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まえがき

富士電機では 1960 年代半ばから超伝導機器の開発を進

めている。当初，開発の主体は超伝導発電機であったが，

その後，核融合関係を中心とした開発を行ってきた。また，

核融合分野以外でも加速器用コイル，磁気共鳴診断装置

（MRI）なども手がけてきた。さらに，高温超伝導体

（HTS）発見後は同超伝導体を用いた応用機器の開発も併

せて行っており，HTS 電流リード，HTS 変圧器などを生

み出している。

本稿では，これまでに開発した超伝導機器のうち，特に

核融合分野への適用を目指し開発を進めている大容量電流

リード，超伝導送電システムについて，これまでの開発成

果を紹介する。また，それと併せ超伝導分野の主流となり

つつある HTSを用いた機器の最近の開発成果として，

HTS 磁気浮上コイル，伝導冷却型HTS変圧器などを紹介

する。

超伝導技術への取組み状況

現在，世界各国において超伝導機器の実用化を目指した

研究開発が活発に行われている。特に超伝導の最大の特徴

である大電流をジュール損失なく流せることを利用し，核

融合装置，磁気エネルギー貯蔵装置（SMES），加速器用

などの大型超伝導コイルの開発が活発である。

富士電機ではこれまで四半世紀以上にわたって各種超伝

導機器の開発を行ってきているが，近年は核融合関係超伝

導機器および HTS 応用製品関係を中心とした開発を積極

的に行っている。このうち，核融合関係超伝導機器につい

ては，トロイダルコイル用モデルコイルをはじめとする各

種超伝導コイルや，超伝導コイルに大電流を供給する給電

装置など多岐にわたる開発を行ってきている。特に給電装

置としては，室温から極低温に冷却した超伝導機器への電

気の供給路である電流リードについて，連続定格 60 kA

のものまで開発し商品化している。さらに，最近では電流

リードの高性能化を目指した HTSを用いた電流リードで

60 kA用の開発に成功した。また，電流リードと超伝導コ

イルを超伝導で結ぶ超伝導送電システムを世界最大規模の

超伝導核融合実験装置である大型ヘリカル装置に納入し，

現在順調に運転中である。

以下に核融合関係超伝導機器として開発してきている

「電流リード」および「超伝導バスライン」についての取

組み状況を示す。

２.１ 電流リードの開発

富士電機では，1970 年代初頭から超伝導設備に不可欠

な機器である電流リードの開発を積極的に実施してきた。

電流リードとは室温から極低温（－269 ℃程度）に冷却さ

れた超伝導コイルに電流を供給するものであり，その性能

が超伝導設備全体の熱負荷に大きく影響するものである。

富士電機における電流リードの開発は大きく分けて次の

3 段階に区分けすることができる。

日本原子力研究所（原研）と共同で核融合実験炉用を

目指した大電流・高電圧の電流リードを開発
，

〔国際熱核

融合実験炉（ITER）共通試験設備用 50 kA電流リード

など〕

各超伝導設備固有の要求に適用した電流リードの開発

（5 kA 級交流電流リード，短時間定格 100 kA 電流リー

ド，強制冷却型 50 kA電流リードなど）

HTSを用いた電流リードの開発（60 kA HTS 電流

リード
，

，高磁場対応 10 kA HTS 電流リードなど）

以上の各電流リード開発の中で，ITER 共通試験装置用

電流リードと 60 kA HTS 電流リードについて紹介する。

２.１.１ 60 kA電流リードの開発

本電流リードは，ITER 実機適用を念頭に置いて設計を

行っており，定格電流，定格電圧をそれぞれ DC 50 kA，

AC 6.6 kVとした。これは，ITERで要求される超伝導コ

イルの通電電流が 40 kAから 60 kAであり，最大電圧が

DC 10 kVであることから設定したものである。本電流

リードは 1994 年 4 月から設計・製造に着手し，1995 年 8

月に ITER 共通試験装置に設置した。電流リードの据付時

の写真を図１に示す。
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ITER 共通試験装置が完成後，電流リードの特性評価試

