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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材上に酸化物超電導層または基材上に酸化物超電導層及び安定化層が設けられてなる
酸化物超電導導体に対し、前記酸化物超電導体表面に対して斜め方向からレーザを前記基
材の長さ方向に沿って照射して前記酸化物超電導層をその幅方向に複数に分断する細線化
溝を前記基材に達するように形成し、前記細線化溝の内側に付着した溶融凝固物を加熱し
酸化して高抵抗化することを特徴とする低交流損失酸化物超電導導体の製造方法。
【請求項２】
前記酸化物超電導層に対して前記レーザを照射するとともに、前記レーザ照射部分に対
してパージガスを吹き付け、レーザによる溶融物を前記パージガスにより部分的に吹き飛
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ばしつつ前記細線化溝を形成し、前記酸化物超電導層を前記細線化溝を介して分断するこ
とを特徴とする請求項１に記載の低交流損失酸化物超電導導体の製造方法。
【請求項３】
前記酸化物超電導体表面に対して斜め方向からレーザを照射する際、照射角度を超電導
体表面の法線に対して０゜〜４５゜の範囲とすることを特徴とする請求項１または２に記
載の低交流損失酸化物超電導導体の製造方法。
【請求項４】
前記溶融凝固物を酸素含有雰囲気中にて酸化する場合、４００℃〜８００℃の範囲で熱
処理することを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の低交流損失酸化物超電導導体
の製造方法。
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【請求項５】
前記基材がＮｉ合金からなり、前記酸化した溶融凝固物がＮｉＯを含む酸化物であるこ
とを特徴とする請求項１〜４のいずれか一項に記載の低交流損失酸化物超電導導体の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、交流通電時の損失低減を図った構造の酸化物超電導導体の製造方法に関し、
特に基材上に酸化物超電導層を有する形式の酸化物超電導導体について、酸化物超電導層
を複数に分割した構造を採用して交流損失の低減を図る技術の改良に関する。
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【背景技術】
【０００２】
超電導線は直流通電用途と交流通電用途があり、モータや変圧器などの交流応用機器に
超電導線を利用する場合は、第２種超電導体と称されるものを利用するので超電導体への
磁束の侵入を一部許すことになり、交流損失が必然的に発生する。この交流損失を低減す
るための技術として、従来から実用化されている金属系超電導線材あるいは化合物系酸化
物超電導線においては、押出工程や引抜工程あるいは圧延工程において多芯構造として超
電導線を細線化し、微細な超電導フィラメントを形成するとともに、多芯化の際に超電導
フィラメント間に高抵抗のバリア層などを配置して超電導フィラメント間の高抵抗化を行
20

ってきた。（非特許文献１参照）
【非特許文献１】J. Yoo, J. Ko, H, Kim, and H. Chung, "Fabrication Twisted Mutifi
lamenttary BSCCO2223 Tapes by Using HighResistive Sheath for AC Application, " I
EEE Transactions on Applied Superconductivity, 9 (2):2163‑2166 (June 1999).
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
従来から使用されてきた金属系あるいは化合物系の超電導体に代えて、より臨界温度の
高い酸化物超電導体の研究開発が進められており、この開発の一環として本発明者らは、
基材上に酸化物超電導層を設けてなる酸化物超電導導体において、モータや変圧器などの
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交流応用用途の線材開発を進めている。
従来の金属系酸化物超電導体は金属加工が可能であり、塑性加工によるマルチフィラメ
ント化が可能であったが、酸化物超電導体はセラミックスの１種であって極めて脆く、塑
性加工は望めないので、全く別の手法により細線化を行う必要がある。
従来、基材上に酸化物超電導層を設けてなる酸化物超電導導体に対して細線化を行う手
法の一例として、図９に示す如くテープ状の基材１００の上面に形成した酸化物超電導層
１０１に対してその上面側からその長さ方向に沿ってレーザ光線を照射し、酸化物超電導
層１０１の長さ方向に沿う分割溝１０２を酸化物超電導層１０１の幅方向に複数形成する
ことにより、酸化物超電導層１０１を複数の分割超電導層１０３に分断形成することで細
線化する方法が知られている。

40

【０００４】
例えば、超電導体をその幅方向に２分割すると、超電導体に侵入する磁束の移動量が減
少することが知られており、これに応じて交流損失が低減することが知られている。
例えば、交流損失の近似式として、以下の（１）式が知られている。
Ｗ（交流損失）＝（α／γ）×Ｂｍγ×（ｗ／ｎ）

