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(57)【要約】
【課題】本発明は特に、電気エネルギが貯蔵されるバッ
テリの使用への依存を回避し、必要に応じて所要の電力
を発生することにより、バックアップバッテリの必要性
を排除し、信頼できるメンテナンスプログラムを提供す
る経費、及びバッテリの責任のある廃棄に関連した問題
をも回避する。
【解決手段】超伝導磁石アセンブリのための緊急消磁ユ
ニットにおいて、該緊急消磁ユニットが、超伝導磁石の
コイル（１１～１４）に関連させた少なくとも１つの電
気抵抗と、該電気抵抗に電気エネルギを提供するクエン
チ開始装置とを含み、該クエンチ開始装置が、電気エネ
ルギの発電機２０と、ｉ）貯蔵された機械的エネルギの
解放又はｉｉ）コイルのクエンチの時間における直接的
な手動による作動のうちの１つによって前記電気エネル
ギの発生を開始するための手段とを含むものとする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超伝導磁石アセンブリのための緊急消磁ユニットにおいて、該緊急消磁ユニットが：
　超伝導磁石のコイル（１１～１４）に関連させた少なくとも１つの電気抵抗と；
　該電気抵抗に電気エネルギを提供するクエンチ開始装置と；を含み、
　該クエンチ開始装置が、電気エネルギの発電機と、ｉ）貯蔵された機械的エネルギの解
放又はｉｉ）コイルのクエンチ時における直接的な手動による作動のうちの１つによって
前記電気エネルギの発生を開始するための手段とを含むことを特徴とする超伝導磁石アセ
ンブリのための緊急消磁ユニット。
【請求項２】
　発電機が少なくとも第１のコンポーネント及び第２のコンポーネントを含み、該第１及
び第２のコンポーネントが、該第１及び第２のコンポーネントの間の少なくとも所定の程
度の相対移動に応答して電気エネルギを発生するように配置されていることを特徴とする
請求項１記載の緊急消磁ユニット。
【請求項３】
　前記第１のコンポーネント又は第２のコンポーネントのうちの一方が、静磁界を発生す
るための手段を含み、前記静磁界に対して、前記第１のコンポーネント又は第２のコンポ
ーネントのうちの他方が移動させられるように配置されており、これにより、前記電気エ
ネルギを発生することを特徴とする請求項２記載の緊急消磁ユニット。
【請求項４】
　静磁界を発生するための手段が超伝導磁石アセンブリであることを特徴とする請求項３
記載の緊急消磁ユニット。
【請求項５】
　前記磁界が、特殊目的永久磁石コンポーネントによって提供されることを特徴とする請
求項３記載の緊急消磁ユニット。
【請求項６】
　第１のコンポーネントと第２のコンポーネントとの相対移動が、回転運動又は線形運動
のうちの一方であることを特徴とする請求項２記載の緊急消磁ユニット。
【請求項７】
　第１のコンポーネントと第２のコンポーネントとの相対移動が、歯車装置によって増大
されることを特徴とする請求項６記載の緊急消磁ユニット。
【請求項８】
　発電機が、作動後にリセットされ、その後再利用されるように適合されていることを特
徴とする、請求項１記載の緊急消磁ユニット。
【請求項９】
　発電機が交換可能でありかつ一回使用に適合されていることを特徴とする、請求項１記
載の緊急消磁ユニット。
【請求項１０】
　発電機が：
　機械的応力に応答して電気エネルギを発生することができる発電機コンポーネントと；
　該発電機コンポーネントに関連させた、該発電機コンポーネントとの第１の作動関係及
び第２の作動関係との間で作動可能なアクチュエータ手段とを含み、
　該アクチュエータ手段が、前記第１の作動関係と第２の作動関係との間を移行中、前記
発電機コンポーネントに、変化する程度の応力を受けさせ、それにより前記移行中に電気
エネルギを発生するように構成されていることを特徴とする請求項１記載の緊急消磁ユニ
ット。
【請求項１１】
　無傷の間は前記アクチュエータ手段を前記第１の関係に保持し、破壊された場合に前記
アクチュエータ手段が前記第２の関係となることを可能にする脆性部材を含むことを特徴
とする請求項１０記載の緊急消磁ユニット。
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【請求項１２】
　脆性部材が手動で破壊されるように適合されていることを特徴とする請求項１１記載の
緊急消磁ユニット。
【請求項１３】
　前記発電機コンポーネントが、脆性リンクによって、予め応力をかけられた状態に維持
