
11）はじめに
酸化物系の超伝導材料にも非常に多くの種類があ

るが、現在実用化が真剣に検討されているものは、

ビスマス系とイットリウム系YBa2Cu3Oz（Y-123）の

高温酸化物超伝導材料である。ビスマス系酸化物に

はBi2Sr2CaCu2Ox（Bi-2212）とBi2Sr2Ca2Cu3Oy（Bi-

2223）がある。図１には、Web of Scienceにおいて

検索した、これら三つの超伝導材料について過去10

年間に発表された論文件数の推移を示す。いずれの

超伝導材料も、毎年かなりの数の論文発表が行われ、

活発な研究が行われていることを伺わせる。

以下では、これらの高温酸化物超伝導材料の線材

化研究について述べる。ビスマス系酸化物には

Bi2Sr2CaCu2Ox（Bi-2212）とBi2Sr2Ca2Cu3Oy（Bi-2223）

とがあり、線材化法としてはどちらもパウダー・イ

ン・チューブ（PIT）法が最も一般的である。酸化

物超伝導体においては、結晶粒のいわゆる弱結合の

問題があり、これを避けるためには、酸化物超伝導

体の結晶粒の方位を揃えてやること（配向化）が必

要となる。この配向化によって結晶粒同士の結合性

が大幅に改善され、大きな超伝導電流を流せるよう

になる。酸化物超伝導体はいずれも層状の結晶構造

を有するが、特にビスマス系酸化物は系の異方性

（二次元性）が強いために、結晶粒の配向化が比較

的容易である。しかしながら配向化の手法はBi-2212

とBi-2223では異なっており、Bi-2212線材においては、

熱処理において温度をBi-2212の融点の少し上まで上

げ、その後ゆっくりと冷却をする、いわゆる部分溶

融―徐冷熱処理が適用される。1)一方のBi-2223では、

機械加工と熱処理を組み合わせることにより配向さ

せている。2)

YBa2Cu3Oy（Y-123）では、ビスマス系酸化物より

も二次元性がはるかに小さく、液体窒素温度（77K）

での臨界電流特性は、Bi-系酸化物よりも大幅に優れ

ている。しかしながら上述の弱結合を克服するには、

一軸配向（c軸配向）だけでは不十分であって二軸

配向化が必要である。3)このため、主に気相法を適用

して金属基板テープ上にY-123の厚膜を形成させる

研究が世界的に進められていて、通常コーテッドコ

ンダクタ（Coated Conductor）と呼ばれる。4)二軸配

向化を達成する主な方法には二つあり、その一つは

IBAD（Ion Beam Assisted Deposition）法と呼ばれ

る方法である。この方法は、ハステロイなどの無配

向金属基板テープ上に、YSZ（Yttria Stabilized

Zirconia）などの中間層を二軸配向させた状態で成

膜させるのがポイントであり、二軸配向Y-123膜は、

この配向した中間層の上にPLD（Pulsed Laser

Deposition）法などによってエピタキシャル成長さ

せて得る。もう一つはRABiTS（Rolling Assisted

Biaxially Textured Substrate）法で、Niなどの金属

基板を機械加工によって配向化させ、その上に中間

層を介してY-123膜を形成させるものである。

22）世界の動向
ここでは、主な国々の線材研究開発の動向につい
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図１　Bi-2212、Bi-2223ならびにY-123の論文発表件数の推移
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て述べる。まず、一番研究の進んでいるのは米国で、

