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超伝導現象：完全導電性
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Heike Kamerlingh Onnes （オンネス）

1908年 ヘリウムの液化に成功

約 4 K （ケルビン）

約 -269 oC

↓

1911年 水銀（Hg）の電気抵抗を測定

冷却していくと

4 K 付近で電気抵抗が消失
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超伝導の発見



超伝導現象：完全反磁性
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Meissner（マイスナー）

効果ともいう

「完全導電性」

＋

「完全反磁性」

||

「超伝導」

(http://homepage.mac.com/kazuya_takahata/meissner.htm)



超伝導体発見の歴史
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(http://www.ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/person/kittaka/others/tc-history.html)

金属系低温超伝導体

酸化物系高温超伝導体

有機超伝導体

鉄系超伝導体



超伝導現象の利用
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完全導電性（抵抗ゼロ）

↓

大電流の無損失輸送が可能？

強力な電磁石を実現可能？

!



第一種超伝導体
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低磁場で一気に超伝導状態が破れる

↓

大電流通電は無理（自己磁場により）

強力な電磁石など到底不可能

(http://www.phys.aoyama.ac.jp/~w3-jun/achievements/study_sc_chara.html)



第二種超伝導体
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(http://www.phys.aoyama.ac.jp/~w3-jun/achievements/study_sc_chara.html)

部分的に超伝導状態が破れることで

高磁場まで超伝導状態を保持

超伝導応用のほぼ全てが

第二種超伝導体を

適用したもの



超伝導現象：磁束の量子化
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(http://www.ees.nagoya-u.ac.jp/

~web_dai1/superconductor.html)
Nb薄膜の測定結果（at Kiss Lab.）

超伝導体（あるいはその閉ループ）を貫く磁束は量子化される
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   量子化磁束：



超伝導現象；ピン止め効果
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電流

等価Lorentz力

第二種超伝導体

量子化磁束 磁束フロー

電界

ピン止め効果により抵抗ゼロでの電流輸送が可能

ピン止め力

電流

等価Lorentz力

第二種超伝導体

量子化磁束

ピン止めするもの：ピン（ピン止め点、ピンニングセンター）

ピンとして働くもの：不純物、空孔、転位、析出物、結晶粒界など



ピン止め効果による磁気浮上
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(http://www.hfml.ru.nl/pics/sumo.gif)(http://ja.wikipedia.org/wiki/超伝導)

(http://www.sp.fukuoka-u.ac.jp/

section/solid2/nishida/

tyou/tyou_c.htm)



超伝導現象のまとめ

-11- ISEE先端サマーセミナー20170810（東川）

超伝導とは？

完全導電性（抵抗ゼロ） ＋ 完全反磁性（マイスナー効果）

大電流を輸送したり強力な電磁石を作れる？

第一種超伝導体では無理

低磁場で超伝導状態が一気に破れる

第二種超伝導体では可能性あり

部分的に超伝導状態が破れるが

高磁場まで超伝導状態を維持

どのような超伝導材料なら可能性あり？

量子化磁束が強力にピン止めされるもの
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様々な超伝導体
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(http://www.ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/person/kittaka/others/tc-history.html)

金属系低温超伝導体

酸化物系高温超伝導体

有機超伝導体

鉄系超伝導体



金属系低温超伝導線材：Nb-Ti線材
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Nb-Ti線材：最も使われている超伝導線材



金属系低温超伝導線材：Nb3Sn線材
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Nb3Sn線材：Nb-Ti線材よりも高磁場まで適用可能

(http://www.jastec.org/eg/product/senzai/senzai.html)



金属系低温超伝導線材：Nb3Al線材
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Nb3Al線材：Nb3Sn線材よりもひずみ特性に優れる

(http://www.hitachi-cable.co.jp/copper/superconductor/index.html)



金属系低温超伝導線材による応用例：Magnet
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高磁場マグネット（物性評価用）

高磁場マグネット（物性評価用）

(http://www.magnet.fsu.edu/mediacenter/slideshows/hybrid/index.html)



金属系低温超伝導線材による応用例：NMR
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NMR（タンパク質などの構造解析）

(http://www.nims.jp/nsnet/jp/magnetic.html)



金属系低温超伝導線材による応用例：MRI
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MRI（画像診断装置）

(http://ja.wikipedia.org/wiki/核磁気共鳴画像法)



金属系低温超伝導線材による応用例：Maglev
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超伝導リニア

(http://company.jr-central.co.jp/company/achievement/eco-report/_pdf/P42-43.pdf)

Highest speed for R&D: 603 km/h

Highest speed for commercial operation: 500 km/h



金属系低温超伝導線材による応用例：加速器
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加速器（素粒子の研究など）

(http://www.astroarts.co.jp/news/2008/09/26lhc/index-j.shtml)