されており、これにより、脆性リンクの破壊が前記発電機コンポーネントから応力を解放
することを特徴とする請求項１１記載の緊急消磁ユニット。
【請求項１４】
　発電機コンポーネントが圧電材料を含むことを特徴とする請求項１０記載の緊急消磁ユ
ニット。
【請求項１５】
　主電源又はバッテリのうちの１つから引き出された電気エネルギを受けるために電気抵
抗も配置されており、
　前記電気エネルギの発電機が、主電源又はバッテリの故障時に作動可能なバックアップ
システムとして設けられていることを特徴とする請求項１記載の緊急消磁ユニット。
【請求項１６】
　超伝導磁石アセンブリのための緊急消磁ユニットにおいて、該緊急消磁ユニットが：
　少なくとも１つの超伝導磁石のコイルと；
　コイルをクエンチするために前記コイルに十分なエネルギを提供するための手段と；
　クエンチングを誘発するのに十分な相互作用を生ぜしめるために要求に応じてコイルに
衝突するための作動手段とを含み；該作動手段が、コイルに衝突し、これにより機械的衝
撃を付与するように配置された、外部から導入される対象物、又はコイルに向けられる、
コイルの材料の超伝導遷移温度よりも高い温度のガスのジェットのうちの１つを含むこと
を特徴とする超伝導磁石アセンブリのための緊急消磁ユニット。
【請求項１７】
　作動を視覚的に明白にするための視覚的に認知可能な手段をさらに含むことを特徴とす
る請求項１記載の緊急消磁ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超伝導磁石のための緊急消磁ユニット、特に、磁気共鳴撮影（ＭＲＩ）スキ
ャナにおける患者の検査のために利用される超伝導磁石におけるクエンチの安全な開始を
促進するためのこのような装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超伝導磁石システムは通常、シールされた極低温環境に取り付けられた適切な巻芯に巻
成された超伝導材料のコイルを含む。これらのシステムは、極めて強力な磁界を発生し、
特に（例えば）計画されたメンテナンスを行うために、又は修理を行うために、又は変化
する作動要求を満たすために、磁界を故意に消滅させることが必要な場合に正確でかつ注
意深い制御を必要とする。このような計画された操作のために、磁界は通常、制御された
漸減によって消滅させられる：すなわち、磁気コイルに流れる電流が、磁石に電気的に接
続された電流リード線を通る電流の抜き取りによりゼロに向かって徐々に減少させられる
。これは、かなりの時間を取り、有効な制御がなされる必要がある。
【０００３】
　しかしながら、磁界を迅速に消滅させること及び／又は制御システムが作動不能な場合
に磁界を消滅させることが必要な緊急事態が生じることがある。例えば、このような事態
は、場合によってはシステムの近くにいる人を動けなくするような、不意に磁石に吸着さ
れた磁性部品を解放するため、又は、例えば消防隊員が、大きな磁性コンポーネントを含
む完全装備で活性磁石に接近しなければならない場合に金属部品が吸着される危険性を回
避するための事態を含む。このような緊急作動のために、消磁ユニットが主電源なしに磁
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石におけるクエンチを効果的に開始することができることが重要である。火災が生じてい
るような状況において、主電源は失われている場合が多い。磁石によって人が動けなくな
っている場合には、反射作用は、その作用が磁界を消滅させるという誤った考えによって
主電源を切断してしまう。したがって、制御されたクエンチングシステムの一部として又
はそれに加えて、緊急消磁ユニットしての、信頼できる主電源に依存しないクエンチ開始
システムを提供することが必要である。通常は、このような緊急消磁ユニットは、局所化
されたクエンチングイベントを開始し、次いで、システム全体のクエンチングイベントの
制御された分配を促進する。
【０００４】
　また、このような超伝導磁石は、超伝導状態の局所化された妨害を生じるおそれのある
あらゆるイベントから生じる磁界の突然でかつ反転不能な崩壊に応答して自己クエンチす
ることができる。このことは、妨害の部位における電気抵抗の発生と、抵抗を悪化させる
局所化された加熱の急速な形成につながる。磁気コイルへの局所化された、場合によって
は永久的な損傷の危険性を低減するために、クエンチは、クエンチングイベントの開始後
