらかに偏らないよう維持する機能。 
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となく、冷凍機だけで簡便に冷却

できるシステムの実用化が目指

されています。 

 

 

 

  図５ 山梨実験線車両用の

超電導磁石 

出所）財団法人 鉄道総合技術研究所（資料提供） 

 

４．磁気浮上式鉄道用マグネットの将来 

 鉄車輪と鉄レールの組み合わせによる鉄道は、大量輸送を可能にしましたが、車輪とレ

ール間の摩擦が小さいことから、加速や制動能力には限界があり、また騒音や振動の問題

もあります。磁気浮上式鉄道では、これらの

制約が同時に解消されるため、次世代の高速

鉄道や、都市交通システムへの適用が期待さ

れています。 

 JR 東海は、平成 19 年 4月 26 日、山梨リニ

ア実験線の設備を実用化仕様に全面的に変

更するとともに、超電導磁気浮上式鉄道の実

用化確認試験を行っていくことを発表しま

した16。 

 

  図６ 新型先頭車（MLX01-901） 

出所）財団法人 鉄道総合技術研究所（写真提供） 

 

 

                                                  
16 東海旅客鉄道㈱、平成 19 年 3月期決算短信（2007.4.26） 
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産業・輸送分野 

鉄道用超電導変圧器 

 

１．鉄道用変圧器とは 

 ここでの鉄道用変圧器とは、鉄道変電所（鉄道会社の変電所）に設置されている変圧器

ではなく、鉄道車両（交流型電車）に搭載される車載用の変圧器を意味します。 

 電車には、①交流電化区間専用の交流型電車（新幹線、JR の北海道・東北・九州の在来

線等）、②直流電化区間専用の直流型電車（JR の都市近郊在来線、私鉄、地下鉄、モノレー

ル、路面電車等）、③交流・直流電化区間の両方を運行できる交直流型電車（JR 在来線の一

部、首都圏新都市鉄道等）があります。 

 交流型電車と交直流型電車では、25kV／20kV（特別高圧）の交流を車両側で変圧器で降

圧し、さらに整流器で一旦直流に変換した後、直流モータ（直流整流子電動機）を駆動す

るか、直流をインバータで交流に再変換して交流誘導モータを駆動するのが一般的です。 

 直流型電車では、1500V／750V／600V の直流で直流モータを駆動するか、直流をインバー

タで交流に変換して交流誘導モータを駆動するのが一般的です。 

 交流型電車に搭載される主変圧器は、架線からパンタグラフで受けた電力を、車両を駆

動する主回路などに供給する電圧に変換する機器です。車両に搭載する機器の中でも も

重たい機器の一つで、高速化や省エネルギーのためには小型・軽量化が必要とされます。 

 また、鉄道用変圧器の効率は 96-97%程度と、電力用変圧器の効率（概ね 99％以上）に比

べて低く、効率改善（損失低減）の余地が残されています。 

 このため超電導線材を利用した小型・軽量で高効率な変圧器の開発が進められています。 

  

図１ Siemens 社が試作した 1MVA 鉄道車両用高温超電導主変圧器 

出典）(財)国際超電導産業技術研究センター、超電導 Web21（2007.3.1） 

 

２．鉄道用超電導変圧器のしくみ 

 交流型電車や交直流型電車の場合、配電系統側の電圧が 25／20kV と非常に高いため、車

両側では高電圧をより扱いやすい低電圧に変換する変圧器が必要です。 

 変圧器は鉄心とコイルからなり、高圧側と低圧側のコイルの巻き数の比率で電圧の変換

比率が決まります。このコイルに超電導線材を使用することにより、エネルギー損失を減
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らし、鉄心を小型にして、変圧器の小型・軽量化、高効率化を目指した開発が進められて

います。 

 

 

図２ 変圧器の構造 

 

３．超電導の役割 

 変圧器では、同じ出力を得るためには、鉄心の断面積とコイルの巻数は反比例します。

軽量化のために鉄心を細く軽くさせるためには、高圧側と低圧側両方のコイルの巻数を増

やせばいいことになります。超電導線材は低損失かつ高電流密度が可能なので、コイルの

巻数を増やしても、コイルの体積を大きくしなくても済みます。その結果、鉄心は細く軽

くなるとともに、コイルも軽量、小型になります。一方で、現在の超電導線材では交流損

失があり、その発熱を補うための冷却器を含めると、現行の変圧器と同等の重量になると

いう問題があり、その克服のために材料開発が進められています。 

 

図３ 開発が進められている 4MVA 鉄道用高温超電導主変圧器 

出典）(財)国際超電導産業技術研究センター、超電導 Web21（2007.3.1） 

 

４．鉄道用超電導変圧器の将来 

 交流損失の少ない超電導線材が開発されれば、現在よりも軽くて高効率の鉄道用超電導

変圧器が実現し、次々世代の新幹線などで積極的に利用されていくことが期待されます。

変圧器の軽量化により鉄道車両が軽量化されれば、省エネルギー、高速化、レールなどの

地上設備への負担軽減などにつながります。 
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（３）診断・医療分野 

診断・医療分野 

MRI 

 

１．MRI とは 

 MRI（magnetic resonance imaging）は、核磁気共鳴と呼ばれる物理的な現象を利用して、

磁石と電波で人体のさまざまな方向からの断面を正確に

画像化する装置です。 

 MRI は、体のいろいろな方向の断面のきれいな画像が簡

単に得られ、病気の発見に大変役立つ装置として、既にさ

まざまな医療の現場で欠かすことのできない画像診断装

置として活用されています。MRI は 1980 年代から普及が

始まり、国内で 5,900 台以上が稼働（2009 年現在）して

います。そのうち 70%以上が超電導タイプです。 

 近では、機器やソフトウェアの進歩によって撮像

のスピードが上がり、また、撮像方法の工夫などもあ

って、呼吸などで動く胴体部も含めた全身の画像診断へと適用対象が大きく広がりつつあ

ります。 

 

２．MRI のしくみ 

 MRI の原理となる核磁気共鳴（NMR：nuclear magnetic resonance）とは、磁界に置かれ

た原子が、特定の周波数の電波に共鳴して、みずから電波を吸収・放出する現象です。こ

の特定の周波数は、磁界の強さと原子核の種類によって決まっています。 

 通常 MRI で画像化するのは水素原子の共鳴現象です。これは、人体の約 75%が水分（H 2O）

から出来ており、水素が人体の中で も多い元素だからです。MRI は人の体内組織の中にあ

る水素原子、言い方をかえれば、水の分布状態を写真のように二次元の濃淡で画像化する

ことによって、人の体内の組織の「形」を見せてくれるものなのです。 

 

図２ MRI による撮像例 

出所）東芝メディカルシステムズ（http://www.toshiba-medical.co.jp/tmd/products/mri/vantage/feature.html） 

図１ MRI による診断のイメージ 
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３．超電導の役割 

 MRI の感度は、磁界の強度にほぼ比例して向

上するので強力な磁界を生み出す超電導磁石

は、高性能な MRI 装置には不可欠の部品となっ

ています。 

 質の良い画像を得るためには、磁界が均一な

状態で安定していることがとても重要なので

すが、磁界の安定性は磁石の温度変化や電源の

電圧変動などの影響を大きく受けてしまいま

す。超電導磁石であれば、液体ヘリウム等で一定

の温度に冷却されるために温度変化が極めて少な

く、また、電気抵抗がないことから一定電流を減

衰なく流し続けることが出来るので磁界の強さが

安定するなど、磁界の安定性等の面でもとても優

れています。 

 多くの医療機関に入っている標準的なタイプとしては 1.5Ｔのものが多く、3Ｔタイプの

臨床応用が始まりつつあるところです。一方、原子の種類によって共鳴しやすい磁界の強

さが異なることから、特殊で高感度な計測を行うために、4.7Ｔ、7.0Ｔ、11.7Ｔといった

高磁界のものも開発されています。 

 

４．MRI の将来 

 MRI は医療の現場を中心に普及してきましたが、近年、その適用範囲が広がるとともに、

新しい使われ方も提案されています。 

 

「形を見る」～形態診断の適用範囲の拡大 
従来の MRI は撮像に必要な時間との関係で、動きが少ない頭部などの撮像は得意とする

反面、心臓や呼吸に伴って動く胸、腹などの撮像を苦手としてきました。近年では、高速

撮像技術などの開発によって、動きのある腹部臓器などの撮像も可能となってきており、

MRI は体内の様々な場所に適用出来る汎用的な診断装置になりつつあります。 

 
「動きを見る」～血流等の計測 

MRI は撮像方法によって、体内組織の「形」だけでなく、血流の増減のような「動き」も

画像化することができます。 

これを応用した例が fMRI（functional MRI）です。機能的 MRI と呼ぶときもあります。

fMRI は神経の活動を血流の変化から捉えるもので、放射性物質や造影剤を用いることなく、

脳の活動を画像化することができます。そのため、現在では、fMRI は脳機能の科学的解明

において不可欠のツールとなっています。 

Ｔ（テスラ）とは磁場の単位で１Ｔ

は 10,000 ガウスです。なお、よく

市販されている磁気ネックレスは

1,000～3.000ガウスの磁場ですか

ら、3Ｔであれば、その 10～30 倍

の磁場ということになります。 

図３ MRI の概念図 

出所）㈱日立メディコ 
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「生理機能を見る」～生化学情報の画像化 
MRI は共鳴させる原子を変えることにより、水素だけでなく、フッ素、ナトリウム、炭素、

リンなどの原子も画像化することができます。このため形態診断の枠を超えて、代謝を含

む生理機能を可視化することで、今まで目で見ることができなかった体内で起きている現

象をリアルタイムで観察できる可能性があります。 

 

 MRI から得られる新しい画像情報は、病気などの診断を速く正確に行えるようにするだけ

でなく、これからの時代に合った新しく画期的な医学的発見をもたらす可能性を秘めてい

ます。 
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診断・医療分野 

NMR 

 

１．NMR とは 

 NMR（核磁気共鳴装置）は、主に大学や企業の研究所で

使われている分析装置です。一般の方にはあまりなじみが

ない装置ですが、物理、化学、材料の研究、 近ではバイ

オ、製薬などの研究で広く使われています。 

 このように NMR が広く研究に使われるのは、物質を構成

する原子と原子の結びつきの様子、即ち、分子の平面構造

や立体構造などの「分子の形」を知ることができるためで

す。 

 材料や薬の性質や機能は、「分子の形」と深い関係があ

り、NMR は複雑な分子でも、それを壊すことなく調べるこ

とができるので、欠かすことができない装置となっていま

す。 

 

２．NMR のしくみ 

 NMR は核磁気共鳴とよばれる物理的な現象を利用しています。核磁気共鳴は磁界に置かれ

た原子が、特定の周波数の電波に共鳴して、みずから電波を吸収・放出する現象です。こ

の特定の周波数は磁界の強さと原子核の種類によって決まっています。 

 ところで、同じ原子核でもその原子核の周囲の環境が違うと、放出される周波数（NMR 信

号）が微妙に異なります。例えば、近くに酸素がある水素原子と炭素がある水素原子は、

同じ水素原子でも NMR 信号は微妙にずれます。これをケミカルシフトと呼んでいます。NMR

を使えば、このケミカルシフトを調べることにより、「分子の形」を明らかにすることがで

きるのです。 

 なお、これと全く同じ原理を使っているのが、医療診断装置である MRI です。NMR と MRI

は、同じ原理を利用した兄弟のような装置です。その意味では、特別な研究者でない一般

の方々も、身近で NMR の原理の恩恵を受けているといえます。 

 