験，60 kA拡張通電試験，冷却用冷媒停止試験などを実施

した。特性試験においては，電流リードの熱特性，耐電圧

性能，低温接続部での接触抵抗などの測定を行い，電流

リードの基本特性を評価した。低温端への熱侵入量につい

ては，定格通電時の開発目標である 60W以下を達成して

おり，熱特性として良好な結果が得られた。

冷却用冷媒停止試験は，何らかの事故で冷媒を電流リー

ドに供給できなくなった場合を想定したもので，超伝導コ

イルに通電中の電流を低下させる間，電流リードが熱的に

安定に運転できることを確認するものである。50 kA通電

状態において 5 分間の冷媒停止を行ったが，異常電圧の発

生などは見受けられず十分に安全であることが確認できた。

２.１.２ 60 kA HTS電流リード
，

大型の超伝導機器において電流リードは重要な機器の一

つであり，冷凍負荷を低減させるうえで，HTSを用いた

電流リードの開発が重要視されている。特に，大電流でか

つ使用数も多い核融合装置，加速器などにおいて研究が進

められている。

富士電機は原研と共同で核融合装置用 60 kA HTS 電流

リードを開発した。HTS 電流リードの全体写真および構

成を図２に示す。

60 kA HTS 電流リードは，従来型電流リードと同じ構

成の高温部（銅リード）と高温超伝導体を用いた低温部

（HTS 部）から構成されており，冷却は銅リード部がヘリ

ウムガス，HTS 部は伝導冷却としている。HTS 部は図２

に示すように Bi-2223の HTSテープ線材を 6 層にし，そ

れをステンレス鋼製の円筒に 48 個配置した構成としてい

る。

２.２ 超伝導送電システム
～

核融合科学研究所（核融合研）の大型ヘリカル装置に電

流リードと超伝導バスラインを用いた超伝導送電システム

を納入した。超伝導バスラインは，電流リードと超伝導コ

イル間を超伝導導体で接続する装置で，9 系統の送電ライ

ンで構成され，平均長さは 55m，定格電流は DC 32 kAで

ある。本システムは，1998 年 3 月から運転が開始され，所

定の性能を発揮するとともに安定した運転を実現し，世界

に類のない規模で大型超伝導送電システムの有効性を実証
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図１　ITER共通試験用電流リード

高温超伝導電流リードの諸元 
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図２　60 kA HTS電流リードの全体構成
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した。現在，将来計画されている超伝導コイルの超流動ヘ

リウム冷却に向けて，温度差のある超伝導コイルと超伝導

バスラインを電気的に接続するため，HTSを用いた電流

貫通部の開発を核融合研と行っている。

２.２.１ 設　計

超伝導バスラインの設計諸元を表１に，断面構造を図３

に示す。超伝導バスラインは，超伝導コイルを保護するた

め蓄積されたエネルギーを放出する高い信頼性を確保しな

がら，現地の据付を容易とすることを目指したフレキシブ

ルな構造を特徴としている。導体は，アルミニウムで完全

安定化された NbTi/Cu 成型より線導体を採用した。トラ

ンスファチューブは，フレキシブルな五重同軸構造のコル

ゲート管を採用した。最内管には往復の超伝導導体が挿入

され，強制循環の二相流ヘリウムが流される。二相流ヘリ

ウムはコイル側端末で折り返し，最内管と第二管の空間を

通って電流リードクライオスタットに戻る。第三管と第四

管の空間は，熱輻射（ふくしゃ）シールド用のヘリウムガ

スが流れる。第二管と第三管および第四管と最外管の空間

は断熱のため真空となっている。

２.２.２ 製作および据付

往復の超伝導導体およびトランスファチューブをそれぞ

れ独立に製作後，超伝導導体の外周に対地絶縁を施工し，

その後，一直線状に配置したトランスファチューブ内に引

き込んだ。工場では，現地作業を最小限とするため，端末

容器の組立までを行った。現地では超伝導バスラインを輸

送用の巻枠から巻き戻し，仮敷設を行った後，端末容器の

固定および整線を含む本敷設を行った。

２.２.３ 運　転

本装置では，実験開始後，冷凍システムの昼夜運転によ

り冷却状態が維持される。通常，昼間は超伝導コイルに通

電され，夜間は通電を停止した状態となる。このような運

転では，電流リードの熱負荷の変動に対応させるため，複

数の弁を操作することで冷媒の制御を行い，定常運転の冷

凍システムに対応させる必要がある。

そこで，電流リードの常温端にヒータを取り付け，常温

端の温度をヒータ制御することで，プラントとして長期運

転が必要な核融合実験装置において，運転員に対する負担

を軽減するシステムを実証した。

HTS応用機器への取組み状況

近年，超伝導関連機器開発として液体窒素温度でも超伝

導状態を維持できる HTSの応用製品の開発が各種機関に

おいて精力的に行われている。

HTSは液体窒素の沸点（77 K）を超える臨界温度を示

す超伝導体であり，従来液体ヘリウム温度（4.2 K）付近

でしか用いることができなかった低温超伝導体に比し取扱

いの容易さ，熱的安定性の高さなどから各種応用が期待さ

れている。

富士電機においても HTSを応用した製品として，上記

の HTS 電流リードや HTS 変圧器，HTSパルスコイルな

どの開発に取り組んでいる。特に，液体窒素冷却の電力用

HTS変圧器については超伝導変圧器として国内で初めて

電力系統につなげた試験を行うなどの実績を有している。

また，最近では超伝導材料の特性測定用として伝導冷却方

式の変圧器やプラズマ試験装置用の浮上コイルの開発
，

も

行っている。

ここでは最近の成果として，東京大学向け HTS 磁気浮

上コイル，九州工業大学向け伝導冷却型 HTS変圧器を紹

介する。

３.１ HTS磁気浮上コイル
，

東京大学では，超高ベータプラズマ閉込め研究を目指し

た磁気浮上内部導体プラズマ閉込め装置の研究を行ってい

る。今回，同研究の一環として開発している小型の磁気浮

上内部導体装置（Mini-RT）用に HTS 磁気浮上コイルを

納入した。同コイルは Bi-2223の HTSテープ線材を用い

たもので，コイルの主半径 150mm，小半径 28mm，コイ

ル電流 50 kATという小型のものである。

図４に Mini-RTの本体真空容器と付属装置を，図５に
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絶縁 