…（１）式

この近似式において、αとγはピンパラメータ、Ｊｃ＝αＢγ−１

（Irie‑Yamafuji

９

モデル）、α＝１.６４４×１０

、γ＝０.５７、Ｂｍは磁界振幅を表し、等価中心到達

磁界より十分大きい範囲であるとする。また、ｎは超電導体の分割数を示している。
即ち、この近似式から、超電導体の分割数にＷ（交流損失）の値が関係しており、例え
ば超電導体の分割数を２とすると交流損失は１／２になり、超電導体の分割数を４とする
と交流損失は１／４になると言われている。
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【０００５】
このような背景から本発明者らは、図９に示す構造の酸化物超電導層１０１を基材１０
０上に形成して実際に２つの分割超電導層１０３に分断するとともに、この分割構造の酸
化物超電導導体の抵抗値を測定することにより、分割構造とした効果を調査する試験を行
ってみた。
図１０は、基材上に分割していない状態の酸化物超電導層を形成し、その表面にその幅
方向に沿って４つの測定端子（Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４）を定間隔で取り付け、直流４端
子法にて抵抗測定を行った場合の試験結果を示す。４つの端子において外側の２つの端子
Ｔ１、Ｔ４は電流測定用の端子に相当し、内側の２つの端子Ｔ２、Ｔ３は電圧測定用の端
子に相当する。
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図１０のグラフの横軸は上述の構造の酸化物超電導層を冷却した際の温度を示し、縦軸
は抵抗値を示すが、８０Ｋから９０Ｋの間の温度域にて抵抗値が急激に減少し、超電導状
態に遷移したことがわかるとともに、８０Ｋ未満の温度域においては抵抗値のプロットが
ランダムにばらつき、超電導状態に遷移した後のノイズ検出状態を示している。
【０００６】
図１１は、酸化物超電導層１０１に対し、端子Ｔ２と端子Ｔ３の間の部分において、酸
化物超電導層１０１の長さ方向に沿ってレーザにより分割溝１０２を１本形成し、酸化物
超電導層１０１を２つに分割した試料について、抵抗値の温度依存性を測定した結果を示
す。
レーザにより分割するには、図１２に示すように酸化物超電導体１０５の上面側からほ
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ぼ直角に（法線方向に）レーザを照射し、レーザが酸化物超電導層を貫通して基材に到達
するようにレーザーパワーを設定してから酸化物超電導体をその長さ方向に移動させる方
法（導体移動方向の矢印参照）とした。
図１１の測定結果に示すように１本の分割溝１０２により２分割した構造の酸化物超電
導層１０１の温度を低下させてゆくと、８０Ｋ〜９０Ｋの間の温度域において抵抗値がそ
れより高い温度域よりも１段低下するものの、抵抗値が低下した後においても低下前の抵
抗値と同じオーダーの抵抗値が観測された。即ち、図１０に示すような抵抗値のノイズ検
出状態ではなく、低い抵抗値ではあるが、ほぼ一定の抵抗値が６０Ｋ〜８０Ｋの温度範囲
において観察された。
【０００７】
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これは、以下の理由によるものと本発明者は推定している。
図１２に示すように水平に設置した酸化物超電導導体１０５に対して鉛直下向きにレー
ザ光線１０６を照射し、酸化物超電導導体１０５の酸化物超電導層を分断した結果、得ら
れた酸化物超電導導体１０５をＥＰＭＡにて断面観察した結果の拡大図を図１３に示す。
図１３に示す如くレーザで酸化物超電導層を溶断した部分において、基材表面側に突出
した溶融凝固部分を確認することができた。図１３は基材の長さ方向に沿う縦断面を示し
、図１３の白色部分は基材を示し、白色部分から上方に突き出ている溶融凝固部分の左右
両側に酸化物超電導層が存在するが、図１３では酸化物超電導層は黒い背景部分に隠され
ており、レーザ溶断部分に沿って溶融凝固部分が突出形成されている。これは、図１２に
示すように酸化物超電導層にレーザを照射して酸化物超電導層を溶断しようとした場合、
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酸化物超電導層は厚み１μｍ程度であるが、基材は１００μｍ程度あるので、レーザは基
材を部分的に確実に溶断するので、レーザにより溶融された基材の一部がドロスとなって
除去されずに細線化溝内に残留し、この溶融凝固物が突出形成される状態になるので、分
割したはずの左右両側の酸化物超電導層がこの溶融凝固物で橋渡しされた構造となり、こ
の部分が電流パスとなって低抵抗値発生の起源となるものと推定される。
【０００８】
例えば、Ｎｉ合金のハステロイ（ヘインズ社商品名）の基体の上に、Ｇｄ２Ｚｒ２Ｏ７
の組成の下部中間層（略称：ＧＺＯ）とＣｅＯ２の上部中間層とＹ１Ｂａ２Ｃｕ３Ｏｘの
組成の酸化物超電導層（略称：ＹＢＣＯ）を積層してなる構造の酸化物超電導導体を利用
した場合に、図１３に示すような溶融凝固物の突起物が生じると、この突起物にはＮｉが
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多量に含まれるので、端子Ｔ２と端子Ｔ３との間には、図１４に示す等価回路の如くＹＢ
ＣＯ−ＣｅＯ２−ＧＺＯ−ハステロイ基体−ＧＺＯ−ＣｅＯ２−ＹＢＣＯのループの抵抗
直列回路にＮｉを主成分とする溶融凝固物の抵抗が並列に挿入された形の回路構成となり
、このＮｉを主成分とする溶融凝固物の抵抗が図１１に示される抵抗値を発生させてしま
う原因となっているものと推定できる。
従って単に酸化物超電導層をレーザによりスクライビングしようとしても、低交流損失
の酸化物超電導体を製造することはできないという課題があった。
また、レーザスクライビングに代えて、カッターを用いて物理的に細線化溝を形成し、
酸化物超電導層を分割してフィラメント導体とすることも考えられるが、カッターの切り
裂き精度には問題があり、酸化物超電導層のみを切断して基材までも切断しないように、
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しかも、長尺の酸化物超電導導体の全長にわたり均一な幅の細線化溝を並列形成して横断
抵抗値の高いフィラメント導体に分断するのは容易ではない問題がある。また、カッター
による切断は物理的な負荷を伴う作業であるので、基材や酸化物超電導層に物理的なダメ
ージを与えるおそれがあり、超電導特性の劣化につながる問題がある。
【０００９】
本発明は前記事情に鑑みてなされたもので、基材上に酸化物超電導層を設けた構造の酸
化物超電導導体に対してレーザにより酸化物超電導層を複数のフィラメント導体に分断し
た構造を採用した場合であっても、分断した個々のフィラメント導体どうしの絶縁性を高
めることができ、低交流損失の酸化物超電導体を得ることができる製造方法の提供を目的
とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明は、基材上に酸化物超電導層または基材上に酸化物超電導層及び安定化層が設け
られてなる酸化物超電導導体に対し、前記酸化物超電導体表面に対して斜め方向からレー
ザを前記基材の長さ方向に沿って照射して前記酸化物超電導層をその幅方向に複数に分断
する細線化溝を前記基材に達するように形成し、前記細線化溝の内側に付着した溶融凝固
物を加熱し酸化して高抵抗化することを特徴とする。
酸化物超電導層の斜め方向からレーザを照射することにより、酸化物超電導層と基材の
溶融物を細線化溝から外部へ排出することが容易となる。例えば、レーザを斜め方向から
酸化物超電導層に向けて照射すると、レーザの運動エネルギーが酸化物超電導層に対する
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レーザの入射方向と反対側に反射して向くこととなり、レーザの運動エネルギーが酸化物
超電導層に向かって衝突し、そこから反射して逃げる方向に溶融物を移動させるか吹き飛
ばすことができるので、細線化溝内への溶融凝固物の残留分を削減できる。
本発明により得られた酸化物超電導導体は、酸化物超電導層が複数に分割されているこ
とにより、印加磁界方向の投影幅が減少し、交流通電時の損失が減少する。これは、超電
導層の内部に磁束が侵入し、交流通電時に磁束が動こうとした場合に、酸化物超電導層内
での磁束の移動距離が酸化物超電導層を分割していない構造よりも小さくなることに起因
する。
本発明により得られた酸化物超電導導体は、細線化溝により酸化物超電導層が複数のフ
ィラメント導体に分割されるので、交流損失の低減を図ることができるとともに、細線化
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溝に高抵抗酸化物が存在するので、細線化溝を介して分割されたフィラメント導体どうし
が仮に高抵抗酸化物を介して橋渡しされた構造となっても隣接するフィラメント導体どう
しの間の抵抗値が上昇し、超電導状態のフィラメント導体どうしの交流通電時の電気的な
結合性を抑制することができ、酸化物超電導導体の全体として低交流損失化できる。

