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高温超電導実用化促進技術開発

２０１６年５月～２０２１年２月プロジェクト実施期間：
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1-1.研究開発の背景

○ 超電導とは非常に低い温度で電気抵抗がゼロとなる現象。

○ 極低温（-269℃(4K)／液体ヘリウムの沸点）付近で超電導状態となるものを低温超電導、

-253℃（20K/液体水素の沸点）より高温で超電導状態となるものを高温超電導という。

○ 現在開発中のイットリウム系（図中●）、ビスマス系超電導体（図中●）は液体窒素の沸点
（-196℃）以上でも超電導状態を実現できる。

○ 超電導状態になると、大電流が流せ、大きな磁場を発生させることなどができる。

○ また、その際の送電ロスをゼロとすることができるため、エネルギー・環境イノベーション
戦略では超電導技術の有用性や技術開発を加速することの必要性等が記載されている。

超電導材料臨界温度（Tc）向上の変遷
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1-1.研究開発の背景

ムーンライト計画やニューサンシャイン計画において、低温超電導体の応用技術開発を実施。
25年前から高温超電導線材・電力機器を中心に切れ目なく技術開発を行ってきたものの、
市場が確立されていない。
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1-2.研究開発の目的、目標

本ＰＪでの狙い（全体）

これまでの高温超電導の要素技術開発の成果は、実用化開発へ

移行可能な段階にある

実用化促進対象として、送配電分野と高磁場コイル分野を選定

理由は、大きな省エネ効果、送配電システム高度化、ヘリウム

供給リスクへの対応、大きな市場創出効果

事業化に進むための適切な技術開発を行う

送配電分野は、電力送電（交流）、電力送電（直流）、

鉄道き電線

高磁場コイル分野は、ＭＲＩ用コイルの技術実証、コイル用

超電導線材の高性能化、生産性向上
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2-1.研究開発体制・テーマ構成・スケジュール

予定どおり
事業終了

予定どおり
事業終了
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2-2.運輸分野への高温超電導適用基盤技術開発

委託事業者 公益財団法人鉄道総合技術研究所
共同実施先 株式会社前川製作所、株式会社ＩＨＩ、

三井金属エンジニアリング株式会社、東京大学、三重大学、九州大学

事業期間 ２０１６年５月１７日～２０２１年２月２８日 （５年間）

＜背景＞
・鉄道用超電導き電ケーブルは、回生失効及び送電損失低減による省エネ、

電圧補償効果や変電所の集約化、変電所の負荷平準化、レール電食の
抑制等の大きな効果が期待できる。

・しかしながら、現在の冷却システムでは、ｋｍ級の冷媒圧送は実現できて
おらず、また、大型で鉄道現場への設置が難しいのが現状である。

＜課題＞
◆超電導ケーブルの長距離冷却技術開発 ◆長距離冷却システム構築・評価

・コンパクト冷凍機技術開発 ・実環境での評価実施

・液体窒素循環ポンプ技術開発

・断熱管技術開発

＜最終目標＞

・鉄道き電用のコンパクトなｋｍ級長距離冷却システムの実現。
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2-2.運輸分野への高温超電導適用基盤技術開発

①超電導ケーブルの長距離冷却技術開発

（１）コンパクト冷凍機技術開発

＜目標＞設置寸法 2m3/kW
＜実施内容＞a)熱交換器、周辺機器の小型化

b)回転機の高効率化
（２）液体窒素循環ポンプ技術開発

＜目標＞吐出圧0.6MPa 流量50L/min
＜実施内容＞a)動圧式ガス軸受の開発

b)構成部品の最適化
（３）断熱管技術開発

＜目標＞熱侵入2W/m 真空維持1年以上の見通し
＜実施内容＞a)断熱構造、ベーキング条件の最適化

b)吸着剤等の導入

コンパクト冷凍機（容積2m3/kW）

H2

N2

H2O

O2

軸

動圧式ガス軸受の構造

アウトガスの分析例
断熱管試作評価

2.7 m

2 m

1.8 m
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2-2.運輸分野への高温超電導適用基盤技術開発

