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JT-60SA超電導コイル用電源の概要

畠山 昭一氏（量子科学技術研究開発機構）

1. はじめに
那珂核融合研究所では、高性能プラズマの長時間運転を実証するために、臨界プ
ラズマ試験装置 JT-60 を改修して超電導化を進めている。この JT-60SA 計画では、
日欧で分担して機器を製作する。電源機器については、新設のサイリスタ変換器、
クエンチ保護回路の大部分は、欧州側の担当である。一方の日本側では、電力平滑
、全体制御系・保護系、および補
化のためのフライホイール付電動発電機（H-MG）
助設備を整備している。現在、欧州で製作された機器が続々と那珂研へと搬入され、
据付調整を経て、受入のための通電試験を行っている。

図 3 JT-60SA の受電系統とコイル電源

3. 受電系統
図 3 に JT-60SA の受電系統とコイル電源の模式図を示す。TF コイル電源は、約
2MVA の容量のため、電力系統から直接給電される。一方 CS および EF コイル電
源は、特にプラズマ着火において、合計で 200 MVA が必要となるため H-MG から
給電される。H-MG は約 100 トン、直径約 6 m のフライホイール 3 枚を有し、5.2
GJ の蓄積エネルギーを誇る。プラズマ実験中には、400 MVA の同期発電機を通
して、最大 2.6 GJ が放出される。
図 1 JT-60SA の磁場コイル構成［1］

上部には加速用の巻線型誘導機
（15MW）が接続され、静止セル

2. 超電導磁場コイルと電源
JT-60SA の超電導コイルは、18 個のトロイダル磁場（TF）コイル、4 つの中心ソレ
。各コイル用電源の
ノイド（CS）と 6 つの平衡磁場（EF）コイルで構成される（図 1）
模式図を図 2 に示す。TF コイルには NbTi が用いられ、定格電流 25.7 kA でプラズ
マ中心に 2.25 T の環状磁場を生成する。蓄積エネルギーは 1 GJ にも達するが、プ
ラズマ実験中は定常運転が基本のため、サイリスタ変換器により±60 V の低電圧
で 30 分かけてゆっくり励磁・減磁される。
、およびロー
一方、放電中の能動制御には、プラズマ電流を誘導する CS（Nb3Sn）
レンツ力でプラズマの位置と断面形状を制御する EF コイル（NbTi）が用いられる。
両者には、着火における 0.1〜0.3 秒だけ 5kV の負電圧が必要となる。JT-60SA では、
比較的低電圧で大電流（±1kV/±20kA）のサイリスタ変換器を、短時間定格の高電
圧発生機器でアシストして合理化している。

ビウス装置によって、6〜8 分間
で回転数を待機状態の 420rpm
から最高回転数である 582rpm
まで加速できる。H-MG は JT-60
の再利用機器であり、2015 年 10
月より開始したオーバーホール
と周辺設備の点検を本年 3 月に
。
終了した（図 4）

図4

H-MG のオーバーホールにおける
固定子の引き抜き作業風景

4. クエンチ保護回路
JT-60SA では超電導化に伴い、
新たにクエンチ保護回路が整備

CS1-4 および EF3、4 用電源では、直流遮断器と抵抗を組み合わせた高電圧発生

さ れ る。動 作 は SNU と よ く 似

回路（SNU と呼ぶ）が使用される。遮断器を開放すると、通常はバイパスされる抵

ており、クエンチが起こると放

抗に転流され、電圧降下の分だけコイルに起電力が印加される。EF1、2、5、6 につ

電抵抗器を投入して磁気エネル

いては、ブースター電源と呼ばれる短時間定格の高電圧用サイリスタ変換器を用い

ギーをジュール熱として開放す

る。

る。直流電流の遮断には、大容
量 の IGCT 素 子が 用いられてい
る。万が一遮断に失敗した際に
は、水冷式の爆発型ブレーカ（パ
イロブレーカ）で電路を断ち切り、
確実に放電抵抗器に転流して超
。
電 導 コ イ ル を 保 護 す る（図 5）