【００１５】
本発明は、前記酸化物超電導層に対して前記レーザを照射するとともに、前記レーザ照
射部分に対してパージガスを吹き付け、レーザによる溶融物を前記パージガスにより部分
的に吹き飛ばしつつ前記細線化溝を形成し、前記酸化物超電導層を分断することを特徴と
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する。
酸化物超電導層の斜め方向からレーザを照射するとともに、パージガスをレーザ照射部
分に吹き付けることにより、酸化物超電導層と基材の溶融物を細線化溝から外部へ吹き飛
ばして排出することを確実に行うことができる。これにより、細線化溝内への溶融凝固物
の残留分を大幅に削減できる。例えば、レーザを照射してその運動エネルギーの反力を利
用して溶融物を細線化溝から外部に飛ばす作用の力が弱い場合、パージガスを吹き付けて
溶融物を吹き飛ばす作用を加えることで効果的に溶融物を細線化溝から除去することがで
きる。
【００１６】
本発明は、前記酸化物超電導導体として、基材とその基材上に形成された結晶配向制御
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用の中間層とその中間層上に形成された酸化物超電導層とその酸化物超電導層上に形成さ
れた導電性金属材料からなる安定化層とを具備したものを用い、前記細線化溝を前記安定
化層から前記基材の上部に達するように形成することを特徴とする。
本発明は、前記酸化物超電導体表面に対して斜め方向からレーザを照射する際、照射角
度を超電導体表面の法線方向から０゜〜４５゜の範囲とすることを特徴とする。
この角度でレーザを照射することにより細線化溝から確実に溶融物を除去することがで
きる。
本発明は、前記溶融凝固物を酸素含有雰囲気中にて酸化する場合、４００℃〜８００℃
の範囲で熱処理することを特徴とする。
この温度範囲で熱処理することにより、溶融凝固物を確実に酸化することができ、高抵
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抗化できるとともに、酸化物超電導層を損傷させない範囲での加熱酸化ができる。即ち、
フィラメント導体を構成する酸化物超電導層は高温に加熱するとその結晶構造が損傷を受
け、超電導特性の劣化に繋がるので、酸化物超電導層の結晶構造を阻害しない程度に加熱
して溶融凝固物を酸化できることが望ましい。
【発明の効果】
【００１７】
本発明構造と方法を実施することにより、交流通電時の損失が少なく、超電導特性の良
好な酸化物超電導導体を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
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以下に本発明について実施の形態に基づいて説明するが、本発明は以下の実施形態に限
定されるものではない。
図１は本発明に係る第１の実施の形態の酸化物超電導導体の断面図、図２は同酸化物超
電導導体の部分拡大断面図、図３は同酸化物超電導導体の部分斜視図である。
本実施の形態の酸化物超電導導体Ａは、耐熱金属製のテープ状の長尺の基体１の上に、
この基体１の長さと同程度であって、基体１の幅よりも小さい幅で基体１よりも薄いフィ
ラメント導体２が、基体１の幅方向に沿って複数、所定の間隔で並設され、各フィラメン
ト導体２の間には基体１のほぼ全長にわたり、各フィラメント導体２を分割する細線化溝
３が形成されている。
【００１９】
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本実施の形態において前記フィラメント導体２は、基体１上に形成された配向制御用の
下部中間層４と、その上に積層された上部中間層５と、その上に積層された酸化物超電導
層６と、その上に積層されたＡｇなどの良導電性金属材料からなる安定化層７とから構成
された４層構造とされている。なお、この実施形態の構造において、基体１上に配向制御
用の下部中間層４と、その上に積層された上部中間層５とを備えた積層構造を基材１４と
称することとする。
前記基体１は、耐熱合金製の金属材料から、例えば、Ｎｉ合金のハステロイ（ヘインズ
社商品名）から、あるいは、Ｎｉ−Ｗ合金などからなり、厚さ５０μｍ〜１ｍｍ程度（例
えば１００μｍ）に形成されている。前記ハステロイはＮｉ基の耐熱・耐食性の合金とし
て知られているもので、添加するＭｏ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏなどの成分の違いからハステロ
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イＢ、Ｃ、Ｘ、Ｇなどの種類があるが、いずれのハステロイにおいても耐熱性と耐食性に
優れているので本発明の基体として使用することができる。前記基体１は超電導導体Ａを
巻線ボビン等に巻回して超電導コイルや超電導磁石を製造する場合のためにそれ自身が可
撓性を有する材料からなることが望ましい。
【００２０】
前記配向制御用の下部中間層４は、基体１が金属材料であるのに対してその上にセラミ
ック系材料の酸化物超電導層６を配置する構造となることから、金属材料とセラミック系
材料の熱膨張係数の緩和、結晶の格子定数の差異を緩和し、更に酸化物超電導層６の結晶
配向性を制御するなどの目的から、基体１上に形成される。この下部中間層４は、イオン
ビームアシスト法などの公知の成膜法を用いて金属材料製の基体１上に良好な結晶配向性
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でもって形成することが望ましい。下部中間層４は酸化物超電導層６の結晶構造に近い結
晶構造を有してその上に酸化物超電導層６を成膜する場合の下地層として機能させるため
に設ける層となる。
この下部中間層４としてＧｄ２Ｚｒ２Ｏ７なる組成であって、厚さ数分の一μｍ程度も
のを適用することができるが、これに限るものではなく、他のセラミック系の材料を用い
ても良い。
【００２１】
前記上部中間層５は、その上に直に形成される酸化物超電導層６の下地層となり、膜状
に形成する酸化物超電導層６の結晶配向性に大きな影響を与えるので、先の下部中間層４
よりも更に結晶配向性の良好なものとすることが好ましい。この上部中間層５としてＣｅ

