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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テープ状の基板上に、中間層、超電導層、銀安定化層が順に形成された超電導線材本体
を、メッキ槽が収容する銅保護層形成用の水溶液中に浸漬して、前記水溶液をメッキ浴と
して電気メッキ法により前記安定化層上に前記銅保護層を形成する工程を有し、
　前記メッキ槽には、前記水溶液中に銅イオンを発生する銅塩と、
　前記水溶液中において、前記超電導線材本体と前記銅塩との間に、ＪＩＳ規格のメッシ
ュ番号１６以上の番号で規定される目開きを有するフィルタ部と、
　が設けられ、
　前記銅保護層を形成する工程は、前記フィルタ部を通過する前記銅イオンにより前記超
電導線材本体の前記銀安定化層上に銅保護層を形成する、
　酸化物超電導線材の製造方法。
【請求項２】
　テープ状の基板上に、中間層、超電導層、銀安定化層が順に形成された超電導線材本体
を、メッキ槽が収容する銅保護層形成用の水溶液中に浸漬して、前記水溶液をメッキ浴と
して電気メッキ法により前記安定化層上に前記銅保護層を形成する工程を有し、
　前記メッキ槽には、前記水溶液中に銅イオンを発生する銅塩と、
　前記水溶液中において、前記超電導線材本体と前記銅塩との間に、前記銅イオンを通過
させ、且つ、前記水溶液中で析出する固体を通過させない目開きを有するフィルタ部と、
　が設けられ、
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　前記銅保護層を形成する工程は、前記フィルタ部を通過する前記銅イオンにより前記超
電導線材本体の前記銀安定化層上に銅保護層を形成する、
　酸化物超電導線材の製造方法。
【請求項３】
　前記銅塩はリン酸銅である、
　請求項１または２記載の酸化物超電導線材の製造方法。
【請求項４】
　前記フィルタ部は、前記銅塩を包む袋体である、
　請求項１から３のいずれか一項に記載の酸化物超電導線材の製造方法。
【請求項５】
　前記フィルタ部は、前記メッキ槽内で前記超電導線材本体と前記銅塩とを仕切る板状体
である、
　請求項１から３のいずれか一項に記載の酸化物超電導線材の製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸化物超電導線材の製造方法に関し、特に、超電導層上に安定化層が形成さ
れたテープ状の酸化物超電導線材本体を銅の保護膜で被覆して酸化物超電導線材を製造す
る酸化物超電導線材の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酸化物超電導体は、その臨界温度（Ｔｃ）が液体窒素温度（７７Ｋ）を超えることから
超電導マグネット、超電導ケーブル、電力機器及びデバイス等への応用が期待されており
、多くの研究結果が報告されている。酸化物超電導体を上記の分野に適用するためには、
臨界電流密度（Ｊｃ）が高く、かつ高い臨界電流（Ｉｃで示し、Ｊｃとともに超電導特性
を意味する）を有する長尺の線材を製造する必要がある。一方、長尺の線材を得るために
は、強度及び可撓性の観点から金属テープ上に酸化物超電導体を形成する必要がある。ま
た、Ｎｂ３ＳｎやＮｂ３Ａｌ等の金属系超電導体と同等に実用レベルで使用可能とするた
めには、Ｉｃが５００Ａ／ｃｍ（７７Ｋ、自己磁界中）程度の値が必要である。
【０００３】
　これら条件を満たす酸化物超電導体を備える線材として、ＲＥＢａｙＣｕ３Ｏｚ系（Ｒ
Ｅは、Ｙ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ及びＨｏから選択された１種以上の元素を示し、ｙ≦
２及びｚ＝６．２～７であり、以下、「ＲＥ系」とも称する）の酸化物超電導線材が知ら
れている。
【０００４】
　この酸化物超電導線材（以下、「超電導線材」とも称する）では、超電導体の結晶が２
軸配向しているため、周知のビスマス系の銀シース線材に比べて臨界電流（Ｉｃ）が高く
、液体窒素温度での磁場特性に優れている。これにより、ＲＥ系超電導線材は、現在、液
体ヘリウム温度近傍の低温で使用されている超電導機器に適用して、高温状態で使用でき
る利点を有する。
【０００５】
　ＲＥ系超電導線材は、基板上に、中間層、超電導層を順に成膜し、更にこの超電導層上
に、導電性の高い銀を用いて安定化層を形成する。この構成において、より高い超電導特
性（臨界電流）Ｉｃを確保するためには、安定化層の膜厚を一層、厚くすることが考えら
れるが、安定化層の材料として主に使用される銀は高価であるため、銀の安定化層の膜厚
を厚くすると高コストになるという問題がある。よって、超電導線材において、銀安定化
層のコストの低廉化を図るため、銀安定化層まで積層した基板（以下、テープ状の「線材
本体」という）に、銀よりもコストの安い銅を用いた銅メッキで層を形成して、超電導導