②長距離冷却システム構築・評価

実環境での評価実施

＜目標＞ ｋｍ級長距離冷却システム開発
＜実施内容＞ a) 冷却システム構成

b) 液体窒素循環による冷却試験

鉄道き電用
km級長距離冷却システム例

冷凍機 リザーバ 液体窒素
循環ポンプ

電流端末

断熱管
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2-3.高安定磁場マグネットシステム技術開発

事業者 三菱電機株式会社(委託⇒助成)、
国立研究開発法人産業技術総合研究所(委託)

共同研究先 京都大学、東北大学、九州大学
再委託先 上智大学、株式会社フジクラ、古河電気工業株式会社

事業期間 ２０１６年５月１７日～２０２１年２月２８日 （５年間）

＜背景＞
・超電導マグネットの最も大きい市場は医療用ＭＲＩ。

（日本メーカシェア20%、日本製マグネットシェア10%）
・画像診断の高度化より、高磁場化が進行。
・現行の低温超電導マグネットは、液体ヘリウム冷却だが、

ヘリウム資源の枯渇、高騰によるＭＲＩ供給不安
⇒高温超電導マグネットへの期待大。

＜課題＞
・超電導線材の剥離応力確保
・高安定、高均一磁場への、超電導線材磁化の影響
・高安定磁場発生を実現するシステムの要素開発
・高電流密度化に伴う、コイル異常時のコイル保護

＜最終目標＞
・高電流密度コイルの実証、全身撮像用３Ｔ－ＭＲＩマグネットの基本設計完了。
・高温超電導接続として、接続点での抵抗値10-12Ω以下の接続の実現。

国内稼働 MRIシステム
メーカシェア（2011年）
[月刊「新医療」より]
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＜実施内容＞

①大口径高温超電導コイルの製作・評価技術

②超電導線材の磁化による磁場影響の計測技術に関する研究

③高温超電導磁化による磁場安定性の影響に関する研究

④高温超電導磁化による磁場均一度の影響に関する研究

目標：アクティブシールド型５Ｔ-マグネットの製作

・コイル平均電流密度２００Ａ／ｍｍ２超（７Ｔ）

・低温超電導コイル比線材量３０％以上低減

・磁場均一度10ppm未満、磁場安定度0.1ppm/hr未満

１- ① 高温超電導コイルの実用化技術開発
（三菱電機）

目標：３Ｔ－ＭＲＩ超電導マグネット実用機の基本設計の完了

＜実施内容＞

①高温超電導マグネット最適化設計技術

②高安定磁場マグネットの励磁システムの開発

③ＭＲＩ高温超電導マグネットのシステム最適化の検討
½サイズアクティブシールド型

3Tマグネット構成図

2-3.高安定磁場マグネットシステム技術開発

１- ② マグネットのシステム最適化技術開発
（三菱電機）

完成した3T高温超電導コイル
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高温超電導コイルの各接続構成

１- ③ 高温超電導線材の超電導接続技術開発 （産業技術総合研究所）

目標：・マグネット製作現場で施工可能な

高温超電導接続の実現

（接続点での抵抗値10-12Ω以下）

＜実施内容＞

①接続部を、接続に適した「低磁場・低温環境」におくこと
により、接続に用いる超電導材料の選択肢を拡大

②イットリウム系高温超電導線材どうしを、異種超電導
材料を介して接続

１- ④ コイル保護・焼損対策手法の開発

（三菱電機、産業技術総合研究所）

目標：コイル保護として、焼損対策手法の確立
(ドライブモード、永久電流モード)