図5

クエンチ保護回路の動作

TF コイルでは 3 ユニットの保護回路それぞれについて、放電抵抗器の中点を抵抗接
地することで、保護動作中のコイルの対地電圧を 1kV に抑制している。

5. まとめ
以上の回路構成は、国際熱核融合実験炉 ITER でも採用されており、超電導大型ト
カマク装置の基本的な構成はほぼ確立されたと言える。JT-60SA では 2020 年の実
験開始に向けて、今後は各電源機器を組み合わせるための制御系の整備と通電試
験を行っていく。
[1] Kamada, Y., P. Barabaschi, and S. Ishida. “Progress of the JT-60SA project.” Nuclear
図 2 超電導コイル用電源の構成
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RASMESの動向
■技術委員会
超電導エネルギー貯蔵研究会（RASMES）は、1986

のため、会員交流会・見学会の実施や、活動報告等

と検討をいただき将来に向けた活動が可能となるよ

の情報発信のための機関紙の編集・発行（年１回）、

うお願いしたい。

ホームページの運営（随時）を行っている。

年の発足以来、31 年を経過しているが、超電導電力

今年度は平成 29 年の 5 月 31 日に嶋田顧問のご紹

貯蔵（SMES）の実用化に向けて、大学等学術研究機

介で、茨城県那珂市にある国立研究開発法人量子科

関、電気事業、鉄道事業、冷凍機器メーカー等多くの

学技術研究開発機構核融合エネルギー開発部門那珂

専門家が参加しており、幅広い視点から問題点を抽

核融合研究所を訪問する恒例の見学会を開催した。

に関連する雑誌に掲載された論文、ならびに国際会議

出して、自由な立場から議論を展開してきている。

■SMES 関連発表論文データベース
2016 年度の SMES 関連発表論文調査を行い、SMES

今回は見学会に合わせて拡大技術委員会を併催し、

等報告（英文）と国内会議等報告（和文）について収

本研究会の設立時と現在では、SMES を取り巻く環

会員以外に関連技術に興味のある方々まで参加枠を

録した。これ等のデータベースは、ホームページの定

境に大きな変化が見られる。東日本大震災以降、災害

拡大して実施した。その結果、参加者は合計 29 名で

期刊行物欄に掲載してあるので、ご参考にしていただ

時の電力供給の継続性に関し重要性が高まっており、

盛会となった。参加者は研究施設の説明を受けた後、

ければ幸甚です。

重要な負荷機器に関しては電池などの電力貯蔵装置

拡大技術委員会の講演３件を聞き、関連の質疑をし

の導入が始まっている。一方、地球温暖化問題への対

た後、超電導コイル、冷凍機、組立中の JT-60SA、コ

応が世界共通の喫緊の課題となっており、二酸化炭

イル用電源機器、フライホイール付電動発電機等を

素を排出しない発電技術として、太陽光発電、風力発

見学した。詳細は機関紙本号にて紹介している。見

電などの自然エネルギー発電が国内外で大量に導入

学会の後は東海駅近くで今回の参加者による懇親会

され始めている。我が国でも自然エネルギーによる

を実施し、参加者相互の交流を図った。

イットリウム系高温超電導コイルに関する
最近の進展（２件）

発電電力の固定価格買い取り制度がスタートし、太陽

ホームページの運営については、タイムリーな情

光発電を中心に導入量が増大しつつあり、発電規模が

