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(54)【発明の名称】超電導機器用電流リ−ド
(57)【要約】
【課題】

超電導機器類の冷却系への熱侵入を極力抑制

できる簡易な手段を提供し、超電導関連産業の更なる省
エネルギ−化の推進を可能ならしめる。
【解決手段】

超電導機器用電流リ−ドを、少なくとも

一部が熱伝導率の低い高温超電導体で構成すると共に、
例えば図１に示した電流リ−ド専用冷凍機７等のよう
な、通電時には前記高温超電導体部６をその超電導転移
温度以下に強制冷却し、また非通電時には高温超電導体
部の少なくとも高温端側（電源側）は強制冷却を解除す
る
る。

電流リ−ドの冷却制御手段

を備えて成るものとす
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【特許請求の範囲】

段として一般的に採用されているのは、超電導機器の室

【請求項１】

少なくとも一部が高温超電導体で構成さ

温部に電源を配置し、この電源から銅製のリ−ド線（電

れた超電導機器用電流リ−ドであって、通電時には前記

流リ−ド）を使って超電導機器のクライオスタット内に

高温超電導体部をその超電導転移温度以下に強制冷却

収容され極低温に冷却されている超電導コイルに電流を

し、非通電時には高温超電導体部の少なくとも高温端側

供給する方法である。しかし、電流リ−ドを構成する銅

は強制冷却を解除する

は電気伝導度の優れた材料ではあるものの、一方で熱伝

電流リ−ドの冷却制御手段

を

備えて成ることを特徴とする、超電導機器用電流リ−

導率が高い材料でもある。そのため、この電流リ−ド

ド。

が、室温部に位置する電源部からクライオスタット内の

【請求項２】

電流リ−ドの冷却制御手段が電流リ−ド

専用冷凍機である、請求項１記載の超電導機器用電流リ

冷却系への熱侵入経路となって超電導機器の冷却効率を
10

−ド。
【請求項３】

悪化する原因となり、少なからぬエネルギ−損失を招く
結果となっていた。もっとも、通常の超電導機器では、

電流リ−ドの冷却制御手段が熱スイッチ

熱侵入を極力防止するために電流リ−ドを構成する銅線

である、請求項１記載の超電導機器用電流リ−ド。

を極力細いものとし、更にこれを冷凍機から供給される

【請求項４】

電流リ−ドの冷却制御手段が、超電導機

極低温の冷却媒体（液体窒素等）で常時冷却しながら銅

器のクライオスタット内に保持された液状冷却媒体の液

線からの抜熱を行うことにより超電導コイル部への熱侵

面レベル制御装置である、請求項１記載の超電導機器用

入を防止する対策が講じられている。

電流リ−ド。

【０００５】しかしながら、鉄道用車載変圧器などの場

【請求項５】

電流リ−ドの冷却制御手段が、超電導機

合には、パンタグラフが降ろされて全ての機器の電源が

器のクライオスタット内に保持された液状冷却媒体への

切られてしまう状態に置かれることが少なくない。その

電流リ−ド高温超電導体部の浸漬の程度を調整するため
の

電流リ−ド高温超電導体部の上下動装置

20

である、

ため、超電導コイルを導入した鉄道用車載変圧機ではパ
ンタグラフが降ろされた状態になると冷凍機の電源も切

請求項１記載の超電導機器用電流リ−ド。

れてしまい、電流リ−ドの冷却も途絶えてしまうか不十

