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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被冷却体を冷却する極低温冷凍方法であって、
（Ａ）クライオスタット内に収容された被冷却体に接触する固体窒素を形成するステップ
と、
（Ｂ）前記固体窒素に液体ネオンを浸透させ、その少なくとも一部を前記被冷却体と前記
固体窒素との間に挿入するステップと、
（Ｃ）前記液体ネオンを固化させて、固体窒素および固体ネオンからなる複合体を形成す
るステップと、
（Ｄ）前記複合体の寒冷のみにより、前記被冷却体を冷却するステップと、
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（Ｅ）前記ステップ（Ｄ）において、前記固体ネオンが液体状態となった後、前記ステッ
プ（Ｃ）以降のステップを再度実行するステップと、
を含むことを特徴とする極低温冷凍方法。
【請求項２】
前記ステップ（Ａ）は、
（Ａ１）極低温冷凍機により、前記クライオスタット内を窒素が液体状態を保つ温度まで
冷却するステップと、
（Ａ２）窒素が液体状態を保つ温度まで冷却された前記クライオスタット内に、窒素ガス
を導入して液化させ、若しくは液体窒素を導入し、前記被冷却体が当該液体窒素によって
浸漬されるようにするステップと、
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（Ａ３）前記極低温冷凍機により、前記クライオスタット内を前記液体窒素が固化する温
度までさらに冷却するステップと、により実行され、
前記ステップ（Ｂ）は、
（Ｂ１）前記極低温冷凍機により、固体窒素が形成された前記クライオスタット内をネオ
ンが液体状態を保つ温度までさらに冷却するステップと
（Ｂ２）ネオンが液体状態を保つ温度まで冷却された前記クライオスタット内に、ネオン
ガスを少なくともそれが液化するまで導入する、若しくは液体ネオンを導入するステップ
と、により実行され、
前記ステップ（Ｃ）は、
前記極低温冷凍機により、前記クライオスタット内をネオンが固化する温度よりも低い第
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１の温度までさらに冷却することによって実行され、
前記ステップ（Ｅ）は、前記ステップ（Ｄ）において、前記クライオスタット内の温度が
、ネオンが液化する温度以上の第２の温度まで達したとき、前記ステップ（Ｃ）以降のス
テップを再度実行する、
ようになっていることを特徴とする請求項１に記載の極低温冷凍方法。
【請求項３】
被冷却体を冷却する極低温冷凍システムであって、
前記被冷却体を収容するためのクライオスタットと、
前記被冷却体を冷却するための極低温冷凍機と、
前記クライオスタット内に窒素ガス若しくは液体窒素を導入するための窒素導入手段と、
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前記クライオスタット内にネオンガス若しくは液体ネオンを導入するためのネオン導入手
段と、
前記クライオスタット内部に関する温度を測定するための温度測定器と、
前記クライオスタット内部に関する圧力を測定するための圧力測定器と、
前記温度測定器が測定した温度ならびに前記圧力測定器が測定した圧力に基づいて、前記
極低温冷凍機、前記窒素導入手段および前記ネオン導入手段を制御する制御器と、
を含み、
前記制御器は、
前記クライオスタット内に前記被冷却体が収容された際、前記極低温冷凍機を制御して、
前記クライオスタット内を窒素が液体状態を保つ温度まで冷却し、
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次いで、窒素導入手段を制御して、当該クライオスタット内に窒素ガスを導入して液化さ
せ、若しくは液体窒素を導入し、前記被冷却体が当該液体窒素によって浸漬されるように
し、
次いで、前記極低温冷凍機を制御して、前記クライオスタット内を前記液体窒素が固化す
る温度までさらに冷却し、
次いで、前記クライオスタット内をネオンが液体状態を保つ温度まで冷却し、
次いで、ネオン導入手段を制御して、当該クライオスタット内に、ネオンガスを少なくと
もそれが液化するまで導入し、若しくは液体ネオンを導入し、
次いで、前記極低温冷凍機を制御して、前記クライオスタット内をネオンが固化する温度
よりも低い第１の温度までさらに冷却し、
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次いで、前記クライオスタット内に関する温度が、ネオンが液化する温度以上の第２の温
度まで達したとき、前記極低温冷凍機を制御して、前記クライオスタット内をネオンが固
化する温度よりも低い第１の温度まで冷却する、
ように構成されていることを特徴とする極低温冷凍システム。
【請求項４】
前記窒素をアルゴンに置き換え、かつ、前記ネオンを窒素に置き換えたことを特徴とする
請求項１または２に記載の極低温冷凍方法。
【請求項５】
前記窒素をアルゴンに置き換え、かつ、前記ネオンを窒素に置き換えたことを特徴とする
請求項３に記載の極低温冷凍システム。
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【請求項６】