＜実施内容＞

①ドライブモードシステムマグネットのシステム保護技術開発

②ドライブモードシステムマグネットの異常対策検討

③永久電流モードマグネットに対する異常検出技術

④永久電流モードマグネットに対する保護・焼損対策技術 高温超電導コイルの
常電導伝播特性解析結果

2-3.高安定磁場マグネットシステム技術開発
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2-4.電力送電用超電導ケーブルシステムの実用化開発(交流)

助成事業者 東京電力ホールディングス株式会社、住友電気工業株式会社
古河電気工業株式会社、株式会社前川製作所

事業期間 ２０１６年７月５日～２０１９年２月２８日 （３年間）

＜背景＞
・「高温超電導ケーブル実証プロジェクト」における実系統への連系試験に

よって、通常運転時の超電導ケーブルの安定性・信頼性が検証された。
・「次世代送電システムの安全性・信頼性に係る実証研究」では、電力系統

適用に向け、地絡・短絡などの事故時の安全性の基礎評価を進めてきた。

＜課題＞
・ケーブルシステムについては、これまで実施した基礎評価を基に、

実運用時における事故時の現象把握が必要。
・冷却システムについては、超電導ケーブルの特徴を最大限に生かすために、

冷却システム効率のさらなる向上と耐久性の評価が必要。

＜最終目標＞

・交流高温超電導ケーブルシステムの実運用ガイドラインの作成及び
高品質システムの確立
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2-4.電力送電用超電導ケーブルシステムの実用化開発(交流)

・送電損失の低減 （銅ケーブルの約1/2）
・大容量かつコンパクト (銅ケーブル1kA/cct ⇒ 3kA/cct）

⇒建設コスト削減により都内系統への適用が期待

大容量
コンパクト

水冷管

CV・OFケーブル

防災トラフ

超電導ケーブル

管路洞道（暗きょ）

2100mm

800mm

1000mm

◆ 超電導ケーブルのメリット
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2-4.電力送電用超電導ケーブルシステムの実用化開発(交流)
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Phase1 : 高温超電導ケーブル実証プロジェクト（2007～2013）

超電導ケーブル構造

系統連系試験（1回目）

2-4.電力送電用超電導ケーブルシステムの実用化開発(交流)

日本で最初の実系統連系試験を実施。約1年半の運転実績を得た。
短絡、地絡等の安全性検証や冷凍機の性能向上に関する課題あり。
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2-4.電力送電用超電導ケーブルシステムの実用化開発(交流)

①「超電導ケーブルシステムの安
全性評価方法の開発」

②「高効率・高耐久冷却システムの
開発」

③「早期復旧等の実用性向上のた
めの対策検討」

【Phase2実施項目】

高効率ブレイトン冷凍機
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超電導ケーブルの安全性検証内容

2-4.電力送電用超電導ケーブルシステムの実用化開発(交流)

リスク検討に伴う安全性検証データをほぼ取得。これらの結果に基
づいた超電導ケーブルの運転に関するガイドラインを策定。

従来（2013年）までの検証内
容
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2-4.電力送電用超電導ケーブルシステムの実用化開発(交流)

【冷凍機に関する目標】

・高耐久性：メンテナンス
インターバル 40000時間
・高効率性：COP 0.11

・高耐久性：約15000時間の
稼働実績。その間ノーメンテ
交換部品インターバルからの
推測であるが4万時間稼働の

見込みを得た。

・高効率性：実運転：0.08程度
定格負荷時には0.01の上積み

が可能。
圧縮機組み合わせ変更他に
より、0.11レベルの達成見込

みを得た。
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2-5.高安定磁場マグネットシステム技術開発