体層上の導電層を厚膜化することにより、安定化層の低コスト化を図ることが知られてい
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る（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　特許文献１では、超電導層を有する線材本体を、容器にメッキ浴として収容された硫酸
銅水溶液中に浸漬する。線材本体の表面は、外部電源に接続され、電流が該表面を通って
溶液内に通過し、銅Ｃｕを形成する金属イオンの電子（ｅ－）との反応を引き起こす。こ
れにより、線材本体の表面（銀安定化層）は、溶液内で陰極として機能し、金属イオンで
あるＣｕ２＋はＣｕ金属原子に還元され、線材本体の表面（銀安定化層）上に堆積される
。これにより線材本体に銅保護層を形成している。一方、銅を含む陽極は、溶液内に置か
れ、そこで酸化反応が起こり、銅イオンが、陰極で還元され、かつ堆積されるために溶液
中に入り込む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－８０７８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このように銅層を備える超電導線材の従来の製造方法において、超電導線材となるテー
プ状の線材本体に銅メッキ層による銅保護層を成膜して形成する際に、銅メッキ層を成膜
することで、溶液中に銅イオンが不足すると、メッキ浴を収容する容器内に、リン酸銅等
の補充材を投入して、これを溶解することで補うことが考えられるが、この場合、銅がイ
オン化する際に、完全に溶解せずにＣｕ粉末（例えば、リン酸銅Ｃｕ３（ＰＯ４）２等）
が発生し、溶液に浮遊する虞がある。
【０００９】
　このように銅メッキ層を形成する際に、溶液中にＣｕ粉末が浮遊すると、容器から導出
される線材本体に付着してしまい、平滑な超電導線材を得ることが出来ないという問題が
あった。特に、Ｃｕ粉末が付着した超電導線材に電極を接続させると、接触抵抗値の上昇
を招くという虞がある。
【００１０】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、超電導層を銅保護層で平滑に好適に被
覆して低コスト化を図りつつ、超電導特性を劣化させることなく製造できる超電導線材の
製造方法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】
【００１１】
　本発明の酸化物超電導線材の製造方法の一つの態様は、テープ状の基板上に、中間層、
超電導層、銀安定化層が順に形成された超電導線材本体を、メッキ槽が収容する銅保護層
形成用の水溶液中に浸漬して、前記水溶液をメッキ浴として電気メッキ法により前記安定
化層上に前記銅保護層を形成する工程を有し、前記メッキ槽には、前記水溶液中に銅イオ
ンを発生する銅塩と、前記水溶液中において、前記超電導線材本体と前記銅塩との間に、
ＪＩＳ規格のメッシュ番号１６以上の番号で規定される目開きを有するフィルタと、が設
けられ、前記銅保護層を形成する工程は、前記フィルタを通過する前記銅イオンにより前
記超電導線材本体の前記銀安定化層上に銅保護層を形成するようにした。
 
【００１２】
　本発明の酸化物超電導線材の製造方法の一つの態様は、テープ状の基板上に、中間層、
超電導層、銀安定化層が順に形成された超電導線材本体を、メッキ槽が収容する銅保護層
形成用の水溶液中に浸漬して、前記水溶液をメッキ浴として電気メッキ法により前記安定
化層上に前記銅保護層を形成する工程を有し、前記メッキ槽には、前記水溶液中に銅イオ
ンを発生する銅塩と、前記水溶液中において、前記超電導線材本体と前記銅塩との間に、
前記銅イオンを通過させ、且つ、前記水溶液中で析出する固体を通過させない目開きを有
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するフィルタと、が設けられ、前記銅保護層を形成する工程は、前記フィルタを通過する
前記銅イオンにより前記超電導線材本体の前記銀安定化層上に銅保護層を形成するように
した。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、超電導層を銅保護層で平滑に好適に被覆して低コスト化を図りつつ、
超電導特性を劣化させることなく超電導線材を製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る一実施の形態の酸化物超電導線材の製造方法で製造される酸化物超
電導線材のテープの軸方向に垂直な断面を示す概略図
【図２】本発明の一実施の形態に係る超電導線材の製造方法の説明に供するフローチャー
ト
【図３】銅保護層を形成する銅保護層形成装置の要部構成を模式的に示す図
【図４】銅保護層を形成する銅保護層形成工程を模式的に示す図