前記被冷却体は超電導体であることを特徴とする請求項１、２または４に記載の極低温冷
凍方法。
【請求項７】
前記被冷却体は超電導体であることを特徴とする請求項３または５に記載の極低温冷凍シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、高温超電導体や高温超電導体を適用した機器、および赤外線望遠鏡における赤
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外線検出器の冷却に用いる極低温蓄冷媒体、ならびにそれを用いた極低温冷凍方法および
極低温冷凍システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、磁気共鳴断層撮影（MRI）装置や核磁気共鳴（NMR）分析装置等に用いられる超電導
体や赤外線望遠鏡における赤外線検出器等、極低温に冷却されて使用されるものが存在す
る。
【０００３】
例えば、ＭＲＩ装置等に用いられる超電導体は、従来、低温超電導（Low Tc Superconduc
tor : LTS）線材から構成されており、液体ヘリウムを用いた浸漬冷却方式によって超電
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導状態とされていた。この液体ヘリウムを用いた浸漬冷却方式は、液体ヘリウムが高価で
あると共に取扱いに熟練を要するものであり、ランニングコストが非常に高いものであっ
た。
【０００４】
これに対し、近年、液体ヘリウムよりも安価であって取扱いの容易な液体窒素により冷却
可能なビスマス系やイットリウム系等の高温超電導（High Tc Superconductor : HTS）線
材の開発が精力的に行われており、実用化に近づきつつある。しかし、液体窒素を用いた
浸漬冷却方式であっても、依然として簡便性を欠き、ランニングコストの高いものであっ
た。
【０００５】
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一方、GM（Gifford‑McMahon）冷凍機やパルス管冷凍機に代表される極低温冷凍機の性能
が、近年、飛躍的に向上しており、当該極低温冷凍機を用いて超電導体を直接的に伝導冷
却する所謂伝導冷却方式が提案されている。この伝導冷却方式によれば、液体ヘリウムや
液体窒素を取り扱う必要がなく、電力だけで超電導状態を維持することができるため、非
常に簡便でランニングコストの低いシステムとすることができる。さらに、極低温冷凍機
を使用すれば、酸化物高温超電導体だけでなくMgB2超電導体の冷却も可能となる。
【０００６】
しかし、伝導冷却方式は、極低温冷凍機による冷却面以外は断熱状態であることから、熱
的安定性を欠き、トラブル等で一旦停止したり運転中に超電導体に擾乱が生じたりした際
、短時間で温度が上昇してしまい、最悪の場合焼損してしまう場合があった。
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【０００７】
そこで、伝導冷却方式において、蓄冷媒体としての固体窒素によって超電導体を包み、熱
容量を大きくして、上記の熱的不安定性を改善する方法が提案されている（例えば、非特
許文献１参照）。
【０００８】
この固体窒素を蓄冷媒体とした伝導冷却方式は、熱的不安定性を改善するだけでなく、以
下の特長をも有している。
１．高い蓄冷効果によって冷凍機の断続運転が可能となる。
２．窒素は不活性で環境に優しい。
３．超伝導体が、運転中に生じる電磁力によって変形するのを防止し得る。
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【０００９】
しかし、固体窒素を蓄冷媒体とする場合、クライオスタット内に窒素ガスを導入・液化す
るか、若しくは液体窒素を導入した後、固化させて、超電導体を接触しつつ包囲するよう
に固体窒素を形成するのであるが、固化の際、その体積が約６％収縮してしまい、また一
般に固体どうしを密着させることは困難であるため、図１１Ａの概念図に示す如く、超電
導体との接触が部分的となって、熱接触が悪いという問題があった。
さらに、運転中に生じた擾乱によって超電導体が発熱すると、固体窒素の超電導体に対す
る接触部分が昇華し、熱接触が完全に消失する所謂ドライアウトが生じ（図１１Ｂに示す
概念図参照）、昇華した窒素ガスによる対流熱伝達のみとなって、冷却特性が極めて悪く
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なる場合もあった。
【００１０】
そこで、本件出願人は、図１２の概念図に示す如く、固体窒素ＳＮに若干量の液体ネオン
ＬＮｅを導入し、液体ネオンＬＮｅが、固体窒素ＳＮと超電導体２との隙間部分を満たす
ようにすることで、熱接触を向上すると共にドライアウトを回避する極低温蓄冷媒体Ｒに
ついて提案した（非特許文献２、３参照）。
【非特許文献１】Y. Iwasa, "A ' Permanent ' HTS Magnet System : Key Design & Oper
ational Issues ", Advances in Superconductivity X [Proc. ISS' 97](Springer‑Verla
g,