すぐにシステムのコイルにできるだけ広く分配されるべきであることがよく知られている
。このことは、一般的に、クエンチ伝播装置、通常は電気ヒータを、制御されたクエンチ
ングシステムの一部として使用することによって達成される。
【０００５】
　両イベントは通常、磁気コイルに隣接して配置された、クエンチ開始又は伝播装置とし
ての小さな電気ヒータを提供することによって扱われる。ヒータはエネルギ供給されるよ
うに配置されており、これにより、磁気コイルを加熱し、磁気コイルを超伝導状態ではな
い状態とし、磁気コイルの抵抗を増大させる。エネルギ供給は、偶発的なクエンチングの
開始を示す１つ又は２つ以上の作動基準に応じて自動的に行われるか、又は磁石が正しく
作動しているにもかかわらずクエンチングが要求されるという緊急状況においては手動で
行われる。
【０００６】
　クエンチを開始するために要求される電力の大きさは極めて小さく、２ワットで１秒程
度で、２Ｊ程度のエネルギ入力である。これを主電源から提供することが簡単なことであ
るが、上述のように、主電源の故障時でさえもクエンチが本発明の緊急消磁ユニットによ
って開始されることが安全要件である。公知の構成においては、主電源故障時にクエンチ
ヒータにエネルギ供給する場合に使用するために、通常バッテリバックアップが設けられ
ている。しかしながら、安全で信頼できるバッテリ電力供給バックアップを提供しかつ維
持するには難しさと大きな経費が生じ、さらに、環境上の考慮がバッテリの使用を妨げて
いる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記問題のうちの１つ又は２つ以上の問題を解消することを目的とする。
【０００８】
　本発明は特に、電気エネルギが貯蔵されるバッテリの使用への依存を、まず回避し、む
しろ必要に応じて所要の電力を発生するようにすることを目的とする。したがって、本発
明は、バックアップバッテリの必要性を排除するだけでなく、ひいては信頼できるメンテ
ナンスプログラムを提供する経費、及びバッテリの責任のある廃棄に関連した問題をも回
避することを目的とする。特に、本発明は、貯蔵された機械的エネルギ又は、オペレータ
による筋肉作用によって供給されるエネルギを利用して、磁気コイルのクエンチングを生
じることが要求された場合に電気エネルギの発生を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、超伝導磁石アセンブリのための緊急消磁ユニットを提供し、前記緊急消磁ユ
ニットは：超伝導磁石のコイルに関連させた少なくとも１つの電気抵抗と；前記抵抗に電
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気エネルギを提供するクエンチ開始装置と；を含んでおり、前記クエンチ開始装置が、電
気エネルギの発電機と、ｉ）貯蔵された機械的エネルギの解放又はｉｉ）コイルのクエン
チング時における直接的な手作業による作動のうちの１つによって前記電気エネルギの発
生を開始するための手段とを含む。
【００１０】
　発電機は少なくとも第１のコンポーネントと第２のコンポーネントとを含み、これらは
、前記第１のコンポーネントと第２のコンポーネントとの間の少なくとも所定の程度の相
対移動に応答して電気エネルギを発生するように配置されている。このような構成におい
て、前記第１及び第２のコンポーネントのうちの一方は、静電界を発生するための手段を
含み、前記一方に対して、前記第１及び第２のコンポーネントのうちの他方は、移動させ
られ、これにより前記電気エネルギを発生するように配置されている。このような構成に
おいて、静電界を発生するための手段は超伝導磁石アセンブリであることができる。また
択一的に、前記磁界は、特殊目的永久磁石コンポーネントによって提供されることができ
る。
【００１１】
　第１のコンポーネントと第２のコンポーネントとの相対移動は、回転運動であるか又は
直線運動であることができる。第１のコンポーネントと第２のコンポーネントとの相対移
動は、歯車装置によって増大されることができる。
【００１２】
　発電機は、作動後にリセットされ、その後に再利用されることができる。択一的に、発
電機は、交換可能であることができ、一回使用に適合されていることができる。
【００１３】
　また本発明によれば、発電機は：機械的応力に応答して電気エネルギを発生することが
できる発電機コンポーネントと；前記発電機コンポーネントに関連させておりかつ発電機