金属系低温超伝導線材による応用例：核融合
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核融合炉（建造中）

(http://www.naka.jaea.go.jp/ITER/official-J/EDA.htm) (http://ja.wikipedia.org/wiki/原子核融合)



従来の超伝導応用のまとめ
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Nb-Ti線材をはじめとする

金属系低温超伝導線材を用いた応用

従来材料では困難な強力な電磁石により

様々な応用が確立・期待

超伝導技術はもはや夢の技術ではない！
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超伝導応用を支えてきた金属系低温超伝導体
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(http://www.ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/person/kittaka/others/tc-history.html)

Low

Temperature

Superconductor

(LTS)

Liquid

Helium

(4.2 K)

~20 dollars

per litter?

(in Japan)

Expensive & not easy to use



酸化物系高温超伝導体（HTS）
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High

Temperature

Superconductor

(HTS)

Liquid

Nitrogen

(77 K)

Easy to

cool!

Only the 

electricity 

is needed 

for cooling:

re-condensation of nitrogen by cryocooler

(http://www.ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/

person/kittaka/others/tc-history.html)

Bi2Sr2Ca2Cu3Ox



酸化物系高温超伝導体（HTS）の性能
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(T. Kiss et al., Journal of Plasma and Fusion Research, Superconducting Magnet Technologies

for Magnetic Confinement Nuclear Fusion Reactor, Vol. 83, No. 1 (2007) pp. 30-59.)

Higher current capacity

at higher temperature

& higher magnetic field



酸化物系高温超伝導体（HTS）の利点
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If we can make electromagnets by HTS,

we may achieve…

• Even higher magnetic field (> 23 T)

• Much lower cooling cost

• Downsizing

• Performance Improvement of

existing superconducting magnet applications

for relatively special usage

• Environment-friendly applications

• Industrial applications

Low-loss electric power generation

Low-loss energy transmission

Low-loss & high-power-density motors

…



超伝導電力輸送ケーブル

-29-

(Sumitomo Electric Industries, Ltd.:

http://global-sei.com/super/cable_e/ingridj.html)

(Nexans:

http://www.nexans.de/eservice/Germany-en/

navigatepub_251736_-30212/Saving_space_in_city_centers_

Medium_voltage_superc.html)

Structure:

Bundled HTS wires with voltage insulation structure

cooled by liquid nitrogen

ISEE先端サマーセミナー20170810（東川）



超伝導電力輸送ケーブルの利点
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Advantages of Superconducting Power Transmission Cable:

- Loss reduction: 1/3 compared with conventional ones

(the loss comes not from cable itself but from cooling)

- Downsizing  we can use existing tunnels (conduit lines) 

to increase the capacity (especially helpful for urban area)

Size: Conventional vs. Superconductive

at 700 MVA, 3 phases

Cost: Conventional vs. Superconductive

at 1 km
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超伝導電力輸送ケーブルの利点

-31-

Advantages of SC cable compared with conventional cable

- Loss reduction and the corresponding cost reduction

(Table is made by Sumitomo Electric Industries, Ltd.)

Total: 1500 MVA

ISEE先端サマーセミナー20170810（東川）



超伝導変圧器
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Superconductivity Web 21: 

http://www.istec.or.jp/web21/pdf/11_Fall/hayashi.pdf

SIEMENS: 

http://www.conectus.org/technology.html

Superconducting Normal



超伝導変圧器の利点
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Advantages of Superconducting Transformer:

- Loss reduction:

1/6 compared with conventional ones

(half of the loss comes from cooling)

- Downsizing

 

高電流密度 

 

交流損失大 

 

冷却装置 

 

 

 

油入変圧器 Y 系変圧器 Bi 系変圧器 

交流損失小 

冷却 

装置 

Oil LN2

LN2

Size: Conventional vs. Superconductive

Loss: 1/6

Weight: 1/2

Footprint: 2/3

Oil free: non-burnable

  

 油入変圧器 YBCO 変圧器 

線材 Cu ＹＢＣＯ 

冷却システム 油冷却 
ｻﾌﾞｸｰﾙ液体窒素 (巻線) 
室温 (鉄心) 

損失 
銅損/交流損失 
鉄損 
熱侵入 

100 % 
91 % 
9 % 
－ 

16 % 
3 % 
5 % 
8 % 

効率 99.4 % 99.9 % 

重量 100% 54% 



超伝導限流器
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non-superconducting state: I > Ic

superconducting state: I < Ic

時間

電流 限流器無し
限流器有り

通常時の電流

短絡事故発生

Current

Time

with SFCL

without SFCL

Fault

current

Advantages of Superconducting Fault Current Limiter:

- Reduction of fault current:

 we can increase load flow for existing power system

without increasing the capacity of circuit breaker

- Almost no loss in normal state

- Automatic restoration



超伝導磁気エネルギー貯蔵装置
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Advantages of Superconducting Magnetic Energy Storage

(SMES)

- High efficiency in charging/discharging:

~100% in superconducting coil

85-90% including AC/DC conversion

- Fast charging/discharging:

full charge/discharge in 1 sec, for example

> voltage dip compensation

> voltage stabilization

AC/DC 

converter

AC  

Power system

DC 

Superconducting coil          

High

Magnetic

Field

Current         



超伝導磁気エネルギー貯蔵装置の動作例
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(Kameyama, SHARP: http://www.sharp.co.jp/kameyama/feature/index.html)

故障発生 系統電圧波形

-0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

-0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

SMES出力電圧波形

5 MW + 10 MW



超伝導モーター
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Advantages of Superconducting Rotating Machine

- High efficiency:

almost no copper loss

- High power density / downsizing:

 high magnetic field > 2 T (free from saturation of iron core)

- Reduction of weight:

 no iron core
Non-superconductive

Superconductive

Total national

consumption

motor



超伝導技術の電力分野への応用展開のまとめ
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酸化物系高温超伝導線材の開発進展により

従来の超伝導技術でしか為し得ない応用だけではなく

冷却コストまで含めて優位に立たねばならない

電力分野にまで応用展開が進展
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世界のエネルギー需要の見通し

ISEE先端サマーセミナー20170810（東川）-40-



我が国のエネルギー需要の見通し

ISEE先端サマーセミナー20170810（東川）-41-



地球環境問題 ＋ 資源の枯渇

ISEE先端サマーセミナー20170810（東川）-42-



再生可能エネルギー

ISEE先端サマーセミナー20170810（東川）-43-

外務省ウェブページ：http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol86/



液体水素

-44- K. Higashikawa et al., M-J Seminar, August, 2016

Hydrogen: 

environmentally friendly energy

Fluctuation of renewable energies 

(e.g., solar power, wind power) 

 energy storage by hydrogen

has been expected

Time

P
o

w
e

r

(電気事業連合会資料)

Hydrogen has been supposed to 

be stored as liquid state to 

realize higher density storage than gas:

- 800 times higher at the same pressure

- 3 times higher compared with 

typical high pressure gas

= (Iwatani) (Kawasaki Heavy Industries)



液体水素と親和性の高い超伝導材料：MgB2

-45-

High-

Temperature

Superconductor

(HTS)

Liquid

Nitrogen

(77 K)

(http://www.ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/

person/kittaka/others/tc-history.html)

Bi2Sr2Ca2Cu3Ox

Liquid

Helium

(4 K)

Liquid

Hydrogen

(20 K)

K. Higashikawa et al., M-J Seminar, August, 2016

Superconductor should be cooled

Liquid hydrogen should be warmed up to pick up energy

 Synergy effect by superconductor cooled by liquid hydrogen



液体水素と超伝導電力貯蔵

-46- K. Higashikawa et al., M-J Seminar, August, 2016

Hydrogen Superconducting magnetic

for fuel cell energy storage (SMES)

Energy density high low

Response slow fast

 Synergy effect by SMES liquid hydrogen

Recent demonstration: SMES coil cooled by liquid hydrogen

(JST-ALCA, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 101 (2015))



液体水素と超伝導電力輸送

-47- K. Higashikawa et al., M-J Seminar, August, 2016

Pipeline for liquid hydrogen could be used for 

superconducting power transmission cable

 It is possible to transport 

not only chemical power of hydrogen 

but also electrical power

Recent demonstration in Russia: 

SC cable cooled by liquid hydrogen

for 60 MW (chemical) + 75 MW (electrical)

(Physics Procedia 65 (2015) 299 – 302)



液体水素関係のユーティリティ

-48- K. Higashikawa et al., M-J Seminar, August, 2016

Elements needed for liquid hydrogen infrastructure 

have also been developed by superconducting technology

Pump: 

SC motor cooled by LH2

Level meter: 

SC wire cooled by LH2

(Cryogenics 52 (2012) 615–619)

(Kobe University)



大規模風力発電
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Wind turbine with larger capacity (> 10 MW) has been expected 

from the viewpoint of scale merit

Direct drive is required 

due to the problem of speed-up gear:

tolerance, maintenance

 Heavier generator (e.g., ~400 ton @ 10 MW) 

is required which cannot be supported by a tower

To reduce the weight of a generator…

increasing the magnetic field would be a possibly way,

however it is limited by the saturation field (~2 T) of iron core

SC can generate higher magnetic field without iron core 

thanks to much higher current density with zero resistance 



大規模風力発電を可能とする超伝導発電機
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10 MW Design by GE