Tokyo), 1998‑05

【非特許文献２】中村武恒

他３名、「固体窒素含浸高温超電導線材の熱損失と液体ネオ

ンによる特性向上」、電気学会超電導応用電力機器・リニアドライブ合同研究会資料、２
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００４年１月、Ｐ５５−６０
【非特許文献３】T. Nakamura, K. Higashikawa, I. Muta and T. Hoshino

Performanc

e of Conduction‑Cooled HTS Tape with the Aid of Solid,Nitrogen‑Liquid Neon Mixtu
re

, Physica C, vol. 412‑414 (2004),pp. 1221‑1224.

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
しかしながら、非特許文献２、３においては、ネオンの導入量に関する定量的な分析が間
に合っておらず、非特許文献２、３に記載の技術は実用域に達していなかった。また、非
特許文献２、３では、液体ネオンについてのみ言及されており、固体ネオンについては考
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えられていなかった
【００１２】
本発明は、上記研究をさらに発展させたものであり、その目的とするところは、熱接触が
良く、ドライアウトを回避するのに好適な極低温蓄冷媒体を提供し、さらに、それを用い
た簡便かつランニングコストの低い、極低温冷凍方法および極低温冷凍システムを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
上記課題を解決するために本発明は、（１）被冷却体に接触して冷却する極低温蓄冷媒体
であって、固体窒素と、当該固体窒素に対して０．１〜５０重量％であるネオンとの複合
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体からなり、当該ネオンの少なくとも一部が、固体または液体の状態で、前記被冷却体と
前記固体窒素との間に挿入されていることを特徴とする極低温蓄冷媒体を提供するもので
ある。
ここで、固体または液体とは、当該極低温蓄冷媒体が被冷却体を冷却する環境において、
固体または液体状態であることを意味する。
【００１４】
また本発明は、上記構成（１）において、（２）前記被冷却体を非接触若しくは接触状態
で取り囲む補強部材をさらに包含することを特徴とする極低温蓄冷媒体を提供するもので
ある。
【００１５】
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また、上記課題を解決するために本発明は、（３）被冷却体を冷却する極低温冷凍方法で
あって、（Ａ）クライオスタット内に収容された被冷却体に接触する固体窒素を形成する
ステップと、（Ｂ）前記固体窒素に液体ネオンを浸透させ、その少なくとも一部を前記被
冷却体と前記固体窒素との間に挿入するステップと、（Ｃ）前記液体ネオンを固化させて
、固体窒素および固体ネオンからなる複合体を形成するステップと、（Ｄ）前記複合体の
寒冷のみにより、前記被冷却体を冷却するステップと、（Ｅ）前記ステップ（Ｄ）におい
て、前記固体ネオンが液体状態となった後、前記ステップ（Ｃ）以降のステップを再度実
行するステップと、を含むことを特徴とする極低温冷凍方法を提供するものである。
【００１６】
また本発明は、上記構成（３）において、（４）前記ステップ（Ａ）は、（Ａ１）極低温
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冷凍機により、前記クライオスタット内を窒素が液体状態を保つ温度まで冷却するステッ
プと、（Ａ２）窒素が液体状態を保つ温度まで冷却された前記クライオスタット内に、窒
素ガスを導入して液化させ、若しくは液体窒素を導入し、前記被冷却体が当該液体窒素に
よって浸漬されるようにするステップと、（Ａ３）前記極低温冷凍機により、前記クライ
オスタット内を前記液体窒素が固化する温度までさらに冷却するステップと、により実行
され、前記ステップ（Ｂ）は、（Ｂ１）前記極低温冷凍機により、固体窒素が形成された
前記クライオスタット内をネオンが液体状態を保つ温度までさらに冷却するステップと（
Ｂ２）ネオンが液体状態を保つ温度まで冷却された前記クライオスタット内に、ネオンガ
スを少なくともそれが液化するまで導入する、若しくは液体ネオンを導入するステップと
、により実行され、前記ステップ（Ｃ）は、前記極低温冷凍機により、前記クライオスタ