多くの企業、大学、国立研が取り組んでいる。企業

と大学あるいは国立研との連携が比較的うまく進ん

でおり、これも成果をあげる要因になっていると思

われる。米国では酸化物超伝導線材の応用を目指し

た国家プロジェクトがいくつかあり、実際の線材開

発を企業が担当し、これに関わる基盤を大学や国立

研が担当する、という図式が確立している。

Bi-2212線材ではOxford社が線材開発を進め、最近

kmレベルの高特性のテープ線材を作製するように

なってきている。基礎的な材料特性の面ではFlorida

State大学がOxford社と連携をとって研究を進めてい

る。また同大では高磁場応用の研究も進めている。

またNational Renewable Energy Laboratoryが塗布

法によるテープの研究を進めており、規模は小さい

がWisconsin大でもBi-2212の研究を行っている。

Bi-2212線材は、低温・高磁界で金属系の線材を大

幅に凌ぐ、優れた特性を示す。したがってビスマス

系線材の有望な応用の一つは、高磁界マグネットと

考えられる。フロリダ大学高磁界国立研究所では、

Bi-2212線材を使って高磁界マグネットを作製する計

画を持っている。すでに合計の長さが２kmのBi-

2212テープを用いて小型コイルを作製し、これを

19.85テスラの常伝導マグネット内に設置して5.20テ

スラを発生させ、合計で25.05テスラの磁界発生に成

功している。

Bi-2223ではAMSC（American Superconductor）

社が実用的な長さの線材開発の中心であり、世界的

にも優位に立って研究を進めている。国家プロジェ

クト向けのkm級テープ線材を数多く作製しており、

Bi-2223線材の量産という点では世界の最先端を走っ

ている。また、後述する日本のマグレブ用試作コイ

ルにも同社のBi-2223線材が使われている。基礎的な

面ではウィスコンシン大学が精力的な研究を進めて

AMSCをサポートしており、また、LANL（Los

Alamos National Laboratory） やANL（Argonne

National Laboratory）もAMSC社を基礎的な面から

バックアップしている。

Bi-2223線材では、熱処理によってBi-2223コアに隙

間ができるためにBi-2223の充填率が高くなく、充填

率の向上が待ち望まれていたが、最近、米国のウィ

スコンシン大学によって高圧熱処理法が考案され、

これによってBi-2223コアの充填率が上昇し、大幅な

Jcの上昇が得られている。5)また、この高圧熱処理に

より、Bi-2212をはじめとする不純物量の割合も減少

し、これも高Jc化に寄与しているとしている。同様

の研究がスイスのジュネーブ大学や住友電工でも行

われている。

Coated ConductorではLANL、ORNL（Oak Ridge

National Laboratory）、ANL等の国立研究所が国家プ

ロジェクトを強力に推進している。LANLではIBAD

法で、ORNLではRABiTS法で線材化の研究を進めて

おり、長尺化の研究が進んでいる。またANLではISD

（Inclined Substrate Deposition）法と呼ばれる方法で

研究を行っている。組織と超伝導特性との関係につ

いてはWisconsin大学が力を入れて研究を行っている。

この大学は金属系線材も含めて米国における線材基

礎研究の中心的存在と言うことができる。またIGC-

Superpower社やAMSC社も最近、高特性のCoated

Conductorを作製するなど、成果を上げている。

欧州でも多くの機関が研究を進めているが、米国

に比べると各機関の連携がやや希薄であるという印

象を受ける。ドイツでは、Göttingen大が古くから

超伝導線材の研究に取り組み、最近ではCoated

Conductorに力を入れている。スイスでは、ジュネ

ーブ大がBi系やY-123の線材化に関わる材料学的な諸

問題の解決に向けて研究を進めている。英国では

Cambridge大のIRC in SuperconductivityがBi系酸化

物線材の基礎研究を進めている。フランスでは、

Nexans社がBi-2212線材の研究を進め、kmレベルの

線材を作製している。スペインのInstitut de Ciencia

de Materials de BarcelonaではCoated Conductorの

研究を行っており、またオーストリアではVienna工

科大が超伝導線材の照射効果などの研究で成果を上

げている。

オーストラリアでは、Wollongong大学に超伝導・

電子材料研究所が設置されており、Bi-2223線材なら

びにCoated Conductorについて、組織と超伝導特性

に関連して力を入れて研究を進めている。またオー

ストラリア国内にあるAustralian Superconductors社

との連携も比較的緊密である。

アジアについては、最近中国で設立されたInnova

Superconductor Technology社が１km長Bi-2223線材

を作製して供給体制を整えつつある。臨界電流特性

ではまだ他社に及ばないが、近い内に特性を向上さ

せると予想され、日本や米国のBi-2223線材メーカー
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の手強い競争相手になると予想される。また、この