コンポーネントと第１及び第２の作動関係の間で作動可能なアクチュエータ手段；とを含
み、前記アクチュエータ手段が、前記第１及び第２の作動関係の間の移行時に、前記発電
機コンポーネントに変化する程度の応力を受けさせ、これにより前記移行時に前記電気エ
ネルギを発生させるように構成されている。このような構成はさらに、脆性部材を含み、
この脆性部材は、無傷の時には前記アクチュエータ手段を前記第１の関係に保持し、破壊
された場合には前記アクチュエータ手段が前記第２の関係となることを可能にする。脆性
手段は、手動で破壊されるように適合されていることができる。発電機は、脆性リンクに
よって、予め応力が加えられた条件に維持されていることができ、これにより、脆性リン
クの破壊が前記発電機コンポーネントから応力を解放する。発電機コンポーネントは圧電
材料を含むことができる。
【００１４】
　本発明の実施形態においては、主電源又はバッテリから引き出された電気エネルギを受
け取るために電気抵抗も配置されており：電機エネルギの前記発電機はバックアップシス
テムとして提供されることができ、このバックアップシステムは、主電源又はバッテリの
故障時に作動可能である。
【００１５】
　本発明はまた、超伝導磁石アセンブリのための緊急消磁ユニットにおいて、前記緊急消
磁ユニットは：少なくとも１つの超伝導磁石のコイルと；コイルをクエンチするために前
記コイルに十分なエネルギを提供するための手段及び、クエンチングを誘発するのに十分
な相互作用を生ぜしめるために、必要に応じてコイルに衝突するための作動手段とを含み
；前記作動手段が、コイルに衝突し、これにより機械的な衝撃を提供するように配置され
た、外部から導入される対象物、又は、コイルに向けられる、コイルの材料の超伝導遷移
温度よりも高い温度のガスジェットのうちの１つを含む。
【００１６】
　本発明のある実施形態はさらに、その作動を視覚的に明白にするための、視覚的に認知
可能な手段を含む。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明が明瞭に理解され、容易に実施されるように、本発明の実施形態がここで単なる
例として添付図面を参照しながら説明される。
【００１８】
　ここで図面を参照すると、図１に示されているように、個々の関連した抵抗ヒータ１５
～１８を備えた複数の個々の磁気コイル１１～１４を有する超伝導磁石システムが、矩形
の輪郭１０の中に概略的に示されており、この輪郭はシールされた極低温チャンバを表し
ており、この極低温チャンバにコイルが作動のために取り付けられている。抵抗ヒータ１
５～１８は、個々のエネルギ供給のために配線されることができるか、又は設計に従って
、及び／又は機能的要求によって規定されるように、直列、又は並列又は様々な直列／並
列組み合わせで配線されることができる。それぞれのコイルは、このコイルに関連させた
少なくとも１つのヒータを有することが好ましいが、本発明は、そうでない場合の構成に
も適用されることができる。コイル１１～１４は、コイルの所望の機能を達成するために
、当業者に知られたあらゆる慣用の形式で配置及び接続されることができる。
【００１９】
　本発明の実施形態によれば、システム１０には、クエンチを開始するためにヒータ１５
～１８のうちの１つ又は２つ以上に提供するための電気エネルギを発生するために作動さ
せられる発電機装置２０が関連させられている。（もちろん、図１に破線で示されている
ように、主電源又はバッテリ２１の故障時に作動可能なバックアップシステムとして発電
機２０を提供することも可能である）。
【００２０】
　発電機装置２０は、多数の可能な形式のいずれを取ることもできる。例えば、図２に示
されているように、発電機装置は、所定時間静磁界内で駆動されることができるロータを
有する単純なダイナモ又はその他の発電機の形式であることができる；駆動は、コード又
はケーブル３０等のアクチュエータの手動による作動によって開始され、コード又はケー
ブルは、最初は、ロータ又はロータに連結された支持体に巻き付けられており、ロータを
回転させるように引っ張られ、これにより電気エネルギを発生し、電気エネルギは、超伝
導磁石システム１０のコイル１１～１４に関連させた抵抗ヒータ１５～１８のうちの１つ
又は２つ以上に接続される。
【００２１】
　発電機２０は、磁気コイル１１～１４によって発生される磁界を妨害しないように超伝