委託事業者 古河電気工業株式会社
再委託先 国立研究開発法人物質・材料研究機構、

ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社

事業期間 ２０１６年５月１７日～２０１９年３月３１日 （３年間）

＜背景＞
・「ヘリウム危機」対策として、液体ヘリウムを使わない高温超電導ＭＲＩの開発
が進められている。

・高温超電導ＭＲＩでは超電導線の超電導接続ができないために、従来のＭＲＩで
用いられている永久電流運転ができず、その開発が望まれている。

＜課題＞
・高温超電導ＭＲＩで使用される希土類系超電導線材（イットリウム系線材）の超
電導接続の実現が必要。

・超電導接続を研究室レベルから実用レベルとするために、マグネット製造現場で
実現可能な技術の確立、歩留まりの把握、劣化に関する評価が必要。

＜最終目標＞

・通電電流 100A、1×10-12Ω以下の超電導接続を安定的に実現する。
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2-5.高安定磁場マグネットシステム技術開発

プロジェクトの目標と成果の意義

1.5T 低温超電導ＭＲＩマグネット

低温超電導ＭＲＩ 高温超電導ＭＲＩ

ＭＲＩ実績 国内で5000台普及 開発中

超電導線材 ＮｂＴｉ REBCO

運転温度
4.2K 

(液体ヘリウム冷却）
50K

（冷凍機冷却）

運転用電源 不要（永久電流） 必要（電源駆動）

超電導接続 〇 可能 × （開発中）

低温超電導線の断面

低温超電導線の接続
高温超電導線の接続

超電導線 超電導フィラメント

ハンダ

コイルジョイント
永久電流スイッチ

電流リード
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2-5.高安定磁場マグネットシステム技術開発

超電導接続技術の開発

Ag 保護層

超電導層

中間層
ハステロイ基板

超電導原料

原料塗布

仮焼成
（有機物除去）

本焼性
（超電導層を結晶化）

◆高温超電導線の接続プロセス

スプレーコート

仮焼熱処理

本焼用小型焼成炉

超電導接続

150A以上の通電特性を達成

50K,1T,100Aで1×10-13Ω以下を達成

◆超電導接続技術の特性評価
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2-5.高安定磁場マグネットシステム技術開発

歩留りの向上研究

線材旧ロット 線材新ロット
エッチング法 矯正法

歩留まり改善

歩留５０% 歩留 ７％ 歩留 ６６％ 歩留 ５５％ 歩留 ８０％

目標値51A

接続条件の最適化

・接触圧力

・処理温度・時間

・溶液濃度

接続面の接触部分 (Ic = １６Ａ ) 接続面の接触部分 (Ic = １３４Ａ )

低下原因
線材の「たわみ」で、２本の線の
接触が不十分

改善
線材の「たわみ」の矯正、接触の構造変更
により、２本の線の接触面積向上
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2-5.高安定磁場マグネットシステム技術開発

超電導ＭＲＩマグネット適用ための必要データ取得

77K,0T,107A

50K,0.1T,312A

50K,1T,180A

Typical coil configuration of a MRI magnet. 

超電導コイル

ＰＣＳ
超電導接続

◆磁場特性

項目 仕様

中心磁場 ３Ｔ

コイル内磁場 ～５Ｔ（最大）

温度 20K～50K

電流値 100A～300A

接続部の磁場環境 １Ｔ

◆機械特性
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2-5.高安定磁場マグネットシステム技術開発

永久電流試験のための超電導コイルの製造

自動巻線機を用いたソレノイドコイルの製作

要素コイル(線材6㎜幅)の通電試験のコイルIc測定結果
（ライン 線材Ic：実線 B||、点線 B⊥）

NIMSの大型超電導マグネットを用いた磁場中にて、製作した
コイルのIcの測定を実施。

77K、66Kの温度環境では、コイルIcと線材Icが比較的よく一
致していることから、巻線による劣化が無いと考える。
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2-5.高安定磁場マグネットシステム技術開発

永久電流モード試験の結果

永久電流コイル運転のタイムチャート

小型コイルを用いた永久電流システム

永久電流コイルの等価回路

超電導コイルを用いた超電導接続の検証
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2-6.高磁場コイル用線材の実用化技術開発

委託・助成事業者 株式会社フジクラ
委託事業者 国立研究開発法人産業技術総合研究所
共同実施先、再委託先 九州大学（共同実施）、京都大学（再委託）
共同研究先 九州大学、東北大学

