
実用化ヘ近づく浮上式鉄道
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1. 超電導方式の選択

国鉄の分割民営化を目前に控えた 1987年 3 月 28

日，浮上式鉄道宮崎実験線では新しいML U002実

験車が内外の報道陣に披露された(図 1 ).国鉄が

超電導磁石を応用した磁気浮上列車の開発にとり

くんでげ年，ょうやく営業用車両の 1 歩手前であ

るプロダクト車両の落成にこぎつけた. 4 月以降

浮上式鉄道の開発は新しく発足した(財)鉄道総合

技術研究所がひきついでいる.

この開発は次世代の高速陸上輸送機関として最

高速度 500kmjh 程度のものが必要になるという

考えから出発している.在来鉄道方式では，①粘

着駆動(車輪とレールとの摩擦力に頼る駆動方法)

②車輪およびレールの保守，③接触集電(架線と

パンタグラフとによる集電)に限界があり，上の

速度の実現は困難である.これを突破する方法は

いくつか考えられるが，環境問題も考愚すると電

気的なシステム，すなわち①に対してはリニアモ

ータ，②に対しては磁気浮上，③に対しては地上

1 次式(リニアモータは構成要素が車上と地上と

に分かれる.動力を供給する側を地上側とする方

式)をとるのが望ましい.

そしてここから大きく考え方が分かれるのであ

るが，日本の「浮上式鉄道」は超電導磁石を用いる

たなか ひさし (財)鉄道総合技術研究所
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反発方式を，西ドイツの「トランスラピッド」は常

電導磁石を用いる吸引方式を選び，対照的なシス

テムとなった.常電導磁石では浮上高さはIOmm

程度しかとれないのに対して，超電導磁石では磁

界が強いため100mm程度は可能で、ある.走行中の

車両の運動，ガイドウェイの多少の狂いなどを許

容するには浮上高さは 100mm 程度必要というの

が超電導方式をとる側の考え方である.超電導磁

石は鉄心が要らないので軽く，永久電流状態で使

用するので車上に励磁用電源を必要としないとい

う利点、もある. (地上側にも超電導磁石を並べるの

では経済的に成り立たないので，地上側はただの

ループコイルとし，車両がこの上を通過するとき

に生ずる誘導電流を利用して一時的に磁石とす

る)

超電導方式をやると言い出したのは当時国鉄技

師長調査役の京谷好泰氏で， 1969年のことである

が，部内にはかると，なにしろ「超電導」とか「極

低温」とか，いわゆる「断絶の技術j であるだけ

にアレルギーも強かった.しかし激論の末に，こ

れをやろう，という結論になったのは， ( i )在来方

式の鉄道はよくできていて，過去100年以上使われ

てきた上に，なおまだ最高速度 300kmjh運転に向

けて発展途上にある.したがってこれから開発し

ようというものは，このくらい高度のものでなけ

れば意味がない. (日)また常電導方式の場合の浮

上高さ IOmmはもうほとんど改善の余地がないの

に対して，超電導磁石には大きな可能性がある，と
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図 1 ML U002プロトタイプ寧

いう考えからであった.

2. 開発の経過

実際に開発に着手したのは 1970年であるが， 19 

72年 3 月には鉄道技術研究所の構内において重量

2 t の L SM200実験車を速度50km/hで、走らせる

ことに成功した. r当時は，超電導磁石に浮上力や

推進力などのような力を加えたり，動かしたりす

ることは，必ずクエンチを起す原因となるから，

やってはいけないこととされていたJ(荻原宏康編

著，応用超電導，日刊工業新聞社， 1986) のであ

るから，これは画期的なできごとであった.同年

10月には，同研究所構内において，鉄道 100 年記

念事業の l っとして， ML100実験車の走行実験を

公開した.