３．超電導の役割 

 NMR の感度はほぼ磁界の強度に比例して向上するので、強力な磁界を生み出す超電導磁石

は、高性能な NMR 装置には不可欠の部品となっています。 

 また、質の良い画像を得るためには、磁界が均一で安定していることが重要です。ケミ

カルシフトは 10 億分の１といったわずかな周波数の差しかありませんから、それを検出す

るために磁石も極めて安定していることが必要です。磁界の安定性は磁石に使われている

線材の抵抗と線材同士の接続部分の抵抗に依存します。これらの抵抗は極低温で小さく且
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つ安定になります。この点で、超電導磁石を永久電流モードで動かせるので、磁界の強さ

の変動が 5000 年に１％以下という極めて高い安定性を達成できます。 

 

開発の現状と導入時期 

 NMR 装置が研究施設などで使われるようになったのは、1960 年代です。当初は通常の電

磁石を用いた装置で、共鳴周波数が 32MHz 程度の低磁界のものでした17。その後、1970 年台

には、超電導磁石を使うことによって安定した均一な高磁界をつくれるようになったため、

NMR 装置は飛躍的に進歩しました。現在の NMR 装置は、ほぼ超電導磁石を用いたものに限ら

れ、平均的には 400MHz クラスの装置が多くなっています。国内で設置・稼働している NMR

は 2,000 台を超えています。 

 

４．NMR の将来 

 NMR は、薬品や農薬のような有機化合物、ビニールやポリ

エチレンといった高分子材料などの研究に大変役立ってき

ました。 

 現在は、立体的に複雑な構造を持つペプチド、蛋白質、核

酸などの生体高分子（生体物質）へと測定対象が広がってい

ます。 

 また、一層の高磁界化も進んでおり、従来計測が困難であ

った微量で複雑なタンパク質の立体構造の解明のために、

920MHz クラスの NMR が使われています。 

 このような、高感度の NMR 装置の活用によって、創薬・医

療等に有用なタンパク質の研究が大きく進展することが期

待されます。 

 

 

 

                                                  
17 NMR 装置では、使われる磁界の強さを一般的にプロトン（Ｈ＋）の共鳴周波数で表現することが通例と

なっています。例えば、500ＭＨｚクラスの磁界強度は 11.74Ｔに相当します。なお、Ｔ（テスラ）とは

磁界の単位で 1Ｔは 10,000 ガウスです。なお、よく市販されている磁気ネックレスは 1,000～3,000 ガ

ウスの磁界ですから、500MHz クラスの NMR は、概ねその 40～120 倍程度の超高磁界ということになりま

す。 

図１ (独)物質・材料研究機構にある世界

高クラスの磁場強度をもった NMR 装置 

出所）(独)物質・材料研究機構 
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診断・医療分野 

質量分析器 

 

１．質量分析器とは 

物質は原子や分子が数多く集まって構成され、それらの原子や分子は質量を持っていま

すが、その質量を測定することで物質構造の解析や同定18を行なう装置が質量分析器です。 

分子や原子の質量数19はごく小さく、体重計のようには測定できません。そのため質量分

析器では、物質を気体状のイオンにし、質量数の違いによって分離、検出するという方法

が取られます。イオン化の方法や質量の分離・検出部分の構成などは様々で、それらの組

み合わせによって質量分析器の測定法、特徴が異なります。 

こうした質量分析器において、超電導は主に、質量の分離部分と検出部分での活用が図

られています。 

 

イオン化 質量分離 検出 

+
+
+
+
+
+

フィラメントからの熱電子

イオン源

+

加速用

高電圧 -

+

+

+

+

+

電磁石

Ｎ

Ｓ

二次電子倍増管

増幅
回路

+

電圧を変えて磁力を調整する

熱電子を当てて分子中の電子

を弾き飛ばし、イオンにする

イオンが当たると電子が

飛び散る性質を利用する

図１ 質量分析のイメージ（電子衝撃イオン化・磁界分離） 

出典）岩手大学地域連携推進センター・質量分析情報室 

 

２．質量分析器のしくみ 

質量分析器は一般に、①測定試料を導入するための試料導入部、②試料をイオン化する

イオン源、③生成されたイオンを質量と電荷の比で分離する分析部（質量分離部）、④分離

されたイオンを検出する検出部、⑤検出されたデータを解析処理するデータ解析システム

の 5つの部分から構成されます。 

                                                  
18 同定：対象の物質が既知の何れかの物質と同一であることを見極めること。 
19 質量数：原子核内の陽子と中性子の個数の和。 
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イオン源

試料導入部

分析部
（質量分離部）

検出部

データ処理シ
ステム

大気圧

高真空

 

図２ 質量分析器の構成 

 

３．超電導の役割 

多様な質量分析器の中で、超電導は特に次の 2つの構成要素において応用されています。 

① 分析部（質量分離部）：フーリエ変換20イオンサイクロトロン共鳴21（FT-ICR）型 

強い磁界においてイオンが回転運動を行なうことを利用した分離部で、超電導磁

石による強力な磁界が活用されています。分解能が極めて高い、高質量イオンを高

分解能で測定可能、イオンを壊さず測定可能、といった特徴があります。 

② 検出部：超電導検出器 

超電導体の電子の準位22を利用した検出器で、イオンが衝突した時に電子準位のギ

ャップを越えて励起される電荷を測定することにより、イオンの到来時刻とその衝

突エネルギーの測定を行います。従来の半導体検出器では原理的に検出できなかっ

たタンパク質のような巨大高分子など、検出対象を選ばずに原理的には 100%の検出

効率を発揮します。超電導検出器は、2 つの金属超電導電極を 1nm（10-9メートル）

程度の厚みの絶縁体で隔てたサンドイッチ構造をしています。 

 

４．質量分析器の将来 

FT-ICR 型質量分離部と超電導検出器はいずれも優れた能力を発揮するものですが、前者

（米国やドイツの企業が販売中）では超電導磁石の利用に伴い装置が大型で高価なこと、

後者では動作に極低温環境を必要とすることや検出面積が小さいことなどが課題とされて

おり、今後の研究活動においてそうした課題を克服することが期待されています。 

                                                  
20 フーリエ変換：波や音のような周期性のある複雑な現象はフーリエ級数※を用いて簡単な波を足し合わ

せたものとして表現でき、これを周期性にとらわれずより広い範囲で使えるように一般化したもの。 

※フーリエ級数：2π（円周率の 2倍）を周期とした適当な条件をみたす関数を、余弦（cos）関数と

正弦（sin）関数の級数（数列の項を和の記号で結んだもの）として表示したもの。 
21 イオンサイクロトロン共鳴：一様の磁場中で回転運動または螺旋運動（サイクロトロン運動）するイオ

ンに高周波電圧をかけることにより、共鳴的にエネルギーを吸収し回転半径が増す現象。 
22 （エネルギー）準位：原子核など極めて小さな粒子のもつエネルギーは量子力学に従って飛び飛びの決

まった値（エネルギー固有値）をとるが、こうした値の高低に注目したものをエネルギー準位と呼ぶ。 
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診断・医療分野 

MDDS 

（磁気標的ドラッグ・デリバリー・システム） 

 

１．MDDS とは 

 MDDS（磁気標的ドラッグ・デリバリー・システ

ム）とは、磁石をつかって、特定の患部にのみ薬

を誘導するシステムです。 

 病気の治療には様々な薬が使われますが、ほと

んどの薬は、本来の効能以外に副作用をもってい

ます。 

 そして、通常、薬物は経口から投与したり、注

射しても、患部以外の部位にも広く拡散するので、

患部に到達する薬物は投与されたうちの極微量と

言われています。 

 そこで、薬物を患部にだけ誘導することができれば、副作用を 小限に抑えつつ、本当

に必要な量の薬物を投与して、治療効果を大きく上げることができることになります。 

このような考え方は DDS（ドラッグ・デリバリー・システム）と呼ばれ、近年、とても精力

的に研究が進められています。 

 この DDS を実現するため、様々な方法が提案・検討されていますが、MDDS はその一つと

して、 近、世界的に注目を浴びるようになりました。 

 

２．MDDS のしくみ 

 MDDS は、薬剤にナノサイズの極めて小さな磁性粒子を付着させ、体外から磁界をかけて、

薬剤の誘導を行うものです23。具体的には、薬剤を静脈注射で体内に導入し、体外に磁石を

配置して誘導することが想定されています。 

 

３．超電導の役割 

 上の説明からわかるように、MDDS のアイデアは決して難解なものではありません。しか

し、これまで MDDS の実現は困難とされてきました。その理由は、体の中に投与される目に

見えないほど小さな磁性粒子を、体の外から誘導することができる程に、強い磁界と磁気

勾配をつくりだすことが難しかったためです。 

 つまり、磁性粒子と結合した薬剤が、患部に到達する途中で免疫機構によって排除され

ず、滑らかに通過するためには、粒子を微細に加工する必要があります。一方、粒子を小

                                                  
23 薬剤はおよそ 200nm（ナノメートル）程度の大きさ、 大でも 500nm 以下にする必要があると言われ

ています。200nm とはどのくらいの大きさか、わかりにくいかもしれませんが、赤血球の大きさが約 8
μm ですから、その約 40 分の 1 というとても小さなものです。 
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さくすればする程、それをコントロールする磁界は強くしなければなりません。血液の流

れの中を誘導し、かつ、患部の近くでは目的部位に薬剤を（血液の流れに逆らって）留め

るためには、磁界と磁気勾配も相当に強力でなければなりません。体の表面（に近い）部

分であれば、通常の常電導強力磁石でも可能かもしれませんが、体内で数 cm 以上の深い場

所には、通常の磁石では強い磁界を作れませんでした。 

 しかし、 近、超電導磁石を利用すれば、必要な磁界と磁気勾配を達成できることが技

術的に可能となってきた（計算と実験で明らかになってきた）ので、急速に MDDS の実用化

が近づいてきたのです。 

 

４．MDDS の将来 

 MDDS が実用化されれば、従来、副作用の心配から十分な投薬ができなかったり、手術に

よると体への負担が大きい体の深い部分にある悪性腫瘍（がん）や、これまで提案されて

いる手法では薬剤の誘導が難しいとされる心筋症の治療などに大変役立つと期待されてい

ます。 

 いまのところ MDDS は、具体的な製品として形にはなっていません。しかし、MDDS のアイ

デア自体は大変シンプルなこともあり、装置自体もさほど複雑なものは想定されていませ

ん。むしろ、MDDS はどこの病院にも必ず一台はある治療補助装置として普及することが期

待されています。 

 このように、MDDS は、外科手術によらず、薬剤投与量を減らすことが可能となるため、

投薬による副作用が小さく、しかも安価に治療を可能とする可能性を秘めています。そし

て、このような MDDS の実用化は超電導技術によってはじめて、現実のものになろうとして

いるのです。 
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診断・医療分野 

磁気誘導カテーテル 

 

１．磁気誘導カテーテルとは 

 カテーテルは医療用に用いられる中空の細い管です。胸腔や腹腔、消化管や尿道、血管

などに挿入し、体液の排出、薬剤や造影剤の投入、血管拡張用のステント（網目のチュー

ブ）やバルーンの挿入など、さまざまな医療行為に用います。一般にカテーテルを挿入す

る際には、Ｘ線装置で位置を見ながら、外部の末端を医師が操作し、体内で血管内などの

分岐を正しい方向に進むように操作する必要があり、高度の熟練が必要とされています。

磁気誘導カテーテルは、カテーテルの先端に磁気を持たせて外部の磁石によりその進行方

向をガイドする仕組みです。このガイドのための磁石に超電導磁石を利用することが検討

されています。 

 

図１ カテーテルを用いた診断・治療のイメージ 

出典）NEDO、バイオテクノロジーと医療技術の高度化をめざして 

 