報発信を図るため，活動情報などを定期的に更新し

小さい離島では太陽光発電の出力抑制が始まってい

た。広報委員会としてはホームページや機関紙を通

イットリウム系高温超電導線材は①磁場中での通

る。このような状況において、電力系統の周波数調整

しての情報発信を重視しつつ、引き続き、話題性に

電特性が優れている、②原料が低コストである、③
基材にニッケル基合金などを使っているので強度が

力として、あるいは余剰電力を吸収し逆に需要が高ま

富み魅力ある見学会や会員交流会を企画・開催する

る時間帯に放電するなどの用途として大型蓄電池の

ことを通して研究会の活性化に寄与していきたいと

設置が、国からの補助金を得て進められている。

考えている。

一方、どのような状況となっても SMES の技術的
メリットは不変であり、技術委員会では常にどのよ
うな応用を目指すことが最も SMES の実用化が早い

高い、などの特長があり、
「次世代高温超電導線材
（2G wire）」と呼ばれて、世界各国で開発が進められ
て来ました。近年、この線材の市販も複数のメーカ

■財務委員会

で行われるようになってきました。この線材を使っ
たコイル化の研究をしてきた SMES 研究会会員企業

かの視点で検討を進めている。平成 28 年度の具体

昨 年 度 は 収 入 予 算 182 万 円 に 対 し、支 出 予 算 が

的活動内容は下記の通りである。SMES が有するエ
ネルギー貯蔵の高効率性などの利点が、電池貯蔵を

230 万円という厳しい状況での船出であったが、そ
の後にさらに会員企業の退会があり、収入は 153 万

中心とする他のエネルギー貯蔵技術との比較におい

まで減少し、さらに厳しい状況となった。しかし、

てどのようにメリットとなり得るかを検討するため、

正田会長、仁田理事長、新冨常務理事のもと各委員

2016 年 の 11 月 に 国 際 会 議 29th International
Superconductivity Symposium （ISS2016）に て 外
径Φ260mm の超電導コイルと外径Φ140mm の超
電導バルク体を組合せた小型の超電導磁気軸受で 10

他のエネルギー貯蔵装置と比較した場合の得失と貯

会のご協力とご努力の結果、総費用が 185 万円と大

トンを超える荷重を支持する試験に成功したと報告

蔵効率との視点を中心に調査を進めた。

幅に抑えられ、赤字幅を予算より大きく減少するこ

しました。この軸受を搭載し、NEDO の助成を受け

とができた。内訳は総会よび研究発表会の開催費と

て製作された超電導フライホイール蓄電システムは
であり、見学当時の荷重は 4 トンでした。しかし、最

超電導フライホイール蓄電システムの開発状況

して 60 万円、技術委員会が 49 万円、広報委員会が
25 万円、財務委員が 20 万円、事務所経費と事務局運
営費が 31 万円である。皆様のご協力とご努力に感

キャパシタによる蓄電システムの開発状況

謝するしだいである

⑴貯蔵効率を含むエネルギー貯蔵装置としての得失
を中心とした貯蔵技術の調査

貯蔵効率に関する IEC 規格化の状況

今年度は会員企業の増減がないため、収入は昨年

でもある鉄道総研や古河電工を含むグループは、

2015 年の 5 月に SMES 研究会見学会で訪問した装置
新の SuperPower 社（古河電工の関係会社）の高性
能線材を使うことで線材の使用量を増やすこと無く