導磁石から十分に離れて及び／又は適切に遮断されて配置されたコイル及び永久磁石を含
む完成した装置であることができる。択一的に、非磁性で導電性のワイヤ（例えば銅又は
アルミニウム）のロータコイル群が、非磁性巻芯に設けられ、コイル１１～１４の磁界内
に非磁気的に取り付けられていることができる。発電機２０が作動されるとき、オペレー
タがロータコイルをコイル１１～１４の磁界内で回転させ、これにより、抵抗ヒータ１５
～１８に伝導される所要の電気エネルギを発生する。このような構成は、永久磁石が設け
られる必要がないのでより単純であり、発電機は磁石の近くに配置されることができる。
さらに、非磁性ワイヤの利用及びこの目的のための構造的コンポーネントは、コイル１１
～１４によって発生される主磁界への、ロータコイルによるあらゆる潜在的な妨害を最小
限に抑制する。
【００２２】
　前述のように、電力需要はかなり小さく（例えば２ワット）、１秒程度だけ継続する必
要がある；つまり、発電機２０の作動上の要求は、実行するのがかなり簡単である。必要
であるならば、ロータに対するアクチュエータの機械的な移動の相対的な効果を増大する
ために、歯車装置を使用することができる。
【００２３】
　図３に概略的に示されているように、このような発電機のロータを駆動するためのアク
チュエータ２０ａとして、択一的な手段、例えば、ぜんまい仕掛け構成におけるような予
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め負荷されたばねの使用；必要に応じて落下するように構成されたおもり、ロータの周囲
に巻き付けられた所定の長さのコードに取り付けられたハンドル３０（図２）又はロータ
に連結された支持体を引っ張ることによる等の手動操作、が利用されることができる。慣
用の発電機とは択一的に、所要の電気エネルギは、コイル又は磁力線を横切らされるその
他の可動な装置、例えば、磁石の磁界を通って落下又は揺動することが許容された非磁性
コンダクタにおける非磁性おもりによって発生されることができる（全ての装置は概略的
にロータ２０ｂとして示されている）。
【００２４】
　概して、図１に示されたような実施形態は、超伝導磁石システム１０のための制御され
たクエンチングシステムの一部を形成する緊急消磁ユニットを提供する。このような実施
形態において、緊急消磁ユニットは、１１等の少なくとも１つの超伝導磁石コイルに関連
させた、１５等の少なくとも１つの電気的に電力が供給される抵抗ヒータと、関連したコ
イル１１、ひいてはシステム全体をクエンチするために十分な熱を発生するためにヒータ
１５に出力ライン２５を通じて十分な電気エネルギを提供するための発電装置２０とを、
有している。図３に示されているように、発電機２０は通常、ロータ２０ｂ及び静磁界を
発生するための幾つかの手段２０ｃ等の、第１及び第２のコンポーネントと、所要の電気
エネルギを発生するために２つのコンポーネントの間の少なくとも最小限の相対移動を行
うためのアクチュエータ２０ａとして働く、引っ張られるコード又はケーブル３０、又は
ばね巻き付けされた装置等の幾つかの便利な手段とを有している。
【００２５】
　図３に磁界発電機２０ｃによって概略的に示されているように、静磁界は、超伝導磁石
システム１０自体によって発生された磁界を含むことができるが、超伝導磁石から離れて
いることができる好都合な位置において、例えば緊急消磁ユニットの自由位置決めを許容
するために永久磁石によって別個に発生されることができる。幾つかの発電機は永久磁石
ロータ及び定置コイルを有する。このような発電機も本発明の緊急消磁ユニットにおいて
使用されることができる。
【００２６】
　図４に示された別の実施形態において、発電機２０は、圧電素子２０ｅ等の能動発電機
コンポーネントを含む。幾つかのこのような実施形態において、発電機コンポーネントは
、脆性エレメント２０ｇを有するシールされた容器２０ｆ内に応力をかけられながら保持
され、脆性エレメントは、破壊されると応力を解放し、これにより、素子が、１５等の抵
抗ヒータのうちの１つ又は２つ以上に提供するための電気エネルギを解放するのに十分な
機械的衝撃を、発電機コンポーネントに提供する。この場合、本発明は、前述のように、
１１等の超伝導磁気コイルに関連させた１５等の少なくとも１つの電気的に電力供給され
る抵抗ヒータと、コイルをクエンチするための十分な熱を発生するためにヒータ１５に十
分な電気エネルギを提供するための発電機装置２０とを有する、超伝導磁石アセンブリ１