事業期間 ２０１６年５月１７日～２０１９年２月２８日 （３年間）

＜背景＞
・超電導マグネット最大の市場である医療用MRI(国内メーカシェア２割)において、
高精細画像診断の需要に伴い高磁場化が進行し、小型軽量化ニーズがある。

・ヘリウム資源の逼迫に伴う資源セキュリティ問題がある。

＜課題＞
・ヘリウム冷媒フリーかつ充分に省エネで熱安定性に優れる。
小型マグネットシステム実現のため、高温高磁場で高Jcを発揮する線材が必要。

・コイル巻線に耐える長尺で特性が均一かつ機械的信頼性を有する線材が必要。
・高精度安定磁場発生のために低損失構造の検討が必要。
・高い生産性に基づく競争力ある線材が必要。

＜最終目標＞

・伝導冷却30K運転でかつ1.5T級程度に小型化した競争力ある3.0T級ヒト全身
MRI高精度マグネットを構成し得るREBCO系超電導線材の開発
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2-6.高磁場コイル用線材の実用化技術開発

背景・位置付け・必要性

・上記で満たすべき開発要素

→ 性能向上(委託事業) と 生産性向上(助成事業)

性能向上 １．高磁場ｺｲﾙ用超電導線材の臨界電流密度向上技術開発

２．長尺線材性能の均一性向上技術開発

３．高磁場ｺｲﾙ用低損失構造線材の研究開発 ⇒将来技術として産総研担当

生産性向上 律速工程の生産性改善技術開発＆特性評価・解析

Heフリー・省エネルギー（３０K運転）
高磁場・コンパクト（１.５T機の場所に設置可）

従来の３T機MRIに無い競争力を実現

ヘリウム輸入価格推移

イットリウム系高温超電導線材

１㎞級 均一高特性線材

使用環境 温度30K、経験磁場 7T

平均電流密度（Je） > 400A/mm2
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2-6.高磁場コイル用線材の実用化技術開発

①高磁場コイル用臨界電流密度向上技術の開発

最終目標 成果

温度30K、磁場7T
にて平均電流密度
４００A/mm2以上

温度30K、磁場7T
にて平均電流密度
５２７A/mm2 を達成

・超電導層形成におけるロッド形状のBaMO3人工ピン安定形成技術開発により更なる高特性長尺製造に目処

・現用の金属系NbTi線材(4K冷却)の平均電流密度(7T)に対し、ヘリウム不要な高温(30K, 7T)で約2倍に増大

・製造線速50m/hrにおいて目標値を上廻る超電導特性を達成し、さらなる高速化技術開発の指針

→ 最高527A/mm2（5m長、50mm基板）、 406A/mm2（5m長、75mm基板）

・高温超電導MRI用マグネットシステム小型化に要求されるコイル電流密度（200A/mm2）実現に目処

・医療現場で既設のMRI装置（1.5T機）設置スペースに、高性能小型3T機MRI装置のリプレース設置に展望

目標と成果①（委託事果）

成果

目標達成のアプローチ

高

性

能

化

①

PLD法超電導層工程において人工ピン
(BaMO3ナノロッド)の安定形成技術の

開発に成功し高Jeを達成

構造因子検討による非超電導層部(基板
他)断面積低減で更なる高Jeを達成

製造線速50m/hrにおいて300m長線材
の安定連続蒸着技術開発に成功

長尺線材性能の均一性向上技術開発
テーマの成果と総合し3T級MRIﾏｸﾞﾈｯﾄ
実現に展望

成果の意義・優位性・汎用性・波及効果等

◆超電導層：人工ピン長尺均質導入
◆構造因子：線材断面積低減
◆製造線速：高速化維持
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2-6.高磁場コイル用線材の実用化技術開発