(IEEE Trans. Appl. Superond., vol. 21, pp. 1089-1092, 2011)

Generator Diameter Axial length

PMSG 9 m 2.6 m

SCSG 5.3 m 1.5 m

10 MW PMSG

 person’s height: 1.8 m

10 MW SCSG

CWNU in Korea

(M. Park, private communication)

Almost 5 MW size and weight



大規模風力発電を可能とする超伝導発電機

-51- K. Higashikawa et al., M-J Seminar, August, 2016

Non-superconductive Superconductive

(by Dr. Shiohara from ISTEC)

H
e

ig
h

t 
  

Weight reduction of generator by superconducting technology

will overcome the limitation of the capacity of wind turbine



開発の活発な直流超伝導電力輸送ケーブル

-52- K. Higashikawa et al., M-J Seminar, August, 2016
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Japan



太陽光発電と親和性の高い直流超伝導ケーブル

-53- K. Higashikawa et al., M-J Seminar, August, 2016

There are many loads 

which use DC power

- Railway @ 1.5 V DC

- Data center @ 340-380 V DC 

….

Photovoltaic 

power generation

is also DC

DC cannot use transformer…

- large loss at 

low DC voltage transmission

- converters are required 

 losses

Superconducting DC cable 

has been expected

(Sakura Internet)

CV cable

SC cable



太陽光発電と超伝導ケーブルのプロジェクト例
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(Sakura Internet)

CV cable

SC cable

Data center has been 

successfully connected 

to solar panel by SC cable

by 500 m

(冷凍部会年間講演集)
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・超伝導とは？

・従来の超伝導応用

・超伝導技術の電力分野への応用展開

・超伝導電力応用と再生可能エネルギー

・超伝導技術による次世代エネルギー社会（夢）
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太陽光発電など再生可能エネルギーへの期待

ISEE先端サマーセミナー20170810（東川）

エネルギー量としては、再生可能エネルギーだけで電力需要を

(http://en.wikipedia.org/wiki/Desertec)

まかなうことは可能

-56-



再生可能エネルギー大量利用への課題

ISEE先端サマーセミナー20170810（東川）

(http://en.wikipedia.org/wiki/Desertec)

まかなうことは可能だが…

解決すべき課題：
１．再生可能エネルギーの豊富な
地域からの長距離電力輸送

２．時間変化の激しい発電量への対策
…

エネルギー量としては、再生可能エネルギーだけで電力需要を

(http://en.wikipedia.org/wiki/Desertec)

Time

P
o

w
e

r

(電気事業連合会資料)
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エネルギー貯蔵機能を有する超伝導ケーブル

ISEE先端サマーセミナー20170810（東川）

energy

stored

まかなうことは可能だが…

解決すべき課題：
１．再生可能エネルギーの豊富な
地域からの長距離電力輸送

２．時間変化の激しい発電量への対策
…

エネルギー量としては、再生可能エネルギーだけで電力需要を

超伝導ケーブルを用いた
新しい電力システム：
・無損失
・エネルギー貯蔵機能

-58-



ハードウェア閉ループ試験による実証

ISEE先端サマーセミナー20170810（東川）

Current source

Voltage

Control

Feedback

Small Prototype of 

Superconducting Cable

50 ms at 

one cycle

GTAO

GTAI

Real-time 

Digital Simulator

(RTDS)

Scaling

Scaling

-0.2
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

P
o

w
er

  
  
P

 (
M

W
)

Time    t (s)

実時間電力系統
シミュレータと連携した
ハードウェア閉ループ
試験により、
小型のプロトタイプで
実規模系統での
振る舞いを模擬

↓

超伝導ケーブルによる
電力系統の無損失
エネルギー貯蔵機能
の発現を確認！

超伝導ケーブルあり
超伝導ケーブルなし
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研究テーマ
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①超伝導材料・線材の高度評価技術の開発
（経産省，NEDO，JST（電線メーカー各社と共同））

②超伝導機器の最適設計技術の開発
（NEDOプロジェクト（中部電力との共同））

③超伝導
電力システム応用
技術の開発：

診断技術・系統連系試験手法
（JST-Sイノベ （鉄道総研との共同））

次世代鉄道き電システム
(JST-Sイノベ)

次世代電力ネットワーク
(JST-ALCA )

超伝導
ケーブル

超伝導
電力貯蔵

再生可能エネルギー・水素社会

基礎から応用まで
ボトムアップ的
に展開



研究テーマ
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Characterization of Superconducting Materials & Wires

Design of Superconducting Applications

Investigation on the Installation of 

Superconducting Power Application to 

Power System

National Projects by

- METI (2 projects) 

- NEDO (3 projects) 

- JST (3 projects)x2050 mm
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Tensile stress
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Magnetic field
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