20

Ｏ２なる組成の厚さ数分の一μｍのものを例示することができるが、これに限るものでは
ない。先のハステロイ基体上にＧｄ２Ｚｒ２Ｏ７なる組成の下部中間層４を積層し、その
上にＣｅＯ２なる組成の上部中間層５を積層して基材１４とする構造は、極めて配向性の
高い酸化物超電導層６の下地層を得られる技術として知られていて、イオンビームアシス
ト法を用いて下部中間層４の結晶配向性として結晶軸の配向度１０〜２０゜程度の配向性
を得ると、その上にパルスレーザ蒸着法を用いて上部中間層５の結晶配向性として結晶軸
の配向度１０゜以下、例えば５゜前後の優れた結晶配向性のものを高速成膜することがで
き、それに応じてその上に形成される酸化物超電導層６も高配向で臨界電流密度の高いも
のが得られるので好ましい。
本実施の形態において下部中間層４と上部中間層５の組み合わせ構造の基材１４を用い
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たのは、上述の如くＧｄ２Ｚｒ２Ｏ７なる組成の下部中間層４の上にＣｅＯ２なる組成の
上部中間層５を成膜することにより、ＣｅＯ２なる組成の上部中間層５の結晶配向性を特
に単結晶並に良好にすることができることによる。しかし、好ましい中間層の組み合わせ
はこの例の組み合わせに限るものではなく、ＭｇＯ層とＹＳＺ（イットリウム安定化ジル
コニア）とＣｅＯ２の積層構造、Ｙ２Ｏ３とＹＳＺとＣｅＯ２の積層構造なども結晶配向
制御用の積層構造として知られているので、これらのいずれかを用いても良い。勿論、そ
の他の一般に知られている酸化物超電導層としての配向制御用の下地層を単層構造あるい
は複層構造で用いた基材としても良いのは勿論である。
【００２２】
前記上部中間層５の上には厚さ数μｍの酸化物超電導層６が積層されている。この酸化
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物超電導層６は成膜時に先の上部中間層５の結晶配向性に揃う形でエピタキシャル成長さ
れて成膜されたもので、自身の結晶配向性が良好であり、優れた超電導特性が得られるよ
うに形成されている。この酸化物超電導層６は通常知られている組成の酸化物超電導体か
らなるものを広く適用することができる。例えば、希土類酸化物系の超電導体としてＲＥ
Ｂａ２Ｃｕ３Ｏ７−Ｘ系のもの（ＲＥはＹを含む希土類元素の１種以上からなる）が知ら
れているのでこの系のものを用いることができるが、勿論Ｂｉ系あるいはＴｌ系などの他
の酸化物系超電導体からなるものを用いても良い。なお、酸化物超電導体を交流用途とし
て利用する場合の通電電流や臨界電流密度などを考慮すると、現在の技術ではＹＢａ２Ｃ
ｕ３Ｏ７−Ｘ系のものを適用することが好ましい。
前記安定化層７は、酸化物超電導層６に通電時に常伝導の芽が生じたり、侵入した磁束
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が移動して発熱しようとした場合などに通電パスとなり、常伝導転移を防止する目的で形
成するので、電気抵抗の低い良導電性の金属材料層を超電導層６に接する形で積層するこ
とが好ましい。この観点から、安定化層７の構成材料にはＡｇまたはＡｇ合金を用いるこ
とが好ましい。また、その厚さは数１０μｍ程度とすることが好ましい。
【００２３】
前記基体１上のフィラメント導体２は隣接するものが相互に離間して細線化溝３を介し
て形成されているが、この細線化溝３は、安定化層７と酸化物超電導層６と上部中間層５
と下部中間層４を貫通し、基体１の上部側まで達して基体１の上面に図２に示す凹部１ａ
を形成する深さに形成されている。また、細線化溝３の内部側には溶融凝固物からなる不
定形の高抵抗酸化物８が細線化溝３の底部と内側面を覆うように形成されている。この高
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抵抗酸化物８は、後述するレーザ照射により安定化層７と酸化物超電導層６と上部中間層
５と下部中間層４と基体１の上部を溶断した場合に生成させた溶融物を凝固させた後に酸
化させることにより形成されたものである。
この高抵抗酸化物８は、基体をハステロイあるいはＮｉ−Ｗ合金から形成した場合に多
量のＮｉを含有するのでＮｉを主体とする合金の溶融凝固酸化物となっている。また、安
定化層７と酸化物超電導層６と上部中間層５と下部中間層４の各層を構成する元素を一部
含有している。ここで基体１は１００μｍ程度以上の厚さがあり、その上に形成される上
部中間層５と下部中間層４は厚さ数分の１μｍ程度、酸化物超電導層６は厚さ数μｍ程度
、安定化層７は数μｍ程度であるので、レーザにより溶断した場合にレーザによる溶融さ
れる基体１の構成材料が主体となる。
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ここで細線化溝３は酸化物超電導層６を完全に分断していれば良く、その下側の基体１
まで到達する必然性はないが、後述する如くレーザによる溶断により酸化物超電導導体を
製造する場合にレーザの出力を微調整しても酸化物超電導層６の底面まで正確に溶断する
ことは難しく、仮に溶断不足を生じて細線化溝３の底部側に酸化物超電導層６を一部残し
てしまうと、隣接する酸化物超電導層６どうしが電気的に容易に接合してしまうので、レ
ーザ溶断時に基体１側にまで到達するように細線化溝３を形成することが望ましいことか
ら、細線化溝３は基体１側にまで到達していることが望ましい。
【００２４】
本実施形態の酸化物超電導導体Ａは、基体１の幅よりも幅狭のフィラメント導体２が基
体１の長さ方向に複数相互に離間して形成されてなり、隣接するフィラメント導体２間の
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細線化溝３には高抵抗酸化物８が設けられているので、細線化溝３を介して左右に隣接す
