
 1

 
 

超伝導電磁エンジン詳説 
 

                              久保田英文著  
 
 
 
 
☆本書の読み方  
※本文中に記載してある URL は、2007 年 7 月 23 日現在のものです。  
※図はすべて概念図であり、実際のサイズを正確に反映したものではありません。  
※図の緑色の矢印は、力もしくは力積を示します。  
※図の青色の矢印は、運動量を示します。  
※図の赤色の円は、電子対を示します。  
※図の青色の円は、電子を示します。  
※「超伝導電磁エンジン」を「電磁エンジン」と略する場合があります。  
※磁場中で電子に働く力を「ローレンツ力」、磁場中で電流に働く力を「電磁力」とし、  

電磁石同士が及ぼしあう反発力もしくは吸引力を「磁力」として区別しました。  
※重力加速度は 9.8 メートル /秒 2 とします。  
 
 
 
 
 

Copyright © Hidefumi Kubota 2007 

All Rights Reserved 
  

 



 2

目次  
 
★第１章 超伝導電磁エンジンの機能・原理・構造  
◆第１節  電磁エンジンの基本構造  
◇（1）電磁エンジンの基本的構造と特徴的機能 ----------4 
◇（2）ローレンツ力と磁力 ----------------------------5 
◇（3）永久電流と電子対 ------------------------------7 
◆第２節 超伝導電磁エンジンの原理・運動量秩序  
◇（1）ボース・アインシュタイン凝縮 ------------------9 
◇（2）永久電流に働く運動量秩序 ----------------------10 
◇（3）永久電流方向の運動量秩序 ----------------------11 
◇（4）電磁力方向の運動量秩序 ------------------------12 
◆第３節  超伝導電磁エンジンと高周波脈流  
◇（1）電磁力方向の運動量秩序により起こる現象 --------13 
◇（2）電磁力方向の現象例 ----------------------------16 
◇（3）脈流と交流 ------------------------------------19 
◇（4）高周波の脈流により起こる現象 ------------------20 
◇（5）電磁エンジンにおける高周波脈流の作用 ----------22 
◆第４節  疑問点についての説明  
◇（1）作用・反作用の法則 ----------------------------24 
◇（2）永久磁石による磁場 ----------------------------24 
◇（3）脈流と交流 ------------------------------------25 
◇（4）エントロピーについて --------------------------26 
◇（5）環状電流について ------------------------------26 
◇（6）従来の超伝導応用技術との関係について ----------28 
◆第５節  電磁エンジンの実験方法 ----------------------29 
◆第６節 発明としての超伝導電磁エンジン  
◇（1）発明の構造 ------------------------------------31 
◇（2）発明の特長 ------------------------------------32 
◇（3）発明の利用法 ----------------------------------34 
◇（4）超伝導電磁エンジンＱ＆Ａ ----------------------35 
 
★第２章 超伝導電磁エンジン装備の飛翔体  
◆第１節  電磁エンジンの推進力の大きさと電力  
◇（1）推進力の特性 ----------------------------------36 
◇（2）推進力と電力に関する具体的計算例 --------------37 
◇（3）超伝導電磁エンジンの能力について補足 ----------39 



 3

◆第２節  UFO のような飛翔体  
◇（1）タイプ 1 流線型 --------------------------------40 
◇ （2）タイプ 2 円盤型 --------------------------------43 
◇（3）UFO のような飛翔体の課題 -----------------------46 
◆第３節 超伝導電磁エンジンの小型化  
◇（1）背中に背負う型について ------------------------47 
◇（2）エアバイク ------------------------------------48 
◇（3）エアカー --------------------------------------52 
◇（4）燃料電池 --------------------------------------56 
◆第４節  従来の移動・運搬手段の高性能化  
◇（1）飛行機の高性能化 ------------------------------56 
◇（2）衛星の打ち上げ --------------------------------56 
◇（3）高性能無人探査機 ------------------------------57 
◇（4）空飛ぶ自動車 ----------------------------------57 
◇（5）空中飛行列車 ----------------------------------57 
 
★第３章 人類社会への影響  
◆第１節 フリーエネルギー  
◇（1）フリーエネルギーの福音 ------------------------59 
◇（2）超伝導電磁エンジンの第二の利用法 --------------60 
◇（3）発電の具体的計算例 ----------------------------60 
◇（4）電磁力発電の理論的根拠 ------------------------63 
◆第２節 社会への影響  
◇（1）超伝導電磁エンジンの実現可能性 ----------------69 
◇（2）社会への貢献の可能性 --------------------------69 
◆第３節  宇宙開発への影響 ----------------------------72 
 