【請求項６】

電流リ−ドの冷却制御手段が、超電導機

分となるので、クライオスタット外の電源部につながる

器のクライオスタット内に保持された液状冷却媒体が気

電流リ−ドが主な熱侵入源となって、熱シ−ルド板や真

化したガスの気流を電流リ−ド高温超電導体部へ導入す

空層に囲われて十分な輻射熱対策が施されているクライ

る装置である、請求項１記載の超電導機器用電流リ−

オスタットであっても内部の液状冷却媒体が過度に気化

ド。

して所期する冷却状態を維持できなくなる。従って、変

【発明の詳細な説明】

圧器の作動を再開する時には少なからぬ液状冷却媒体の

【０００１】

補給が必要になるという問題を回避できなかった。

【発明の属する技術分野】この発明は、例えば超電導コ

30

【０００６】

イルを用いる鉄道用車載変圧器，医療用ＭＲＩ，ＳＭＥ

【発明が解決しようとする課題】このようなことから、

Ｓ（超電導電流貯蔵装置），超電導ケ−ブル等といった

本発明が目的としたのは、超電導機器類の冷却系への熱

超電導機器用の電流リ−ドに関するものである。

侵入を極力抑制できる簡易な手段を提供し、超電導関連

【０００２】

機器の運用を容易ならしめることである。

【従来の技術】現在、省エネルギ−思想は産業界の隅々

【０００７】

にまで浸透してきており、例えば鉄道運行システム等に

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記目的

おいても厳しい省エネルギ−化が進められているが、そ

を達成すべく鋭意研究を行い、次のような知見を得るこ

のような状況下で鉄道用車載変圧機のエネルギ−損失に

とができた。即ち、近年、超電導転移温度（臨界温度）

も改善の目が向けられるようになってきた。そして、鉄
道用車載変圧機に超電導コイルを導入する試みが検討さ

が液体窒素温度（77.3Ｋ）を越える高温超電導体（酸化
40

れ始めている。

物高温超電導体）が次々と発見されているが、これら高
温超電導体はこれまで超電導機器用電流リ−ド材として

【０００３】ところが、実機を試作しての検討から、鉄

適用されてきた銅等の金属材料に比べるとその熱伝導率

道用車載変圧機を超電導機器化するに当っては

電流リ

が極めて低い。因みに、銅の７７Ｋにおける熱伝導率は

−ドを通じての超電導コイルを収納するクライオスタッ

５Ｗ/cm ・ Ｋであるのに対して、酸化物高温超電導体、

ト内への熱侵入

が問題となり、この熱侵入が目論見通

例えばイットリウム系銅酸化物超電導体の７７Ｋにおけ

りの省エネルギ−化を達成する上で少なからぬ障害とな

る熱伝導率は６５〜７６ｍＷ/cm ・ Ｋであり、２桁ほど

りかねないということが明らかとなった。

も銅の熱伝導率より小さい値である。

【０００４】即ち、現在、超電導磁石を使用した磁気浮

【０００８】従って、これら高温超電導体を超電導機器

上式鉄道，医療機器，エネルギ−貯蔵装置，発電機等と

用電流リ−ド材の少なくとも一部を構成する部材として

いった超電導機器用の超電導コイルに電流を供給する手

50

適用すれば、電流リ−ドを通じての冷却系への熱侵入を
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著しく低減することができる。つまり、超電導機器用電