るフィラメント導体２どうしの間の絶縁性が高く、高抵抗化されているので、モータや変
圧器などの交流応用機器に本実施形態の酸化物超電導導体Ａを適用した場合、フィラメン
ト導体２の細線化により交流使用時に発生する交流損失を抑制することができる。また、
本実施形態の酸化物超電導導体Ａは、複数の細線化溝３によって複数のフィラメント導体
２に分割されているので、先の（１）式、Ｗ（交流損失）＝（α／γ）×Ｂｍγ×（ｗ／
ｎ）に沿う分割数ｎで分割した場合の本来の効果が充分に発揮され、これによっても交流
損失が低減される。
【００２５】
図４は本発明の第２の実施の形態の酸化物超電導導体Ｂを示すもので、この例の如く基
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体１上の中間層９を１層構造とした基材１４を作製し、その上に直接酸化物超電導層６を
積層し、更に安定化層７を積層した構造を採用しても良い。
前述の如く中間層９を１層構造とした場合に、中間層９を構成するのは、先に説明した
Ｇｄ２Ｚｒ２Ｏ７層、ＣｅＯ２層、ＭｇＯ層、ＹＳＺ層などのいずれを用いても良いが、
いずれの層においても結晶配向性を良好に制御したものが望ましい。
【００２６】
次に本実施の形態の酸化物超電導導体Ａを製造する方法の一例について説明する。
前記構造の酸化物超電導導体Ａを製造するには、まず、図５に示す如く長尺の基体１の
上に下部中間層１０、上部中間層１１、酸化物超電導層１２、安定化層１３を順次成膜し
て積層体を構成する。
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下部中間層１０を製造するにはイオンビームアシストスパッタ法などの配向制御成膜技
術を用いて成膜する。また、これに続けてパルスレーザー蒸着法などの成膜法を用いて上
部中間層１１、酸化物超電導層１２を形成し、その上にメッキ法などの方法により安定化
層１３を形成する。基体１上に全ての膜を成膜したならば、膜の最上層に位置する安定化
層１３の斜め上方からレーザ光線を照射して細線化溝を形成する。
図６に基体１に対してレーザ光線を照射し始めた際の正面状態を示し、図７に基体１と
レーザ光線の照射方向の相対関係を示す。
レーザ光線は図６と図７に示すように基体１に対して上方側からであって、基体１を図
７に示すように側面視した場合に、その斜め上方側から基体１の法線Ｈに対して入射角度
φで入射し、かつ、基体１は水平面に対して角度θ上向きとした状態で移動させるものと
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する。
図７ではレーザ光線を照射する方向Ｒを鉛直下向きとして、基体１を角度θだけ若干上
向きに走行させた状態を示している。また、照射方向Ｒに沿って下向きに窒素ガスなどの
パージガスをレーザの照射地点近傍に吹き付ける。このパージガスの吹き付け速度は、例
えば２０Ｌ／ＭＩＮ程度とすることができる。パージガスとしてはＡｒガス、Ｎ２ガスな
どの不活性ガスを用いることが好ましい。
【００２７】
図７の如くレーザ照射するとともに、パージガスを吹き付けることにより、基体１の長
さ方向に沿って細線化溝を形成して安定化層１３、酸化物超電導層１２、上部中間層１１
、下部中間層１０を貫通し、基体１の上部に達するようなレーザ強度と基体１の移動速度
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にて加工し、細線化溝を基体１の長さ方向全長に形成することで酸化物超電導層１２を複
数のフィラメント導体に分断することができる。
ここで、レーザ強度と酸化物超電導導体の移動強度を調整し、細線化溝が基体１の上部
にまで確実に到達するような加工を行うことにより、酸化物超電導層１２を確実に細線化
溝を介して分断することができる。ここで酸化物超電導層１２の底部まで確実に分断すれ
ばよいので基体１までレーザ光線が到達する必然性はないが、酸化物超電導層１２の底部
をわずかでも残すと、その部分が橋渡しとなって酸化物超電導層１２を複数のフィラメン
ト導体２に分割した効果が薄れるので、レーザ光線を基体１の上部側まで到達させること
でより確実に酸化物超電導層１２を分断できる。また、レーザ光線により細分化溝を形成
してゆく過程において、酸化物超電導導体を傾斜させて溶融物を細分化溝に沿って流下さ
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せて排除する作用と、レーザ光線の運動エネルギーによる移動強制作用と吹き付けるパー
ジガスの吹き飛ばし作用により溶融物（ドロス）を可能な限り排除することはできるが、
細線化溝に少しの溶融物（ドロス）が残留する。
【００２８】
この溶融残留物は溶融凝固物になり、そのまま残しておくと、Ｎｉを多量に含む導電物
であるので、細線化溝内の溶融凝固物を介して隣接するフィラメント導体どうしを橋渡し
して導通させてしまう恐れがある。このため本発明では、レーザによる細線化溝の形成後
において、酸化雰囲気中において熱処理を施してこの溶融凝固物を酸化物にする。
酸化雰囲気とは大気中あるいは酸素ガス雰囲気中を意味し、その雰囲気中において４０
０〜８００℃の範囲に必要な時間加熱する熱処理とする。この酸化処理によりＮｉを主体
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とする溶融凝固物はＮｉＯを主体とする酸化物に酸化されるので、高抵抗化される。具体
的に例えば、酸化処理しない場合に比べて２桁以上、例えば１００倍以上高抵抗化するこ
とができる。これによって細線化溝内に溶融凝固物が残留した場合であっても、フィラメ
ント導体は超電導電流の通電時に電気的に分割されている構造に類似するものとなり、交
流損失を低減できる。また、溶融凝固物を高抵抗化することにより、酸化物超電導層１２