そして宮崎実験線での高速実験に移る. 1979年

12月，重量IOt のML100実験車は目擦を越す最高

速度517km/hに達し，本方式の高速走行の可能性

を証明した.その後ガイドウェイをより実用に近

いU型断面に改造し， 1980年11月以降， MLUOOI

1987 年 7 月号

実験車により連結運転(3両まで)，乗車実験，ガ

イドウェイ不整通過実験などを行ない， 1987年 2

月， 3 人の開発スタッフを乗せ最高速度400.8km/

hを記録して終了した.このML U001において， 1

つの超電導コイルを支持，案内，推進のすべてに

兼用する構成法が確立し，また小形冷凍機までビ

ルトインした超電導磁石がほぼ完成の域に達し

た.

今は常電導方式 1 :本の西ドイツも，かつては超

電導方式も研究していた. AEGテレフンケン，

ブラウンボベリイおよびジーメンス社のグループ

がエルランゲンに直径280mの円形軌道 (45 0 のノミ

ンク付き)を作り，重量 17 t の実験車を最高速度

230km/hまで走らせている.しかし 1978年に研究

技術省はその開発を中止し，常電導方式 1 本に絞

ってしまった.それで何人かの日本人から， r賢明

なドイツ人が止めてしまったような超電導方式の

開発を，なぜまだ日本国鉄はつづけるのかJ とい

われたりもした.

西ドイツが止めた理由は，①財政面から両方式

の開発は不可能，②開発期間，費用，およびリス

グは超電導方式の方が大きい，③中央ヨーロッパ

の地勢的条件から 400km/h 以上の速度は必要で、

なく， 350km/hか300km/hあればよい.この速度

域では，技術的経済的な観点から常電導方式が有

利だというものであった.

しかし実際にはそれだけではないようで，当時

の西ドイツの超電導磁石は熱侵入が大きく，それ

が理由で超電導方式に見切りをつけてしまったら

しい.これに対して，日本では超電導磁石につい

て改良を重ね. MLUOOlの 2 極型のもので，内槽

への熱侵入量を2.5W (この熱侵入があると 1時間

当り 3.5Ø の液体ヘリウムが蒸発する)まで減らす

ことができた.これによって超電導磁石にピルト

インされた小型の冷凍機で気化したヘリウムを再

液化することが可能となった.超電導磁石は走行

にともなう振動に耐え，信頼性も十分高いことが

証明されている.
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図 2 プロトタイプ車両

3. プロトタイプ車と実用化の考え方

MLU001までで開発がかなり進展したので，こ

れまでの成果を集大成するとともに，実用時のイ

メージを示し，安全性，信頼性，実用化の最終確

認を行なうためプロトタイプ車両 (ML U002) を

製作した.この車両も宮崎実験線で走らせるため

そのガイドウェイの構造に令せてあるが，これで

データをとることにより，あちこちで生まれつつ

ある実用化計画の具体化への設計基準等の提供等

が可能となる.

ML  U002は長さがML U001の約2倍の22m と，

営業用車両並みの大きさである(図 2 ). 

地上 l 次式のため車両についているのは超電導

磁石くらいしかないとはいえ，車両重量は 17 t と，

新幹線電車の 1/3以下である.超電導磁石はMLU

001 では車両の全長にわたって連続して設けられ

ていたが， ML U002ではその高性能化を反映させ
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て数を減らし，在来鉄道のボギー車のように，台

車部分だけに集中して配置した点が大きな特徴で

ある.超電導磁石の数を減らすことは車両全体の

軽量化，コスト低減などに役立つ.

ML  U002は 1両製作するだけであるので両端を

丸くし，計測器等を車内に積むため定員は44人に

とどめてあるが，連結形の営業用車両に直せぽ70

-80人乗りになる大きさである.最高速度500km/

h用の車両ではあるが，実験線の長さ (7 km)の制

約から420km/h程度としている.この車両での走

行実験には 2 年聞を予定しているが年でほぼ

最終的な確認ができると考えている.

営業用車両としては，図 3 に示すように，超電

導磁石を車両と車両との連結部だけに設ける連接

車方式を考えている.磁石間で床を下げてそこを

客室とし，車両高さを小さくして空気抵抗を減ら

すとともに，客室と磁石とを離すことにより車内

の磁界を大幅に低減する.磁気シールドは超電導

オベレージョンズ・リサーチ
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図 S 営業用車両

磁石上部の通路，機械室部分だけに設ければよい.