オスタット内に保持された液状冷却媒体の液面レベル制

流リ−ドを高温超電導体で構成すると、この高温超電導

御装置である、前記

体は酸化物であって熱伝導率の低い材料であるため冷却

ド。

項に記載の超電導機器用電流リ−

系外から電流リ−ドに伝わる熱は先細り状の熱勾配を形

電流リ−ドの冷却制御手段が、超電導機器のクライ

成して電流リ−ド内で止まり、電流リ−ドの積極冷却を

オスタット内に保持された液状冷却媒体への電流リ−ド

続けて間断のない抜熱を行わなくても、即ち電流リ−ド

高温超電導体部の浸漬の程度を調整するための

の強制冷却を行わない状態にしたとしてもクライオスタ

−ド高温超電導体部の上下動装置

ット外の室温部からクライオスタット内の冷却系への熱

記載の超電導機器用電流リ−ド。

侵入を抑えることができるので、鉄道用車載変圧器など
のように機器の電源が全て切られる機会の少なくない超

電流リ

である、前記

項に

電流リ−ドの冷却制御手段が、超電導機器のクライ
10

オスタット内に保持された液状冷却媒体が気化したガス

電導機器の場合であっても非通電時に電流リ−ドを通じ

の気流を電流リ−ド高温超電導体部へ導入する装置であ

て冷却系へ侵入する熱量が極めて少なくなる。そして、

る、前記

このように、高温超電導体を電流リ−ド材として用いた

【００１２】なお、本発明超電導機器用電流リ−ドに適

超電導機器では非稼働時の電源が全て切られた状態であ

用する高温超電導体（酸化物系超電導体）はその種類が

っても主な熱侵入源である

電流リ−ド

項に記載の超電導機器用電流リ−ド。

を通しての冷

特に制限されるものではなく、例えば希土類系の銅酸化

却系への熱侵入が極力抑えられるので、再稼働に際して

物超電導体｛化学式がＹBa2 Cu3 Ｏy ，NdBa2 Cu3 Ｏy , Sm

極低温の冷却媒体を冷却系へ補給して冷却系に侵入した

Ba2 Cu3 Ｏy , GdBa2 Cu3 Ｏy 又はTl2 Ba2 Ca2 Cu3 Ｏy で表さ

熱の蓄積を補償し解消する必要が殆どなくなる。

れるもの等｝や、Bi系の銅酸化物超電導体｛化学式がBi

【０００９】ただ、超電導機器に配設した高温超電導体

2

製電流リ−ドを積極冷却しない状態にすると、前述した

20

Sr2 Ca2 Cu3 Ｏz ，(Bi, Pb)2 Sr2 Ca2 Cu3 Ｏz で表されるも

の等｝など、熱伝導率の低いものの何れをも適用するこ

ように、クライオスタット外の電源部から侵入する伝導

とができる。

熱のために電流リ−ドの温度が上昇し、熱伝導率の低い

【００１３】ところで、本発明に係る超電導機器用電流

高温超電導体であっても少なくともその電源側端が超電

リ−ドは、その全てを高温超電導体で構成する必要はな

導転移温度（臨界温度）以上となって電流リ−ドの機能

く、少なくとも一部を高温超電導体とし、その他の部分

を果たさなくなるという問題が生じた。

には従来通りの金属線（銅線等）を適用しても良い。

【００１０】しかし、この問題も、上記高温超電導体製