会社は清華大学のApplied Superconductivity

Research Centerと密接な関係があり、ここでBi-

2223線材の基礎研究を行っていることも見逃せな

い。また、Institute of Electrical Engineering でもBi

系線材の応用研究を行っているが、材料などの基礎

研究がやや希薄という面があると思われる。

韓国でも近年酸化物超伝導線材の開発に力を注ぎ、

機械材料研究所がBi-2223線材の高性能化の研究と

Coated Conductorの研究を行っている。またソウル

国立大学でもCoated Conductorの研究を行っている。

33）国内の動向
日本国内でも酸化物超伝導線材に関する研究は活

発に進められ、全体の研究アクティビティーは米国

に迫るものとなっている。Bi-2212については、東大、

日立製作所、日立電線、昭和電線、それにNIMSが

主な研究機関である。東大ではBi-2212のPb置換など、

線材化というよりも、そのための基礎研究の色彩が

強い。日立製作所、昭和電線では実用的に有利なBi-

2212多芯丸線材の開発を進め、日立製作所では100m、

昭和電線では500mの丸線が得られている。一方、日

立電線では未熱処理線材ではあるが、２kmの丸線

の試作に成功している。いずれも基礎的な面では

NIMSと連携をとって研究を進めている。応用につ

いては、中部電力と昭和電線が同社のBi-2212丸線材

を使って超伝導エネルギー貯蔵装置 SMES

（Superconductive Magnetic Energy Storage）用コ

イルの開発を進めている。また昭和電線はBi-2212丸

線を用いてラザフォードケーブルと呼ばれる集合導

体を作製し、米国のLawrence Berkeley国立研に納

入している。

次にBi-2223線材では、住友電工が中心的なメーカ

ーで、すでにkm級の線材を開発しており、米国の超

伝導ケーブルプロジェクトに参画して線材を供給し

始めている。その他、古河電工や昭和電線もBi-2223

線材の研究開発を進めている。基礎研究の面では、

京都大が微細組織と特性の関係について研究を進め、

またモデル解析や耐応力特性の研究も行っている。

電磁特性については、九州大や九州工大が精力的に

研究を進めているが、一般的にBi-2223線材では、米

国と比べて製造メーカーと大学・国立研との連携が

希薄である。Bi-2223の応用としては、送電ケーブル

が最も盛んであり、古河電工が試作した500m長の送

電ケーブルを使って電力中央研究所が種々の特性試

験を行っている。そのほか、Bi-2223線材を用いて磁

気浮上列車用コイル（東芝・JR東海）や超伝導変圧

器（九州大）などの試作・試験なども行われている。

Coated Conductorでは、超電導工学研究所が中心

となって国内各社、ならびに大学とプロジェクトを

組んで精力的に研究を進められている。6)参加企業と

しては、フジクラ、住友電工、昭和電線、古河電工、

等であり、IBAD法や有機金属塩塗布法（MOD法）

を中心にして研究開発を進めている。なおフジクラ

はこれとは別個に独自な研究開発も進めている。こ

の方面では、米国と激しい競争を繰り広げており、

抜きつ抜かれつの状況が続いている。基礎研究の面

では、京都大が作製プロセスの検討を行っており、

また九州大や横浜国立大が臨界電流特性の精密解析

や交流損失の評価を進めている。長尺化の研究では、

最近フジクラが100m長のかなり特性の良好なテープ

の作製に成功しており、米国を一歩リードしている。

Coated conductorでは、IBAD法による中間層の形

成に時間がかかるのが難点であったが、最近、日本

の超電導工学研究所において、中間層の上に、更に

CeO2膜をPLD法で蒸着すると（キャップ層）、中間

層の配向度よりもさらに配向度の優れたCeO2層が短

時間で得られることが見いだされ（自己配向化）、

注目される。このCeO2層の上にY-123層を形成する

と高い配向性を持ったY-123膜が得られ、非常に高

いJcが得られる。一方、上記のPLD法に対して、よ

り簡便な塗布法を適用する方法も研究されており、

最近高いJc特性が得られるようになってきた。この

方法は真空チャンバーが不用なため、大型化、工業

化が容易でより安価に線材作製が可能である点に特

長がある。

44）NIMSの現状・NIMSの研究
NIMSにおいては、主にPIT法やディップコート法

（塗布法）によるBi-2212の線材化の研究を進めている。

これまでに、結晶粒のc軸配向化を実現する「部分溶

融―徐冷熱処理法」や、PAIR（Pre-Annealing &

Intermediate Rolling）法などを開発し、世界最高の臨

界電流密度Jcを達成した。「部分溶融―徐冷熱処理法」

は現在Bi-2212線材の標準的熱処理法として広く世界中

で用いられている。Bi-2212線材は、特に高磁界におい
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て従来の金属系超伝導体と比べて格段に高いJcが得ら

れており、強磁界応用に極めて有望である。また熱処

理時の酸素分圧により粒界構造とJcが変化することな

ど、ナノレベル構造制御に関する知見を得ることにも

成功しつつある。さらに、温度勾配熱処理による２軸

配向化と、それによるJc特性の向上など、微細組織と

特性に関する研究も進めている。また、昭和電線と共

同でBi-2212多芯丸線材の高Jc化の研究も行っており、

最近になってBi-2212の部分溶融温度直上の狭い温度範

囲から徐冷を行うと、Jcが大幅に向上することを見い

だしている。これは、Bi-2212フィラメントの不規則化

や粗大化が抑制されるためと考えられ、これによって

丸線材としては世界最高のJcが得られるようになって

きている。

応用面では、Bi-2212線材を使って、超伝導マグネ

ットの発生磁界をさらに向上させる研究を進めてい

る。すなわち、日立製作所・日立電線と共同で、Bi-

2212テープ線材を用いて小型コイルを試作し、これ

を既存の超伝導マグネットの中心部に設置してBi-

2212コイルによる発生磁界の嵩上げを試みている。7)

