
11）はじめに
数千種類の超伝導物質が発見されているにもかか

わらず、既に実用化されている、あるいは今後実用

化が見込まれている物質は、表１に示す４種類の金

属系超伝導材料（Nb-Ti合金、Nb3Sn、Nb3Al、

MgB2化合物）とこれにＹ系酸化物超伝導体と２種

類のBi系酸化物超伝導体が加わるのみである。金属

系超伝導材料は臨界温度Tc、臨界磁場Bc2ともに酸

化物超伝導体と比べて低いので、将来は、酸化物超

伝導材料に置き換わるかも知れない。しかし、現在

進行中の超伝導応用（表１）では、機械的特性や超

伝導接続性の観点から、酸化物超伝導体が当面は対

応できない状況にある。それゆえに金属系超伝導体

の高性能化が引き続き切望されている。

これらの研究開発の動向を知るために論文データ

ベースから題目に物質名を含む論文について発表件

数の年代による推移を調べた結果が図１である。01

年に発見されたばかりのMgB2に関する論文発表件

数は、他の金属系超伝導材料と比べて非常に多い。

原材料が廉価で金属系としてはTcがもっとも高い新

顔材料であるMgB2への大きな期待を反映する。一

方、比較されるべきNb-Ti，Nb3Sn，Nb3Alではバル

クの物性に関する研究は既に60～70年代に終了して

おり90年以降では実用的形態である線材・薄膜の発

表になっていることもその一因である。実際、

MgB2の論文データ検索で、題目に線材・薄膜を含

むもの（薄青色）に注目すると、それらはMgB2の

全体論文数の２～３割程度であり、またNb3Snの論

文数と比べて1.5～２倍程度である。図１からは、こ

の数年、MgB2の研究が非常に活発であること、し

かし、他の金属系超伝導体についても発表件数が落

ち込んでいないことが判る。MgB2の研究者の多く

が酸化物超伝導体からシフトしてきていることと関

連すると思われる。

OSTの独自調査結果によると、1)04年度の世界にお

ける超伝導材料別製造重量（図２(a)）は殆どがNb-

TiとNb3Snであり、生産高1,100トンのうち、実に
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表１　主な金属系超伝導体の比較