【００１４】この電流リ−ドは、クライオスタット外の

電流リ−ドに簡単な冷却制御手段を取り付けておき、通

室温部に位置する電源に接続されるので該部分から熱侵

電が必要な時には強制冷却がなされていなかった電流リ

入が起きるが、前述したように電流リ−ドの高温超電導

−ドを前記冷却制御手段により超電導転移温度以下に冷

体部は熱伝導率の低い材料であるため、強制冷却によっ

却するだけで容易に解決できることが分かった。即ち、

30

て該部分の抜熱を行わなければこの部分において

熱侵

非通電時には高温超電導体製電流リ−ドの強制冷却を解

入側（電源側）が比較的高温で超電導コイル側が低温と

除し、通電が必要な時には当該電流リ−ドのみを液体窒

なる熱勾配

素温度付近の超電導転移温度以下に冷却するという簡易

のため、例えば鉄道用車載変圧機においてパンタグラフ

な手立てで必要な超電導電流の通電容量が保証されるの

が降ろされて全ての電源が切られた状態等のような

で、超電導機器の機能に支障を来すことなく円滑な運転

流リ−ドの積極冷却がなされない状況下

が可能であることを確認した。

しても、冷却系の系外から電流リ−ドを通して侵入する

【００１１】本発明は上記知見事項等を基にしてなされ

熱は当該電流リ−ドの高温超電導体部で殆ど止まってし

たものであり、次の超電導機器用電流リ−ドを提供する

まい、冷却系へ悪影響を及ぼすことが無くなる。勿論、

ものである。

が形成されて侵入熱が食い止められる。こ
電

におかれたと

この時は超電導コイルへの通電を行わないので、電流リ

少なくとも一部が高温超電導体で構成された超電導

40

−ドの高温超電導体部は超電導状態である必要はない。

機器用電流リ−ドであって、通電時には前記高温超電導

【００１５】なお、電流リ−ドの高温超電導体部は、そ

体部をその超電導転移温度以下に強制冷却し、非通電時

の熱侵入側（電源側：高温端側）が熱侵入によって昇温

には高温超電導体部の少なくとも高温端側（電源側）は

しても、超電導コイル側はクライオスタット内に収容さ

強制冷却を解除する

を備

れている極低温の液状冷却媒体中のコイルと直接的にあ

えて成ることを特徴とする、超電導機器用電流リ−ド。

るいは金属製導電線を介して連結されているので超電導

電流リ−ドの冷却制御手段

電流リ−ドの冷却制御手段が電流リ−ド専用冷凍機
である、前記
記

転移温度（臨界温度）以下に保持されるのが通常であ

項に記載の超電導機器用電流リ−ド。

り、そのため高温超電導体部の高温端側を

電流リ−ド

電流リ−ドの冷却制御手段が熱スイッチである、前

の冷却制御手段

項に記載の超電導機器用電流リ−ド。

度にまで冷却するだけで通電時における超電導電流の通

電流リ−ドの冷却制御手段が、超電導機器のクライ

50

によって液体窒素付近の超電導転移温

電容量が保証される。
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【００１６】従って、本発明に係る電流リ−ドを使用し

