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まえがき

富士電機では，高温超電導材料（HTS： High Temper-

ature Superconductor）を用いた応用製品として電流リー

ド，変圧器，コイルへの取組みを行っている。このなかで，

電流リードは低温端への熱侵入を大幅に低減できるという

特長を有し，すでに冷凍機マグネット用として 100A級の

ものが実用化されている。電流リードとは，室温にある電

源から液体ヘリウム温度（4.2 K）に冷却された超電導マ

グネットなどの機器へ電流を供給する装置である。

富士電機では，高温超電導材料を用いた電流リード（以

降，超電導電流リードという）として，これまで 1kA級

の電流リード
（1）

をはじめとして，エネルギー貯蔵装置で実際

の運転に供している電流リード
（2）

あるいは交流機器への展開

を図ったAC2kA電流リード
（3）

を開発してきた。

10 kAを超える大容量電流リードは，核融合実験炉や大

型粒子加速器といった巨大科学装置に要求されているが，

これまでは，従来形の銅製電流リードが使用されてきた。

しかしながら，大型プロジェクト用の電流リードとして通

常の銅製電流リードを使用した場合，冷凍機への熱負荷は

電流リードだけで全体の 3分の 1を占めてしまう。これは，

冷凍機の大形化を招き，プロジェクト全体のコストアップ

につながってしまう。電流リードを超電導電流リードにす

ることにより大幅な熱負荷の低減，ひいては冷凍機の運転

電力を低減することができる。

超電導電流リードは，運転コストを大幅に削減可能であ

るという特長が明白であるため，初期コストが割高である

にもかかわらず，大型ハドロン計画（LHC）などの大型

プロジェクトでは採用が決定されている。

本稿では，10 kAを超える大容量の超電導電流リード技

術について，その特長や構成を具体的な開発例を中心に述

べる。

超電導電流リード

超電導電流リードは，その導体として常温側には銅を，

また低温側には HTSを用いる。図１に超電導電流リード

が設置される場合の一例を示す。電流は，常温端から超電

導電流リードを通り，超電導マグネットへ供給される。超

電導電流リードは，銅リード部と HTS部で異なる冷媒に

より冷却される。銅リード部は低温（20 ～ 60K）のヘリ

ウムガスにより冷却され，HTS部は，電流リード自身の

侵入熱により蒸発するヘリウムガスを HTS部内に導くこ

とにより冷却している。

従来形の電流リードは，常温端から低温端まで銅導体を

用いて構成されていたため，液体ヘリウムへの熱侵入量が

過大であり，最適化しても 1.2W/kAが限界であった。超

電導電流リードは，低温側を高温超電導体で構成している。

高温超電導体は，抵抗なく電流を流し，熱は伝えにくい。

電流リードとしては理想的な材料ということになる。した

がって，超電導電流リードは，低温端への熱侵入量を従来

形電流リードに比べて大幅に低減することが可能である。
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図１　超電導電流リードの設置例
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大容量超電導電流リードへの要求