図１　金属系超伝導体の論文件数の年による推移（Web of
Scienceを利用）

http://www.nims.go.jp/jpn/about/org/field05.html


Nb-Tiが97.8%、次いでNb3Snが1.5%を占め、残りが

わずか0.7%のBi系酸化物超伝導体である。また、04

年度の応用機器分類ごとの線材販売額の統計（図２

(b)）によると、線材販売額は医療用画像診断装置

MRIと核磁気共鳴NMR分光分析器でほぼ６割を占め

ており、それらにはNb-TiとNb3Snが使用されている。

MRI、NMRの年間販売台数は８～10%で増えており、

Nb-Ti、Nb3Snの高性能化や低コスト化のための研究

が活発に継続している。

22）世界の動向
国内外の最先端医療機関では、中心磁場で10テス

ラ近くの高磁場MRIが試験的に用いられており、こ

のような高磁場MRIが今後、医療現場に普及してゆ

くには、Nb3Sn相形成後にコイル巻線するR&W法に

対応した低コストNb3Sn（またはNb3Al）線材の開

発が必要になる。また、タンパク質の構造解析に威

力を発揮することが期待され、日米欧が戦略的に競

って開発を進めている1GHz（23.5テスラ）NMRでは、

Nb3SnおよびNb3Alの高磁場超伝導材料がその成功

の鍵を握っている。さらに、大型応用でも継続的に

Nb-Ti、Nb3Sn、Nb3Alの性能向上が求められてきた。

90年代半ばはCERNの粒子加速器（LHC）や核融合

炉（ITER）、また00年以降は次世代加速器などの大

型プロジェクトが金属系超伝導体の研究を牽引して

きた。ITERマグネットに必要な超伝導線材の総量

は、Nb3Snが550トンまたNb-Tiが250トンと膨大であ

り、建設開始から数年でこれらを生産納入できるよ

うに、生産設備を整えなければならない。

Nb3Snの高性能化には、拡散反応に寄与するSn量

の増大と微視的組織のナノレベルでの制御が鍵であ

り、それらの結果、4.2 Kで12テスラという条件で安

定化銅を含まない断面積あたりの臨界電流密度non-

Cu Jcは、過去10年間で２倍の3,000A/eに向上した。

すなわち、ブロンズ法ではCu中のSn固容量を固溶限

(16%)まで増加させて結晶粒の微細化とともに高Jc化

が図られた。しかし、それ以上にSn濃度を高くする

のは困難である。一方、Cuマトリックス中にNbフ

ィラメントのほかにSnをそのまま断面構成材とする

内部Sn拡散法は、ブロンズ法に比べて交流損失性で

は劣るもののSn含有量を高くできる特徴をもともと

有し、そのため高Jcが実現できることから日米欧

（三菱電機、Outokumpu、Bochvar、Alstom）で盛

んに研究されてきた。最近、次世代加速器の高Jc仕

様を満足するさらに進んだ改良が、米国OSTでなさ

れた。Cuの割合を極力下げることにより、4.2K、12

テスラで3,000 A/eの高いnon-Cu Jcを得ることに成

功した。また、内部Sn拡散法の弱点でもあった量産

性についても、Snの代わりにダミー塩化物を使用し

て200kgの大型マルチビレットの熱間押し出しを可

能にした。塩化物は押し出し直後にSnフィラメント

と置換され、そのまま冷間で伸線加工されて十分な

単位長と低コスト化が実現した。今後は、高Jcを達

成するために犠牲にしてきた安定性（CuへのSn汚

染）、交流損失特性、機械的特性を如何に改善する

かが重要となろう。中国の西北有色金属研究院では、

最近、Nb-Tiに加えて内部Sn拡散法Nb3Snも大規模

に生産を始めた。Jc特性はまだ劣るものの低価格で

世界市場への参入を伺っており、今後も目が離せな

い。欧州のSMIは、もともと高Jc化で有利であった

Nb管にNbSn2粉を充填してNb3Snを拡散生成させる

パウダー・イン・チューブ（PIT）法を改良し、

EAS社と協力して大型ビレット（50 kg）による長尺

化に成功した。Nbの外側に配置されるCu安定化材

へのSn汚染が少ない特徴を有する。

後述のようにNb3Alの研究は日本を中心に実施さ

れているが、2)米国では次世代加速器を目標にOhio州

大、OST、IGC、Superconが急冷法Nb3Alの開発を

進めてきた。最近、イタリアのEURATOM-ENEA

でも急冷法Nb3Alの研究に着手した。

ほかの金属系超伝導体は液体ヘリウムを冷媒とし

て利用しなければならないが、MgB2は、臨界温度

が高いことから、未来のエネルギー源で環境に優し

い液体水素を超伝導の冷媒として利用すると冷却コ
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図２　2004年の　(a)材料別の線材製造量、(b)応用分類ごと
の線材販売額