いて、装置を稼働する際には、まず電流リ−ド専用冷凍

た超電導機器では、通電時には

電流リ−ドの冷却制御

機７によって電流リ−ドの高温超電導体部６の高温端側

によって電流リ−ドの高温超電導体部を（通常は

（電源側）をその超電導転移温度（臨界温度）以下に冷

その高温端側だけを）その超電導転移温度以下に強制冷

却する。なお、電流リ−ドの高温超電導体部６は、超電

却すれば必要な電流を十分に通電することができ、一

導コイル側については液状冷却媒体２の存在によって通

方、非通電時に

を停止し

常は超電導転移温度（臨界温度）以下に保たれているも

た状態としても電流リ−ドの高温超電導体部が断熱材と

のの、その電源側はクライオスタット外から電流リ−ド

なって系外からの熱浸入を抑えるので、次の通電時まで

を伝っての熱侵入が起きるので、熱伝導率の低い高温超

手段

電流リ−ドの冷却制御手段

格別なエネルギ−の消費を伴わずに冷却系を侵入熱が蓄
積されない良好な状態に維持することができる。

電導体部には電源側から超電導コイル側にかけて先細り
10

状の熱勾配が形成されている。そのため、高温超電導体

【００１７】そのため、例えば超電導機器が鉄道用車載

部６の電源側（即ち高温端側）を電流リ−ド専用冷凍機

変圧機である場合にはその休止時における冷却系への熱

７によって冷却すれば、高温超電導体部６の全体が速や

浸入量を簡易に抑えることができ、稼働再開時に極低温

かに超電導転移温度（臨界温度）以下の温度となり、超

冷却媒体供給用の冷凍機を過度に運転する必要がなくな

電導状態となる。

る。また、例えば医療用ＭＲＩ等に本発明の電流リ−ド

【００２２】ここで、クライオスタット内に存在する液

を使用した場合には、極低温冷却媒体の供給間隔が延ば

状冷却媒体の液面上には液状冷却媒体が気化して形成さ

すことができ、更には付属冷凍機器の容量，使用電力を

れた低温のガス層が存在するが、このガス層も電流リ−

低減することも可能となる。

ドを伝って侵入した熱のために温度分布が不均一となる

【００１８】前記

電流リ−ドの冷却制御手段

として

は、「電流リ−ド専用冷凍機」,「熱スイッチ」,「超電導

（液状冷却媒体の液面側が低温でクライオスタットの蓋
20

側が温度の高い層状の熱勾配が形成される）ので、当該

機器のクライオスタット内に保持された液状冷却媒体の

ガス層により電流リ−ド高温超電導体部の熱勾配を解消

液面レベル制御装置」,「超電導機器のクライオスタット

して電流リ−ド高温超電導体部の電源側（高温端側）を

内に保持された液状冷却媒体への電流リ−ド高温超電導

含む全体を超電導転移温度（臨界温度）以下に保持し続

体部の浸漬の程度を調整するための

けることはできない。

電導体部の上下動装置

電流リ−ド高温超

」あるいは「超電導機器のクラ

【００２３】高温超電導体部６の電源側（高温端側）を

イオスタット内に保持された液状冷却媒体が気化したガ

電流リ−ド専用冷凍機７で冷却することにより超電導状

スの気流を電流リ−ド高温超電導体部へ導入する装置」

態となった電流リ−ドにて超電導コイルへの通電を実施

等を採用することができる。

すれば、超電導コイルへの十分な電流供給を支障なく効

【００１９】

率的に行うことができ、装置の円滑な稼働がなされる。

【発明の実施の形態】続いて、本発明を実施例により更

30

【００２４】一方、超電導機器の休止期に冷凍機を含む

に具体的に説明する。図１は、本発明に係る電流リ−ド

装置の電源が全て切られるようなことがあると、クライ

を用いた車載用超電導変圧機の一例についての概要説明

オスタット内に冷却媒体を供給できなくなり、クライオ

図である。図面において、符号１は超電導変圧機のクラ

スタット内壁を囲む真空層や熱遮蔽板のみによって冷却

イオスタットであり、例えば液体窒素等の極低温液状冷

系の極低温が維持されることになる。ただ、クライオス

却媒体２を収容して超電導コイル３を超電導転移温度

タット外の室温部からクライオスタット内の冷却系にか

（臨界温度）以下に冷却・保持する。また、符号４で示

けて電流リ−ドが設置されており、この電流リ−ドが最

すのは超電導コイル３に電流を供給するための電源であ

大の冷却系への熱侵入源となって冷却系の極低温を維持

る。

する上での障害になる懸念がある。

【００２０】この例で示す電流リ−ドは、電源４に接続
される銅線部５と、これに続く高温超電導体部６と、当

【００２５】しかし、本発明に係る電流リ−ドは、熱伝
40

導率が低くて断熱性に富む高温超電導体部６を有してい

該高温超電導体部の高温側端（電源側端）を冷却するた

るので、外部からの侵入熱はこの部位に前述した熱勾配

めの電流リ−ド専用冷凍機７とを有して構成されてい

を作って止まり、それより先への侵入が防止される。従

る。なお、電流リ−ドの高温超電導体部には例えばＹＢ

って、超電導機器の休止期であっても冷却系の極低温を

ＣＯ（ＹBa2 Cu3 Ｏy ）等の酸化物超電導体が用いられ

長期にわたって維持することが可能であり、次の稼働時

る。また、電流リ−ド専用冷凍機としては電流リ−ドの

に冷却媒体供給用の冷凍機に過度の負荷をかけてエネル

高温超電導体部を超電導転移温度（臨界温度）以下に冷

ギ−消費を増大するおそれがない。勿論、この超電導機

却できればその種類が限定されるものではなく、例えば

器の休止期には通電がなされないので、電流リ−ドの高

設備を簡易化できるパルスチュ−ブ冷凍機を使用するこ

温超電導体部６は超電導状態である必要はない。

ともできる。

【００２６】また、図２は、本発明に係る電流リ−ドを

【００２１】さて、図１に示す車載用超電導変圧機にお

50

用いた車載用超電導変圧機の別例についての概要説明図

( 5 )