 
 
 
 
 
 



★第１章  超伝導電磁エンジンの機能・原理・構造  
 超伝導電磁エンジンの機能・原理・構造などについて詳しく丁寧に説明します。  
 
◆第１節  電磁エンジンの基本構造  
 この節では、超伝導電磁エンジンの基本構造と基本的知識を確認します。  
 
◇（1）電磁エンジンの基本的構造と特徴的機能  

 
  まず、超伝導電磁エンジンの構造と特徴をかいつまんで説明します。超伝導電磁エンジ

ンは、電磁石（電線を輪の形に巻いて電流を流すもの）と電磁石を重ね合わせたものです。

二つの電磁石は離れないように固定します。その二つの電磁石の中の一つは、常伝導の電

磁石です。但し、この常伝導の電磁石は一回巻きで芯が無く、高周波数かつ低電圧の「脈

流」を流します。もう一つの電磁石は、超伝導磁石です。超伝導磁石は超伝導状態となる

ので永久電流が流れます。  
 磁石と磁石を重ねたので、磁石と磁石の間には、図で上下方向の矢印で表した反発力も

しくは吸引力（どちらも磁力）が生じます。しかし、この特殊な構造ゆえに生じる打消し

の力により、超伝導磁石に働く反発力もしくは吸引力は打ち消されます。従って、常伝導

磁石に働く反発力もしくは吸引力のみが残り、これを推進力として利用します。この推進

力は浮力、制動力、方向転換力などとしても利用可能です。  
 図 2 では、上下二方向の反発力のうちの半分が打ち消されています。すなわち下方向の

反発力だけが打ち消されていることを示しています。そして、下方向の反発力は超伝導磁

石に生じたものです。下方向の反発力が打ち消されたので、上方向の反発力だけが残りま

す。残った上方向の反発力だけが、装置に働くことになります。そして、二つの磁石は固

定されているので、一つの物体と見なせます。一つの物体に一方向の力だけが働くので、

一つの物体は力の方向に動きます。結果、二つの磁石が一方向に運動します。この打消し

をもたらす原理が、超伝導のマクロな量子効果「運動量秩序」なのです。  
 
 超伝導電磁エンジンを離れて、普通の電磁石を二つ重ねて固定した装置を机の上に置い

て電流を流した場合を考えてみましょう。電流を流したので磁場が発生し、二つの電磁石

の間には磁力が働きます。一つの電磁石に働く磁力ともう一つの電磁石に働く磁力は作

用・反作用の法則に従い、同じ大きさで方向が反対のはずです。一つの装置に同じ大きさ
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で方向が反対の力が働くので、この二つの力は打ち消しあい、この装置は当然、動きませ

ん。しかし、もし何らかのメカニズムによって二つの磁力の中の一方が打ち消される効果

が生じるならば、どうなるでしょうか。すると、この装置には、一方向の磁力が働きます。

この装置には、ある大きさの力が一方向に働くことになります。この力の方向が上向きで、

装置に働く重力よりも大きければ、この装置は上に向かって、運動します。重力に反して

上方向に運動するので、反重力装置が実現したことになります。  
 
 このように、二つの磁力の中の一方が打ち消される効果が生じるメカニズムが、超伝導

電磁エンジンに働くのです（図 2 の×印）。しかし、それは、作用・反作用の法則に反し、

あり得ないことだという反論が当然、考えられます。ところが、超伝導電磁エンジンは、

作用・反作用の法則に従った上で、このようなメカニズムを生じさせるように工夫した発

明なのです。  
 そんなことができるのだろうか。当然、そう思われるでしょう。これから、そのメカニ

ズムについて説明します。  
 
 
◇（2）ローレンツ力と磁力  
 まず、磁場中に電磁石を置いて電流を流したときに、電子に働くローレンツ力と電磁石

に働く磁力の関係について説明します。電磁石には電流が流れているので、磁場中を多数

の電子が運動しています。その中の一つ一つの電子には、ローレンツ力が、フレミング左

手の法則に従って働きます。このローレンツ力によって電子は動かされます。ちなみに、

ローレンツ力の強さは磁場の強さと電子の運動速度に比例します。  
 この論考では、磁場中で電子に働く力を「ローレンツ力」、磁場中で電流に働く力を「電

磁力」としています。電流は電子の集合ですので、電磁力とローレンツ力は同性質の力と

いうことになります。また、電磁場中で電子は電場による力も受け、これと磁場による力

とを合わせてローレンツ力と呼ぶことが多いのですが、ここでは磁場による力のみを指し

てローレンツ力と呼びます。そして、電磁石同士が及ぼしあう反発力もしくは吸引力を「磁

力」と呼びます。  

 