２．磁気誘導カテーテルのしくみ 

 磁気誘導カテーテルでは、カテーテルやその中に挿入される微細内視鏡の先端に磁気を

持たせ、外部の磁場により強い磁場勾配を形成して、カテーテルや微細内視鏡の位置・進

行を制御します。外部の磁場は２つから６つ程度の電磁石で構成され、三次元の制御を可

能にします。実際の診断・治療の際には、微細内視鏡を挿入したカテーテルを体内に挿入

して使用します。 

 

３．超電導の役割 

 磁気誘導を行うための磁石として、超電導コイルによる超電導電磁石を使用する試みが

あります。常電導の電磁石を用いた場合よりも、小型・軽量の装置で、より強い磁界と磁

気勾配により、正確なコントロールが可能となります。 
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４．磁気誘導カテーテルの将来 

 カテーテルをガイドする磁石の三次元制御をコンピュータで行うことにより、操作を行

う医師は別室からモニターを見ながら行うことが可能となり、Ｘ線被爆などの問題も回避

できます。また、末端から医師が操作する従来のカテーテルでは、操作ワイヤが通るため

に、チューブが太く、硬くなりがちでしたが、磁気誘導用カテーテルではフレキシブルな

チューブの使用が可能で、血管などへの損傷の可能性も低くできると期待されます。 

 

図２ カテーテル・内視鏡の磁気誘導装置 

出典）NEDO、バイオテクノロジーと医療技術の高度化をめざして 
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診断・医療分野 

高輝度放射光源 

 

１．高輝度24放射光源とは 

 電子などの荷電粒子25が光に近いスピードで飛んでいるときに、磁界で曲げられると強い

光を出します。この光をシンクロトロン放射光といいます。 

 放射光は、様々な特徴をもった特殊な光ですが、放射光を利用することによって、物質

の種類や構造、性質を詳しく知ることができ、レーザー光と並んで夢の光と呼ばれる人工

的な光です。 

 高輝度放射光源は、より一層、輝度の高い放射光をつくりだすための装置です。 

  

放射光とは 

 放射光は普通の光とは異なる特徴をいくつも、

持っています。 

 まず、極めて輝度が高い光です。例えば、日

本には兵庫県に、世界 高性能の「SPring-8（ス

プリング・エイト）」26とよばれる設備がありま

すが、SPring-8 で発生させる放射光は、太陽光

の１万～１億倍もの明るさがあります。 

 また、とても指向性が強いことも特徴です。

指向性とは光が広がらずにまっすぐ進む性質で

す27。放射光はレーザー光より波長が短い、軟Ｘ線から硬Ｘ線と呼ばれる範囲の光でも、レーザ

ー光のような指向性があります28。 

 

10-6         10-7         10-8         10-9        10-10       10-11       10-12

赤外線 可視光線 紫外線 真空紫外線 軟Ｘ線 Ｘ線 硬Ｘ線

1μm
(ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ)

1nm
(ﾅﾉﾒｰﾄﾙ)

1Å
（ｵﾝｸﾞｽﾄﾛｰﾑ）

1pm
（ﾋﾟｺﾒｰﾄﾙ）

光の波長
 

図２ 放射光の波長領域 

                                                  
24 「輝度」は通常、単位面積当たりの光量（明るさ）を意味しますが、ここでの「高輝度光」とは、大強

度（＝通常の定義での輝度が高い）、高指向性、小さい光源という３つの条件を備えた光を意味します。 
25 荷電粒子：電子、陽子など、正または負の電荷をもった粒子 
26 なお、SPring-8 は（財）高輝度光科学研究センターが管理運営する研究用の施設で、診断・医療目的の

設備ではありません。 
27 同じような光にレーザー光がありますが、レーザー光は一つの波長からなる光で、波長領域が遠赤外線

から真空紫外線に限られています。 
28 その他にも偏光性やパルス性と呼ばれる重要な性質があり、それらの特徴を活かした使われ方がなされ

ています。 

図１ シンクロトロン放射光の発生原理 

S

N

電子 

シンクロトロン

放射光 
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２．高輝度放射光源のしくみ ～放射光を発生させる装置～ 

 放射光は電子（などの荷電粒子）をほぼ光速まで加速して、その軌道を変えることによ

って発生させます。具体的には、磁石を円形に並べたリング型（蓄積リングと呼びます）

の設備の中で、電子を回します。これが、シンクロトロンと呼ばれる装置です。そして、

リングのところどころから、光を採りだして、様々な実験に役立てられています。 

 より明るく、波長の短い放射光を取り出すためには、高いエネルギーが必要ですが、そ

のためには、磁石の数を増やす必要があります。先ほどの SPring-8 はリング１周の長さが

1.4km もあります。 

 

３．超電導の役割 

 超電導磁石はシンクロトロンなどで、電

子を加速するためにも、使われることがあ

りますが、加えて、放射光を取り出す部分

でも、応用が期待されています。 

 先ほど述べたように、明るく、波長の短

い放射光を得るには、磁石の数を莫大に増

やして、大きな蓄積リングを建設する必要

があります。 

 しかし、実は同じサイズの蓄積リングで

も、より明るく、エネルギーの高い光を取

り出す方法があります。それは、リングの一部にアンジュレータと呼ばれる装置を挿入し

て、光を取り出すもので、一般に挿入型光源と呼ばれます。 

 挿入型光源は規則的に並んだ磁石によって構成されています。このような磁石の並びを

蓄積リングの直線部に設置すると、そこで電子は磁界の周期に合わせて蛇行運動をします。 

 そして、この蛇行運動をするたびに放射光が発生し、しかも蛇行運動は規則的に行われ

ますので、発生したそれぞれの光が重ね合わされて、一層、輝度の高い放射光がつくられ

るのです。 

 現在、用いられているアンジュレータでは、永久磁石を使っていますが、この磁石に超

電導磁石を用いることによって、より一層、強力な光源をつくる研究が進められています。 

図３ シンクロトロン 

出典）Wikipedia、シンクロトロン 
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４．高輝度放射光源の将来 

（１）高輝度放射光源装置の応用 

 高輝度放射光の応用範囲は大変に広く、下記の様々な分野で画期的な知見をもたらして

います。 

生命科学への利用：タンパク質巨大分子の 3次元構造解析、非結晶生体材料の小角散乱、

薬剤設計、新薬開発など  

物質科学への利用：先端材料の原子・電子の構造、極端条件下の材料物性、産業材料の

評価、新物質創製と材料改質など  

地球科学への利用：地球深部物質の構造と状態、極限環境下の物性、隕石・宇宙塵の構

造など  

環境科学への利用：生体試料中の環境汚染微量元素の分析、環境浄化用触媒の分析など  

医学への利用：微小血管造影法による腫瘍血管の観察、トモグラフィ、屈折コントラス

ト映像法による呼吸器系疾患の観察など  

産業への利用：半導体用新酸化物材料の評価、高性能電池材料の局所構造解析、ナノ材

料の評価、微量元素分析、材料の断面観察、材料の歪み分布解析など  

核物理への利用：レーザー電子光（逆コンプトン散乱）による中間子の生成・クォーク

核物理など 

 

（２）身近な応用例 

 ここでは、皆さんも放射光源を身近に感じられる応用例を紹介しましょう。 

 例えば、私たちが毎日使うシャンプーやコンディショナーに関する研究です。テレビ

でよく見かける宣伝文句に、「ヘアケア製品の有効成分が毛髪一本一本の内部に浸透し

て、傷んだ髪を補修する」というものがあります。 

 しかし、実際に毛髪の内部を顕微鏡で見ようとすると、毛髪を切り開いて、即ち、毛

髪を破壊して見る必要があり、実際の

髪をそのままの状態で見ることはで

きません。また、毛髪を破壊しないで

見ようとすると、普通のＸ線写真では、

分解能が足りず、毛髪のような小さな

物の、さらに内部の構造まではっきり

見ることは到底不可能です。 

 しかし、放射光を用いれば、毛髪を

壊すことなく、容易に毛髪１本の内部

構造まで鮮明に観察することができ

ます。実際に、ヘアケア製品を製造・開発しているいくつかの会社は、放射光による研

究成果を有効に活用しています。 

 このように高輝度放射光は今まで見ることができなかった様々な世界の観察を可能とし、

そのことによって、新しい製品づくりに役立てたり、新しい科学的な発見をもたらすこと

が期待されています。 

図５ 毛髪の内部構造 

出所）プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱

（写真提供） 
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診断・医療分野 

テラヘルツ波診断装置 

 

１．テラヘルツ波診断装置とは 

 テラヘルツ波は、まだ一般になじみが薄い言葉ですが、近年非常に注目を集めている電

磁波の一種です。電磁波のうち比較的周波数が低いものを電波、周波数が高いものを光や

Ｘ線と呼びますが、電波と光の中間の 0.1～10THz（THz＝1012Hz）の周波数の電磁波をテラ

ヘルツ波、またはテラヘルツ光といいます29。 

 電波の特徴は物質を透過できるということです。建物の中でも携帯電話が使えたり、ラ

ジオが聴けたりするのは、電波がガラスや壁を透過するからです。一方、光の特徴はレン

ズやミラーを使って、自由に誘導できることです。テラヘルツ波は、電波と光の双方の特

徴を兼ね備え、エネルギーが低く人体に安全、紙やプラスチックを透過する、水に吸収さ

れる、金属に反射する、物質の振動状態に敏感に反応する等の特徴をもっています。 

 テラヘルツ波は、例えば以下のように幅広い応用分野での活用が期待されています。 

  ・通信分野：超高速通信デバイス 

  ・電子・材料分野：半導体検査、材料の評価・解析 

  ・医療・バイオ分野：がん診断、生体細胞・分子の解析、医薬品の評価・検査 

  ・食料・農業分野：食品検査、鮮度管理、残留農薬検査 

  ・科学捜査分野：麻薬や爆薬の探知、偽造紙幣の検査 

  ・住宅・建設分野：非破壊検査 

 このうち、がん診断など医療用の診断にテラヘルツ波を活用した装置を、テラヘルツ波

診断装置と呼びます。 
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図１ テラヘルツ波の周波数 

                                                  
29 テラヘルツ（THz）は周波数の単位で、Hz の１兆倍、GHz の 1000 倍です。携帯電話の周波数は GHz 程

度で、可視光の周波数は 370～790ＴHz です。一般にテラヘルツ波というときには、概ね 0.1～10THz

程度の周波数の電磁波のことを指します。 
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２．テラヘルツ波診断装置のしくみ 

 テラヘルツ波診断装置は、実際にはまだ開発途上にありますが、将来、新しい診断装置

として、乳がんや皮膚がんなどを早期に、正確に診断できる装置として普及することが期

待されています。 

 物質を透過するという意味ではＸ線が優れており、Ｘ線を用いた画像は医療の現場で欠

かせないものとなっています。しかし、Ｘ線診断装置は被曝のおそれもあるため、テラヘ

ルツ波診断装置は、Ｘ線診断装置を一部、代替する役割も期待されています。 

 また、テラヘルツ波は水の吸収が強い周波数領域ですので、水分に関する高感度測定が

可能であり、新しい画像診断システムの実現が期待されています。 

 テラヘルツ波を用いた画像システム、すなわちテラヘルツイメージングのしくみを図２

に示します（詳しくは走査型、二次元型等の各種方式があります）。レーザから発せられる

極めて短い時間間隔で点滅する光パルス（左側）をエミッタ（テラヘルツ光源：半導体・

超電導体等）に当てると、テラヘルツ波が発生します。これが試料（測定対象の物体）に

当たると、テラヘルツ波は試料を透過し、透過光がディテクタ（検出器）で検出されます。

なお右側から来る光パルス（プローブ光）は、同じレーザから別の経路を通ってディテク

タに届くもので、システムに必要なものです。ディテクタで検出された信号をコンピュー

タ処理により画像化したり、ディテクタから出る光を CCD カメラで撮像する等により、画

像を得ることができます。 

 