特開２００３−１１５４０４

7
である。この例では、
して図１に示す

8

電流リ−ドの冷却制御手段

鞘管10と、この鞘管内部の空間とその外側のクライオス

の代わりに

タット内の空間とを連通させたガス通路11と、当該ガス

を適用した電流リ−ドが設けられてい

通路を開閉するバルブ12とを有した構成のものである。

るが、それ以外については図１に示した車載用超電導変

【００３３】さて、図３は装置を稼働する際の状態を示

圧機と同様の構成が採られている。

している。この状態は、ガス通路11を開閉するバルブ12

【００２７】熱スイッチ８は周知のものであり、両端に

を

例えばインジウムめっき又は金めっきを施した銅等から

が、鞘管10の内部の空間とその外側のクライオスタット

なる熱伝導材９を有していて、常態では離隔している

１の内部の空間とがガス通路11によって連通した状態と

熱スイッチ８

電流リ−ド専用冷凍機７

と

液状冷却媒体２に浸漬せしめられた熱伝導材

と

電

流リ−ドの高温超電導体部６の高温端側（電源側）に取
付けられた熱伝導材

開

とすることによって作り出されるものである

なるので両空間のガス圧は等しく、そのため
10

とを電流リ−ドの通電に際して接

位置する液状冷却媒体の液面

と

鞘管内に

その外側のクライオ

スタット内に位置する液状冷却媒体の液面

とが同じレ

触させる（スイッチＯＮとする）ことにより、高温超電

ベルとなって、鞘管内に位置した電流リ−ドの高温超電

導体部６に止まっていた熱を熱伝導材９を通して極低温

導体部６は液状冷却媒体２に没してしまう。そのため、

の液状冷却媒体２に抜熱するようになっている。

高温超電導体部６に止まっていた系外からの侵入熱は極

【００２８】図２に示す車載用超電導変圧機において、

低温の液状冷却媒体２に抜熱され、高温超電導体部６は

装置を稼働する際には、まず熱スイッチ８をＯＮの状態

その超電導転移温度（臨界温度）以下に冷却される。従

にする。これによって高温超電導体部６に止まっていた

って、超電導状態となった電流リ−ドの高温超電導体部

系外からの侵入熱は熱伝導材９を通して極低温の液状冷

６を通じて超電導コイルへの通電を十分かつ効率的に行

却媒体２に抜熱され、高温超電導体部６はその超電導転

うことができる。

移温度（臨界温度）以下に冷却される。従って、超電導

20

【００３４】この際、電流リ−ドを伝っての系外からの

状態となった電流リ−ドの高温超電導体部６を通じて超

侵入熱は高温超電導体部６の部位から液状冷却媒体２に

電導コイルへの通電を十分かつ効率的に行うことができ

移動するが、この時期は超電導機器が稼働状態となって

る。

いるので冷却媒体への侵入熱は容易かつ速やかに除去さ

【００２９】なお、この際、高温超電導体部６に止まっ

れ、従って効率の良い機器の運転が継続されることは、

ていた系外からの侵入熱は液状冷却媒体２に移動する

図２に示した機器の場合と同じである。

が、この時期は超電導機器が稼働状態となっているので

【００３５】一方、超電導機器の休止期に入ってバルブ

冷却媒体への侵入熱は容易かつ速やかに除去され、従っ

12を含む装置の作動電源が全て切られるようなことがあ

て効率の良い機器の運転が継続される。

ると、バルブ12は

【００３０】一方、超電導機器の休止期に入って熱スイ

がれる。この状態では、電流リ−ドを伝っての系外から

ッチを含む装置の作動電源が全て切られるようなことが

30

閉

の状態となってガス通路11が塞

の侵入熱は鞘管10の内部に位置する液状冷却媒体に移る

あると、熱スイッチ８はＯＦＦの状態となって電流リ−

が、このため鞘管内部に位置する液状冷却媒体の気化が

ドの高温超電導体部６からの抜熱がなされなくなるが、

進むので

系外からの侵入熱は熱伝導率が低くて断熱性に富む高温

イオスタット内の空間の圧力

超電導体部６の部位に熱勾配を作って止まり、それより

に位置する液状冷却媒体の液面

先への侵入が防止される。従って、超電導機器の休止期

ドの高温超電導体部６の高温端側（電源側）が液状冷却

であっても冷却系の極低温を長期にわたって維持するこ

媒体の液面から突出した状態となる。このため、電流リ

とが可能である。なお、前述したように、この超電導機

−ドを伝っての系外からの侵入熱は熱伝導率が低くて断

器の休止期には通電がなされないので電流リ−ドの高温

熱性に富む高温超電導体部６の部位に熱勾配を作って止

超電導体部６は超電導状態である必要はない。

鞘管内部の空間の圧力

が

その外側のクラ

よりも上昇し、
が下降して

鞘管内
電流リ−

まり、液状冷却媒体への移動が防止される。従って、超

【００３１】図３は、本発明に係る電流リ−ドを用いた

40

電導機器の休止期であっても冷却系の極低温を長期にわ

車載用超電導変圧機の更なる別例についての概要説明図

たって維持することが可能である。なお、この超電導機

である。この例では、

と

器の休止期には通電がなされないので電流リ−ドの高温

クライオスタット内に保持された液状冷却媒体の

超電導体部６は超電導状態である必要がないことは前述

して

液面レベル制御装置

電流リ−ドの冷却制御手段

を適用した電流リ−ドが設けられ

した通りである。

ているが、それ以外については図１に示した車載用超電

【００３６】ところで、図３に示した車載用超電導変圧

導変圧機と同様の構成が採られている。

機は、

【００３２】なお、この例において採用した

クライオ

鞘管10内部の空間の圧力

イオスタット１内の空間の圧力

スタット内に保持された液状冷却媒体の液面レベル制御

利用して

装置

（電源側）

は、図３に示したように、クライオスタット１の

蓋部に取付けられた電流リ−ドの高温超電導体部を囲む

50

と

その外側のクラ

とに差が生じることを

電流リ−ドの高温超電導体部６の高温端側
を液状冷却媒体から出し入れする機能を備

えしめたものであるが、このような

圧力差を利用する

( 6 )