 電流に外部磁場が作用すると、フレミング左手の法則に従った方向に電磁力が生じます。

フレミング左手の法則とは、左手の親指・人差し指・中指をそれぞれ直角になるように開

 5



 6

いた場合、親指が力の方向、人差し指が磁力線の方向、中指が電流の方向を表すというも

のです。  
そして、電磁力（F）の強さは  
F=BIL 
で計算されます。  
Ｂは外部磁場の強さです。  
I は電流の強さです。  
L は磁場を受ける導体の長さです。その導体には電流が流れています。  
 
 電子は、フレミング左手の法則に従い、電流の流れる方向に垂直な方向にローレンツ力

の力積（力×時間）を受けて、その方向の運動量（質量×速度）を持ちます。電子がある

時間の間、力を受けて、その力が運動量（質量×速度）に変わるのです。また、電流が流

れているので、当然、電子は電流が流れる方向の運動量も持っています。  
 
基本 :力積と運動量  
力積とは「力×時間」です。力を F、時間を T とすると、力積は FT で表されます。  
力とは「質量×加速度」です。  
質量を M、加速度をαとすると、F＝Mαとなります。これがニュートンの運動の第２法

則です。  
 
ちなみに、第１法則は、外部から力を加えられない限り、静止している物体は静止を続け、

運動している物体はいつまでも等速直線運動を続けるという慣性の法則です。第３法則は、

物体Ａが物体Ｂに力を働かせると、向きが反対で大きさが等しい力がＢからＡに働くこと

表す作用・反作用の法則です。  
 
運動量は「質量×速度」ですので、速度を V とすると、運動量は MV で表されます。  
力積と運動量は等しい関係にあります。  
F＝Mαの両辺に T をかけます。  
T×F=Mα×T 
左辺は力積を示しています。  
右辺について考えます。  
速度は「加速度×時間」ですので、V＝α×T となります。  
これを右辺に代入します。  
FT＝MV の関係が成立します。  
従って、電流に加えられた力積が電子の運動量になります。  
電流に外部磁場が働いて生じる電磁力による力積も通常ならば、運動量に変化することに

なります。また、FT＝MV は、逆に運動量が力積に変化しうることも示しています。  
 
磁場中を流れる電流を構成する電子が持つ二つの方向の運動量の中、電流が流れる方向の



 7

運動量が電流の実体です。もう一つの電流の流れる方向に垂直な方向の運動量は、電子が

ローレンツ力を受けて持つに至ったものです。この運動量が磁力の源です。電子は、この

垂直な方向の運動も行い、電磁石の材料にぶつかります。この時に、電子の運動量が、電

磁石の材料に働く力積となります。電子一つ一つがローレンツ力を受けて運動量を有して

いるので、各々の電子が材料にぶつかって、材料に力積を働かせます。これを受けた材料

に働く力が、電磁石に働く磁力の実体です。  
 
◇（3）永久電流と電子対  
 電磁力と磁力の説明を元にして、超伝導電磁エンジンのメカニズムを説明することにな

ります。その前に、超伝導現象と超伝導電磁エンジンの不可欠の構成要素である超伝導磁

石について確認しておきましょう。  
 
基本 :超伝導と超伝導磁石   
Q.超伝導とは何ですか ? 
A.ある種の物質の温度を下げてゆくと、超低温環境下で、電気抵抗が突然ゼロになること

です。超伝導については、分かりやすく正確な説明がなされている  
「超伝導  --- マクロな量子現象」栗原進著  
を参照してください。  
早稲田大学早稲田大学理工学部物理学科栗原研究室のホームページ  
（  http://www.phys.waseda.ac.jp/kh/index.html ）の「超伝導とは」に掲載されています。  
 