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ット内をネオンが固化する温度よりも低い第１の温度までさらに冷却することによって実
行され、前記ステップ（Ｅ）は、前記ステップ（Ｄ）において、前記クライオスタット内
の温度が、ネオンが液化する温度以上の第２の温度まで達したとき、前記ステップ（Ｃ）
以降のステップを再度実行する、ようになっていることを特徴とする極低温冷凍方法を提
供するものである。
【００１７】
また、上記課題を解決するために本発明は、（５）被冷却体を冷却する極低温冷凍システ
ムであって、前記被冷却体を収容するためのクライオスタットと、前記被冷却体を冷却す
るための極低温冷凍機と、前記クライオスタット内に窒素ガス若しくは液体窒素を導入す
るための窒素導入手段と、前記クライオスタット内にネオンガス若しくは液体ネオンを導
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入するためのネオン導入手段と、前記クライオスタット内部に関する温度を測定するため
の温度測定器と、前記クライオスタット内部に関する圧力を測定するための圧力測定器と
、前記温度測定器が測定した温度ならびに前記圧力測定器が測定した圧力に基づいて、前
記極低温冷凍機、前記窒素導入手段および前記ネオン導入手段を制御する制御器と、を含
んでいることを特徴とする極低温冷凍システムを提供するものである。
【００１８】
また本発明は、上記構成（５）において、（６）前記制御器は、前記クライオスタット内
に前記被冷却体が収容された際、前記極低温冷凍機を制御して、前記クライオスタット内
を窒素が液体状態を保つ温度まで冷却し、次いで、窒素導入手段を制御して、当該クライ
オスタット内に窒素ガスを導入して液化させ、若しくは液体窒素を導入し、前記被冷却体
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が当該液体窒素によって浸漬されるようにし、次いで、前記極低温冷凍機を制御して、前
記クライオスタット内を前記液体窒素が固化する温度までさらに冷却し、次いで、前記ク
ライオスタット内をネオンが液体状態を保つ温度まで冷却し、次いで、ネオン導入手段を
制御して、当該クライオスタット内に、ネオンガスを少なくともそれが液化するまで導入
し、若しくは液体ネオンを導入し、次いで、前記極低温冷凍機を制御して、前記クライオ
スタット内をネオンが固化する温度よりも低い第１の温度までさらに冷却し、次いで、前
記クライオスタット内に関する温度が、ネオンが液化する温度以上の第２の温度まで達し
たとき、前記極低温冷凍機を制御して、前記クライオスタット内をネオンが固化する温度
よりも低い第１の温度まで冷却する、ように構成されていることを特徴とする極低温冷凍
システムを提供するものである。
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【００１９】
また本発明は、上記構成（１）（２）において、（７）前記窒素をアルゴンに置き換え、
かつ、前記ネオンを窒素に置き換えたことを特徴とする極低温蓄冷媒体を提供するもので
ある。
【００２０】
また本発明は、上記構成（３）（４）において、（８）前記窒素をアルゴンに置き換え、
かつ、前記ネオンを窒素に置き換えたことを特徴とする極低温冷凍方法を提供するもので
ある。
【００２１】
また本発明は、上記構成（５）（６）において、（９）前記窒素をアルゴンに置き換え、
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かつ、前記ネオンを窒素に置き換えたことを特徴とする極低温冷凍システムを提供するも
のである。
【００２２】
また本発明は、上記構成（１）（２）（７）において、（１０）前記被冷却体は超電導体
であることを特徴とする極低温蓄冷媒体を提供するものである。
【００２３】
また本発明は、上記構成（３）（４）（８）において、（１１）前記被冷却体は超電導体
であることを特徴とする極低温冷凍方法を提供するものである。
【００２４】
また本発明は、上記構成（５）（６）（９）において、（１２）前記被冷却体は超電導体
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であることを特徴とする極低温冷凍システムを提供するものである。
【発明の効果】
【００２５】
本発明の極低温蓄冷媒体によれば、ネオンが固体状態から液体状態を保つ広範囲な温度範
囲で、極低温蓄冷媒体の熱容量のみによって冷却できるため、その間冷凍機を断続的に運
転することが可能となり、ランニングコストを低減することができる。
【００２６】
また、発熱や冷凍機の故障等により冷却対象の温度が上昇しても、ネオンが液体状態とな