【図５】銅保護層を形成する銅保護層形成工程の変形例を模式的に示す図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
　まず、本実施の形態の酸化物超電導線材の製造方法で製造される酸化物超電導線材の一
例について説明する。
【００１７】
＜酸化物超電導線材＞
　図１は、本発明に係る一実施の形態の酸化物超電導線材の製造方法で製造される酸化物
超電導線材のテープの軸方向に垂直な断面を示す概略図である。
【００１８】
　酸化物超電導線材（以下、「超電導線材」という）１０は、例えば、テープ状の金属基
板１１上に、中間層１２、酸化物超電導層（以下、「超電導層」と称する）１３、銀安定
化層１４を順に積層して形成した線材本体１６の周囲を、銅保護層１５で被覆することで
形成されている。これにより、超電導線材１０は、テープ状をなしており、可撓性を有す
る。なお、線材本体１６は、超電導層１３及び銀安定化層１４が形成された基板１１であ
って、銅保護層１５を形成する際の水溶液中における基板に対応する。
【００１９】
　金属基板１１は、強度及び耐熱性に優れた、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｗ
、Ｍｎ、Ｆｅ、Ａｇ等の金属又はこれらの合金を用いることができる。例えば、金属基板
１１として、Ｎｉ又はＮｉに、Ｗ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｖ及びＭｎから選択された
一種類以上の添加元素を含むＮｉ基合金が用いられる。また、金属基板１１を、強圧延加
工後の金属基板とすると、Ｎｉ基合金とステンレス鋼、ハステロイ（登録商標）、インコ
ネル（登録商標）、ニクロムから選択されたいずれか１種の耐熱金属を積層させた複合基
板を用いることもできる。具体的には、金属基板１１は、Ｎｉ－Ｃｒ系（具体的には、Ｎ
ｉ－Ｃｒ－Ｆｅ－Ｍｏ系のハステロイ（登録商標）Ｂ、Ｃ、Ｘ等）、Ｗ－Ｍｏ系、Ｆｅ－
Ｃｒ系（例えば、オーステナイト系ステンレス）、又は、Ｆｅ－Ｎｉ系（例えば、非磁性
の組成系のもの）等の材料に代表される低磁性の結晶粒無配向・耐熱高強度金属基板にす
ることが望ましい。金属基板１１の厚さは、例えば、０．１ｍｍ以下である。
【００２０】
　中間層１２は、例えば金属基板１１からの元素の拡散が超電導層１３に及ぶのを防止す
るための第１の中間層（拡散防止層）と、超電導層１３の結晶を一定の方向に配向させる
ための第２の中間層（配向層）など、複数の中間層を有する。中間層１２は、１層以上の
何層で構成されてもよい。例えば、中間層１２は、金属基板１１上に、酸化アルミニウム
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（Ａｌ２Ｏ３）層、ガリウムドープ酸化亜鉛層（Ｇｄ２Ｚｒ２Ｏ７：ＧＺＯ）、或いはイ
ットリウム安定化ジルコニア（ＹＳＺ）等による第１層、Ｙ２Ｏ３又はＬａＭｎＯ３等の
層である第２層、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）等から成る第３層、酸化ランタンマンガン
（ＬａＭｎＯ３）等の層である第４層、酸化セリウム（ＣｅＯ２）層である第５層を、順
に積層することで構成される。第１層及び第２層は、スパッタリング法で成膜される。ま
た、ＭｇＯ層（第３層）をイオンビームアシスト蒸着法（ＩＢＡＤ：Ion Beam Assisted 
Deposition）により成膜し、その上のＬａＭｎＯ３層（第４層）を、スパッタリング法に
より成膜し、更に、その上のＣｅＯ２層（第５層）を、スパッタリング法（ＰＬＤ法でも
よい）により成膜してもよい。なお、中間層１２を構成する各層（１～５層）の厚みは、
例えば、約１０００ｎｍである。
【００２１】
　超電導層１３は、例えばＲＥＢａｙＣｕ３Ｏｚ系超電導体（ＲＥは、Ｙ、Ｎｄ、Ｓｍ、
Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ及びＹｂから選択される１又は２種以上の希
土類元素であり、ｙ≦２及びｚ＝６．２～７）等の酸化物超電導体で構成される。このＲ
Ｅ系超電導体としては、ＹＢａ２Ｃｕ３Ｏ７で表されるイットリウム系超電導体が代表的
である。超電導層１３の成膜には、有機金属体積法（ＭＯＤ：Metal-organic deposition
）、パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ：Pulsed Laser Deposition）、スパッタ法、又は有
機金属気相成長法（ＭＯＣＶＤ：Metal Organic Chemical Vapor Deposition）を適用で
きる。
【００２２】
　超電導層１３は、ここでは、ＭＯＤ法を用いて形成される。ＭＯＤ法は、有機金属化合
物を原料として、アモルファス状の活性な前駆体を基板表面に形成し、これを熱処理し結