Q.超伝導磁石とは何ですか ? 
A.第 2 種超伝導体を利用して作られた電磁石の一種です。低消費電力で強大な磁場を発生

させます。その磁場の源は、超伝導コイルを流れる永久電流です。  
 
 ◇（1）で説明したように超伝導電磁エンジンは二つの電磁石を固定した構造になって

います。この超伝導電磁エンジンを構成する二つの電磁石に流れる電流を構成する電子に

も、当然、ローレンツ力が働きます。二つの電磁石の中、常伝導の電磁石を流れる電流を

構成する電子に働くローレンツ力が元になって、この常伝導の電磁石には磁力が働きます。

これが、超伝電磁エンジンの推進力となります。  
 
 もう一つの電磁石、超伝導磁石に流れる永久電流を構成する電子にも作用・反作用の法

則に従ってローレンツ力が働きます。このことは、普通の電磁石の装置と変わりありませ

ん。ですから、超伝導電磁エンジンは、作用・反作用の法則に反しません。ですが、この

ままでは、ローレンツ力を元にして磁力が発生します。ローレンツ力が運動量に変化し、

それが超伝導磁石の材料に力を与えて、磁力が発生します。しかし、超伝導磁石にはそれ

を妨げるメカニズムを働かせることが可能なのです。電子に働くローレンツ力が運動量に

変化することを妨げるメカニズムを働かせることが可能なのです。このメカニズムを組み

込んだ発明が超伝導電磁エンジンなのです。  



 
 電子に働くローレンツ力が運動量に変化することを妨げるメカニズムを説明する前に、

超伝導磁石を流れる永久電流と運動量秩序について簡単に説明します。  
 
基本 :永久電流と電子対   

 