超電導磁石の起磁力 (700kA) はML U002と変ら

ないが，超電導コイルの長さを若干長くし，また

地上コイルを宮崎実験線と変えることにより，

超電導コイルを 2 極としても浮上力等は確保でき

る.

先頭車は長さ28.0m，重量27 t ，定員67人，中

間車は長さ2 1. 6m，重量 18 t ，定員68人， 1列車 14

両編成，全長315m，重量270 t ，定員950人のもの

を考えている.曲線半径は通過速度目OOkm/hに対

して6000m (振子装置を付ければ4000m も可能)，

最急勾配100%0，連継勾配60%'0程度とする.

地上 1 次式は設備が大規模なものになるという

先入観も手伝って，従来は東京~大阪聞のような

長距離・大量輸送区間だけを対象としてきたが，

全長 7km という短い宮崎実験線で走行テストを

くりかえした結果，空港アクセスのような， 30-

50km程度にも適用し得ると考えられるに至った.

駅間距離が30kmあれば表定速度は 300km/hをこ

え，このシステムを採用する意義がある.

1987 年 7 月号

4. 高温超電導体

IBMのチューリッヒ研究所が1986年春，ラン

タン・パリウム・銅の酸化物が30K付近の臨界温

度をもっ超電導体である可能性があると指摘した

ことに端を発し， 日本の東大ク・ループがこれを証

明して以来，ここ数箇月の聞に世界各国で新しい

超電導体の発見や臨界温度の上昇があいついでい

る.これまでに電気抵抗が完全にゼロになるとい

う確認を終了しているもので最高94Kである(イ

v トリウム・パリウム・銅の酸化物).このような

超電導線材が開発・実用化されれば，寒剤は液体

窒素( 1 気圧での沸点77K) で済み，超電導磁石

や冷凍システムの構成が大幅に簡素化されるのは

明らかである.

さらに十分に確認されるには到っていないが，

常温 (300K) での超電導についても研究発表がみ

られるようになってきた.

国鉄が超電導方式の開発に着手して問もない頃

すでに常温超電導が可能だという説が出されてい

た.しかしそれは科学上の発見を要する事柄であ
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るので，その実現時期が予測できないこと，また

それが実現すれば技術的には楽になる方向である

ことから，とりあえず液体ヘリウム温度で作動す

る線材(ニオブ・チタン合金系)を用いて開発を

すすめてきたのである.

国鉄では線材の開発まではいってないが，目標

を少しずつ引き上げるというやり方で開発をリー

ドし，当初銅比(超電導線材は銅に埋込まれてい

る.銅/超電導体断面積比)が 10程度であったのを

5 (ML500) , 2 (ML U001) , 1 (ML U002) と

低減し，画期的な電流密度の向上と軽量化を達成

した.

ML  U002の超電導コイルは起磁力700kAで，電

流密度20000Ajcm2 以上に達しているが，新しい

セラミックス系超電導体もこれと同程度の性能に

なってはじめて磁気浮上車に使用することが可能

となる.現状ではコイルにした場合の電流密度は

まだ 2 桁くらい小さい.また十分な強度をもっ磁

石を作れるかどうかも重要である.

現在でも超電導磁石の中間熱シールドには液体

窒素を使用している.液体窒素は空気分離により

大量に製造されており，安価なため使い捨てとし

ている.液体窒素温度で使用できる線材が実用化

されたとすると，まず使い捨て方式が考えられる

が，これまで開発してきた小型のヘリウム冷凍機

技術も役立てることができる.いずれにしても液

体ヘリウム冷却磁石から液体窒素冷却磁石への移

行にともなう困難な問題はほとんどない.

去る 5 月 19 日から21 日まで米国ラスベガス市に

おいて開催された第 4 回高速鉄道に関する国際会

議(磁気浮上およびリニア駆動に関する国際会議

と連合して開催)の夕食会の演説で連邦鉄道局の

J. H. Riley 長官は，これからは超電導の時代だ

と述べた.日本はこれまで超電導磁気浮上車の走

行実験を行なってきた唯一の国であり，高温超電

導体の出現でその未来はますます明るくなった.

今後ともご支援をお願いしたい.
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