晶化することにより超電導層を成膜するものである。このＭＯＤ法は、非真空中でも長尺
の基材に連続的に酸化物超電導層を形成できるので、ＰＬＤ法やＣＶＤ法等の気相法より
も、プロセスが簡単で低コスト化が可能である。
【００２３】
　なお、超電導層１３には、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｃｅ、Ｔｉ、Ｈｆ、Ｎｂのうち少なくとも１つ
を含む５０ｎｍ以下の酸化物粒子が磁束ピンニング点として分散していることが好ましい
。この場合、超電導層１３の成膜法としては、三フッ化酢酸塩（ＴＦＡ）を用いたＴＦＡ
－ＭＯＤ法が好適である。例えば、ＴＦＡを含むバリウム（Ｂａ）溶液中に、Ｂａと親和
性の高いジルコニウム（Ｚｒ）含有ナフテン酸塩等を混合することにより、ＲＥ系超電導
体からなる超電導層１３に、Ｚｒを含む酸化物粒子（ＢａＺｒＯ３）を磁束ピンニング点
として分散させることができる。なお、超電導層１３中に磁束ピンニング点を分散する手
法は、公知の技術を適用することができる（例えば特開２０１２－０５９４６８号公報）
。超電導層１３中に磁束ピンニング点を分散させることにより、超電導線材１０が湾曲し
た状態で用いられても、磁場の影響を受けにくく、安定した超電導特性が発揮される。
【００２４】
　銀安定化層１４は、超電導層１３の直上に形成され、主に水分等から超電導層１３を保
護するとともに、超電導状態が部分的に破れて抵抗が発生（常電導転移）した場合に電流
を迂回させる。銀安定化層１４は、電気抵抗率が低く、熱伝導率の高い材料で構成される
のが好ましく、銀（Ａｇ）、あるいは銀の合金で構成される。銀安定化層１４の成膜には
、例えばスパッタリング法を適用できる。銀安定化層１４の厚みはここでは１～３０μｍ
である。
【００２５】
　銅保護層１５は、銀安定化層１４上に形成されており、銀安定化層１４を形成する銀を
用いるよりもコスト低廉化を図ることができる。ここでは、銅保護層１５は、線材本体１
６の周囲を覆うように設けることで、銀安定化層１４上に形成された状態になっている。
銅保護層１５は、後述する銅保護層形成装置２０（図３参照）により、例えば、メッキ法
の電気メッキ法を用いて、線材本体１６に形成される。なお、線材本体１６の厚み、つま
り、銅保護層１５を形成する際の金属基板１１の底面から銀安定化層１４の表面までの厚
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みは、５０～１３０μｍとしている。
【００２６】
＜本実施の形態に係る超電導線材の製造方法の概要＞
　図２は、本発明の一実施の形態に係る超電導線材の製造方法の説明に供するフローチャ
ートである。
【００２７】
　図２に示すように、超電導線材１０（図１参照）の製造方法は、ステップＳ１では、金
属基板１１上に、中間層１２を形成する。この中間層１２は、ここでは、複数層で形成し
、例えば、金属基板１１上に、スパッタリング法でＡｌ２Ｏ３層及びＬａＭｎＯ３を成膜
し、ＬａＭｎＯ３層上にＩＢＡＤ（Ion Beam Assisted Deposition）法によりＭｇＯ層を
成膜する。次いで、ＭｇＯ層上に、スパッタリング法によりＬａＭｎＯ３層を形成し、Ｌ
ａＭｎＯ３層上に、スパッタリング法によりＣｅＯ２層を成膜する。これら各層を順に成
膜することで中間層１２を形成する。
【００２８】
　ステップＳ２では、テープ状の金属基板１１に形成した中間層１２上に、ここでは、金
属基板１１に中間層１２を形成してなるテープ状の基材上に、ＭＯＤ法により超電導層１
３を形成する。ＭＯＤ法では、先ず、金属基板１１上に中間層１２を成膜してなるテープ
状の基材を、超電導原料溶液（有機金属塩を有機溶媒に溶解させたもの）に浸して、引き
上げること（いわゆるディップコート法）により、基材の表面、つまり中間層１２の表面
に超電導原料溶液を付着させて、仮焼成炉内で、仮焼成する。そして、これらの処理（デ
ィップコートと仮焼成）を適宜繰り返すことで、超電導前駆体を形成する。次いで、本焼
成炉内で、基材上の超電導前駆体に対して本焼成を行うことにより、酸化物超電導層（超
電導層１３）を形成する。なお、これらディップコート、仮焼成、本焼成等の各処理は、
各処理を施す機器（例えば、超電導原料溶液を貯留した容器、仮焼成炉、本焼成炉）内を
、送り出しリールから巻き取りリールに送られる基材を通過させることで行うことが望ま
しい。
【００２９】
　ステップＳ３では、超電導層１３上にスパッタリング法により銀安定化層１４を形成す
る。これにより、金属基板１１上に、中間層１２、超電導層１３及び銀安定化層１４を順
に積層されて構成されるテープ状の線材本体（超電導層１３及び銀安定化層１４が形成さ
れた基板）１６（図１参照）が形成される。
【００３０】
　そして、ステップＳ４では、線材本体１６における銀安定化層１４上に銅保護層１５を