特開２００３−１１５４０４

9
手立て

10

に代えて電流リ−ドの高温超電導体部６を機械

たその他の超電導機器に本発明の電流リ−ドを適用して

的に上下動させる装置を付設し、クライオスタット内に

も同様の作用・効果が得られることは言うまでもない。

保持された液状冷却媒体への電流リ−ド高温超電導体部

【００４０】

の浸漬の程度を調整するようにしても同様の作用・効果

【発明の効果】以上に説明した如く、この発明によれ

を得ることができる。

ば、電源を全て切られた機器の休止期間であっても冷却

【００３７】また、先にも述べたように、クライオスタ

系の極低温を長期にわたって維持することが可能であ

ット内の

は熱

り、次の稼働時に冷却媒体供給用の冷凍機に過度の負荷

勾配が形成されるので電流リ−ド高温超電導体部の全体

をかけてエネルギ−消費を増大するおそれがない簡易な

液状冷却媒体が気化して生じるガス層

を超電導転移温度（臨界温度）以下に保持する冷却効果
を望めないが、液状冷却媒体が気化して間もないガスは

超電導機器用電流リ−ドを提供することができ、超電導
10

関連産業の更なる省エネルギ−化の推進が可能になるな

液状冷却媒体とほぼ同程度の極低温状態にあるので、必

ど、産業上有用な効果がもたらされる。

要時（通電時）に液状冷却媒体の液面付近の気化ガスを

【図面の簡単な説明】

積極的に電流リ−ド高温超電導体部へ導入し、その気流

【図１】本発明に係る電流リ−ドを用いた車載用超電導

の直接吹付けや保護部材を介しての間接的接触によって

変圧機の一例についての概要説明図である。

電流リ−ド高温超電導体部を冷却するようにすれば、電

【図２】本発明に係る電流リ−ドを用いた車載用超電導

流リ−ド専用冷凍機や熱スイッチによる冷却の場合と同

変圧機の別例についての概要説明図である。

様に電流リ−ド高温超電導体部を超電導転移温度（臨界

【図３】本発明に係る電流リ−ドを用いた車載用超電導

温度）以下に冷却することができる。従って、前述した

変圧機の更なる別例についての概要説明図である。

電流リ−ドの冷却制御手段

として

超電導機器のク

ライオスタット内に保持された液状冷却媒体が気化した

【図４】図３に示した装置の休止状態に係る説明図であ
20

る。

ガスの気流を電流リ−ド高温超電導体部へ導入する装

【符号の説明】

置

１ クライオスタット

を設けることによっても、電流リ−ド専用冷凍機や

熱スイッチを設置した場合と同様の作用・効果を得るこ

２ 液状冷却媒体

とができる。

３ 超電導コイル

【００３８】この場合、気化ガスの気流を電流リ−ド高

４ 電源

温超電導体部へ導入する装置としては、必要時（通電

５ 銅線部

時）に液状冷却媒体液面付近の気化ガスをパイプで導い

６ 高温超電導体部

て局部的に吹付ける機構のものが適用できることは勿論

７ 電流リ−ド専用冷凍機

であるが、必要時に液状冷却媒体液面上の気化ガス層を

８ 熱スイッチ

単に攪拌する器具を適用しても相応の効果を得ることが

30

９ 熱スイッチの熱伝導材

可能である。

10 鞘管

【００３９】以上の実施例では鉄道用車載変圧器に係る

11 ガス通路

超電導機器用電流リ−ドを中心とした説明に終始した

12 バルブ

が、医療用ＭＲＩ，ＳＭＥＳ，超電導ケ−ブル等といっ
【図１】

【図２】

( 7 )

特開２００３−１１５４０４

【図３】

【図４】
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