図２ テラヘルツイメージングのしくみ 

出典）斗内 政吉（大阪大学レーザーエネルギー学研究センター）、テラヘルツ技術の現状と展望 

 

３．超電導の役割 

 テラヘルツ波診断装置において、将来、超電導技術はテラヘルツ光源（エミッタ）と検

出器（ディテクタ）のどちらかまたは両方で使われる可能性があります。 

 テラヘルツ波を発生する光源については、様々な物質が探索されており、各種の半導体

のほか、高温超電導体（YBaCuO、BiSrCaCuO 等）もその１つです。これは、高温超電導体薄

膜に光パルスを照射すると、約 0.5 ピコ（10-12）秒の電磁波パルスが放射されるという現

象の発見に基づくものです。 



93 

 

図３ 超電導テラヘルツ放射素子 

（(a) ダイポールアンテナ型、(b) ボウタイアンテナ型） 

出典）萩行 正憲、斗内 政吉、長島 健（大阪大学）、超伝導光－テラヘルツ波変換素子の開発とその室内

通信応用（創造的情報通信技術研究開発推進制度） 

 

 テラヘルツ波の超高感度かつ短時間のイメージングを行うためには、多数の素子を用い

たアレイ型の検出器が必要とされています。これを実現する１つの方法が超電導トンネル

接合素子（2つの超電導体の間に薄い絶縁体をはさんだ構造のジョセフソン素子：「共通技

術の解説」参照）を用いたテラヘルツ波検出器アレイであり、その実現に向けて研究開発

が行われているところです。 

 

４．テラヘルツ波診断装置の将来 

 テラヘルツ波は半導体、プラスチック、ビニール、紙、ゴム、木材など、様々な物質を

透過する電磁波の中では も波長が短いので、細かい情報を得ることができ、幅広い応用

が検討されています。 

 また、医療応用では人体に対する被曝の不安がつきまとうＸ線診断装置の代替技術とし

て、また、水分に関する高感度測定が可能という特徴を活かした技術として、がん診断の

ほか、火傷深さの診断、生体細胞・分子の検査、血糖値や血中薬物濃度や血流速度の非侵

襲測定などへの応用が提案されています。 

 特に、がん組織と正常組織とではテラヘルツ波の吸収の程度に差があることから、がん

診断装置の開発が期待されています。例えば、英国の研究者らは、患者 22 例より採取した

乳がん組織を検査した結果、テラヘルツ波を用いれば、正常な組織とがん組織を迅速かつ

正確に判断できる可能性がある、としています30。 

 もちろん、今後、更にテラヘルツ波診断の有用性の確認や、実際の装置開発を進めてゆ

く必要はありますが、テラヘルツ波診断装置が普及すれば、手術の 中に迅速にがん組織

を判別することができるので、がん組織の取り残しによる再発の危険性を大きく引き下げ

ることができるでしょう。 

                                                  
30 http://radiology.rsnajnls.org/cgi/content/abstract/239/2/533 
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診断・医療分野 

医療用粒子線加速器 

（重粒子線がん治療装置を例として） 

 

１．重粒子線がん治療装置とは 

 重粒子線がん治療装置は炭素イオンなどの重

粒子を高速で照射し、重粒子のエネルギーをが

ん病巣に集中させることによって、正常な組織

を傷つけずにがん細胞を破壊する装置です。 

 がんの治療法は、大きく分けて手術、投薬、

放射線による治療がありますが、重粒子線がん

治療は放射線による治療法の一つです。 

 一般に放射線による治療法で用いられている

のは X線やガンマ線ですが、これらの放射線で

は、照射されるエネルギーは体の表面で一番高

く、体の内部に入って行くほど低くなり、さら

に患部を突き抜けて進みます。 

 従って、体内のがんを放射線で破壊しようとすると、

がん以外の場所の組織も傷つけてしまうことになり、

内臓などの体の深い部分のがんは手術による治療によらざるをえませんでした。 

 これに対し、重粒子線がん治療装置では、がんのある場所で もエネルギーが高くなる

ように重粒子線をコントロールすることができます。これにより、治療が困難であった深

部進行がんの治療も外科手術によらずに治療可能となります。 

患部以外でもエネルギーが高いので、
患部以外を傷つける可能性がある

患部以外ではエネルギーが低いので、
他の組織を傷つけることなく、

患部をねらい打ちできる

Ｘ線、γ線照射 重粒子線照射

患部 患部

 
図２ X 線、γ線照射と重粒子線照射の比較 

 

図１ 放射線治療のイメージ 



95 

 例えば、肺がん、肝がんなどでは１～２回程度の照射で治療が可能な場合もあり、入院

も短期で済みます。また、がんを破壊する効果は大きいのに、副作用は極めて少なく、再

発率も大きく低下するといわれています。 

 このように、重粒子線がん治療は患者さんの体への負担が小さく、かつ治療効果の高い

方法として、大きな期待が寄せられています。 

 

２．重粒子線がん治療装置のしくみ 

 重粒子線がん治療装置のしくみを、放射線医学総合研究所の装置を例として説明します。 

 重粒子線がん治療装置は、主に重イオン源、ライナック31（RFQ ライナック32、アルバレラ

イナック33）、シンクロトロンで構成されています。 

 重イオン源発生装置で炭素原子などをイオン化して重イオン粒子を作り出し、その重イ

オンはライナックで光速の約 11％まで加速されます。その後、主加速器であるシンクロト

ロンで、さらに光速の約 84％まで加速されます。こうして得られた高エネルギーの重粒子

を治療照射室に導き、そこで垂直と水平の２方向からがん患部に照射することによって、

がん組織を破壊します。 

図３ 重粒子線がん治療装置のしくみ 

出所）（独）放射線医学総合研究所パンフレット「重粒子線がん治療ＨＩＭＡＣ」より引用 

 
 

３．超電導の役割 

                                                  
31 ライナック＝線形加速器（粒子を一直線上で加速する加速器） 
32 RFQ＝Radio Frequency Quadrupole。RFQ ライナック＝高周波四重極線形加速器。低速領域用に、①

加速、②収束、③バンチングの三つの機能を合わせ持つライナックとして、ソ連（当時）で提案され、

世界中で実用化されつつある。放射線医学総合研究所の RFQ ライナックでは、４枚の細長い板状の電極

が円筒空洞に十字の形に配置されている。 
33 代表的なライナックの方式で、内外で多くの実績がある。シンクロトロンの入射器として採用される場

合が多い。放射線医学総合研究所のアルバレライナックでは、ドリフトチューブという多数の電極が、
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 重粒子を深部がんの治療に用いるには光速の 70％以上にまで加速する必要があり、シン

クロトロンなど大型の加速器が必要となります。 

 加速器は、電磁石がつくりだす強力な磁界によって粒子の軌道を制御し、高周波加速電

圧によって粒子を加速する装置です。放射線医学総合研究所の装置の場合、現在、使われ

ている加速器は通常の電磁石を使ったものですが、加速器を収容している建物は、およそ

65×120 ㎡でサッカー場なみの巨大なものです。放射線医学総合研究所では、照射性能は同

等ながら建設コストや大きさを約 3 分の 1 にした普及小型重粒子線照射装置を開発し、そ

の技術実証機第 1号を群馬大学に設置しました。 

 今後、装置の普及を加速させるためには、いかに小型化するかがとても重要です。超電

導磁石は通常の電磁石より小型ではるかに強力な磁界をつくりだすことができるので、加

速器を小さくすることができると期待されています。 

 

４．重粒子線がん治療装置の将来 

 国内における重粒子線がん治療は、1994 年に放射線医学総合研究所で治療が開始されて

以来、既に 5,554 名を越える患者さんの治療がなされています（2010 年 2 月 10 日現在）。

また、2003 年 11 月から、高度先進医療として承認され、国民医療として普及に向けた重要

な一歩を踏み出しています34。 

 いまのところ、重粒子線がん治療装置の建設・運用には大きな投資が必要ですが、今後、

小型化、低コスト化の技術開発が進めば、各都道府県に一か所は、重粒子線治療を受ける

ことができる施設が整備されることも期待されます。 

 従来、手術でしか治療が困難であった深部進行がんが、短期間の入院によって副作用も

再発率も少なく、完治させることが、夢ではなくなるかもしれません。 

 

 

                                                                                                                                                  
空洞の中心に並べてある。 

34 このほかに、兵庫県立粒子線医療センターにおいても炭素線治療が行われています。また、群馬大学重

粒子線医学研究センターでも、2010 年 3 月に炭素線による治療が開始されました。 
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診断・医療分野 

SQUID 免疫診断装置 

 

１．免疫診断装置とは 

 免疫診断とは、測定したいバイオ物質（抗

原）に、選択的に結合する検査試薬（抗体）

を加えて、バイオ物質（抗原）の種類と量を

測定する診断法です。免疫診断は、医療診断

（疾患由来の蛋白質、病原菌、がん細胞の検

出）や、DNA の遺伝子解析、及び環境有害物

質の検出などの多くの分野で用いられてい

ます。 

免疫診断においては、多種類の微量なバイ

オ物質を迅速・高感度に検出するための検査

装置が望まれています。現在、免疫診断には

光学マーカーを用いた光学的検査装置が用

いられています。 

 

 

２．SQUID 免疫診断装置のしくみ 

これに対して、SQUID 免疫診断では、磁気マーカーを用いて磁気的に免疫検査を行います。

本検査法には、光学的検査法にはない高感度性と迅速検査が期待されています。 

 

    従来の免疫診断             SQUID 免疫診断 

図２ 従来の免疫診断と SQUID 免疫診断の比較 

出所）九州大学 システム情報科学研究院 超伝導システム科学研究センター 円福研究室 

 

固定用抗体をあらかじめつけた基板に、バイオ物質（抗原）を入れます。このバイオ物

質（抗原）が、測定したい蛋白質や病原菌、がん細胞、DNA 遺伝子などにあたります。次に

結合抗体を反応させます。従来の光学的免疫診断では、この結合抗体に光学マーカーをつ

 

図１ SQUID 免疫診断装置の外観 

出所）九州大学システム情報科学研究院 

超伝導システム科学研究センター 

円福研究室 
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けておきますが、SQUID 免疫診断では磁気マーカーをつけておきます。そして抗原と結合し

た結合抗体のマーカーから発する磁気信号をセンサで読み取り、その量を測定します。 

 

３．超電導の役割 

 超電導を用いた SQUID 磁気センサは、これまで使われてきた光センサより感度が良いた

め、これまで検出できなかった微量な抗原でも見つけることができます。その感度は 10 倍

以上といわれていますが、さらに 100 倍まで上げることも可能と言われています。 

また、これまでの方法と比べ、抗原と結合しなかった未結合抗体を洗い流すことが不要

なため、検査ステップを簡略化でき測定時間を短縮することができるようになりました。 

このように超電導を利用することにより、より正確により短い時間で診断することがで

きるようになりました。 

 

４．SQUID 免疫診断装置の将来 

・ 病気に関係する微量の蛋白質の検出が高感度で可能となり、病気の早期診断や新しい診

断法の開発が可能になります。 

・ 多くの蛋白質を一度に検査することができ、総合的に診断することができるようになり

ます。また検査時間ガ短縮されるため、診察の現場で速やかに診断を下し、治療を開始

することができるようになります。 

・ アレルギーのスクリーニング検査が速やかに行えたり、リアルタイムに病原菌を検出で

きるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ SQUID 免疫診断装置 

出所）九州大学 システム情報科学研究院 超伝導システム科学研究センター 円福研究室 
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診断・医療分野 