形成する。これにより、超電導線材１０が製造される。
【００３１】
　本実施の形態における銅保護層形成工程は、銅保護層形成装置２０（図３参照）を用い
て行う。
【００３２】
　具体的には、銅保護層１５（図１参照）の形成は、ステップＳ３を経て、線材本体１６
を形成した後、ステップＳ４において、線材本体１６（詳細には銀安定化層１４）に対し
て行われる。ここでは、銀安定化層１４上に銅保護層を成膜することによって、銀安定化
層１４上に銅保護層１５を形成、詳細には、線材本体１６（図１参照）の周囲に銅保護層
１５を形成する。
【００３３】
　銅保護層形成工程（図２のステップＳ４の工程に相当）では、銅保護層形成装置２０は
酸化物超電導線材製造システムの一部を構成し、酸化物超電導線材製造システムでは、線
材本体１６を水洗洗浄した後、後述する銅保護層形成装置２０で、線材本体１６の銀安定
化層１４上に銅を成膜して銅保護層１５を形成する。その後、再び、銅保護層１５が形成
された線材本体１６を水洗い洗浄した後、乾燥することにより酸化物超電導線材として仕
上げる。
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【００３４】
　線材本体１６は、供給リール３１（図３参照）に巻回されており、この供給リール３１
から銅保護層形成装置２０に供給され、銅保護層形成装置２０（図３参照）で銅保護層１
５を形成した後、酸化物超電導線材１０（図１参照）として巻き取りリール３２（図３参
照）で巻き取られる。
【００３５】
　銅保護層形成装置２０を有する酸化物超電導線材製造システムでは、銅保護層形成前の
線材本体１６の洗浄、線材本体１６への銅保護層の形成、銅保護層形成後の洗浄及び乾燥
は、供給リール３１から供給される線材本体１６を巻き取りリール３２により巻き取るこ
とで各処理を行う装置内を搬送させて行う所謂リールトゥリール方式で行われる。
【００３６】
　なお、銅保護層形成前の水洗は、供給リール３１から送り出される線材本体１６を、洗
浄水（イオン交換水）を貯留する水洗槽内に導入して通過させる。これにより、線材本体
１６は洗浄されて、銀安定化層１４の表面に付着した異物は洗い流される。
【００３７】
　また、線材本体１６に銅保護層１５を形成した後の洗浄も、銅保護層形成前の洗浄と同
様に、洗浄水（イオン交換水）を貯留する水洗槽内に、銅保護層１５が形成された線材本
体１６を導入して通過させて、銅保護層１５の外面を洗浄し、外面に付着した異物を洗い
流す。この水洗槽から搬送される銅保護層付きの線材本体１６にエアを吹き付けることで
乾かすことにより、線材本体１６、具体的には銅保護層１５に付着した水分を落として除
去して乾燥する。このときのエアは、ドライエア、クリーンドライエアのいずれかである
ことが望ましい。また、銅保護層付きの線材本体１６をヒータで加熱して乾燥するように
してもよい。具体的には、内部にヒータを配置した乾燥室内に、銅保護層１５が形成され
た線材本体１６を通過させることにより乾燥する。
【００３８】
　図３は、銅保護層を形成する銅保護層形成装置の要部構成を模式的に示す図である。
【００３９】
　銅保護層形成装置２０は、銅保護層形成前に洗浄された線材本体１６に対して銅を付着
させる、つまり、銀安定化層１４上に銅を成膜することにより銅保護層１５を形成する。
【００４０】
　銅保護層形成装置２０は、メッキ法の電気メッキ法を用いて銀安定化層１４に銅を成膜
することで銅保護層１５を形成する。銅保護層形成装置２０は、銅保護層形成用のメッキ
浴としてのメッキ水溶液（以下、「水溶液」という）２１を貯留するメッキ槽２２と、メ
ッキ槽２２内に浸漬する線材本体１６の張力を調整する張力調整部２４と、銅イオン補充
部２６と、電極２７と、を有する。
【００４１】
　このメッキ槽２２では、巻き取りリール３２が回転して線材本体１６を巻き取る動作に
より、上流側の水洗槽（図示省略）から搬送される線材本体１６を、一側面から搬入し、
銅層形成用の水溶液２１中に浸漬して他側面から搬出する。たつまり、水溶液２１中をメ
ッキ沿う銅層形成用の水溶液２１は、例えば、硫酸銅及び硫酸を含む硫酸銅溶液である。
なお、この水溶液２１には、光沢剤などの従来から公知の添加剤が適宜添加されていても
よい。
【００４２】
　メッキ槽２２内には、線材本体１６とともに、電極２７としての銅アノードが浸されて
おり、これらには外部電源から電流を供給可能となっている。線材本体１６は、メッキ槽
２２内の水溶液（硫酸銅溶液）２１中において、カソードとして機能する。ここでは、線
材本体１６の銀安定化層１４と電極２７とが外部電源に接続される。
【００４３】
　このように、銅保護層形成装置２０では、水溶液２１が貯留されたメッキ槽２２内にお
いて、水洗い洗浄を行う水洗部から導入される線材本体１６をカソードとして、銅アノー
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ドである電極２７とともに、水溶液２１に浸し、外部直流電源から直流を印加する。すな