を複数のフィラメント導体２に分割する分割効果を充分に発揮することができ、交流通電
時の損失低減をなし得る。ここで、加熱温度の下限を４００℃としたのは、純Ｎｉは室温
でも酸化するが、溶融凝固物には他の元素も含まれており、なおかつ、室温を含む低温域
での熱酸化では酸化速度が十分ではなくなり、酸化させるために長時間を要するか、ある
いは酸化むらなどを生じるおそれがあり、４００℃よりも低い温度とすると長時間加熱し
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ても酸化が不十分になるおそれがあるためであり、上限を８００℃としたのは、これより
も高い温度で長い時間加熱すると酸化物超電導層を構成する元素（ＹＢａＣｕＯなどの元
素）と中間層が界面で反応するおそれがあるためである。
【００２９】
ところで、先の実施形態においては、酸化物超電導導体を移動方向の前方斜め上方側に
移動させつつレーザ光線を照射する方法を採用したが、これは溶融物を重力により後方側
に移動させるために好ましい形態である。ただし、この例の如く酸化物超電導導体を移動
させる必然性がある訳ではなく、基体を水平としてレーザ光線とパージガスの送風方向を
斜め方向としても細線化溝から溶融物を除去することができる。また、レーザ光線を照射
する方向は酸化物超電導導体の側面から見て基体法線Ｈに対して０〜４５゜の範囲である
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ことが望ましいが、この範囲に限るものではない。しかし、レーザは通常、レンズ系で焦
点を絞って使用するものであり、傾斜させたレーザビームのスポット径は楕円化するので
、エネルギー密度の低下、焦点距離の位置ずれというデメリットを考慮すると、４５゜を
超えると効果が薄れることとなる。
更に、図６に示す如く基体１を正面視した場合にレーザビームが垂直下向きになってい
ることが望ましいが、細線化溝を形成できる範囲であれば正面視レーザビームが傾斜して
いても良い。この正面視した場合のレーザビームの照射角度範囲としても、先の側面視し
た場合のレーザ照射の角度、０〜４５゜を参考として設定することが好ましい。
更に、レーザによる加工は図６に示す如く複数のレーザビームを一度に照射できる構造
のものを採用すれば、酸化物超電導導体の長さ方向に一度移動させることで複数のフィラ
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メント導体に分割することができ、長尺の酸化物超電導導体の場合でも一度の走査で分割
操作を実施できる。
【００３０】
次に、先の実施の形態において、基体１側までレーザが充分に到達するエネルギー密度
範囲では、レーザスポット径の増大によりドロスの低減効果を発揮できる。しかし、レー
ザスポット径を増大してレーザ照射幅を拡げることは、酸化物超電導層を溶断する幅の増
大、レーザビームの周辺直近の酸化物超電導層の特性劣化領域の増大などを引き起こすの
で、レーザスポット径の増大には限界があると思われる。また、レーザスポット径を小さ
くし過ぎると、前述の如く酸化物超電導導体を斜め上方に移動させてレーザビームとパー
ジガスの吹きつけによりドロスを吹き飛ばす作用を生じさせたとしても、細線化溝のサイ
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ズが小さくなることによる毛管現象によりドロスを細線化溝が吸い上げて溜め込み、結果
的にドロスを低減できない可能性を有する。
このような背景から、レーザスポット径は２０μｍ以上、あるいは３０μｍ以上の幅が
望ましいと考えられる。レーザスポット径の上限は適用する酸化物超電導導体が幅広の物
である場合は特に制限が無いが、幅数ｃｍ程度の導体の場合は分割数なども考慮して１０
０μｍ程度とすることが望ましい。
【実施例】
【００３１】
以下に具体的な実施例について説明するが、本発明は以下の実施例に制限されるもので
はない。
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幅１０ｍｍ、長さ１５ｍｍ、厚さ約１００μｍのハステロイ（ヘインズ社商品名）から
なるテープ状の基体を複数用意し、これらの基体上に公知のイオンビームアシストスパッ
タ法に基づき、厚さ０．７μｍのＧｄ２Ｚｒ２Ｏ７層を成膜し、更にパルスレーザ蒸着法
により厚さ０．３μｍのＣｅＯ２層を積層し、基材を作製した。このＣｅＯ２層の配向性
を調べたところ、配向性の指標となるΔφ値で５゜以下になっていることを確認すること
ができ、極めて高配向性を有するＣｅＯ２層を形成できていることが判明した。
続いて各基材のＣｅＯ２層上にパルスレーザ蒸着法により、厚さ２．４μｍのＹＢａ２
Ｃｕ３Ｏ７−Ｘの組成の酸化物超電導層を積層し、更にメッキ法によりその上に厚さ２０
μｍのＡｇの安定化層を形成し酸化物超電導導体を得た。
【００３２】
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これらの酸化物超電導導体に対し、図７に示すように酸化物超電導導体を移動方向前方
に向いて２５゜あるいは３５゜上向きとなるように基体を傾斜させたまま、鉛直下向きに
レーザ光線を照射し、アルゴンガスのパージガスを２０Ｌ／ｍｉｎの吹き付け速度でレー
ザ照射部分にレーザ照射角度と同じ角度で吹き付け、酸化物超電導導体を６ｍｍ／秒の速
度で移動させながら基体に到達する幅約２０μｍの細線化溝を１本形成し、酸化物超電導
層を２つのフィラメント導体に分割した。レーザ装置のレーザ周波数は１０ｋＨｚ、レー
ザエネルギーは４Ｗ、レーザスポット径は３０μｍに設定した。
レーザによる分割後、各酸化物超電導導体を酸素雰囲気中において７００℃に１０時間
加熱するアニール処理を施し、細線化溝内に残留していると思われる溶融凝固物の酸化処
10