2.5 倍の支持荷重増大に成功したということです。

度同様 153 万円にとどまるが、収入の減少に伴って

これらの成果を受け、当該の超電導磁気軸受開発グ

予算を減少してしまっては肝心の技術活動に差障り

ループは 2017 年 4 月に未踏科学技術協会の超伝導

リチウムイオン電池におけるエネルギー貯蔵効率

が生じることになるため、予算上は総会・研究発表

科学技術賞を受賞しました。

に関する規格

会に 60 万円、技術委員会に 65 万円、広報委員会に

一方、鉄道総研は、国土交通省の補助金を受け、同

国内外の学会における SMES に関する論文発表状況

30 万円、財務委員会に 21 万円、事務所経費と運営費
に 54 万円の合計 230 万円と昨年度予算と同様とし

じくイットリウム系線材を応用した、超電導磁気浮

⑵エネルギー貯蔵技術の調査

⑶エネルギー貯蔵関連技術の調査

上式鉄道向けの高温超電導コイルの開発も進めてい

た。蓄財を大きく切り崩す前提の予算となっており、

ます。2017 年 5 月に開催された、超電導・低温工学

トヨタ自動車における HV 自動車、PHV 自動車等

できれば皆様のご協力のもと昨年度同様の支出削減

会の 2017 年度春季（第 94 回）低温工学・超電導学

におけるエネルギー貯蔵の考え方

をお願いしたい。可能であれば、来年度からは予算

会では、その成果を、「浮上式鉄道用 RE 系高温超電

への反映も考慮したい。

導磁石の開発 − 加振時の発熱評価 −」、「浮上式鉄
道用 RE 系高温超電導磁石の開発 - 高温超電導コイル

これらの活動成果のうち貯蔵効率を含むエネル

技術委員会の報告にあるように貯蔵効率の観点か

ギー貯蔵装置としての得失を中心とした貯蔵技術の

らの貯蔵装置の比較検討がさらに進められ、パワー

振動特性評価 -」と題する２つの講演で報告しまし

調査を取りまとめ、平成 28 年度技術報告書を SMES

トレインの電動化が急激にすすんでいる自動車も調

た。超電導磁気浮上式鉄道のコイルと同じサイズ、

研究会のホームページ掲載用の資料として作成した。

査範囲に取り込まれた。財政的に厳しい状況にある

同じ起磁力のレーストラック型イットリウム系高温

SMES 研究会では、平成 29 年度以降も、世界をリー
ドする SMES 検討集団として時代を先取りした技術
的検討と SMES 啓発のための活動を進めていく予定

一番の原因は会員企業の減少にある。残念ながら、

超電導コイルを、担当研究者自身が考案した鉄道総

である。

■広報委員会
広報委員会では、研究会会員の交流及び情報収集

従来の枠組みのままでは会員企業を増やすことは

研独自の製法を用いて鉄道総研所内に製作し、35K

期待できそうにないため、自動車業界を取り込むと

で 700kA、32K で 750kA の起磁力を確認したこと、

いった電力の枠を超えた形での会員企業の獲得も考

またそのコイルを冷却・励磁した状態で走行を模擬

えたい。そのためには当研究会の魅力の発信が重要

した振動を強制的に外部から加えて変形させたとし

といえるので、技術委員会と広報委員会を軸とした

ても、劣化する兆候が無かったことなどを報告して

活発な活動をお願いすると同時に、皆様のご協力、

います。

ご支援のもと、当研究会の運営方法、あり方の議論

島本進先生顧問ご退任
島本進先生は、当時の日本原子力研究所におられた

行事カレンダー
した。この度、先生からご退任のご連絡をいただき、

頃に、日米欧による核融合用超電導トロイダルコイル

更なるご協力をお願いいたしましたが、先生の辞意は

開発国際協力（LCT 計画）の我が国のまとめ役として

かたく、大変残念ですがお受けいたしました。地球温

中心的な役割をされるなど核融合への超電導技術の応

暖化が懸念されるなか、再生可能エネルギーの有効活

用を推進されてこられました。超電導技術の権威者と

用が必要な状況にありますが、今後 SMES は電力系統

して本研究会発足当初から理事としてご参加いただき、 の安定化など幅広く貢献していくものと期待されてい
いろいろと貴重なご意見、アドバイスをいただきまし

ます。研究会活動が重要なときですので、これからも

た。さらに、2007 年からは顧問として大所高所から

島本先生に当研究会を温かく見守っていただきたいと

研究会活動の方針についてご指導・ご鞭撻いただきま

思っているところです。

（事務局：新冨孝和）

量研機構那珂核融合研究所訪問記
2017 年 5 月 31 日に国立研究開発法人量子科学技術
研究開発機構那珂核融合研究所に総勢 29 名で訪問さ
せていただきました。那珂核融合研究所は、JR 常磐線
東海駅より車で 10 分程度の場所にあります。現在、那
珂核融合研究所では、試験用核融合トカマク装置 JT-60
（臨界プラズマ試験装置）を JT-60SA に改修する工事を
進めている最中です。この工事は、2013 年より始まり、
2020 年に実験を開始する計画で進められており、今回