わち、水溶液中に陰極として浸漬した銀安定化層１４と、正極として浸漬した電極（銅カ
ソード）２７との間に、電極２７の方が銀安定化層１４よりも電位が高くなるように外部
電源から電圧を印加して電気メッキを行う。
【００４４】
　これにより、カソード反応して線材本体１６の表面に銅保護層１５が成膜される。なお
、メッキ槽２２中の水溶液２１は、メッキ槽２２の周囲（例えば、前後）に設けられた液
受け２３の中にオーバーフロー（フロー部分２１ａ参照）する。オーバーフローすること
で液受け２３に回収される水溶液２１は、液受け２３に接続されたポンプ２９により、再
びメッキ槽２２内の水溶液２１中に戻される。
【００４５】
　張力調整部２４は、銅保護層１５が形成されるとき、つまり、供給リール３１と巻き取
りリール３２との間で張架した状態で水溶液２１中に浸漬している線材本体１６の張力を
調整する。ここでは、張力調整部２４は、メッキ槽２２前でテープ状の線材本体１６を押
さえて、巻き取りリール３２で巻き取られることでメッキ槽２２に搬送される線材本体１
６の移動を規制する。これにより、供給リール３１と巻き取りリール３２との間で張架さ
れる（張力がかかった状態で架け渡される）線材本体１６が、メッキ槽２２内を移動する
際の張られた状態を調整する。
【００４６】
　例えば、張力調整部２４は、メッキ槽２２の上流側に配置され、且つ、線材本体１６を
挟むローラ対２４１（ローラ２４１ａ、２４１ｂ）を有し、このローラ対２４１の一方の
ローラ２４１ａの回転方向に負荷をかけることで、ローラ対２４１を経由してメッキ槽２
２に送出される線材本体１６の移動速度を規制する。ローラ対２４１の一方のローラ２４
１ａをモータ（図示省略）により回転可能に構成し、このモータに、モータの回転を制御
する駆動部２４４を介して、搬送方向への線材本体１６の移動を規制するよう、電流を供
給する。これにより、メッキ槽２２内における線材本体１６は、張力調整部２４により一
端部側で固定され、他端部側で搬送方向に引っ張られた状態、つまり、両端で矢印Ｔ１方
向、Ｔ２方向に引っ張られた状態となり、引っ張り荷重が付与され張力が発生する。線材
本体１６の他端部側は、巻き取りリール３２により一定の力で搬送方向に引かれた状態で
あるので、張力調整部２４における線材本体１６の搬送方向へ移動を調整することで、メ
ッキ槽２２内の線材本体１６の張力を調整できる。
【００４７】
　銅イオン補充部２６は、メッキ槽２２において、電気メッキ処理により線材本体１６の
銀安定化層１４上に銅保護層１５が形成される際に、水溶液中２１中で不足する銅イオン
（例えば、Ｃｕ＋イオン）を補充するものである。
【００４８】
　銅イオン補充部２６は、主に、電極２７としての銅アノードの溶解により銅イオンが供
給されなくなる場合に、メッキ槽２２内に浸漬される。銅イオン補充部２６では、メッキ
槽２２内で銅イオンを発生し、発生する銅イオンを、フィルタを介して、線材本体１６上
で還元させて金属銅を析出させて銅保護層を成膜する。
【００４９】
　図４は、銅保護層を形成する銅保護層形成工程を模式的に示す図である。
【００５０】
　銅イオン補充部２６は、メッキ槽２２内の水溶液２１中に浸漬することで溶解して銅イ
オンを発生する銅塩２６２と、銅化合物から発生する銅イオンを通過させるフィルタ部（
ここでは袋）２６４とを有する。
【００５１】
　銅塩２６２は、ここでは、球状のリン酸銅（II）（Ｃｕ３（ＰＯ４）２）としたが、こ
れに限らない。
【００５２】
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　フィルタ部２６４は、メッキ槽２２内の水溶液２１中において、銅塩２６２と、線材本
体１６との間に配置される。フィルタ部２６４は、銅イオン（具体的には、Ｃｕ＋であり
イオン半径０．０６０～０．０９１、Ｃｕ２＋でありイオン半径０．０７１～０．０８７
）を通過させ、且つ、銅イオンより径の大きく水溶液２１中で発生するＣｕ粉末（水溶液
２１中で析出する固体であり、例えば、金属銅、リン酸銅Ｃｕ３（ＰＯ４）２等の銅化合
物）を通さないように目開きを有する。フィルタ部２６４は、ここでは、銅イオンの最大
径以下の大きさの複数の目開きを有するメッシュ状の生地により構成され、且つ、球状の
銅塩２６２を包む袋である。この袋は、例えば、ＪＩＳ規格のメッシュ番号で１６メッシ
ュ以上の目開きを有する。これにより、袋であるフィルタ部２６４の目開きは、Ｃｕ粉末
（例えば、金属銅、リン酸銅Ｃｕ３（ＰＯ４）２等の銅化合物）を通さずに、銅イオン（
最大径０．１２０～０．１８２ｎｍ）を通す。すなわち、フィルタ部２６４の目開きは、
Ｃｕ粉末を通さない大きさであればよい。
【００５３】
　また、フィルタ部２６４は、耐酸性を有する金網や、布等の材料によって構成される。