理を行った。
前記酸化処理前の各試料と前記酸化処理後の各試料に対し、図１１を元に先に説明した
位置に端子Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４を取り付け、酸化処理前後の横断抵抗値を測定した。
その結果を図８に示す。図８において、２５゜と記載した試料と３５゜と記載した試料が
これらに相当する。
また、比較のために、前記酸化物超電導導体を水平に保持しながら、鉛直下向きにレー
ザを上述の条件と同じ条件で照射して細線化溝を形成した試料も用意し、この試料につい
ても同様に酸化処理前と酸化処理後の横断抵抗値を測定した。図８において、０゜の□印
の結果と０゜の○印の結果が比較例に相当する。
【００３３】
また、図８に示した試験結果の数値を以下の表に列挙する。
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「表１」
入射角度（゜）

抵抗値（Ω）（熱処理前）

抵抗値（Ω）（熱処理後）

０

０．０１＞

０．０１＞

０

０．０１＞

０．０１＞

２５

０．０１＞

２５

２５

０．０１＞

６６

３５

０．０１＞

１１２

３５

０．０１＞

２１０

【００３４】
図８に示す試験結果から明らかなように、２５゜と記載した試料と３５゜と記載した試
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料は、いずれも熱処理後において横断抵抗値が１００倍〜１０００倍近くまで上昇してい
る。これに対して０゜の試料は熱処理前後において横断抵抗値が殆ど変化していない。
この試験結果から、本発明方法を実施して得られた本発明構造を採用した酸化物超電導
導体はフィラメント導体どうしを高抵抗酸化物により分離できていることが判明した。
また、本発明で得られた高抵抗酸化物は、この実施例では表１に示す２５〜２１０Ωの
ものであり、図８に示す例では１０Ω以下で６．２Ωのものが得られたので、５〜２１０
Ωあるいはそれ以上の高抵抗のものを意味するものとする。
【００３５】
「比較例」
先のレーザによる細線化溝の形成の他に、ウエットエッチング処理を施して溶融凝固物
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を生成しないようにして細線化溝を形成する方法を実施し、理想的な構造とした場合の抵
抗値を測定した。先の実施例で用意した積層構造と同じ積層構造（ハステロイ基体＋０．
７μｍ厚のＧｄ２Ｚｒ２Ｏ７層＋０．３μｍ厚のＣｅＯ２層＋２．４μｍ厚のＹＢａ２Ｃ
ｕ３Ｏ７−Ｘの酸化物超電導層＋２０μｍ厚のＡｇ安定化層）であって、長さ３ｃｍ、幅
１ｃｍの酸化物超電導導体を用いた。
この積層構造の酸化物超電導導体に対し、カプトンテープのレジストと過酸化水素水と
アンモニアの混合液及び１ｍｏｌ硝酸のエッチング液を用いたウエットエッチング処理に
て酸化物超電導層の底部まで達する細線化溝（幅２ｍｍ）を形成し、同時のこのエッチン
グ処理により、幅２.５ｍｍ、長さ１.５ｃｍの２本の並列短冊状の導体を形成した。２本
の並列導体はＡｇの安定化層とその下の酸化物超電導層とからなり、それらの下部におい
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ては上部中間層を介して橋渡しされた構造とされている。
前記の並列２本の導体間の横断抵抗を４端子法により測定したところ、約１０００Ω（
室温）となった。
【００３６】
以上の結果から、レーザによる溶融凝固物の酸化物が細線化溝内に完全に存在していな
い状態になれば、約１０００Ωの横断抵抗値となり得るが、レーザにより溶断した場合、
前記の試験例ではそこまでは到達しなかった。しかし、基体の材料選択及びレーザスクラ
イビング条件、熱処理条件等の最適化を行えば、上述のエッチングの試験例よりも高抵抗
にできる可能性はあると思われる。また、酸化物超電導導体は通常導体利用として長尺の
状態で使用するので、長尺の酸化物超電導導体の全長にわたりエッチング処理を行うと製
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造工程が極めて煩雑となり、レジスト液やエッチング液の管理、レジストの露光工程の管
理、設備費、製造費ともに高騰するものとなるので、エッチング処理を酸化物超電導導体
に適用するには無理がある。これに対してレーザを利用して細線化溝を形成する形態なら
ば、どのような長い長尺の酸化物超電導導体に対しても酸化物超電導導体を移動しながら
レーザを照射する処理で適用可能であり、かつ、上述のようなエッチング処理には劣るも
のの酸化処理前の状態よりは１００倍以上高抵抗化できるので、実用上は充分に利用価値
の高い方法と構造と考えることができる。
なお、ハステロイの抵抗率は室温で１.３×１０−６Ωｃｍ、Ｎｉの抵抗率は室温で６.
８×１０−８Ωｃｍ、Ｃｒの抵抗率は室温で１.２９×１０−７Ωｃｍ、Ｍｏの抵抗率は
室温で５.２×１０−８Ωｃｍであるのに対し、ＮｉＯの抵抗率は室温で１０１１Ωｃｍ
３