る温度を超えると、まず固体ネオンが液化し、冷却対象との隙間が埋められて熱接触が極
めて良くなるため、それ以上の温度上昇を抑制することができ、従って、暫時運転継続が
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可能となる。
また、大きな擾乱が生じて固体窒素がドライアウトした場合であっても、液体ネオンによ
る温度上昇抑制効果によって、熱暴走を回避することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
以下、図面を参照して本発明の好ましい一実施形態につき説明する。
【００２８】
本実施形態にかかる極低温冷凍システム１は主に、図１に示す如く、内部の容器３に、Ｍ
ＲＩ装置等に用いられる高温超電導コイル２を収容するクライオスタット４と、高温超電
導コイル２に伝熱部材５を介して接続された極低温冷凍機６と、クライオスタット４にお
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ける容器３内に窒素およびネオンを導入するための窒素導入手段７およびネオン導入手段
８と、クライオスタット４に関する温度を測定するための温度測定器１０と、クライオス
タット４に関する圧力を測定するための圧力測定器１１と、温度測定器１０および圧力測
定器１１によって測定された温度および圧力に基づいて、冷凍機６、窒素導入手段７およ
びネオン導入手段８を制御する制御器９と、から構成されている。
【００２９】
クライオスタット４は、公知のクライオスタットと同様に真空断熱し得るように構成され
ており、その内部に、高温超電導体２を収容するための容器３を有している。
【００３０】
高温超電導コイル２は、例えば、ビスマス系、イットリウム系またはタリウム系等の酸化
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物高温超電導線やMgB2線を巻いたものからなっており、クライオスタット４における容器
３内に収容されている。
【００３１】
窒素導入手段７は、窒素貯蔵器および流量制御器（いずれも不図示）からなる窒素導入器
７ａと、窒素導入器７ａからクライオスタット４の容器３まで延びる窒素導入管７ｂとか
ら構成されている。
【００３２】
ネオン導入手段８は、窒素導入手段７と同様に、ネオン貯蔵器および流量制御器（いずれ
も不図示）からなるネオン導入器８ａと、ネオン導入器８ａからクライオスタット４の容
器３まで延びるネオン導入管８ｂとから構成されている。
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【００３３】
冷凍機６は、圧縮機、膨張機および熱交換器（いずれも不図示）からなる極低温用の冷凍
機であって、例えば、ＧＭサイクルやソルベイサイクルによる２段膨張式冷凍機等から構
成されている。
さらに、冷凍機６は、その冷却ステージ６ａが、伝熱部材５を介してクライオスタット４
内の高温超電導コイル２と接続されており、高温超電導コイル２を直接伝導冷却すると共
に、間接的に容器３内を冷却する。
【００３４】
制御器９は、冷凍機６、窒素導入手段７、ネオン導入手段８、温度測定器１０および圧力
測定器１１に接続されており、温度測定器１０が測定した温度および圧力測定器１１が測
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定した圧力に基づき、窒素およびネオンの導入量や導入タイミング、ならびに冷凍機６の
ＯＮ／ＯＦＦや冷却温度等を制御し得るようになっている。
【００３５】
次に、本実施形態にかかる極低温冷凍システム１を用いた極低温冷凍方法について、図２
を参照しながら説明する。
【００３６】
まず、冷凍機６により、クライオスタット４における容器３を、窒素が液体状態を保つ温
度、（例えば６３.２Ｋ〜７７.３Ｋ）まで冷却する（Ｓ１）。
【００３７】
次に、窒素導入手段７により、クライオスタット４における容器３内に窒素ガスを導入し
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て液化させ、若しくは液体窒素を導入し、高温超電導コイル２が当該液体窒素によって浸
漬されるようにする（Ｓ２）。
【００３８】
次に、冷凍機６により、容器３を窒素が固化する温度、例えば２５Ｋ付近、まで冷却し、
上記液体窒素を固化させる（Ｓ３）。
なお、２５Ｋはネオンが液体状態を保つ温度でもある。
【００３９】
次に、ネオン導入手段８により、容器３内にネオンガスをそれが液化するまで導入し、若
しくは液体ネオンを導入し、固体窒素に浸透させる（Ｓ４）。
このとき、図１２に示す概念図の如く、液体ネオンＬＮｅは、窒素とほとんど化学結合せ