図４では、フィルタ部２６４を複数の目開きを有する袋としたが、袋の一部にフィルタ機
能を設けた構成としてもよい。また、内部に銅塩２６２を収容する中空の箱状に形成され
てもよく、その形状はどのような形状であってもよい。
【００５４】
　このような銅イオン補充部２６をメッキ槽２１内の水溶液２１中に浸漬させて、線材本
体１６の銀安定化層１４と電極２７とに直流を印加し、銀安定化層１４の表面で、反応Ｃ
ｕ＋＋ｅ－→Ｃｕが起こるようにする。すると、銀安定化層１４は、水溶液２１内で陰極
として機能し、金属イオンがＣｕ金属原子に還元されて、銀安定化層１４上、つまり、線
材本体１６に堆積される結果となる。一方、銅を含む陽極は、溶液内に置かれ、そこで酸
化反応が起こり、銅イオンが、陰極で還元され、かつ堆積されるために溶液中に入り込む
こととなる。
【００５５】
　このように、基板１１上に中間層１２，超電導層１３、銀安定化層１４を順に積層して
なる線材本体１６を、メッキ槽２２内の水溶液２１に浸漬して、直流を印加すると、Ｃｕ
がイオン化する際に固体が析出、具体的には、Ｃｕ粉末が発生する。発生したＣｕ粉末は
、フィルタ部（袋）２６４内に収容され、フィルタ部（袋）２６４の外部に出ることがな
く、メッキ槽２１内の水溶液２１中に浮遊することを防ぐことができる。
【００５６】
　これにより、水溶液２１中に浸漬する線材本体１６に、Ｃｕ粉末が付着することが無く
、線材本体１６に効果的に銅保護層１５を形成できる。
【００５７】
　よって、一な厚みの銅保護層１５を好適に形成することができる。また、線材本体１６
を銅保護層１５で被覆することで超電導線材１０を形成する。これにより、超電導特性Ｉ
ｃの高い超電導線材を製造する際に必要な所定厚（例えば数１０μｍの膜厚）の安定化層
を、全て銀ではなく、一部を銀に代えて銅で形成することになり、材料コストの低廉化が
図られた導電性の高い安定化層を形成できる。
【００５８】
　したがって、超電導層１３を銅保護層１５で被覆した構成を有した酸化物超電導線材１
０を、超電導層１３を銅保護層１５で平滑に好適に被覆して低コスト化を図りつつ、超電
導特性を劣化させることなく好適に製造することができる。
【００５９】
　なお、銅イオン補充部２６は、メッキ槽２２内での直流印加時に発生する銅イオンを、
フィルタ（実施の形態ではフィルタ部２６４）を介して線材本体１６側に通過させて、そ
れ以外のＣｕ粉末は通過させない構成であればどのような形態であってもよい。
【００６０】
　例えば、図５に示すように、銅イオン補充部２６Ａが、メッキ槽２２内での直流印加時
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に銅イオンを発生する銅塩２６２Ａと、メッキ槽２２内において、銅塩２６２Ａと、線材
本体１６との間に、銅イオンだけを通過させるフィルタ部２６４Ａを仕切るように設置さ
れてもよい。フィルタ部２６４Ａは、銅イオンを通過させ、且つ、メッキ層２２内の水溶
液２１中で析出するＣｕ粉末等の固体を通過させない目開きを有する。また、図５に示す
フィルタ部２６４Ａは、銅塩２６２Ａ側から線材本体１６側に銅イオンを通過させるが、
メッキ層２２内の水溶液２１中で析出するＣｕ粉末等の固体は通過させない板状体である
。これにより、線材本体１６（少なくとも銀安定化層１４）上で、銅イオンを還元させて
金属銅を析出させて銅保護層１５を成膜する。よって、上述した銅イオン補充部２６と同
様に、超電導層１３を銀安定化層１５で平滑に好適に被覆して低コスト化を図りつつ、超
電導特性を劣化させることない酸化物超電導線材１０を好適に製造することができる。
【実施例】
【００６１】
（実施例１）
　銅保護層形成装置２０を用いて、テープ状の線材本体１６を、－電極に接触させつつ、
メッキ槽２２内の硫酸銅及び硫酸の水溶液（メッキ浴）２１中に走行させて、線材本体１
６に銅保護層１５を形成して長さ１０ｍ、幅５ｍｍ、１００μｍ厚の酸化物超電導線材１
０を製造した。線材本体１６がメッキ槽２２を走行する速度を０．５ｍ／分として線材本
体１６を、メッキ槽２２内で移動させてメッキ処理（銅保護層形成）を行う。
　実施例１では、銅保護層１５の形成を行うことによりメッキ槽２２内で不足したＣｕイ
オンを補充するために、水溶液中に、銅イオン補充部２６を設けた。この銅イオン補充部
２６はＪＩＳ規格のメッシュ番号２００の複数の開き目を有する袋（フィルタ部２６４）
内に球状のリン酸銅（銅塩２６２）を収容して構成した。生成した酸化物超電導線材を、
超電導ケーブルが接続される電極に接続して液体窒素中（at７７Ｋ、自己磁場環境下）に
浸漬し、この状態で酸化物超電導線材と筒状電極との接続抵抗値を調べた。その結果を表
１に示す。
【００６２】
（実施例２）
　実施例１において、銅イオン補充部２６のフィルタ部２６４として、ＪＩＳ規格のメッ
シュ番号１００の複数の開き目を有する袋を用いて、酸化物超電導線材１０を製造した。