②-1 長尺線材性能の均一性向上技術開発（均一性）

最終目標 成果

1kmにおける臨界流
の低下率を0.15未満

1kmにおける臨界電流
の低下率 0.15～0.16
達成

・各工程のクリーン化技術開発により㎞級のイットリウム系長尺線材の局所特性低下箇所の排除に成功

・量産可能な高特性製造条件において臨界電流低下率約15%の1㎞級試作に成功

・長手方向の臨界電流特性均一化の結果、機械的強度バラツキが改善

・㎞級単長線材により伝導冷却イットリウム系超電導コイル実現に展望

・現用の金属系NbTi線材(4K冷却)コイルの運転温度を、ヘリウム不要な高温(30K)に上昇

目標達成のアプローチ

成果

高

性

能

化

②

高精度均質性検出装置により、線材各工
程に生じる局所低下点の要因を特定

各工程におけるクリーン化技術により局
所特性低下点排除に成功

量産可能な1㎞長高特性線材において、
臨界電流低下率約15%のイットリウム系線
材試作を達成

成果の意義・優位性・汎用性・波及効果等

◆特性低下因子の解明
◆製造工程中の特異性低下因子排除

◆工程クリーン化等の施策

特性低下部の特定例
（超電導層クラック）

線材特性低下部の磁気光学像

線材（幅方向）

目標と成果②-1（委託事果）
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2-6.高磁場コイル用線材の実用化技術開発