2016 年
7/7 理事会
7/7 平成 28 年度定期総会
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子がわかる、よいタイミングで JT-60SA の本体を見学
させていただくことができました。
■冷凍機

JT-60SA は、冷 媒 の ヘ リ ウ ム を 冷 や す 冷 凍 機 の 冷
凍能力も世界最大級で、4.5K に換算した冷凍能力は

9kW だそうです。JT-60SA から生じる脈流的な熱負荷

5/31 見学会（量子科学技術研究開発機構
中核融合研究所）

5/31 第 316 回拡大技術委員会

編集後記
過日、新緑の筑波山が一望できるところで恒例

を大量のヘリウムを使うことにより、熱負荷変動が冷

の田植え時期を迎えて田おこしが行われていました。

凍機に伝わりにくくする設計としているために、この

田おこしのトラクターのすぐ後を 4 羽の白鷺がつい

は、組立工事期間の中間点を少し過ぎた段階での製作

ような大きな冷凍能力を必要とするとのことでした。

て回っていました。田おこしで虫やミミズなどが出

状況を見学させていただくことになりました。

JT-60SA の場合、冷却温度は、超電導コイル、サーマル

てくるのをよく知っているのでしょう。そこには長

シールドなど装置ごとに異なりますが、異なる温度の

閑なつくばの田園風景が見られました。

はじめに、那珂核融合研究所の方より、JT-60SA の概
要や電源装置についてご説明いただいた後、トロイダ

冷媒ヘリウムを供給しているそうです。

ル超電導コイル、組立中の JT-60SA 本体、冷凍機、コイ

■コイル用電源機器とフライホイール付電動発電機

最近は日本の四季の情緒が薄れてきているような
気がします。私だけの感覚でしょうか。5 月に猛暑
日が続いたり、梅雨明け時にあるような土砂降りの

ル用電源機器とフライホイール付電動発電機を見学さ

JT-60SA は電源装置も大規模で、整流器棟と呼ばれ

せていただきました。以下に各装置を見学させていた

る長さ 100m 以上あると思われる建物の中に設置され

雨が降ったりしています。梅雨時の少し鬱陶しい、

だいた概要を紹介します。

ていました。実際に、整流器棟の中に案内していただ

じめじめとした気候はどこにいったでしょうか。

■トロイダル超電導コイル

き、超電導コイルの励磁電源、高電圧発生回路、クエ

地球温暖化の影響がでているのでしょうか。5 月

ンチ保護回路などを見学させていただきました。その

の G7 で COP21 のパリ協定に対するアメリカの消極

装置へ組み込む前の単体のトロイダル超電導コイル

後、発電機棟という建物中にある 3 台のフライホイール

的な態度が報道され、6 月 1 日に離脱がアナウンスさ

を見せていただきました。JT-60 から JT-60SA への最

付電動発電機を見学させていただきました。3 台とも

れました。水の惑星の未来に危惧を覚えます。日本

も大きな改造点は、コイルの超電導化だそうです。超

大きな装置なのですが、最も大きなものは装置の直径

にとって CO2 排出規制の遵守は厳しいものがありま

電導導体に液体ヘリウムを圧送して冷却するタイプの

が 10m 程度あり、見た目にも迫力があるものでした。

すが、未来に負の遺産を残さないためにも必要なこ

線（CIC 導体 : Cable in Conduit 導体）でコイルは巻か

JT-60 用として製作された 3 台のうち、2 台が JT-60SA

とでしょう。

れているとのことで、その導体のサンプルも見せてい

に再利用されるそうです。

SMES 研究会も発足以来 31 年が経過しました。そ
の間、揚水代替大型 SMES から、電力系統安定化、瞬

ただきました。世界最大級のトロイダルコイル（D 型コ
イル）は、内部の幅 4.6m・高さ 7.5m、このトロイダル

将来の究極のエネルギー源として期待されている

低対応などの中・小型 SMES の検討を進めてきまし

コイルを 18 個使用してドーナツ型に組み上げるそうで

核 融 合 で す が、JT-60SA で は、ITER（International