40

ず、固体窒素ＳＮに対して容易に浸透し、固体窒素ＳＮと高温超電導コイル２との間に浸
入する。
なお、ネオンガスを導入する場合の導入量については、圧力測定器１１によって容器３内
の圧力を計測し、ネオンの飽和蒸気圧に達するまで導入すればよい。
ここで、ネオンの導入量は、窒素に対して０．１〜５０重量％であればよいが、ネオンは
高価であることから、必要以上導入する必要はない。一例によれば（後述する実験１また
は２参照）、ネオンの導入量は１〜５重量％あれば足り、さらに３重量％前後が好適であ
る。
【００４０】
次に、冷凍機６により、容器３内をネオンが固化する温度、例えば２０Ｋ付近、まで冷却
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し、液体ネオンを固化させて、固体窒素と固体ネオンとの複合体からなる極低温蓄冷媒体
を形成する（Ｓ５）。
【００４１】
次に、冷凍機６の運転を停止し（Ｓ６）、上記極低温蓄冷媒体の寒冷のみによって、高温
超電導コイル２を冷却する（Ｓ７）。
【００４２】
そして、上記ステップＳ７において、容器３内の温度が上昇し、ネオンが液化する温度以
上に達したとき、例えば２５Ｋに達したとき、運転を継続する場合は冷凍機６の運転を再
開し（Ｓ９）、上記ステップＳ５以降のステップを再度実行する（Ｓ８）。
【００４３】
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以降、極低温冷凍システム１は、上記ステップＳ５〜Ｓ９を実行するサイクルを繰り返し
、高温超電導コイル２を継続して冷却することになる。
【００４４】
上記のように構成された、極低温冷凍システム１を用いた極低温冷凍方法によれば、以下
の効果を得ることができる。
【００４５】
すなわち、固体ネオンは固体窒素と比べて、例えば温度２０Kにおいて約２倍の比熱を有
するため（固体ネオン：１．４Ｊ／（ｃｍ３・Ｋ）、固体窒素：０．７３Ｊ／（ｃｍ３・
Ｋ））、固体窒素のみの場合と比較して、冷却性能を高めることができる。
【００４６】
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さらに、発熱や冷凍機の故障等により冷却対象の温度が上昇しても、ネオンが液体状態と
なる温度を超えると固体ネオンが液化し、冷却対象との隙間が埋められて熱接触が極めて
良くなるため、それ以上の温度上昇を抑制することができる。したがって、大きな擾乱が
生じて固体窒素がドライアウトした場合であっても、液体ネオンによる温度上昇抑制効果
によって、熱暴走を回避することができる。
【００４７】
また、ネオンが固体状態から液体状態となるまで、上記極低温蓄冷媒体の寒冷のみによっ
て冷却できるため、冷凍機を断続的に運転することが可能となって、ランニングコストを
低減することができる。
【００４８】
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また、固体の蓄冷媒体によって冷却対象を接触しつつ包囲することで、機械的補強効果が
得られ、超電導体が、運転中に生じる電磁力によって変形するのを防ぐことができる。
【００４９】
また、ネオンは現状高価であるが、窒素に対して僅かの量でよく、さらに一度導入すれば
、原理的にはシステムが故障しない限り補充の必要がない。
【００５０】
また、冷凍機や極低温蓄冷媒体を収容するクライオスタットは既存のものでよく、特別な
装置等を必要としない。
【００５１】
［検証］
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次に、本発明の作用・効果について検証すべく、実験を行った。以下、当該実験について
図面を参照しながら説明する。
【００５２】
［実験装置］
まず、本実験に用いた実験装置ＥＳについて説明する。
実験装置ＥＳは主に、図３に示す如く、ＧＭ冷凍機の２ｎｄステージＳ２に接続された銅
製ステージＣＳと、銅製ステージＣＳの上方に形成された試料室ＳＣと、試料室ＳＣ内に
窒素ガスおよびネオンガスを導入するためのガス導入菅ＧＩ，ＧＩと、これらを包囲する
ように形成された真空室ＶＣと、ガス導入菅ＧＩに接続されたガス導入システムＧＳとに
より、構成されている。
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【００５３】
ガス導入システムＧＳは、図３に示す如く、窒素ガスおよびネオンガスそれぞれについて
、専用のマスフローコントローラＭＣ１、ＭＣ２を備えており、それぞれの流量制御が可
能であると共に、真空／圧力計ＰＳ（切り替え式）によって、試料室ＳＣ内の圧力を詳細
に計測し得るようになっている。
なお、ガス導入システムＧＳはさらに、窒素・ネオン混合器ＭＸも備えているが、本実験
には用いなかった。
また、実験装置ＥＳは、銅製ステージＣＳにおける部分ＣＰの温度Ｔｃｐを、ヒータ（不
図示）を用いてＰＩＤ制御し得るようになっている。
【００５４】
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［実験試料］
次に、本実験に用いた試料Ｓについて説明する。
試料Ｓは、ＨＴＳ線材であるＢｉ−２２２３／Ａｇ多芯テープ材（１００Ａ、２０Ｋ、ｓ
ｅｌｆ−ｆｉｅｌｄ）からなり、図４に示す如く、両端が銅製ブロックＣＢに接続されて
いる。
また、試料Ｓは、熱損失特性の評価を行うための電圧タップＶＴおよび高応答温度センサ
ＴＳが設けられている。
【００５５】
そして、試料Ｓ、銅製ブロックＣＢ、電圧タップＶＴおよび温度センサＴＳからなる試料
ホルダＳＨを、図３に示す如く、実験装置ＥＳの銅製ステージＣＳ上に、熱伝導グリース
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を介して設置した。
