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研究成果の概要（和文）：硼化マグネシウム超伝導体は、超電導マグネット用線材としての応用が期待されている。本
研究においては、従来、臨界電流の制限因子と考えられてきた異方性に着目し、異方性を高磁界における臨界電流の改
善に利用するため、臨界電流と集合組織との相関を調べることを目的とした。テープ線材の作製において、圧延加工条
件を最適化し、その集合組織を制御することで臨界電流の改善に資する可能性があることを実証した。また、集合組織
を持つ粉末の作製に、磁場中スリップキャスト法を利用することを検討した。

研究成果の概要（英文）：The MgB2 superconductor has been regarded as a promising material for superconduct
ing magnet uses. In this study, we investigated the correlation between the critical current anisotropy an
d the microstructure of the ex situ powder-in-tube processed MgB2 tapes for obtaining a clue to some impro
vements in the critical current properties from the viewpoint of making use of the critical current anisot
ropy. The hard sheath material enhanced the critical current in high magnetic fields through the roll-indu
ced texturing of the tape core, with respect to different orientation relations between the tape and the a
pplied field. Additionally, results of using the slip casting method for fabricating textured powders are 
reported.  

研究分野：
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