MCG（心磁計） 

（心臓磁気計測システム：MagnetoCardioGraphy） 

 

１．心磁計（心臓磁気計測システム）とは 

 心磁計とは、心臓に活動電流が流れること

によって発生するきわめて弱い磁気を測定

し、心臓の働きを検査する装置です。 

心電計が測定するのは、心臓から体の表面

まで伝わってくる電位ですが、心磁計で計測

する磁気は、心臓の局所的な電気的現象を非

常に高い精度で確実にとらえることができ

ます。 

また従来の心電図ではとらえられなかっ

た安静時の狭心症も検知できるため、早期に

狭心症を見つけ、心筋梗塞への移行を食い止

められる可能性があります。 

また心磁計では、不整脈の詳細な解析ができ、心臓のどの部位から発生しているかまで

把握することができます。しかも、心磁計は着衣のまま、10～30 秒間ベッドに横になるだ

けです。また、体の中から自然に出てくる磁気を測定しているだけなので、患者には全く

影響を及ぼしません。そのため乳幼児はもちろんのこと、今まで計測が不可能であった胎

児の心臓の電気信号をも測ることができ、胎児期からの心臓治療に新たな道を開きました。 

 

２．心磁計（心臓磁気計測システム）のしくみ 

これまで使われてきた心電図は、心筋に発生する活動電流を、体の表面につけた電極で

測定して心臓の異常を調べてきました。しかし、心電図は心筋の発する活動電流を体の表

面で測定するため、血液や骨、脂肪といった組織による電気抵抗により、なかなか正確に

測定することは難しいとされてきました。 

これに対して心磁計は、心臓に活動電流が流れることによって発生するきわめて弱い磁

気を、SQUID（Superconducting Quantum Interference Device：超電導量子干渉素子）と

呼ばれる超高感度磁気センサで測定して、心臓の異常を発見します。 

心臓の虚血や不整脈の詳細な解析、その発生部位など、高精度に心臓の働きを診断する

画期的な臨床検査装置です。また心磁計では装置の開発とともに、計測データ解析のソフ

トウェアも開発されており、医療の現場での活躍が期待されています。 

 

図１ 心臓磁気計測システム 

出典）日立評論 2006 年９月号記載写真を変更 
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３．超電導の役割 

 心磁計は心臓から発生する磁気を測定する装置ですが、心臓から発生する磁気は、地磁

気の百万分の一という本当にわずかなものです。そのため測定には超電導による超高感度

磁気センサ SQUID が必要です。 

 この技術を用いることにより、従来の心電図では不可能であった、図 2 のような詳しい

三次元画像を得ることができるようになります。 

 心筋で生じるほんのわずかな磁気を計測するには、外部の影響を防ぐため外部磁気を遮

断する磁気シールドが必要になります。 

しかし現在のところ、磁気シールドは価格が高く、小型化を進めコストダウンを実現し

ようと開発が進められています。 

 

４．心磁計（心臓磁気計測システム）の将来 

 心筋で生じる微弱な磁気を計測するためには、外部の磁気を防ぐ磁気シールドが必要不

可欠です。現在シールドの改良が重ねられており、小型化が進んでいます。 

 近い将来、大型の磁気シールド室が不要になり、一般病院への導入が促進されることが

期待されています。さらにコンパクトな装置となれば、健康診断など身近なところで心磁

計が使われることになるでしょう。 

 また、心磁計で得られたデータを解析する技術についても、心臓の活動に伴って流れる

電流分布の三次元画像化技術が開発されています。64 チャネルを採用したこの装置では心

臓全体を一度に観察できるため、心疾患のメカニズムの解明や新たな診断法の確立に威力

を発揮するものと期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 世界初の、心臓の前面と背面から測定した心磁図 

を基に三次元画像化した心臓内の電流分布（開発中） 

出典）日立製作所ニュースリリース（http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2004/09/0909a.html）
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診断・医療分野 

MEG（脳磁計） 

（脳磁計測装置：MagnetoEncephaloGraphy） 

 

１．脳磁計（脳磁計測装置）とは 

脳磁計とは、SQUID（超電導量子干渉素子 ）を用い

て、脳の神経活動に伴って発生する微弱な磁気を頭皮

の上から計測するものです。SQUID 磁気センサを被験

者の頭部周囲 160 ヶ所に配置し、脳神経細胞の発する

極めて微弱な磁気を外部から測定し、脳内の活動部位

や活動の程度を高精度に検査します。 

 脳磁計は様々な分野での応用が期待されています。 

表１にはその主な適用例を記しています。 

 

表１ 脳磁計の主な適用例 

診療科 検査項目 臨床用途 

脳神経外科 
・術前の機能地図作成 

・術後の機能検査 

・てんかん病巣の部位同定 

手術計画 

・患者負担の低減 

・機能温存 

眼科 

耳鼻科 ・視覚・聴覚機能の他覚的検査 
視野検査 

難聴の検査 

心因性視力障害の検査 

神経内科 ・脳神経活動の定量化 認知症の早期発見 

薬効の定量的評価 

小児科 ・てんかん検査 てんかんタイプの判定 

整形外科 

リハビリテーション科 ・機能回復の他覚的評価 治療計画の 適化 

出所）横河電機（一部の文字を微修正） 

 

２．脳磁計（脳磁計測装置）のしくみ 

  左は大脳の断面図です。大脳皮質が興奮すると生体電気

現象に伴って皮質の表面に 向かってイオン電流（電流双

極子）が流れます。図の中では→で表しています。そして

この電流の周りに磁気が発生します。図の中では、B で

あらわしています。脳磁計（MEG）ではこの磁気を測定し

ます。一方、脳波計（EEG）は、頭皮面の二箇所に電極を

つけ、その電位差を測定します。 

 

図１ 脳磁計（脳磁計測装置）

出所）横河電機 

図２ 脳磁計のしくみ 

出所）横河電機 
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３．超電導の役割 

 脳は、脳磁と呼ばれる弱い磁気を発生しています。地磁気が 0.3×10-4Ｔ（テスラ）であ

るのに対して脳磁は 10-12Ｔ～10-13Ｔという非常に弱い磁気しかもっていません。つまり脳

磁は、地磁気の 10 億分の 1以下の磁気信号しか発していないのです。 

 このような極くわずかな磁気の測定を可能にしたのが、超電導量子干渉素子（SQUID）で

す。超電導応用技術の進歩により、高い時間分解能、高い空間分解能、非侵襲の脳機能計

測が可能となったのです。 

 また、脳波計（EEG）では脳波しか測れないのに対し、脳磁計（MEG）では脳深部の電流・

磁気分布を図３に示すように詳しく見れるようになったのです。 

 

４．脳磁計（脳磁計測装置）の将来 

 

 脳磁計は現在、観測点が 100 点を

超えるような多チャンネル化が進

められています。またこれまでの脳

磁計では脳表面に対して法線方向

の磁気のみしか測定できませんで

したが、これに加え接線方向を含む

直交な3成分を測定する装置も開発

されています。これによりさらに詳

しい脳の情報を得ることができる

ようになります。 

 2004 年には日本でも、てんかん診

断や術前脳機能マッピングが、医療

保険の適用対象に認められました。

今後、さらに医療現場での応用が進

むように、低価格化や信頼性の向上

に向けた研究開発が現在も続けら

れています。 

 

 

 

  （参考記事：横河電機 http://www.yokogawa.co.jp） 

 

図３ 脳磁計による計測・解析データの表示例 

出所）横河電機 
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（４）情報・通信分野 

 

情報・通信分野 

SFQ ルータ・スイッチ 

 

１．SFQ ルータ・スイッチとは 

 ルータとスイッチは、ともに、ネットワーク（LAN：ローカル・エリア・ネットワーク、

WAN：ワイド・エリア・ネットワーク等）上を流れるデータを他のネットワークに中継する

装置です。ルータはスイッチより複雑な機能を実現しており、スイッチにデータの配送処

理・経路制御（ルーティング）機能を付加したものがルータです。（ルータとスイッチの機

能は似ているため、以下ではルータについて述べます。） 

 ルータは一般の事務所や家庭においても広く使われていますが、超電導技術の適用が有

効なのは、電話会社やインターネットサービスプロバイダがネットワーク上のデータのや

りとりのために使用する、大容量・高速処理が可能なコアルータ（基幹系のハイエンドル

ータ）です。通信データ量（トラフィック）の増加に伴い、より高速処理が可能なコアル

ータが求められています。 

 現在、ルータには通常、半導体素子が用いられています。既存のルータでは 1装置当り

10Tbps35が限界です。しかし、高速動作・低消費電力という特徴をもつ単一磁束量子（SFQ）

回路を用いると、それ以上の高速処理（例えば 40Tbps）を実現することができます。この

ような超電導 SFQ 技術を用いたルータを、SFQ ルータと呼びます。 

2010年

 

図１ 通信トラフィックの伸び 

出所）NEDO 電子・情報技術開発部（2006.9） 

                                                  
35 bps（ビット・パー・セカンド）は、１秒間に処理できるデータの量（ビット数）。10T（テラ）bps は

1012bps。 
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２．SFQ ルータのしくみ 

 ルータは一般的に「ライン・カード」と「スイッチ・カード」から構成され、ライン・

カードはネットワーク(光ファイバーなど)から送られてくるパケット群を整理し、スイッ

チ・カードにより次のネットワーク(光ファイバーなど)を選択し、送り出す役割を果たし

ています。SFQ ルータは、このスイッチカードに超電導 SFQ 素子（「共通技術の解説」参照）

による SFQ スイッチを用いたルータが、SFQ ルータです。 

 

図２ SFQ ルータのしくみ 

出典）ISTEC／SFQ スイッチを用いた大容量ルータ検討会、超電導 SFQ 素子の超高速ルータへの応用（2004.6） 

 

３．超電導の役割 

 大容量のルータを実現するために、複数のルータ装置を組み合わせる考え方があります

が、容量を N倍に高めるためには、連結を工夫しても、数多く（N・logN 台）のルータが必

要とされます。これは、設備コストと消費電力量の増加につながります。 

 一方、スイッチカードに超電導 SFQ 技術を適用した SFQ ルータでは、１台（１つの SFQ

スイッチカードと複数の半導体ラインカード）で大容量・高速の処理を行うことが可能と

なり、省スペース化と低消費電力化に貢献します。 
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４．SFQ ルータの将来 

 SFQ ルータの実用化に向けて、現在、NEDO の「低消費電力型超電導ネットワークデバイ

ス」という研究開発プロジェクトにおいて、2006 年度末までの計画で、ニオブ系低温超電

導デバイスによる SFQ ルータに関する研究開発が進められました。このほか、大学や企業

でも研究が進められました。その結果、４ｘ４のスイッチが 40GHz のクロック周波数で動

作することが確認されました。 

 これらの研究開発がさらに進展すれば、SFQ ルータが実用化される可能性があります36。 

 SFQ ルータがコスト面、性能面、使い勝手の面で競合製品（半導体ルータ、光ルータ）を

上回ることができれば、SFQ ルータは、将来のブロードバンド情報通信ネットワークの基盤

を支える装置となる可能性を秘めています。 

 

 

図３ NEDO で研究開発中の SFQ ルータ 

出典）NEDO、低消費電力型超電導ネットワークデバイスの開発 

 

 

                                                  
36 経済産業省/NEDO、超電導分野技術戦略マップ 2006 
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情報・通信分野 