スペーサ 

スペーサ 

多層断熱層 
（スーパーインシュ 
　レーション） 

多層断熱層 
（スーパーインシュレーション） 

コルゲート管 
（ステンレス鋼， 
　φ130mm/φ143mm） 

コルゲート管 
（ステンレス鋼， 
　φ198mm/ 
　φ220mm） 

①　：液体ヘリウム（往路） 
②　：液体ヘリウム（復路） 
③⑤：真空断熱層 
④　：80Kシールド 

コルゲート管 
（ステンレス鋼， 
　φ100mm/φ110mm） コルゲート管 

（ステンレス鋼， 
　φ77mm/ 
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図３　超伝導バスライン断面構造

表１　超伝導バスラインの諸元 

系統数 

定格電流 

定格耐電圧 

最小曲げ半径 

全　長 

6 

3 

32kA 

 5kV（77Kヘリウムガス中） 

1.5m 

497m 

3.0W/m 

0.3W/m

ヘリカルコイル用 

ポロイダルコイル用 

熱負荷 
シールドチャンネル 

液体ヘリウムチャンネル 
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HTS 磁気コイルを示す。

HTS 磁気浮上コイルは横径 80mm，高さ 74mmという

きわめて限られた空間にコイル本体部，永久電流モードス

イッチ，熱シールド，電流リード接続端子，冷却回路用

チャッキ弁などを収納している。また，本コイルは長時間

の浮上を実現するため，コイル本体部および永久電流モー

ド部の温度上昇を極力小さなものとしなければならず，コ

イル真空容器からの熱侵入をきわめて小さく（目標 0.2W

抑える必要があることから，支持構造，電流リード接続部

とコイル間の接続リードなどに熱抵抗の大きな材料を用い

るなどの対策を施している。

現在，同コイルはMini-RTの真空容器内に設置された

状況で通電およびプラズマ点火試験を実施しているところ

である。

３.２ 伝導冷却型HTS変圧器

HTSの特性試験用に出力十数A程度の小型電源で 1 kA

程度の大電流を得る伝導冷却型 HTS変圧器を九州工業大

学と共同で開発した。

図６に同変圧器の外観を示す。本変圧器は HTS 変圧器

本体，特性試験用サンプルを取り付けるサンプルホルダ，

電流リード，真空容器，冷凍機などから構成している。

HTS 変圧器本体，サンプルホルダは真空雰囲気中に設置

され，2 台の冷凍機によって冷却される。

本変圧器はすでにその性能をダミーサンプルにより検証

し，実サンプルの性能測定に用いられている。 2 台の冷凍

機の 1 台は HTS 変圧器本体を，他の 1 台はサンプルホル

ダなどを冷却しており，この構成によってサンプルホルダ

の温度を 50 ～ 100Kに調整でき，サンプルの温度特性の

測定を可能としている。

また，本 HTS変圧器は 60 Hzを定格として設計されて

いるが，30 ～ 100Hzの範囲で用いることも可能である。

表２は本変圧器の主要設計パラメータである。

あとがき

以上，これまでに開発した各種超伝導機器のうち代表的

製品である給電装置（電流リード，超伝導送電システムな

ど）および最近の HTS 関係製品の一部を紹介した。富士

電機ではこのほか電力系統への適用を目指した，液体窒素

冷却型 HTS変圧器，SMESへの応用を目指した冷凍機冷

却型 HTSパルスコイル〔いずれも九州大学，九州電力

（株）などとの共同開発品〕などの HTS 応用機器の開発も

進めている。

これまで行ってきた開発は前述のようにいずれも関係各

（11）
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図５　Mini-RT本体真空容器内に設置されたHTS浮上コイル

図６　伝導冷却型HTS変圧器の外観

表２　伝導冷却型HTS変圧器の主要設計パラメータ 

単　相 

60Hz（30～100Hz） 

20～50K 

11Vpeak 

14Apeak 

1,000Apeak

相 

周　　波　　数 

動　作　温　度 

一次側最大電圧 

一次側最大電流 

二次側最大電流 

図４　Mini-RTの本体真空容器とその付属装置
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機関との共同で行ってきたものであり，ここに深く感謝の

意を表する。これまでに多くの開発を行ってきたが，それ

ら成果を基に今後も核融合炉用をはじめとする各種分野向

け超伝導機器の実用化に一層寄与する所存である。
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