ストを大幅に低減できる利点を有する。また、軽量

性に優れるので、磁気浮上列車や宇宙環境での利用

が期待されている。発見当初高いTcの割にBc2が低

いことが問題であったが、Wisconsin大の微量酸素

固溶薄膜や豪州Wollongong大によるSiCナノ粒子添

加をきっかけに、CがBサイトに置換することでBc2

が大幅に向上し、高磁場用線材として潜在能力が高

いことが判明した。現在、PIT法によってMgB2の線

材化の研究が日米欧豪で活発に行われているが、そ

の研究レベルは他の金属系超伝導体と比べてもまだ

初歩的な段階にある。すでに1,000m級の線材も作製

されており、長尺化が容易というこれまで期待を裏

切ってはいない。ただし、種々の超伝導線材のnon-

Cu Jc特性を比較したデータ集3)からも判るように、

MgB2長尺線のJcはまだかなり低いレベルである。

33）国内の動向
Nb-Tiに関しては、古河電工が欧州CERNのLHC加

速器用導体として総量92トンを00～03年に亘って生

産・納入した。他社と比較して高品質であったこと

に対してCERNから表彰を受けており、Nb-Ti線材で

の高い技術力と競争力が改めて認識された。

Nb3Snに関して、4)世界に先駆けて神戸製鋼所が高

Sn濃度ブロンズ法Nb3Sn線材の実用化を達成したこ

とが特筆される。高磁場NMR用高Sn濃度ブロンズ

Nb3Sn線材は、現在、神戸製鋼、古河電工、日立電

線の各社で開発が進められている。また、高Sn濃度

ブロンズNb3Snは、NMRだけでなくITERにも利用

されようとしている。核融合炉ITERの線材仕様で

は低ヒステリシス損失と高Jc化の両立が求められて

おり、フィラメント間結合が抑制された内部Sn拡散

Nb3Sn線材と同様に、高Jc化した高Sn濃度ブロンズ

Nb3Sn線材が有力な候補材料となっている。東海大

と神戸製鋼所で共同開発されたTa-Sn化合物を出発

材料にしたNb3Sn線も新しい高磁場NMR用候補線材

として注目されている。一方、次世代加速器のため

の高Jc Nb3Sn線材開発においては、残念ながら米国

勢の後塵を拝している。線材開発プログラムが米国

主導であったことに起因する。しかし、最近、三菱

電機がSnの配置を工夫した改良型内部Sn拡散線材の

開発に着手しており、今後の展開が注目される。

Nb3Alに関しては、歪み感受性が低くて耐歪み性

に優れることに着眼して、原研が拡散法Nb3Al線材

を住友電工と共同で開発を進めてきた。試作した

R&W法Nb3Alコイルで03年に13テスラで46kAの大

電流通電に成功した。しかし、拡散法Nb3AlのBc2,

Jcは急冷法Nb3Alと比べると低い。次世代核融合炉

の磁場は13テスラから16 - 20テスラに向上するので

拡散法Nb3Alでは対応できず、急冷法Nb3AlをNIMS

と共同で開発する計画である。高エネ研は次世代加

速器用に急冷法Nb3Alを日立電線、NIMSと共同で開

発に着手した。

MgB2に関しては、5)JR東海及び日立製作所が磁気

浮上列車用コイルやMRIへの応用を視野に入れて

MgB2線材の開発に着手した。MgB2粉をCu/Fe複合

管に直接詰めるex-situ法により50ｍ程度の単芯線で

小コイルを試作し磁場発生に成功した。今後、長尺

化に加え、低磁界不安定性解消のための多芯線化、

超伝導接続技術が検討課題である。東海大はMgB2

原料粉末にInなどの低融点金属粉末を混合すること

でMgB2粒間結合を改善し、大幅にJcを向上するの

に成功した。

44）NIMSの現状・NIMSの研究
96年に開発に成功した急冷法Nb3Alについて、強

磁場研究センターで開発中の高磁場NMR内層コイル

候補線材として、日立電線と共同で開発を進めてき

た。Nb/Al前駆体線材を急加熱・急冷却していった

んbccの過飽和固溶体としてその後の熱処理でNb3Al

に変態させる方法であり、拡散法と比較して化学量

論組成でかつ微細な組織が得られ、20テスラ以上の

高磁界までnon-Cu Jcが大きい特徴を有する。優れた

耐歪み性は保持されている。高磁場NMRのほか次世

代加速器や核融合炉用にも高エネ研、原研、核融合

研と共同で線材開発を進めている。長尺化に関して

は2.5kmのNb/Al前駆体線材の試作に成功したが、今

後はそのような長尺線を均一に急熱・急冷処理する

技術の確立が急務である。また、線材の安定化技術

の確立も重要である。NMR用途には急冷後にCuを

機械的に複合する方法、加速器・核融合炉用途には

Nb被覆Agロッドを内部に分散した内部安定化法や

銅のイオンプレーティング／電気メッキ法の開発を

進めている。さらには、フラックスジャンプに対す

る対策、ナノ構造制御による磁束線ピン止め、non-

Cu Jcの向上を目指した変態処理条件の最適化等が

重要となろう。
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Nb3Snに関しては、03年からブロンズよりSn濃度