SFQ コンピュータ37 

 

１．SFQ コンピュータとは 

 情報通信社会の発展とともに、コンピュータやネットワークで処理される情報量は急速

に拡大しています。それに応じてコンピュータやサーバを構成する半導体回路の性能も劇

的な進歩を遂げてきています。しかし、現在のシリコンをベースとした半導体回路のまま

では、クロックレートが近いうちに限界に達すると予想されています。また、たとえ並列

化で高速化を図るとしても、消費電力の急速な増大という問題もあります。 

 このため、半導体とは異なる原理で動作し、100GHz を越えるクロックレートが可能な超

高速性と低消費電力性を合わせ持つ超電導 SFQ（Single Flux Quantum：単一磁束量子）素

子が、次世代の情報通信を支える機器の中核として期待されています。 

 

２．SFQ コンピュータのしくみ 

 SFQ 素子は、超電導回路内の信号が光速で伝わるため、半導体回路の高速化で問題となる

配線による遅延がほとんど生じません。また、消費電力が極めて低く、発熱の問題がほと

んどないことから、素子の立体的な集積が可能となり、高密度の集積回路が試作されてい

ます。 

 NEDO の「低消費電力型超電導ネットワークデバイスの開発」プロジェクトにおいてこれ

まで動作実証に成功した世界 大規模の SFQ マイクロプロセッサ「CORE1β」では、11,000

個の超電導ジョセフソン接合を集積化し、毎秒 14 億回の演算（1,400MOPS38）が可能です。

プロセッサの消費電力は 3.3mW と非常に少なく、冷凍機の投入電力を加えても、半導体プ

ロセッサに比べて優位性をもっています。１Wあたりの演算能力は、半導体マイクロプロセ

ッサに比べて 3桁以上優れています。 

 また、SFQ マイクロプロセッサ「CORE1γ」は、22,000 個のジョセフソン接合を集積化し、

現在、動作実証を目指して研究が進められています。 

 今後はさらに、超電導メモリ（SFQRAM）、超電導配線基盤技術などの要素技術開発が続け

られ、高速かつ低消費電力のコンピュータ、サーバの実現が目指されています。 

 

                                                  
37 サーバ（電子メール、Web 等の情報処理サービスを行うコンピュータ）用の SFQ コンピュータを、「SFQ

サーバ」と呼ぶこともある。 
38 MOPS（Mega Operations Per Second）はマイクロプロセッサの演算速度を示す単位で、1MOPS は１秒間

に百万回の演算ができることを意味する。 
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図１ SFQ マイクロプロセッサ「CORE1β」（左）及び「CORE1γ」（右） 

出典）名古屋大学大学院 工学研究科 量子工学専攻 藤巻研究室 

   （左：http://www.super.nuqe.nagoya-u.ac.jp/news.html、右：http://www.super.nuqe.nagoya-u.ac.jp/research/） 

 

３．超電導の役割 

 SFQ コンピュータは、まさに超電導ならではの SFQ 素子を活用したコンピュータです。

（SFQ 素子の原理については、「共通技術の解説」をご覧ください。） 

 半導体マイクロプロセッサの高速化には、単体では限界があり、並列化する必要があり

ます。しかし並列化すると、消費電力、コスト、設置スペースが増えてしまいます。 

 一方、超電導 SFQ 素子は本質的に高速かつ低消費電力であり、並列化せずに１台で済む

ため、コンパクト化が可能です。SFQ 素子は、クロック周波数で 100GHz を超える高速動作

も可能です。また SFQ 素子の論理ゲート当たりの消費電力は、 先端のシリコン CMOS 素子

に比べて約３桁も小さいのです。 

 

４．SFQ コンピュータの将来 

 高度情報化社会の進展によるコンピュータによる情報処理のニーズの増加に伴い、今後

５～10 年毎にハイエンドのコンピュータの性能が 1,000 倍ずつ向上していく必要があると

されています。しかし、このような超高速コンピュータを半導体回路に頼る構成では多大

な電力消費を伴うため、SFQ 回路からなる CPU、超電導メモリ、光ネットワークなどによる

低電力消費型のコンピュータやサーバの開発が不可欠になります。もちろん、超電導デバ

イスには冷却の必要性という問題がありますが、科学技術計算やサーバなどのハイエンド

の用途では、SFQ コンピュータやサーバの重要性が増加するものと考えられます。 
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図２ スーパーコンピュータの未来予想図 

出典）文部科学省、平成 18 年度に重点的に推進すべき研究開発について（案） 
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情報･通信分野 

広帯域・高精度 AD コンバータ（無線用） 

 

１．広帯域・高精度 AD コンバータ（無線用）とは 

 次世代の無線通信技術として、複数の帯域の無線信号を受信と同時に直接デジタルに変

換し、ビットレート変換、チャネル選択、復調などをすべて DSP（ディジタル・シグナル・

プロセッサ）で行う方式が考えられており、これをソフトウェア無線と呼びます。 

 このような次世代無線通信システムにおいて、幅広い帯域の無線信号（アナログ信号）

を高精度にデジタル信号に変換するデバイスとして期待されているのが、超電導 SFQ

（Single Flux Quantum：単一磁束量子）素子を利用した広帯域・高精度 AD コンバータで

す。 

データ

制御部

アンテナ部
マルチバンド

RF/IF部

A/D、D/A

変換部
信号処理部 外部I/F部

記憶媒体、有線、無線等

ソフトウェア

ベースバンド回路デジタル部

 

図１ ソフトウェア無線の基本構成 

 

２．広帯域・高精度 AD コンバータ（無線用）のしくみ 

 アナログ信号をデジタル信号に変換するデルタ・シグマ型の AD コンバータは高精度な変

換が可能ですが、従来の半導体では動作が遅く、高周波信号を低周波のベースバンド信号

にしてから AD 変換を行っていました。そこで、極めて動作が速く、低消費電力が特徴の SFQ

超電導素子を利用して、広帯域かつ高精度に直接高周波を変換する超電導 AD コンバータを

実現する取り組みがなされています。 

 

図２ デルタ・シグマ型 AD コンバータのブロック図 

出典）オリックス・レンテック株式会社ホームページ（http://www.orixrentec.jp） 

   「測定器玉手箱」（AD 変換の基礎〈その３〉） 



110 

３．超電導の役割 

 （超電導 SFQ 素子のしくみについては、「共通技術の解説」をご覧ください。） 

 第３世代以降の移動体無線通信では、高速のデータ通信サービスを可能とするため広帯

域・高精度の AD コンバータ変換器が必要となります。 

 2010 年以降には、１ユーザ当たり 20～100Mbps のブロードバンド通信を可能とする第４

世代サービスが予定されています。第４世代においては、基地局通信機中の AD コンバータ

の性能として、200MHz の帯域に対し 12～14 ビット程度以上の性能が必要と予測されていま

すが、半導体 AD コンバータの性能向上トレンドの延長線では、ここ数年でこの性能に到達

することは困難と言われています39。 

 一方、超電導 SFQ 回路を用いたデルタ・シグマ型の AD コンバータを用いれば、上記に相

当する性能を実現することが可能となります。 

 また、将来の導入が検討されているソフトウェア無線方式では、帯域 20～100MHz におい

て 16 ビット以上の精度が必要とされています。 

 SFQ 回路の消費電力は極めて小さく、CMOS 回路の 1000 分の 1以下です。また SFQ 回路は

クロック周波数で 100 GHz を上回る高速処理が可能です。このため、SFQ 回路を用いた AD

コンバータは、半導体回路より広帯域・高精度な性能が期待できます。 

 

４．広帯域・高精度 AD コンバータ（無線用）の将来 

 無線信号のデジタル信号への変換に超電導 SFQ 素子による広帯域・高精度 AD コンバータ

を用いることにより、さまざまな無線システムが混在する将来のユビキタスネットワーク

において、柔軟な無線サービスや無線アクセスが可能になります。基地局は、ソフトウェ

アを変更するだけで PDC にも W-CDMA にも無線 LAN にも対応可能となり、また、ITS（高度

道路交通システム）や RFID（無線タグ）用の無線機にも変幻自在に生まれ変わります。さ

らにサービスの追加や削除もソフトウェアを変更するだけで容易に行うことができ、サー

ビスが変わるたびに機器の変更を行う必要がなくなります。 

 

 

                                                  
39 NEDO・研究評価委員会、「低消費電力型超電導ネットワークデバイスの開発」中間評価報告書（平成 16

年 9月） 
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情報・通信分野 

受信フィルタ 

 

１．受信フィルタとは 

 携帯電話などの移動体通信では、同じ地域にいる多数の利用者が同時に一つの帯域の周

波数の電波を共用して通話を行っています。そのような状況で、限られた周波数帯域とい

う資源を有効活用するためには、隣接する周波数の別の通信システムからの電波干渉を低

減しつつ、できるだけ帯域を近づけて利用することが望まれます。そのため、携帯電話の

基地局では、できるだけ急峻なカーブで余分な周波数の電波をカットするために、従来か

ら受信フィルタが使用されています。 

 このほか、テレビ放送（アナログ放送、地上デジタル放送）の中継局においても、送信

波と受信波の干渉を防ぐために、受信フィルタが使用されています。また、米国における

携帯電話の基地局では、高温超電導体を用いた高性能の受信フィルタが使用されています。 

 

２．受信フィルタのしくみ 

 抵抗（R）、コンデンサ（容量 C）、コイル（インダクタンス L）からなる直列 RLC 電気回

路の共振周波数（ｆ）、及び共振のピークの鋭さ（Q値）は以下の式で表されます。 

  
LC2

1

π
f  

C

L

R
Q

1
  

 この回路の周波数特性（周波数と電圧の関係）は図１の通りです。 

電
圧

周波数共振周波数　ｆ

C

L

R
Q

1


 
図１ 直列 RLC 電気回路の周波数特性 

 ピークの鋭さ（Q値）は、1/R に比例し、R（抵抗値）が小さくなればなるほどピークは

鋭くなります。 

 図１は１つの回路の特性ですが、この直列 RLC 回路を複数直列（梯子状）に接続すると、

図２の一番外側の太線のような特性を示す回路となります。 
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電
圧

周波数  

図２ 複数の直列 RLC 回路の多段接続回路の周波数特性 

 

 携帯電話などの受信信号をこの回路に通すと、図２の太線で囲まれた周波数帯域の信号

のみを通過させることができ、これを梯子（ラダー）型バンドパス（帯域通過）フィルタ

と呼びます。 

 

３．超電導の役割 

 図１で共振回路の抵抗値 Rを小さくすると、ピークの鋭さ（Q値）は大きくなり、共振回

路数を増加させても損失を大きくすることなく、急峻なスカート特性（図２の左右の裾の

広がりが狭くなる）を実現することができます。 

 超電導体で共振回路を構成すると、低損失な常電導体である銅と比較して、1/1,000 以下

（周波数 1GHz 程度の場合）の抵抗値となります。このため、非常に急峻なスカート特性の

フィルタを実現することができます。 

 

図３ NHK と東芝が開発した超電導フィルタの特性 

出所）超電導 Web21（2005 年 3 月号） 
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 このため、隣接する周波数帯との混信の防止や、送信波と受信波の干渉防止に威力を発

揮します。また、電波信号のフィルタにおけるロスが少なく、低温で動作することから回

路全体のノイズも低減するというメリットもあります。 

 

 

図４ NHK と東芝が開発した超電導フィルタユニットの外観 

出所）ISTEC、超電導 Web21（2005 年 3 月号） 

 