核融合炉用や加速器用では，10 kAを超える大容量超電

導電流リードが必要となる。大容量超電導電流リードは，

低温端で熱侵入量を大幅に低減することができるが，それ

と同時に高い信頼性と安全性が要求される。これは，電流

リードが巨大な蓄積エネルギーを有する超電導マグネット

を励磁するため，電流リードでトラブルが発生した場合，

システム全体の大事故につながってしまうためである。

安全性とは，HTSがクエンチ（超電導が常電導へ転移

すること）した場合でも安全に電流を遮断することができ

ることを意味し，安定性とは高温超電導体が材料として経

年変化がないこと，冷却と昇温を繰り返したときや励磁を

繰り返したときに性能劣化がないことを意味する。

設計コンセプト

４.１ 材　料

先にも述べたように，超電導電流リードは，その導体と

して常温側に銅製リードを，低温側に高温超電導体を用い

る。

高温超電導材料として，これまで富士電機ではビスマス

系バルク材を用いてきたが，高信頼性を要求される大容量

用として，ビスマス系バルク材，イットリウム系バルク材

とビスマス系銀シース材に対して，臨界電流値，熱伝導率，

銅との接触抵抗などの物性データについて総合的に評価し

た。表１には高温超電導材料の物性比較を示す。熱伝導率

積分値を除けば，ビスマス2223銀シース材が他の材料より

優れている。熱伝導率については HTSの冷却構成により

解決できるため，ビスマス2223銀シース材が最適と判断し

た。この材料は，臨界電流値が高く，表面が銀であること

から銅との接触熱抵抗も小さい。さらに，マトリックスの

銀が，HTSクエンチ時の保護導体としての役目をするの

で，新たにバイパス導体を設置する必要がない。

常温側の銅リードは，これまで従来形電流リードで培っ

てきた技術を生かし，銅素線を束にして構成したいわゆる

バンドルタイプを採用する。

４.２ HTS部の構成

HTS 部はビスマス系の銀シース材を使用することとし

たが，この材料はテープ状でしか所要の臨界電流値を得る

ことができない。そこで，何枚かのテープ状の銀シース線

を積層して使用する方式をとった。

HTSテープの臨界電流値は印加方向による異方性があ

る。すなわち，テープ面垂直方向の磁界の方が平行方向の

磁界よりも敏感であり，垂直方向磁界により臨界電流が大

きく劣化してしまう。この特性を考慮して，HTSの配置

を決定した。図２には，HTS 部の径方向断面図を示す。

テープ状の銀シース線を複数枚積層してユニット導体とし，

このユニット導体をステンレス鋼管の周りに24個円周状に

配置した。このような配置とすることにより，HTSで発

生する自己磁界のうち，垂直成分を低減することができる。

さらに，ユニット導体間に矩形（くけい）断面を有する

磁性体（鉄）を置くことにより，銀シース線のテープ面に

垂直な磁場成分をより一層低減できることを見いだした。

図３に HTS周りの等ポテンシャル図を，図４に磁場ベク

トル図を示す。磁性体を置くことによりテープ面垂直方向

の磁界成分が小さくなっていることが分かる。磁性体を配

置することにより，臨界電流値は計算上約 20 ％向上する。
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表１　高温超電導材の物性比較 