、Ｃｒ２Ｏ３の抵抗率は室温で１０

20

−６

Ωｃｍ、ＭｏＯ２の抵抗率は室温で２×１０

Ω

ｃｍであるので、本発明に係る酸化処理により高抵抗化できることは、これらの特性値比
較からも歴然としており、レーザによる溶断と酸化処理の条件等を更に工夫することによ
り、前述のエッチング処理した比較例の試料で示された抵抗値よりも更に高抵抗化できる
可能性を有している。
【００３７】
以下の表２に、本発明方法と従来のレーザ溶断による細線化溝形成の方法とエッチング
処理による方法とカッターによる細線化溝の形成方法の比較評価を示す。
「表２」
後加工手法

フィラメント

製造速度

コスト

長尺化対応

導体間抵抗値

物理的

30

ダメージ

本発明

○

◎

◎

◎

◎

従来レーザ

×

◎

◎

◎

◎

エッチング

◎

△

×

△

◎

カッター

△

◎

◎

−

×

（−は切断ムラの危険あり）
表２の比較の如く本発明方法は、いずれの手法に比べても優れた方法であると判断でき
る。
【００３８】
「レーザスポット径調整試験」
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前記実施例と同じ条件でレーザスポット径のみを変更して酸化物超電導体に細線化溝を
形成し、酸化物超電導層を分割し、横断抵抗値を測定する試験を行った。熱処理は７００
℃にて１０時間、酸素雰囲気中において行うものとした。その結果を図１５に示す。
図１５に示す結果から、レーザスポット径が１０〜２０μｍの範囲では熱処理後におい
ても横断抵抗値が向上しない試料が散見され、レーザスポット径が２０μｍを越える範囲
から横断抵抗値の上昇が見られた。また、レーザスポット径が３０μｍ以上の場合の試料
はいずれにおいても高い横断抵抗値を示した。
この試験結果から見ると、前記構造の酸化物超電導導体を分割構造とする場合にレーザ
スポット径は３０μｍ以上が望ましいと判断することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００３９】
【図１】図１は本発明に係る酸化物超電導導体の第１の実施形態を示す断面図。
【図２】図２は同酸化物超電導導体の部分拡大断面図。
【図３】図３は同酸化物超電導導体の部分斜視図。
【図４】図４は本発明に係る酸化物超電導導体の第２の実施形態を示す断面図。
【図５】図５は本発明方法を説明するためのもので、基体上に下部中間層と上部中間層と
酸化物超電導層と安定化層を積層した状態を示す断面図。
【図６】図６は図５に示す積層構造の酸化物超電導導体に対してレーザを照射して細線化
溝を形成している状態を示す正面図。
【図７】図７は図５に示す積層構造の酸化物超電導導体に対してレーザを照射して細線化
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溝を形成している状態を示す側面図。
【図８】図８は実施例において得られた構造の熱処理前と熱処理後における横断抵抗値の
変化を示す測定図。
【図９】図９は従来の酸化物超電導導体に対して細線化溝を形成し、酸化物超電導層を分
断した状態を示す斜視図。
【図１０】図１０は細線化溝を形成していない従来の酸化物超電導導体において横断抵抗
値を測定した結果を示す図。
【図１１】図１１は細線化溝を形成した従来の酸化物超電導導体において横断抵抗値を測
定した結果を示す図。
【図１２】図１２は従来の酸化物超電導導体に対してレーザを照射して細線化溝を形成し
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ている状態の一例を示す図。
【図１３】図１３は図１２に示す方法により得られた酸化物超電導導体の一例の断面写真
を示す図。
【図１４】図１４は図１３に示す構造の酸化物超電導導体の等価回路図。
【図１５】図１５はレーザスポット径と横断抵抗値の関係を示す図。
【符号の説明】
【００４０】
Ａ、Ｂ

酸化物超電導導体、

１

基体、

２

フィラメント導体、

３

細線化溝、

４、１０

下部中間層、

５、１１

上部中間層、

６、１２

酸化物超電導層、

７、１３

安定化層、

８

高抵抗酸化物、

９

中間層

１４

基材
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