４．受信フィルタの将来 

 既に高温超電導体を利用した受信フィルタを用いた携帯基地局が、主として米国で 5,000

箇所以上設置されています。また、日本では地上波デジタルテレビの中継局で送信波と受

信波の干渉を避けるために超電導受信フィルタが開発されています。 

 今後、移動体通信がインターネット接続や動画像のやりとりなど、より多くのデータの

送受信を行い、一方でユビキタス社会の到来とともに、無線を利用した MtoM 通信40が急拡

大すると予想されています。その中で限られた資源である周波数帯域を有効利用するため

に、超電導を利用した受信フィルタはますます利用されていくでしょう。 

 

 

                                                  
40 ネットワーク（有線、無線）に繋がれた機械同士が、人間を介在せずに相互に通信・情報交換し、自動

的に 適な制御が行われるシステム。M2M とも呼ばれる。 



114 

情報・通信分野 

送信フィルタ 

 

１．送信フィルタとは 

 携帯電話などの移動体通信では、同じ地域にいる多数の利用者が同時に一つの帯域の周

波数の電波を共用して通話を行っています。そのような状況で、限られた周波数帯域とい

う資源を有効活用するためには、隣接する周波数の別の通信システムへの電波干渉を低減

しつつ、できるだけ帯域を近づけて利用することが望まれます。そのため、携帯電話の基

地局では、送信する電波からできるだけ急峻なカーブで余分な周波数の電波（帯域外雑音

成分）をカットするために、送信フィルタが使用されています。近年、高温超電導体を用

いた、さらに高性能の送信フィルタの開発が進められています。 

 

 
図 1 4GHz 帯超電導送信フィルタ 

出典）ISTEC、超電導 Web21（2006 年 2 月） 

 

２．送信フィルタのしくみ 

 送信系の基本的な構成は、図２に示す通り、送信増幅器と送信フィルタから構成されて

います。 

 （送信フィルタの基本的なしくみは、受信フィルタと同じですので、受信フィルタの項

をご参照ください。） 

 現在開発が進められている超電導を活用した送信フィルタでは、急峻な周波数カット特

性と、必要な周波数の信号を減衰させないことの両立を目指しています。 

 

図２ 送信系の基本構成 

出典）ISTEC、超電導 Web21（2006 年 3 月） 
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３．超電導の役割 

 （送信フィルタにおける超電導の役割は、受信フィルタと同じですので、受信フィルタ

の項をご参照ください。） 

 超電導体を利用した送信フィルタは、携帯電話のような高周波においても、不要な電波

の急峻なカットが可能でありながら、必要な電波のロスが少なく、しかも低温で動作する

ことから回路全体のノイズも低減するというメリットがあります。 

 超電導受信フィルタは既に製品化され、米国等において使用されつつありますが、送信

フィルタは、受信フィルタよりも大出力が必要です。このため、薄膜、デバイス、システ

ムの各段階で耐電力特性が要求されることから、実現が難しく、開発が進められています。 

 

図３ 送信フィルタ（試作品）の出力スペクトラム 

出典）ISTEC、超電導 Web21（2006 年 3 月） 

 

４．送信フィルタの将来 

 送信フィルタは携帯電話の基地局だけではなく、衛星中継の送信などの用途にも利用さ

れます。超電導体を利用した送信フィルタの開発が進められており、実用化に向けた研究

成果が報告されています。今後、移動体通信がインターネット接続や動画像のやりとりな

ど、より多くのデータの送受信を行い、一方でユビキタス社会の到来とともに、無線を利

用した通信が急拡大すると予想されています。その中で限られた資源である周波数帯域を

有効利用するための方法の一つとして超電導体を利用した送信フィルタの適用が考えられ

ますが、３．に記載の通り解決すべき技術課題は残されています。 
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情報･通信分野 

広帯域 AD コンバータ（計測用） 

 

１．広帯域 AD コンバータ（計測用）とは 

 近年電気通信技術の進歩とともに、情報処理の高速化、大容量化が進んでいます。その

ため、電気情報通信機器ではますます高い周波数の電気信号を利用するようになっていま

す。研究開発の現場では、このような高い周波数の信号を分析する際に、一度デジタル信

号に変換してしまえば、あとの処理はデジタル信号の演算だけで可能となり、アナログで

は不可能な正確な計測と分析が可能となります。周波数が数 10GHz といった高い周波数の

電気信号をデジタルに変換する機能を高精度で可能とすることが期待されているのが、SFQ

（Single Flux Quantum：単一磁束量子 ）超電導素子を利用した広帯域 AD コンバータです。 

 

２．広帯域 AD コンバータ（計測用）のしくみ 

 AD コンバータは、アナログ信号を図１に示すように、一定の間隔（サンプリング・レー

ト）でデジタルデータに変換します。これにより、半導体素子や通信分野等の計測装置に

おいて、様々な情報処理やデータの伝送・蓄積が可能となります。 

 

 
図１ AD 変換の仕組み 

出典）Wikipedia（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:AD_conversion_%28ja%29.gif） 

 

 従来の常電導（半導体）型 AD コンバータには、色々な種類があり、用途により使い分け

られています。例えば計測用のデジタル・オシロスコープでは、フラッシュ型（並列比較

型）と呼ばれる AD コンバータなどが用いられます。フラッシュ型は、サンプリングレート

（１秒当たりの AD 変換回数）が 10M～10GHz～50GHz と高速な計測が可能ですが、分解能が

6～14 ビットとあまり高くありません。 

 一方、シグマ・デルタ型と呼ばれる AD コンバータでは、アナログ信号を先ず１ビットの

高速デジタル信号列に変換し、その後デジタル信号の移動平均をとることにより多ビット
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（18～24 ビット超）のデジタル信号を得ることができます。しかしこの方式では、サンプ

リングレートが 100～100kHz とあまり高くできません。 

 このため、極めて動作が速く、低消費電力が特徴の超電導 SFQ 素子を利用して、広帯域

（50GHz 以上）かつ高精度な AD コンバータを実現し、10～100GHz の高速な電気信号をデジ

タルに変換して計測できるようにする取り組みがなされています。 

 

３．超電導の役割 

 超電導方式の AD コンバータでは、SFQ 技術を用います（SFQ 技術のしくみについては、

冒頭の「共通技術の解説」をご覧ください）。実際には、酸化物系の高温超電導体を用いた

SFQ 回路により、シグマ・デルタ型の AD コンバータを構成する方式に関する研究開発が進

められています。 

  

 
図２ 超電導 AD コンバータのシステム構成 

注） 左側が超電導回路（Modulator＝変調器、DMUX＝デマルチプレクサ）、右側が半導体回路（DMUX＝デ

マルチプレクサ、Decimation Filter＝間引きフィルタ） 

出典）NEDO、「低消費電力型超電導ネットワークデバイスの開発」中間評価報告書（平成 16 年 9 月） 

 

 SFQ 回路の消費電力は極めて小さく、CMOS 回路の 1000 分の 1以下です。また SFQ 回路は

クロック周波数で 100GHz を上回る高速性を備えており、50GHz 以上のサンプリング・レー

トの AD コンバータを実現できます。半導体集積回路ではクロック周波数の限界があると言

われており、このため、SFQ 回路を用いた AD コンバータを、半導体素子や通信分野の計測

に用いられるデジタル・オシロスコープ（サンプリング・オシロスコープ、リアルタイム・

オシロスコープ）等に採用することにより、広帯域・高速な計測が可能になると期待され

ます。 
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４．広帯域 AD コンバータ（計測用）の将来 

 半導体素子の動作周波数はますます高速化しており、半導体メーカや機器メーカでは、

メモリなど半導体素子の高速波形を測定するニーズが高まっています。また今後の電気通

信では、光通信の利用や、ミリ波、サブミリ波の使用などにより、ますます高い周波数の

電気信号を利用することが考えられています。さらに、電波分光による地球大気中あるい

は宇宙空間に存在する微量分子密度の観測において、観測時間の短縮化のために帯域が

4GHz を越える AD コンバータの開発が望まれています。 

 超電導を利用した広帯域 AD コンバータは、将来デジタル・オシロスコープ等に実装され

る可能性があり、上記のようなハイエンド計測分野での実用化が期待されています。 
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情報・通信分野 

高速計測機器（サンプラ） 

 

１．高速計測機器（サンプラ）とは 

 サンプラとは、繰り返し現われる電気信号波形を高精度に測定する計器で、サンプリン

グ・オシロスコープとも呼ばれます。サンプリングとは、測定対象の繰り返しアナログ信

号波形を、一定間隔（サンプリング・パルスの間隔）で A/D 変換してデジタル情報として

取り込むことです。この間隔が短ければ短いほど、高精度の計測が可能となります。 

 近年電気通信技術の進歩とともに、情報処理の高速化、大容量化が進んでいます。その

ため、情報通信機器で使用される半導体や、光ファイバ、無線などの通信ではますます高

い周波数の電気信号を利用するようになっています。 

 半導体や通信技術の研究開発の現場では、このような高い周波数の信号を分析する際に、

高周波に対応できるサンプラが必要となっています。このため、高速な動作が可能な SFQ

（Single Flux Quantum：単一磁束量子）超電導素子を利用したサンプラが開発されていま

す。 

測定対象の信号波形サンプリング

サンプリング・パルス

この間隔が短け
れば短いほど、
高精度な計測
ができる。

 

図１ サンプリングの原理 

 

２．高速計測機器（サンプラ）のしくみ 

 サンプラでは、外部から（内部で生成することもあります）トリガーと呼ばれる合図を

送って、その瞬間の入力電気信号の強さを測定します。この計測を多数（例えば 1000 回）

繰り返し、その平均を取ります。さらにトリガーを送るタイミングを入力信号のタイミン

グと少しずつずらして同様に何度も計測を繰り返し、それらの計測結果を重ねあわして入

力信号の波形を正確に測定します。したがって、サンプラでは同じ波形が繰り返し現われ

る信号の波形しか測定できません。従来の半導体を使用したサンプラは電圧を測定してお

り、電流を直接測定することができませんでした。開発中の高速計測機器（サンプラ）で

は、波形を測定する測定部に SFQ 超電導素子を利用して高速で動作させることにより、極

めて高い周波数の電流波形の測定を実現します。 
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図２ 高温超電導サンプラ・デジタル波形観測システム 

出典）NEDO、平成 10 年度即効型提案公募事業研究成果報告書（ 終版）「超高速デジタル信号波形観測用

超電導サンプラーの開発」（高温超電導サンプラーチップおよび冷却、制御技術の開発） 

 

３．超電導の役割 

 超電導体でリングを形成すると、リング内の磁束が量子化（磁束の 小単位で１か 0の

状態になること）されるという現象があります。このリング内の磁束の有無を情報の 0と 1

に対応させたものが SFQ 論理回路です。SFQ 回路の消費電力は極めて小さく、CMOS 回路の

1000 分の 1以下です。また SFQ 回路はクロック周波数で 100 GHz を上回る高速性を兼ね備

えています。そのため、SFQ 回路を用いたサンプラ回路は従来の半導体回路より高速で動作

し、ピコ秒（一兆分の１秒）、マイクロアンペア（百万分の１アンペア）精度での広帯域・

高精度な測定が期待できます。 

 

図３ 高温超電導サンプラーチップ 

出典）NEDO、平成 10 年度即効型提案公募事業研究成果報告書（ 終版）「超高速デジタル信号波形観測用

超電導サンプラーの開発」（高温超電導サンプラーチップおよび冷却、制御技術の開発） 
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４．高速計測機器（サンプラ）の将来 