②-2 長尺線材性能の均一性向上技術開発（信頼性）

（最終目標） （成果）

線材機械的長期信頼
性評価、熱的・動的負
荷試験、信頼性工学
等に基く管理方法の
確立等を図る

特性均一化による機
械強度バラツキ改善、
及び実使用環境にお
ける大きな疲労定数、
強い繰り返し応力強
度を確認

目標と成果②-2（委託事果）

・基板垂直方向の引張応力 長尺線材特性分布の改善に伴い、バラツキ改善確認

・基板長手方向の引張応力 長尺線材で充分な電磁応力負荷耐性（334MPa）を確認

・低温環境における基板垂直方向疲労定数を導出、使用条件下で経時的強度低下が発生しないことを確認

・実使用環境を考慮した含浸巻線形状試料の充分なヒートサイクル耐性を確認

・106サイクル(550MPa)の充分な繰り返し長手方向疲労耐性を確認、および疲労破断強度の応力依存性を確認

目標達成のアプローチ

成果

高

性

能

化

②

基板垂直方向の引張応力耐力のバラツ
キ改善

基板垂直方向の大きな疲労定数～100
を確認

樹脂含浸巻線状試料がヒートサイクル
試験100回の耐性を確認

基板長手方向の繰返し引張応力550MPa
において106サイクルを確認

・垂直引張応力耐力改善 ・繰り返し長手引張強度確認

成果の意義・優位性・汎用性・波及効果等

◆短尺・長尺線材（巻線形状）の機械強度バラツキの評価
◆短尺・長尺線材（巻線形状）の動的疲労特性の評価

巻線形状試料

短尺線材
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2-6.高磁場コイル用線材の実用化技術開発

目標と成果③（委託事果）
（最終目標） （成果）

安定化磁場発生用線材
として交流損失の低減
を達成（高い磁場中臨
界電流を持ったうえで
無加工と比較して、交
流損失が1/10）

細線化及び撚り線加工
線材における損失シ

ミュレーションを行う
とともに、高い磁場中
臨界電流を持ったうえ
で無加工と比較して、
交流損失が1/10を達成

③高磁場コイル用低損失構造線材の研究開発

・螺旋巻き線材の円筒半径を小さくし、ツイストピッチを 2m 以下等とすることで、MRIの励磁消磁で想定される

磁場掃引速度 1mT/s において損失低減可能なことを確認。

・上記条件下で、細線化技術の改良によって1/10以下の損失低減が可能なことを確認した。

・MRIの緊急消磁設計に応えると共に、加速器や核融合マグネット、回転機等への技術展開が考えられる。

目標達成のアプローチ

成果

高

性

能

化

③

加工レーザーのマルチビーム化により、
細線化の効率向上

インプルーム法での線材長尺化：均一
性向上により細線化の性能劣化抑制

16分割線材の損失評価により損失1/10
を達成

細線化螺旋巻き線材の損失シミュレー
ションにより最適線材形状決定

成果の意義・優位性・汎用性・波及効果等

・改善分割線材による交流損失評価

・細線化螺旋巻き構造の
損失髭右レーション◆細線化加工技術の改善

◆シミュレーションと
測定技術開発による
撚線構造を含む損失評価
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2-6.高磁場コイル用線材の実用化技術開発

④高磁場コイル用超電導線材の生産性向上技術開発

最終目標 成果

完成品の単位時間
あたり生産長を
50m/hr以上

平均電流密度
400A/mm2以上を

維持し完成品の単位時
間あたり生産長
50m/hr達成

・PLD装置の改良等により、均一・高特性イットリウム系超電導線材の製造線速50m/hrを全工程で実現

・製造線速50m/hr以上において平均電流密度（Je）400A/mm2(30K,7T)以上を300m長線材にてクリア

・性能のみならず製造コストで競争力ある実用高磁場高温超電導マグネット実現に展望

・高速高精度連続磁化測定技術の素子多チャンネル化により線速65m/hの高精度2次元Jc分布測定に成功

・人工ピン導入線材の磁場中長手方向均一性評価により、僅かな外部磁場中の磁場依存性(2T以下)を確認

・広汎な磁場・温度領域における最大ピン力密度の一般的スケール則近似に指針

成果

生

産
性
向
上
④

ホットウォール式PLD装置改良等に
より、単位時間当たり製造長50m/hrを

全工程にわたり実現

全工程50m/hrにて、400A/mm2以上
(30K, 7T)の300m長線材試作に成功

連続磁化測定多チャンネル化により
線速65m/hrで高精度2次元分布測定

最大ピン力密度を与える磁界が一般的
なスケール則でほぼ近似可能

◆超電導層 → 高特性維持
◆基板表面品質 → 表面状態維持
◆安定化層品質 → 厚さ分布維持

目標達成のアプローチ

成果の意義・優位性・汎用性・波及効果等

目標と成果④（助成事果）
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2-6.高磁場コイル用線材の実用化技術開発

事業化計画
2019
年度

2020
年度

～2025
年度

～2030
年度

～2040
年度

高温超電導高磁場コイル
用Y系超電導線材事業化

参考＊

高温超電導マグネットの実
規模機開発計画(全身撮

像)

上市・販売 販売拡大

顧客R&Dセンター
超電導事業
推進室

営業部門

販売拡大 販売拡大

＊出典：高温超電導実用化促進技術開発（中間評価）分科会 プロジェクトの概要説明資料（公開）

構造設計
実証機製作½ 3T撮像実証

▲薬事認可
▲市場投入開始

▲量産開始

3T臨床実証機

ターゲット 高温高磁場ＭＲＩ装置 （核磁気共鳴装置、高エネルギー物理研究用加速器、送電ケーブル導体、等）

開発・製造・販売体制

事業化の展望（長期計画案）

低温超電導線材に比べた通電性能価格比（円/A･m比）
を2025年頃に大幅低減
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2-7.本ＰＪ以外での超電導技術開発の取り組み

プラント内利用のための低コスト型三相同軸超電導ケーブルシステムの開発

◇ 戦略的省エネルギー技術革新プログラム （2017～2020年度 実施中）

・既に液体窒素を利用している大規模プラント
（製鉄、石油化学等）において、この液体窒素を
冷却熱源として活用し、低熱負荷の三相同軸超電
導ケーブルシステムを稼働させることで、初期投
資、運用経費を削減し、省エネルギー化を達成す
る送電ケーブルシステムを開発する。

昭和電線ケーブルシステム