【００５６】
［実験１］
次に、本発明の極低温蓄冷媒体における、固体窒素−液体ネオンの混相状態の有無、およ
び上記混相状態形成に必要なネオン導入量について検証すべく、実験１を行った。以下、
実験１の内容について説明する。
【００５７】
まず、実験装置ＥＳを用いて、固体窒素−液体ネオンからなる極低温蓄冷媒体の作製を行
った。すなわち、まず窒素を３００ｇ導入し、温度Ｔｃｐを変化させて、当該窒素を液化
および固化させた（質量は、積算流量と標準状態の比重から評価した）。このとき、試料
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Ｓは固体窒素に浸漬された状態である。
【００５８】
その後、ＧＭ冷凍機による設定冷却温度を２５．０Ｋに固定し、温度が安定した後に、表
１に示す条件１〜５の通り、ネオンガスを導入した（温度Ｔｃｐ、Ｔｃ、Ｔｓの測定位置
は図３参照）。なお、温度Ｔｃｐを２５．０Ｋに制御しているにもかかわらず、Ｔｃおよ
びＴｓがネオン導入に伴って少しずつ上昇している。これは、残念ながら試料室ＳＣに若
干のリークがあることが原因である。ただし、以下の説明から明らかなように、少なくと
も固体窒素中に液体ネオンが生成されていることは確実と考えられる。
【表１】
40
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【００５９】
［実験１の結果］
図５は、条件１〜５における相状態を圧力Ｐ−温度Ｔ図上にプロットしたものである。同
図から明らかなように、ネオン導入量が約１０．８ｇとなったところで、相状態が飽和曲
線上に達している。同温度における窒素の飽和蒸気圧はネオンに比較して非常に小さいこ
とから、上記圧力はネオンの相状態を反映していると考えられる。つまり、ネオン量が１
０．８ｇ付近に達したところで液化したと推測される。
ただし、図６に示す、温度２５Ｋにおけるネオン導入時間に対する圧力変化から明らかな
ように、条件３（Ｎｅ：１０．８ｇ）では、まだ圧力が完全には飽和していない。つまり
、厳密にはネオン量を１０．８ｇよりもう少し多く導入したところで完全な液化が超こっ
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たものと推測される。
【００６０】
［実験２］
次に、本発明の極低温蓄冷媒体にかかる上記混相状態の効果について検証すべく、実験２
を行った。以下、実験２の内容について説明する。
【００６１】
上記条件１〜５において、試料Ｓに１２２Ａ（負荷率：１．２２）の過電流擾乱を１０分
間通電し、試料Ｓ表面についての初期温度からの変化（△Ｔｓ）を測定した。その結果を
図７に示す。
【００６２】
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［実験２の結果］
図７から明らかなように、固体窒素のみの場合（条件１(Ｎｅ：０ｇ)）と比較して、ネオ
ンを微量でも導入すれば温度上昇が抑制されていることがわかる。特に、条件４（Ｎｅ：
１６．２ｇ）と５（Ｎｅ：２１．６ｇ）では、過電流擾乱印加後、５分程度経過してから
全く温度上昇が無くなっており、試料Ｓが安定状態を維持している。
【００６３】
このことは、図５および図６に示す結果から得られたように、ネオンが液化したためと推
測される。すなわち、本発明の極低温蓄冷媒体の冷却メカニズムが、定量的な形で実証さ
れた。このとき、標準状態の窒素ガスに対するネオンガス量の割合は、ネオンガスが１０
．８ｇの場合に３．６％、１６．２ｇの場合に５．４％である。前述したように、本シス
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テムでは試料室ＳＣのリークが存在するため、実際には更にネオンガス導入割合を低く設
定できると予測される。
【００６４】
［実験３］
次に、本発明の極低温蓄冷媒体において、固体窒素―固体ネオンの状態が実現しているか
について検証すべく、実験３を行った。以下、実験３の内容について説明する。
【００６５】
まず、窒素：３００ｇ（標準状態換算）、ネオン：３２．４ｇ（標準状態換算）を導入し
、試料ＳＨを設置しなかった以外は上記実験１と同一の方法で、固体窒素−固体ネオンか
らなる極低温蓄冷媒体を作製した。
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次に、冷凍機によって温度Ｔｃを１３．０Ｋまで冷却した後、ヒータによって加熱してＴ
ｃを２５．５Ｋまで上昇させた。このとき測定したＰｃ、Ｔｃをネオンの相図上にプロッ
トして図８に示す。また、Ｔｃが２５．０〜２５．２Ｋである範囲におけるＰｃ、Ｔｃの
時間変化を図９に示す。
【００６６】
そして、ヒータによる加熱を停止し、冷凍機によってＴｃを２５．５Ｋから下降させた。
このときのＰｃ、Ｔｃの時間変化を図１０に示す。
［実験３の結果］
図８、図９および図１０から、本発明の極低温蓄冷媒体を加熱または冷却する際、ネオン
の３重点付近において、温度および圧力の変化がほぼなくなる状態（図中のＬ）が存在し
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ていることがわかる。これは、この間で潜熱の放出または吸収が行われていることに違い
なく、ネオンが固体状態から液体状態または液体状態から固体状態へ確実に相転移してい
ることがわかる。
また、図８から、本実験の測定データがネオンの平衡状態のライン上に載っており、凝固
点降下が起こっていないことがわかる。
つまり、本発明の極低温蓄冷媒体は、窒素およびネオンがそれぞれ独立して相状態を形成
しており、固体窒素に対してネオンが独立して固体または液体に相転移することが実証さ
れた。
【００６７】
［変形例］