 例えば 40Gbps 光通信に用いられるデジタル信号波形を観察するためには、帯域 120GHz

のサンプラが必要です。また、無線分野では今後ミリ波と呼ばれる高周波の電波の利用の

拡大が期待されています。こういった分野では、半導体 LSI やプリント基板などの配線に

流れる電流を測定することが、回路設計や不要電磁波対策上ますます重要となってきてい

ます。そのため、高周波の電流波形を測定できる SFQ 超電導素子を利用した高速計測機器

（サンプラ）の活用が期待されています。その利用により、さらに便利で高性能な製品や

サービスが開発され、実現されることで、私たちの生活がますます豊かになることでしょ

う。 
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３．用語集 

 

 用語 解説/定義 JIS41準拠

い 異物検査 食品等に金属等の異物が混入していないか検査すること。 － 

い 
インダクタ

ンス 

巻線などにおいて電流の変化が誘導起電力となって現れ

る性質。誘導係数とも言う。単位は H（ヘンリー）= Wb（ウ

ェーバ）/A＝V・s/A。 

－ 

か 界磁 
モータや発電機において、直流電流を流すことで磁界を発

生させる部分。 
－ 

か 核融合 原子核同士が融合する反応。 － 

か 加速器 
原子核や素粒子で電荷を帯びたもの（荷電粒子）を加速す

るための装置。 
－ 

か 過電流 
ショート（短絡）や落雷、過負荷等により一時的に定格電

流よりも大きな電流が流れる現象。 
－ 

か ガウス（G）
磁束密度の単位（1cm2当たりの磁力線の数を表す）。1ガウ

ス（G）＝1/10,000 テスラ（T） 
－ 

か 完全反磁性 
磁界強度と大きさが等しく、向きが反対に磁化する磁気的

性質。 
○ 

く クエンチ 
超電導体又は超電導機器における超電導状態から常電導

状態への制御不能，かつ，不可逆な転移（現象）。 
○ 

く クーパー対 

超電導体中において，同符号の電荷をもっているにもかか

わらず引力相互作用によって結合した，それぞれ互いに反

対の波数ベクトルとスピンをもった 2個の電子。 

○ 

く 
クライオス

タット 
超電導機器を運転するために極低温環境にする容器。 ○ 

け 系統安定化 
電力系統の安定度（システムに外乱が加わったときこれら

の値が安定に復帰できるかどうかの度合）を高める機能。 
－ 

け 系統連系 
（自家用）発電設備を電気事業者の商用系統に連系して負

荷機器に電力を供給すること。 
－ 

け ケルビン 

国際単位系が定める絶対温度の単位。記号は「K」。0K＝－

273.15℃。１K＝水の 3 重点の熱力学温度(0.01℃)の

1/273.16 

－ 

こ コイル 線，素線又はケーブルを巻いたもの。 ○ 

こ 
高温超電導

体 
一般的に約 25 K 以上の臨界温度をもつ超電導体42。 ○ 

こ 交流損失 

超電導体、線材が交流磁界にさらされ、または交流電流が

流れる場合に発生する損失。交流損失は、超電導体内部の

ヒステリシス損失、母材中の渦損失、超電導フィラメント

の場合、フィラメント間の結合損失などからなる。 

－ 

こ 混合状態 
第二種超電導体中に磁束がフラクソンの形で侵入してい

る超電導状態。 
○ 

                                                  
41 JIS H 7005：2005 超電導関連用語 
42 JIS では約 25 K 以上の臨界温度をもつ超電導体とあるが、 近では、約 77K 以上とする場合もある。 
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 用語 解説/定義 JIS41準拠

さ 
サンプリン

グ 

アナログ信号をデジタル情報に変換するため、連続した信

号の強さを一定の間隔で採取すること。 
－ 

し 磁界 

磁気が存在する状態（場）、またはその強度。物理学など

学術分野では「磁場」という言葉も使われる。磁界強度 H

と磁束密度 Bとの関係は、透磁率をμとして、H＝B／μで

表される。単位は A/m。 

－ 

し 
磁気シール

ド 

巻線等が発生する磁界を外部に漏洩させないための遮蔽

材、または外部磁界の内部への影響を軽減するための遮蔽

材。 

－ 

し 磁束 

磁力線が集まったもの（より正確には、磁場の中にある一

定の面積を考え、その面積を貫通する磁力線の垂直成分を

足し合わせたもの）。単位は Wb（ウェーバ）＝V・s。 

－ 

し 磁束密度 
単位面積当りの磁束の密度。単位は T（テスラ）。記号と

して Bが用いられる。 
－ 

し 磁束量子 
h をプランクの定数，eを電気素量として，h/2e に等 

しい磁束の量子。 
○ 

し 瞬低 

瞬時電圧低下の略。電力系統に雷撃などの自然現象で短絡

や地絡事故が発生したときや、大きな負荷の突入電流など

で、極めて短い時間、電圧低下すること。 

－ 

し 瞬低補償 瞬低の影響を無くしたり軽減する機能。 － 

し 準粒子 

フォノン（音響量子）、エキシトン（励起子）、プラズモン

（プラズマ振動量子）、ポラリトンなど、相互作用する複

数の粒子からなる系が波としての性質を持ち、かつエネル

ギーが量子力学に従うとびとびの値をもつような励起を

持つとき、この励起を「粒子」のように扱って「準粒子」

と呼ぶ。 

－ 

し 
準粒子トン

ネル効果 

超電導トンネル素子を電子デバイスに応用するのに, ク

ーパー対のトンネル効果であるジョセフソン効果を利用

するものと, 準粒子（一電子）のトンネル効果を利用する

ものがある。準粒子トンネル効果を利用した超電導デバイ

スとして, 高感度で低雑音の高周波 SIS（超電導体-絶縁

体-超電導体）ミクサや STJ（超電導トンネル接合）エッ

クス線検出器等がある。 

－ 

し 常温ダンパ 
超電導発電機において、電機子からの高調波による界磁巻

線への交流磁界の影響をシールドする部品。 
－ 

し 
ジョセフソ

ン効果 

2つの超電導体の間に薄い絶縁体、常電導体を挟んだ時に、

超電導体間を超電導電流（抵抗零の電流）が流れる現象。 
－ 

し 
ジョセフソ

ン接合 

互いに弱く結合するように、非常に薄い絶縁体又は常電導

体、若しくは非常に狭い超電導ブリッジで隔てられた二つ

の超電導体からなる接合。 

○ 

た 
第一種超電

導体 

反磁界係数がゼロのとき、臨界磁界 Hc 以下では完全反磁

性を示す超電導状態になり、それ以上では超電導を示さな

くなる超電導体。 

○ 
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 用語 解説/定義 JIS41準拠

た 
第二種超電

導体 

反磁界係数がゼロのとき、下部臨界磁界 Hc1 以下の磁界強

度でマイスナー状態にあり、Hc1と上部臨界磁界 Hc2との間

の磁界強度で混合状態にあり、Hc2 以上の磁界強度では常

電導状態にある超電導体。 

○ 

た 

単一磁束量

子デバイス

（SFQ） 

単一磁束量子を移動することによって情報化する超電導

ディジタル回路。 
○ 

ち 中間状態 

超電導体の形状による反磁界効果のために、マイスナー状

態にある領域と混合状態又は常電導状態にある領域とが

共存する超電導状態。 

○ 

ち 超電導 

ある条件の下で直流電気抵抗がゼロであり完全反磁性と

みなされる物質又は材料の性質。 

 備考 ある条件とは温度，磁界強度，電流密度に関する

条件を指す。 

 参考 1. 超電導体の性質を意味する場合，“超電導性”

という場合がある。 

    2. “超伝導”と書くこともある。 

    3. 第二種超電導体では Hc は熱力学的臨界磁界を

意味する。 

○ 

ち 
超電導ケー

ブル 
導体に超電導線を用いた電力ケーブル。 － 

ち 
超電導磁気

シールド 

超電導材料又は巻線を用いて対象物を外部磁界から遮蔽

する技術。 
○ 

ち 超電導体 

ある条件の下で超電導を示す物質又は材料。 

 備考 1. 超電導物質又は材料によって作られている電線

や薄膜を指していう場合がある。 

    2. ある条件とは温度，磁界強度，電流密度に関す

る条件を指す。 

 参考 工業的超電導材料の総称とすることがある。 

○ 

ち 
超電導マグ

ネット 

超電導線又は超電導ケーブルを用いた，外部磁界を発生さ

せることを目的とした機器。 

 参考 バルク超電導体を着磁して一種の永久磁石とし

て利用することをバルク磁石ということがある。 

○ 

ち 

超電導量子

干渉計

（SQUID） 

ジョセフソン接合を 1又は複数含む超電導閉電気回路。 

 備考 SQUID は生体磁気測定及び非破壊検査に利用され

る超高感度磁界センサ。 

○ 

て 低温ダンパ 

超電導発電機において、電機子からの高調波による界磁巻

線への交流磁界の影響をシールドし、かつ熱輻射シールド

機能を有する部品。 

－ 

て 
低温超電導

体 
一般的に約 25 K 以下の臨界温度をもつ超電導体。 ○ 

て テスラ（T）

磁束密度の国際単位。1テスラ（T）は 10,000 ガウス（G）

となる。1T = Wb（ウェーバ）/m2＝1V・s/m2 = 1 kg・s-2/A 

= 1N（ニュートン）/（A・m）。 

－ 
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 用語 解説/定義 JIS41準拠

と 透磁率 

磁界強度 H と磁束密度 B との間の関係を B=μH で表わし

た時の比例定数μ。単位は H（ヘンリー）/m＝N（ニュー

トン）/A2。 

－ 

と 
トルクチュ

ーブ 

超電導発電機において、界磁コイルを縛り付けておくチュ

ーブ。力を伝えつつ、熱膨張を抑える役割を果たす。 
－ 

と 
トンネル効

果 

非常に微細な粒子が、古典的には乗り越えることができな

いポテンシャル（エネルギー）障壁を、量子効果により乗

り越える（透過する）現象。 

－ 

は 
バルク超電

導体 

線，テープ，薄膜以外の十分な大きさをもった塊状の超電

導体。 
○ 

ひ 非破壊検査 

材料内部の欠陥や表面の微小な欠陥（クラックやヴォイ

ド）を、被検査物を物理的に破壊することなく検出する検

査方法。 

－ 

ふ 負荷平準化 時間帯や季節ごとの電力需要の格差を縮小すること。 － 

ふ 
負荷変動補

償 

電力会社や電力需要家における電力系統に生じる短時間

の負荷（kW）の変動を抑える機能。 
－ 

ふ フラクソン 超電導体中で単一磁束量子に量子化された磁束。 ○ 

ふ プラズマ 
物質を構成している原子と電子が離れている（電離してい

る）が、集団としての電気特性が中性の状態。 
－ 

ほ 放射線 
電離性を有する高いエネルギーを持った電磁波や粒子線

（ビーム）。 
－ 

ま 
マイスナー

効果 

常電導、混合又は中間状態からマイスナー状態への転移時

に生じる磁束の排除。 
○ 

ま 
マイスナー

状態 

ある大きさの超電導体において、完全反磁性によって特徴

付けられる超電導状態。 
○ 

ま マグネット 外部磁界を発生させることを目的とした機器。 ○ 

む 無停電電源 
入力電源に停電などの異常が発生しても一定時間は停電

することなく電力を供給し続ける電源装置。 
－ 

め 免疫診断 

測定したいバイオ物質（抗原）に、選択的に結合する検査

試薬（抗体）を加えて、バイオ物質（抗原）の種類と量を

測定する診断法。 

－ 

り 粒子線 

主にレプトン、ハドロン、（イオン化された）原子や分子

などの粒子が、束状になって進んでいく状態（ビーム）。

代表的な粒子線として、電子線、陽子線、中性子線等があ

る。アルファ線（ヘリウムの原子核）やベータ線も粒子線

である。 

－ 

 