の高いCu-Sn化合物（ε相、η相）を出発材料とする新

しい方法で高Jc化を図る研究に着手した。Jc特性の向

上、安定化、長尺化が今後の課題である。また、ブ

ロンズ法Nb3Snで反応後のブロンズからSnを選択酸

化させて銅へ変換させるための基礎研究も開始した。

MgB2に関しては、01年の青山学院大での超伝導性

の発見直後からPIT法による線材化に着手した。

MgB2化合物粉末を金属管に詰めて加工するex-situ法

と、MgとBの混合粉末を金属管に詰めて加工し熱処

理によってMgB2を生成するin-situ法の二つである。

後者の方法では、市販のMg粉末では表面が部分的に

酸化していてMgとBの反応を抑制しており、その悪

影響を除外する目的でMg粉末の替わりにMgH2粉を

利用し、MgH2が450℃付近で分解し表面が活性なMg

粉となることで緻密なMgB2コアの達成とJcの向上に

成功した。さらにMgH2とBの混合粉にSiCナノ粒子

を添加することで高磁界特性を改善し、4.2 K のBc2

に関してはNb3Snに匹敵する23テスラまで上昇する

ことを明らかにした。20 Kでの化合物Jcは3テスラで

600 A/e であり、実用的レベルからはまだ非常に低

い。薄膜等のデータから結晶粒界が有効なピン止め

点であることを明らかにした。今後は、ナノ～数十

ナノメートルで結晶粒サイズを微細化することがJc

を大幅に改善するための研究方針の一つとなろう。

また、MgH2のほかにMg2Cuを出発材料とする方法

にも着手している。Mg2Cuを原料とすると、MgB2の

生成が促進されて低温・短時間の熱処理で高いTcが

得られる。

合金系超伝導材料に関しては、溶解鋳造が省略で

きる複合材・拡散法の検討を開始した。

55）今後の動向
合金系超伝導材料はコイルの巻き直しが可能な

ど、化合物系超伝導材料と比べて取り扱い性が非常

に優れている。したがって、現状より若干でも高磁

界利用が可能になれば、現在一部Nb3Snが利用され

ている応用機器もすべて合金系超伝導材料で構築し

たいと願っているユーザーは多い。したがって、

Nb-Tiをはじめとした合金系超伝導材料の高磁場化

は重要であろう。また、合金系のJcを飛躍的に増大

させるには首都大等で研究されているナノサイズ人

工ピン導入が有効である。実用化のためには低コス

ト化の研究が必要になろう。

Nb3SnではTa-Sn化合物粉を混合したSnシートと

Nbシートを重ねてNb管に挿入する新しい方法が東

海大で開始された。今後、長尺化、安定化の研究が

進展するであろう。

MgB2に関しては、現在シース材としてCu、Fe、

SUS、鋼などが利用されているが、精密磁場応用、

交流応用の観点から磁性材料のシース材は好ましく

ない。充填粉末密度を上げるために伸線加工の観点

から硬い材質が好ましいことから、今後、多芯線化、

安定化材複合、超伝導接続とも関連してシース材の

選択が重要になるであろう。また、Jcの改善が不可

欠なので、有効なピン止め点の導入が急務である。

そのほか、ITER後の核融合実証炉を視野に入れ

た低誘導放射化対応の超伝導材料の開発も重要にな

ると思われる。軽量超伝導体であるMgB2は中性子

照射に対しても誘導放射能が小さい。同様に軽量で

あるV基超伝導体も今後の展開が注目される。

05年、次世代加速器用超伝導線材の価格がどのよ

うに決められるべきか、原材料費の何倍が適切か、

等を考察する論文がメーカーでなくユーザーの立場

から超伝導専門学術誌に投稿・掲載され、注目され

た。6)今後も、金属系超伝導体の高性能化と低コスト

化の両立を目指した研究が益々盛んになることが予

想される。
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