た。さらに、近年の再生可能エネルギーの導入に伴

す。設計どおりの磁場を作るためにコイル直線部の精

Thermonuclear Experimental Reactor：国際熱核融合

う電力系統安定化対策が必要不可欠となってきてお

度は±1.5mm 以下で製作されているとのことです。

実験炉）の技術目標達成のための支援研究や原型炉に向

り、電池、キャパシタなど各種の競合するエネルギー

■組立中の JT-60SA 本体

けた補完研究として、ITER ではできないような高圧力

貯蔵装置との比較検討などを行ってきました。

JT-60SA はトカマク型の核融合試験装置であること

プラズマ運転などの実験を行い、原型炉を作るための

活動の一環としての JT-60SA の見学は、核融合開

から、真空容器やサーマルシールドはトロイダルコイ

データを取得していくとのことでした。このような大

発の最前線を見る絶好の機会でした。新しいエネル

ルと同様にドーナツ型（円環形状）となっています。見

規模研究を進める凄さに圧倒されると同時に、確実に

ギー源である核融合は、CO2 削減にとっても重要な

学した時は、360 度の真空容器及びサーマルシールド

研究が進められていることを実感できた見学会でした。

技術であり、早期の実現が望まれます。核融合炉の

の 340 度分の設置が完了しており、残った 20 度の隙間

丁寧にご案内いただいた量子科学技術研究開発機構の

主要設備となるトカマク装置に使われる中心ソレノ

からトロイダルコイルを挿入して、装置へ組み込む作

皆様に厚く御礼申し上げます。

イドコイルは、磁場を変えることによってプラズマ
電流を流す役割をするものであり、まさに SMES そ

業をしている段階でした。まさに組み立て中という様

のものです。この巨大な超電導コイルやさまざま

超電導エネルギー貯蔵研究会役員
■会 長

正田 英介 （公財）鉄道総合技術研究所会長
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太刀川恭治 （国研）物材機構特別名誉研究員／

な付属装置を見ると核融合発電が現実になりつつあ
ることを実感でき、けっして夢の装置ではないこと
が分かりました。将来、核融合炉や再生可能エネル
ギーのような地球環境への影響の少ない装置で作ら
れた電力を SMES によってより付加価値の高い電力

豊田 淳一 東北大学名誉教授
本島 修

核融合科学研究所顧問・名誉教授

東海大学名誉教授
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大澤 靖治 京都大学名誉教授
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高エネルギー加速器研究機構名誉教授

応用物理研究系研究主幹
石川 文雄 中国電力（株）エネルギア総合研究所技術部長

嶋田 隆一 東京工業大学名誉教授／筑波大学特命教授
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辻 毅一郎 大阪大学名誉教授

山本 康裕 東日本旅客鉄道（株）

樋口 登

元福島工業高等専門学校特命教授

長谷川 淳 北海道大学名誉教授
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お知らせ
超電導エネルギー貯蔵研究会の活動状況、交流
会のご案内などはホームページで見ることができ
ます。是非ご覧ください。

>>http://www.rasmes.com/
また、超電導エネルギー貯蔵研究会では新規会

執行役員鉄道事業本部電気ネットワーク部長
山本 惠一 （株）前川製作所技術研究所・監事

元福島工業高等専門学校特命教授
新冨 孝和 高エネルギー加速器研究機構名誉教授

として利用できるようになる日がくることを期待し

員（法人･個人）を募集しています。
お問い合わせは、rasmes@nifty.com まで。
事務局が移転になり、住所が変更になりました。

（2017 年 6 月現在）

詳しくは表紙下段をご覧ください。