すでに、ディップコート法によるコイルで合計21.8

テスラ、PIT法によるコイルでは合計で23.4テスラの

磁界発生に成功している。このPIT法コイルを用い

た場合の23.4テスラは、現在のところ超伝導マグネ

ットの発生磁界の世界記録である。さらに、PIT法

Bi-2212線材を用いて作製した小型マグネットを、液

体ヘリウム不要の冷凍機冷却によって運転したとこ

ろ、温度が20K程度までは十分強い発生磁界が得ら

れるとともに、熱的安定性に優れることを見いだし、

本Bi-2212線材を用いたマグネットは、高い冷却効率

を有する冷凍機冷却型の超伝導マグネットとしても

大いに期待されることがわかった。

以上の応用を指向した研究の他に、NIMSでは将

来の線材応用を目指して新超伝導物質探索にも力を

注ぎ、高圧合成装置の開発を進めてきた。これらの

装置を使って新規高温超伝導体の高圧下探索研究を

いち早く実施し、現存する100Kを超えるような高い

遷移温度を有する酸化物超伝導体の半数以上を発見

することに成功している。また、ごく最近ではソフ

ト化学を物質創製へ適用することにより、水和コバ

ルト酸化物超伝導体（NaxCoO2・yH2O）を発見して

いる。8)Tcは約５Kと高くはないが、コバルト酸化物

における初めての超伝導の発見であり、超伝導物質

探索の一つの指針となるとともに、高温酸化物の超

伝導メカニズムの解明にも役立つと期待される。

55）今後の動向
Bi-2223、Bi-2212線材については、国内外で多くの

研究が行われ、最近かなり高いJcが達成されている

ものの、まだ実用レベルには至っていない。種々の

実験から、Bi-2223、Bi-2212線材ともに局所的には実

用的に十分な大きさのJcが観測されているので、両

線材ともに潜在的には十分な能力を有しているもの

と判断される。しかしながら実際のビスマス系線材

においては、ボイドや不純物、配向の乱れなど超伝

導電流の流れを遮断する因子が多く存在し、十分な

大きさの超伝導輸送電流が得られていない。また、

結晶粒界における超伝導電流の橋渡しのメカニズム

など、材料学的に不明な点も多くある。

このような問題を解決するためには、これまで進

めてきた結晶粒の組織制御、等だけでは特性向上に

限界があると考えられ、新たなる手法による研究開

発が必要不可欠と考えられる。超伝導材料を特徴づ

ける基本パラメータにコヒーレンスの長さがあり、

これはナノメートルレベルであることから、ナノメ

ートルレベルの構造制御が特性向上には有効と考え

られる。例えば、出発物質のナノ粒子化、層状結晶

構造や粒界構造の改変、ならびにナノメートル粒子

の導入などが今後重要になろう。このような手法に

よって、Bi-2212では4.2Kならびに20K近傍でのJc向

上が、またBi-2223ではこれらの温度に加えて77Kで

のJc特性の向上が、実用化へのカギになるであろう。

一方、Coated conductorでは、短尺テープにおいて

はすでに優れたJc特性が得られている。今後は、km

級線材を作製するための長尺化技術の確立や、製造

コストの低減が実用化の観点からは非常に重要とな

る。いずれの場合も、効率の良い研究開発のために

は、今以上に企業と大学や公的研究機関との連携が

非常に重要となろう。

また、このようなナノ制御による特性の向上を図

るためには、線材内における組織や超伝導電流密度

の分布をナノメートルレベルで評価する技術を確立

し、そこで得られた知見を線材作製にフィードバッ

クすることが重要である。このようなナノメートル

レベルの解析には、透過電子顕微鏡をはじめ、電流

分布を二次元的に解析する走査型SQUID磁気顕微
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鏡、マイクロ波STMなどが考えられ、これらによる

微細領域の組織や物性の解析手法を確立することが

必要となろう。

一方、現在の酸化物超伝導体の特性をさらに上回

る新超伝導体の探索も、学術的な意義のみならず応

用上からも重要と考えられる。新物質探索では、超

高圧、超高ガス圧、ソフト化学等の特殊環境を活用

した合成が有望と考えられる。これらの手法によっ

て、次世代の超伝導線材のシーズとなるべき新規超

伝導体の探索・開発研究を推進するとともに、高圧

合成、単結晶育成等の超伝導体創製技術を一層高度

化することも重要であろう。
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