０のための緊急消磁ユニットを提供する。しかしながら、この実施形態において、発電機
２０は、機械的応力に応答して電気エネルギを発生することができる能動発電機コンポー
ネント（上述の例においては圧電素子）を有している。この実施形態の変形実施例は、所
要の電気エネルギの発生を生じるためにハンマ等のおもりが発電機コンポーネントに衝突
させられる構成を含む。
【００２７】
　概して、このような実施形態においては、アクチュエータ２０ｈ（図４）が発電機コン
ポーネントに関連させて設けられており、アクチュエータは、発電機コンポーネントとの
第１の作動関係から、発電機コンポーネントとの第２の作動関係へ移行する。発電機コン
ポーネントとの第１の作動関係から第２の作動関係への移行中に、アクチュエータは、発
電機コンポーネントに、変化する大きさの応力を受けさせ、所要の電気エネルギの発生を
生じる。
【００２８】
　１つの実施形態において、無傷の場合に、アクチュエータ手段を第１の作動関係に保持
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し、破壊された場合に、アクチュエータ手段を第２の作動関係となることを可能にする脆
性手段２０ｇが用いられており、これにより、前記発電機コンポーネントに加えられる機
械的応力を変化させ、圧電素子に所要の電気エネルギを発生させる。別の実施形態として
、発電機コンポーネントの単純な手動の変形が所要のエネルギを提供する。
【００２９】
　このような発電機コンポーネントの１つの例は圧電発電機装置である。このような実施
形態における使用に適応可能な、一回使用、交換可能な圧電発電機装置が、英国特許第１
４８５７３９号明細書及び対応する米国特許第３９７６８９８号明細書に記載されており
、その開示内容は引用により本明細書に含まれるものとする（特に、米国特許明細書の第
２欄第１行から第５欄第１８行までの記載、及び図１～図３参照）。
【００３０】
　本発明の緊急消磁ユニットによって開始されるような故意のクエンチは通常極めて稀な
ことであるが、緊急消磁（クエンチ）が必要な場合に開始されることができるように、緊
急消磁ユニットは確実に作動しなければならない。これは、消火器及び自動車におけるエ
アバッグ等の多くの安全関連システムに類似するものである。このような信頼性を保証す
るために、一回の使用後に交換される使い捨て緊急消磁ユニットを有するソリューション
が魅力的であり得る。
【００３１】
　本発明は、特に、抵抗ヒータに電力供給するためのバッテリを提供する必要性を回避し
ようとするものであり、これにより、そのための信頼できるメンテナンスプログラムを提
供する関連した出費を節約し、消費されたバッテリの責任のある廃棄に関連した出費及び
制限を節約し、システムエンクロージャに対するバッテリの配置に課せられる技術的制限
に関連した設計の欠点を減じる、ということが認められるであろう。
【００３２】
　本発明は、バッテリの形式の貯蔵された電気エネルギを、貯蔵された又は発生された機
械的エネルギと交換することを考える。そのように、その関連で使用されることができる
多くの択一的な構成が存在する。例えば、図５に概略的に示されているように、抵抗ヒー
タを省略し、その代わりに少なくとも１つのコイルへの直接的なアクセス２４（図に破線
によって示されている）を提供することによって、対象物又は媒介物２３は、コイルに衝
突するように配置されることができ、これにより、クエンチングを誘発するのに十分な相
互作用を生ぜしめる。このような実施形態は例えば、コイルに衝突する外部から導入され
る対象物によって誘発される機械的衝撃；コイルの一部に向けられる赤外線源を含むこと
ができ；又はコイルの超伝導遷移温度よりも高い温度におけるガスのジェットが、クエン
チングが要求された場合に手動で又は自動的に破壊されることができる管、球又は瓶から
圧力をかけられながら放出されるようにすることができ、これら全ては図５にブロック２
３によって概略的に示されている。コイルの一部における約２Ｋの温度上昇が通常はクエ
ンチの開始を誘発するのに十分である。
【００３３】
　さらに別の実施形態は、コイルの近傍での火花の発生を含む。コイルに到達する火花に
よって提供される熱はクエンチを誘発するのに十分であり得る。このような実施形態にお
いて、火花によるコイルへの損傷を回避するためにコイルの少なくとも一部において熱伝
導性シールドを設けることができる。火花は、公知の形式における火花発生機構、手作業