10

以上、本発明の実施の形態について具体的に説明したが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
上記実施形態においては被冷却体を超電導体としたが、これに限定されるものではなく、
赤外線望遠鏡における赤外線検出器等、超電導体と同様に極低温で使用されるものであれ
ばよい。
【００６８】
また、上記実施形態においては、固体窒素と、固体状態または液体状態となるネオンとか
ら極低温蓄冷媒体を構成したが、固体アルゴンと、固体状態または液体状態となる窒素と
から構成してもよい。
【００６９】
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また、例えば被冷却体が大きく、電磁力による被冷却体の変形が大きいような場合であっ
て、機械的補強効果をさらに高めたい場合は、本発明の極低温蓄冷媒体が、被冷却体を接
触若しくは接触状態で取り囲むメッシュ状等の補強部材をさらに包含するように構成して
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本実施形態にかかる極低温冷凍システムを示す概略図である。
【図２】本実施形態にかかる極低温冷凍方法のフローを示す図である。
【図３】本発明に関する実験に用いた実験装置を示す図である。
【図４】本発明に関する実験に用いた実験試料を示す図である。
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【図５】本発明に関する実験により得られた結果を示す図である。
【図６】本発明に関する実験により得られた別の結果を示す図である。
【図７】本発明に関する実験により得られたさらに別の結果を示す図である。
【図８】本発明に関する実験により得られたさらに別の結果を示す図である。
【図９】本発明に関する実験により得られたさらに別の結果を示す図である。
【図１０】本発明に関する実験により得られたさらに別の結果を示す図である。
【図１１】固体窒素と被冷却体との熱接触の状態を概念的に示す図である。
【図１２】固体窒素と液体ネオンとからなる極低温蓄冷媒体の構造を概念的に示す図であ
る。
【符号の説明】
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【００７１】
１

極低温冷凍システム

２

高温超電導コイル

３

容器

４

クライオスタット

５

伝熱部材

６

冷凍機

６ａ

冷却ステージ

７

窒素導入手段

８

ネオン導入手段
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９

制御器

１０

温度測定器

１１

圧力測定器

【図１】

【図２】
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【図３】

【図５】

【図４】
【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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