分　類 

項　目 

臨界電流密度（at77 K，OT） 

4.2 Kにおける接触抵抗率 

77 Kにおける接触抵抗率 

時間的安定性 

大容量への拡張性 

熱伝導積分値 

臨界電流密度 
（  c） 
の磁場依存性 
（at77 K） 

J
c（100 Gs）/J
c（0 Gs） J

c（400 Gs）/J
c（0 Gs） J

銀シース 

ビスマス2223（PIT法） 

14,000 A/cm2 12,000 A/cm2400 A/cm2 1,000 A/cm2

0.70.7 0.95

0.20.3 0.5

350 W/m80 W/m 65 W/m

1（テープ面平行） 
0.8（テープ面垂直） 

0.96（テープ面平行） 
0.5（テープ面垂直） 

12,000 W/m（Ag-1at％Au） 
2,800 W/m（Ag-11at％Au） 

＜0.1　Ω・cm2

バルク 

ビスマス2223（焼結法） イットリウム123（焼結法） ビスマス2212（MCP法） 

λ dT
77K

4.2K

0.1　Ω・cm2 0.1　Ω・cm2

2.5　Ω・cm2

0.3　Ω・cm2

－ 2　Ω・cm2＜1　Ω・cm2

非常に良い 比較的良い 比較的良い 

困難 

悪い（吸湿して劣化） 

容易 

〈注〉10 kA HTS電流リードの場合，外径は64 mmとなる。 

HTSユニット 

磁性体 

ステンレス鋼管 

図２　HTS部径方向断面図
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開発実績

５.１ 10 kA級高温超電導電流リード

日本原子力研究所と共同で開発した 10kA級高温超電導

電流リード
（4）

を図５に示す。銅リード部は電気銅の素線によ

るバンドル構造であり，有効熱交換長が 1,500mmである。

HTS 部は図２で示したように HTS テープを積層した

HTSユニット導体を円周状に配置した。有効熱交換長は

350mmである。電流リードとしての全長は 2,660mmで

ある。HTS部は最初，磁性体を入れない構成として試験

を実施し，その後磁性体を入れた改造を行い再度試験を実

施してその性能を評価した。

試験の結果，HTS に磁性体を配置しないものは 13 kA

まで通電が可能であり，磁性体を配置したものは 14.5 kA

まで通電が可能であることが分かった。いずれも，HTS

高温端の温度が 75Kのときであった。また，低温端への

熱侵入量は 10 kA通電時に 1.0W（0.1W/kA）であり，従

来形電流リードの10分の 1となった。

５.２ CERN-LHC用 13 kA高温超電導電流リード

５.２.１ CERN電流リード

欧州共同加速器研究所（CERN）では LHC計画を推進

中であり，2005年の完成をめざしている。高温超電導電流

リードは，13 kA用，6kA用，600A用の 3種類が必要で

あり，総数で 1,300 本以上必要となる。現在，CERNにお

いて各社の 13 kAプロト器を試験評価中であるが，富士

電機から供給した電流リードは各社に先立ち実施し，すで

にCERNにて試験評価を終えている。

５.２.２ 要求仕様

13 kA高温超電導電流リード
（5）（6）

は，ダイポールマグネット

用の電流リードとして，低熱侵入化と高い安全性が要求さ

れる。熱侵入量とし 4.5 K 端で定格電流通電時に 1.5W以

下（0.12W/kA），銅リード部への 20K 供給ガス量を 1.0

g/s 以下と規定されている。また，HTS にクエンチが発

生した場合，電流を時定数 120 秒で遮断するが，この時

HTS の温度が 200K を超えてはならない。さらに，電流

リードの全長は 1.5m 以内に制限されている。これは，日

本原子力研究所と共同開発した 10kA級電流リードの全長

の約半分の長さである。電流リードは短いほど熱侵入が大

きくなるため開発としては難しくなる。

５.２.３ 設計，製作および試験結果

CERNからの技術仕様に基づき富士電機にて設計製作

を行った。CERNからは要求性能のみ提示され，基本構

成は各社に委ねられている。図６には製作した 13 kA高温

超電導電流リード（プロト器）の外観を示す。また，表２

に主要パラメータを示す。全長が短いため，銅リード部は

材料から最適化を図った。その結果，銅リード部にはリン

脱酸銅の素線を使用したバンドル構造とすることにした。

また，HTS部の構成は図２に示したとおりであるが，CERN

向けの仕様に合わせて最適化を図った。なお，HTS高温

端温度が 50Kと低いため，磁性体による臨界電流値向上

は不要であるので磁性体は用いなかった。

試験評価は CERNにて実施した。その結果を表３に示

す。また，電流リードの温度分布を図７に示す。比較的よ

く一致しているのが分かる。電流リードの代表的な熱特性

である 4.5 K 端への熱侵入量は，0.715W（0.055W/kA）

と従来形電流リードの20分の 1となった。銅リードへの最
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図３　自己磁界分布図（等ポテンシャル図）

図４　HTSユニット内磁場ベクトル図

図５　10 kA級高温超電導電流リード

磁性体を入れないもの 磁性体をHTSユニット間に
配置したもの

HTSユニット

HTS
ユニット

磁性体

磁性体を入れないもの 磁性体をHTS間に
配置したもの
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少必要流量が 0.98 g/s であり，要求仕様を満足した。電流

リードの全体特性を従来形リードと比較する場合，電流リー

ド全体を冷却するために必要な冷凍機の運転電力で評価す

るのが一般的である。この 13 kA高温超電導電流リード

は，冷凍機の運転電力で従来形電流リードの 35 ％に抑え

ることができた。

あとがき

超電導電流リード技術について，その特長と基本的な設

計思想について開発実績を中心に述べた。

核融合実験炉用としては，さらなる大容量化を狙った開

発を進める予定である。一方，CERN で進行している

LHC計画での実器電流リードに向けて，信頼性，安全性

を中心とした研究開発を進めていく考えである。

最後に，超電導電流リードの開発にあたり，多大なご指

導，ご協力を賜った日本原子力研究所ならびに欧州共同加

速器研究所の関係各位に深謝する。
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表２　13 kA 高温超電導電流リード（プロト器）の 
　　　主要パラメータ 

定 格 電 流 / 定 格 電 圧 

電 流 リ ー ド 全 長 

銅リード部熱交換長 

銅リード部供給ガス流量（13 kA 通電時） 

銅 リ ー ド 部 材 料 

HTS 部 熱 交 換 長 

HTS　　　材　　　料 

4.5 K 端 熱 侵 入 量（13 kA 通電時） 

13 kA/3.5 kV 

1,434 mm 

600 mm 

0.95 g/s 

リン脱酸銅 

300 mm 

ビスマス2223 

＜1.5 W

表３　13 kA 高温超電導電流リード（プロト器）の試験結果 

分類・項目 

無
通
電
時 

13 
kA
通
電
時 

HTS 高 温 端 温 度（K） 

銅リード部必要最少流量（g/s） 

4.5 K 端 熱 侵 入 量（W） 

HTS 高 温 端 温 度（K） 

銅リード部必要最少流量（g/s） 

圧　　力　　損　　失（Pa） 

発　　生　　電　　圧（mV） 

4.5 K 端 熱 侵 入 量（W） 

試験結果 

40 

0.27 

0.64 

40 

0.98 

1,900 

84 

0.715

仕様値 

＜50 

＜0.6 

＜1.0 

＜50 

＜1.0 

＜5,000 

－ 

＜1.5

300

200

100

0
100806040

電流リード位置（％） 
200

温
　
度
（
K
）
 

計算 0 kA，0.27 g/s 
実験 0 kA，0.27 g/s 
計算 13 kA，0.98 g/s 
実験 13 kA，0.98 g/s 

図７　13 kA高温超電導電流リード（プロト器）の温度分布図

図６　CERN-LHC用 13 kA高温超電導電流リード（プロト器）
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