生成した酸化物超電導線材を、超電導ケーブルが接続される電極に接続して液体窒素中（
at７７Ｋ、自己磁場環境下）に浸漬し、この状態で酸化物超電導線材と筒状電極との接続
抵抗値を調べた。その結果を表１に示す。
【００６３】
（実施例３）
　実施例１において、銅イオン補充部２６のフィルタ部２６４として、ＪＩＳ規格のメッ
シュ番号５０の複数の開き目を有する袋を用いて、酸化物超電導線材１０を製造した。生
成した酸化物超電導線材を、超電導ケーブルが接続される電極に接続して液体窒素中（at
７７Ｋ、自己磁場環境下）に浸漬し、この状態で酸化物超電導線材と筒状電極との接続抵
抗値と、超電導特性（臨界電流値）Ｉｃを調べた。その結果を表１に示す。
【００６４】
（実施例４）
　実施例１において、銅イオン補充部２６のフィルタ部２６４として、ＪＩＳ規格のメッ
シュ番号１６の複数の開き目を有する袋を用いて、酸化物超電導線材１０を製造した。生
成した酸化物超電導線材を、超電導ケーブルが接続される電極に接続して液体窒素中（at
７７Ｋ、自己磁場環境下）に浸漬し、この状態で酸化物超電導線材と筒状電極との接続抵
抗値を調べた。その結果を表１に示す。
【００６５】
（比較例１）
　実施例１において、銅イオン補充部２６の構成においてフィルタ部２６４を用いずに、
球状のリン酸銅（銅塩２６２）をそのまま水溶液２１中に浸漬して、酸化物超電導線材１
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０を製造した。生成した酸化物超電導線材を、超電導ケーブルが接続される電極に接続し
て液体窒素中（at７７Ｋ、自己磁場環境下）に浸漬し、この状態で酸化物超電導線材と筒
状電極との接続抵抗値を調べた。その結果を表１に示す。
【００６６】
【表１】

【００６７】
　実施例１～４と比較例１を比較して、銅保護層を電気メッキ法で形成する際に、開き目
を有する袋（フィルタ部２６４）を使用する場合と使用しない場合とで、接触抵抗値が大
幅に異なり、実施例１～５の接触抵抗値（０．１～０．１８μΩ）よりも比較例１の接触
抵抗値（８μΩ）が大きかった。これは、銅保護層１５を形成する際に、銅イオンを補充
するリン酸銅が溶解するときにイオン化せずに生成されるＣｕ粉末が、線材本体１６（銀
安定化層１４或いは、成膜する銅保護層１５）に付着することにより、銅保護層を安定し
て成膜できず、さらに、電極との接続具合が甘く、好適に接触していない、つまり、接触
抵抗値が高くなることが考えられる。これにより表面が平滑な超電導線材は形成されない
。これに対して、実施例１～４の接触抵抗値は、比較例１より遙かに小さく、銅保護層を
安定して成膜して、これにより平滑な超電導線材を形成できるので、更に、電極との接触
具合もよい、つまり、接触抵抗値が極力０に近づくことが考えられる。また、実施例１～
４を比較すると、フィルタとして機能する開き目が小さければ小さいほど、より接触抵抗
値が低くなった。これは、袋（フィルタ部２６４）によってＣｕ粉末が袋の開き目を通ら
ず線材本体１５により付着しにくくなったことが考えられる。
【００６８】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【００６９】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。なお、以上の説明は本発明の好適な実施
の形態の例証であり、本発明の範囲はこれに限定されない。つまり、上記装置の構成や各
部分の形状についての説明は一例であり、本発明の範囲においてこれらの例に対する様々
な変更や追加が可能であることは明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明に係る酸化物超電導線材の製造方法は、超電導層を銅保護層で好適に被覆して低
コスト化を図りつつ、超電導特性を劣化させることなく製造できる効果を有し、送電ケー
ブル、変圧器、電力貯蔵装置等の電力分野で応用でき、ＮＭＲ、医療要加速器等の医療分
野で応用でき、更にこれらの超電導機器への接続に用いる電流リードにも適用できる。
【符号の説明】
【００７１】
　１０　超電導線材
　１１　金属基板（基板）
　１２　中間層
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　１３　超電導層
　１４　銀安定化層
　１５　銅保護層
　１６　線材本体
　２０　銅保護層形成装置
　２１　水溶液
　２２　メッキ槽
　２３　液受け
　２４　張力調整部
　２６、２６Ａ　銅イオン補充部
　２７　電極
　２９　ポンプ
　３１　供給リール
　３２　巻き取りリール
　２４１　ローラ対
　２４４　駆動部
　２６２、２６２Ａ　銅塩
　２６４、２６４Ａ　フィルタ部

【図１】 【図２】
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