、又は貯蔵された機械的エネルギの解放による操作によって提供されることができる。緊
急消磁ユニットが作動させられたことを示す視覚的に認知可能なインジケータ２６を設け
ることも好都合である。
【００３４】
　その他の実施形態は、要求された場合に緊急消磁（クエンチ）を開始するために磁石の
磁界内で磁気おもりを解放することによって磁界に貯蔵されたエネルギを利用する。続い
て起こる動作は、磁石の機械的な衝突、又はヒータ１５～１８に提供するための電気エネ
ルギを発生するために磁界を通ってコンダクタを駆動するために使用されることができる
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。
【００３５】
　もちろん、要求されるならば、あらゆる１つの磁石システムには、本発明による２つ又
は３つ以上の同様の又は異なるクエンチ開始装置が設けられることができ、例えば、１つ
は貯蔵された機械的エネルギによって作動され、１つは手動で作動される；又は１つは磁
石の近傍に配置され、１つは、オペレータにアクセス可能な、磁石からある程度離れて配
置される。
【００３６】
　緊急消磁ユニットは好適には、システムの事前の知識なしに又はシステムの使用につい
ての訓練を受けることなく磁石の緊急消磁（クエンチ）を開始することを要求される未熟
な人員にとってさえも作動方法が明瞭であるように構成されているべきである。
【００３７】
　いかなる場合にも、保守／修理人員がクエンチ開始を容易に認識することができるよう
に、緊急消磁ユニットが作動されていることが視覚的に明らかであるように緊急消磁ユニ
ットが構成されていることが好適である。
【００３８】
　所要のクエンチを開始するために電気的に電力供給されるヒータに提供される電気エネ
ルギの発生を含む本発明の実施形態において、電気ヒータは、本発明の緊急消磁ユニット
によって又は主電源又はバッテリによって作動されることができるように配置されている
ことができる。すなわち、本発明の緊急消磁ユニットは慣用のクエンチ装置と組み合わせ
可能であり、このような慣用のクエンチ装置のためのバックアップシステムとして使用さ
れることができる。
【００３９】
　概して、沸騰された冷媒蒸気を迅速に放出する必要性、及びクエンチによって生ぜしめ
られた磁界の迅速な破壊によって生ぜしめられる強力な浮遊磁界を閉じ込める必要性を含
む、重大な安全懸念がクエンチ事象によって生じるということが認められるであろう。適
切な蒸気制御システム及び強力な浮遊磁界の閉じ込めのための手段はよく知られており、
本発明によって取り扱われていない。技術上よく知られているように、クエンチは自発的
に発生することができ、磁石のクエンチの間安全な環境を保証するための手段が慣用的に
提供される。
【００４０】
　前記説明は、発明を例示するためだけに示されており、限定するためのものではない。
発明の精神及び実質を組み込んだ開示された実施形態の変更が当業者に思い浮かぶことが
できるので、発明は、特許請求の範囲の記載の物及びその均等物内の全てを含むように解
釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の１つの実施形態による超伝導磁石アセンブリのための発電機を有する緊
急消磁ユニットを概略的に示している。
【図２】本発明による超伝導磁石アセンブリのための発電機を有する緊急消磁ユニットの
別の実施形態を示している。
【図３】図１に示された発電機の実施形態の概略的なブロック線図を示している。
【図４】図１に示された発電機の別の実施形態を示している。
【図５】本発明の実施形態による、図１の超伝導磁石のクエンチを開始するための異なる
機構を示している。
【符号の説明】
【００４２】
　１０　システム
　１１～１４　磁気コイル
　１５～１８　抵抗ヒータ
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　２０　発電機装置
　２０ａ　アクチュエータ
　２０ｂ　ロータ
　２０ｃ　静磁界発生手段
　２０ｅ　圧電素子
　２０ｆ　容器
　２０ｇ　脆性エレメント
　２０ｈ　アクチュエータ
　２１　主電源又はバッテリ
　２３　対象物
　２４　アクセス
　３０　コード又はケーブル

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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