Q.永久電流とは何ですか ? 
A.超伝導状態において、抵抗ゼロで永久的に流れる電流のことです。  
 
Q.なぜ、永久電流は抵抗ゼロで永久的に流れるのですか ? 
A.永久電流を構成する電子が電子対となって、運動量秩序に従うからです。  
 
Q.電子対とは何ですか ? 
A.超伝導状態においては、電子と電子の間に引力が働いて、電子対を構成しています。典

型的な場合、この二つの電子からなる電子対をクーパー対と呼びます。電子間の引力は、

BCS 理論（J.Bardeen, L.N.Cooper, J.R.Schrieffer ）により、説明されます。クーパー対

を構成する各電子は互いに反平行の運動をしています。このクーパー対の重心運動が永久

電流の実体です。クーパー対がボース・アインシュタイン凝縮している状態と見なせるの

が、超伝導です。  
 
Q.運動量秩序とは何ですか ? 
A.電子対の重心運動を考えます。永久電流を構成する全電子対の重心運動の運動量（質量

×速度）が同じ値をとり、運動量が変化するときも、すべて同じ値に一斉に変化すること

です。  
 
Q.なぜ、永久電流とそれを構成する電子対を考えるのですか ? 
A.電磁エンジンの推進力は超伝導磁石に働く反発力もしくは吸引力の打消しを前提としま

す。そして、超伝導磁石の反発力もしくは吸引力は、脈流の磁場（外部磁場）が働いて永

久電流に生じた電磁力が、永久電流を構成する電子対の運動により、超伝導磁石の材料に

伝わった磁力のはずです。そして、永久電流に生じた電磁力の実体は、各電子対に生じた

ローレンツ力の総和だからです。  

 8



 9

 
 永久電流を構成する電子は電子対を構成します。そして、構成された各電子対すべての

重心運動の全体としての運動量の大きさは同じです。超伝導状態である限り、電子対が構

成され、その電子対すべての重心運動の全体としての運動量の大きさは同じです（運動量

秩序）。  
 
◆第２節 超伝導電磁エンジンの原理・運動量秩序  
 この節では、超伝導電磁エンジンが基本原理として利用する超伝導のマクロな量子効果

「運動量秩序」について詳論します。  
 
◇（1）ボース・アインシュタイン凝縮  
 超伝導電磁エンジンは、基本原理として運動量秩序を利用します。なぜ、超伝導状態に

おいては、運動量秩序が成立するのでしょうか。それは、超伝導状態においては、ボース・

アインシュタイン凝縮が成立していると見なせるからです。  
 
ボース・アインシュタイン凝縮（BEC）について  
 
「超流動とは、液体の粘性がなくなった状態のことです。」  
「BEC になるとなぜ超流動になるのでしょうか ? 粘性は、液体中で働く摩擦によって生じ

ます。液体の中で速い速度で動く部分と、遅い速度で動く部分があったとします。液体中

で両者が接していると、両者がすりあってそこに摩擦が生じます。速い部分は遅い部分に

引きずられて遅くなりますし、逆に遅い部分は速い部分に引っ張られて多少速くなるでし

ょう。このとき、両者のエネルギーの総和は、一定はなく、摩擦によって減少します。失

われたエネルギーは、普通、熱となって逃げてゆきます。こうした過程が液体中のあちら

こちらで起こり、これが全体に広がってゆくと、 終的には液体全体は静止してしまいま

す。摩擦が生じるためには、速い部分と遅い部分が接していることが必要で、両者が同じ

速度で運動していたら、すりあいは起こらず、摩擦は生じません。BEC が起こるというこ

とは、全粒子を同一のエネルギー 低状態に詰め込むことを意味します。それは、液体中

の粒子の運動状態を均一化することになるので、上で述べた摩擦、粘性が生じないように

します。前節の表現を借りれば、系全体が巨大な波動として一丸となって振る舞います。

これが、BEC により超流動が起こる理田です。」  
（大阪市立大学素励起物理学研究室坪田誠教授著「ボース・アインシュタイン凝縮とは何

か」10 頁より）  
ボース・アインシュタイン凝縮に不案内な方は、この「ボース・アインシュタイン凝縮と

は何か」を参考にしてください。丁寧で正確な記述がなされています。ダウンロードでき

るリンクがある頁の URL は、http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/phys/eep/member-j.html で

す。  
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 超伝導状態においては、このボース・アインシュタイン凝縮が成立していると見なせま

す。電子はフェルミ粒子であり、パウリの原理に従います。パウリの原理とは、同一の電

子軌道には反対向きのスピンをもつ電子が各 1 個ずつ、すなわち合計 2 個しか入れないと

いう量子力学の原理のことです。しかし、ボーズ粒子には適用がありません。そして、ク

ーパー対は一種のボーズ粒子ですので、同じ運動量に凝縮することが可能となるとされま

す。この電子対の凝縮（以下、「電子対凝縮」と略します）が、超伝導状態となった場合に

おける電気抵抗ゼロの完全導電性を保障しています。この電子対凝縮の状態にあるので、

永久電流を構成する電子対が超流動状態にあると見なせます。超流動状態では粘性が生じ

ません。超流動状態にあると見なせる電子対にも粘性が生じないことになります。電子対

に粘性が無いということは、電子対が抵抗を受けて生じるはずの電気抵抗が働かないとい

うことになります。永久電流を構成する電子対に対して電気抵抗が働かないので、電気抵

抗ゼロなので、永久電流は減衰せずに永久的に流れ続けることになります。  
 
 ですから、超伝導状態においては、ボース・アインシュタイン凝縮を起こしている原子

の重心運動と同様に、永久電流を構成する各クーパー対の重心運動が、同じ大きさの運動

量を持った秩序ある状態にあると考えられるのです。言い換えれば、超伝導状態において

は、永久電流を構成する電子対の重心運動の運動量の大きさは同じでなければならず、各

電子対の重心運動の運動量の大きさが変化する場合も同じ大きさから同じ大きさに一斉に

変化しなければならないということです（運動量秩序）。裏返して言うと、各電子対の重心

運動の運動量の大きさを一定にするために、各電子対の重心運動の運動量の大きさが変化

する場合も同じ大きさから同じ大きさに一斉に変化させる規制が働くということです（運

動量秩序の規制）。  
 
 
◇（2）永久電流に働く運動量秩序  
 超伝導状態においては、原理的に運動量秩序が成立していることを理解されたものと考

えます。これから、永久電流に対して、運動量秩序が具体的にどのように働くのかを考え

ます。  
 超伝導磁石の強い磁場を発生させる永久電流の流れる方向（以下、「電流方向」と略しま

す）において、この永久電流を構成するクーパー対の重心運動の運動量を考えてみます。

この電流方向におけるクーパー対の重心運動が永久電流の実体です。クーパー対を構成す

る電子（超電子）が反平行の運動をしているので、基底状態にあるクーパー対 1 個を構成

する超電子の運動量をＰと－Ｐとします。そのクーパー対に電圧を加えたことにより超電

子が持つ運動量をＱとします。このクーパー対１個の重心運動の運動量は、２Ｑとなりま

す。この２Ｑが永久電流を運ぶことになります。  
（Ｐ＋Ｑ）＋（－Ｐ＋Ｑ）＝２Ｑ  
 



 

 この永久電流に磁場を加えたとします。フレミング左手の法則によれば、外部磁場によ

り、電流が流れる方向に垂直な方向（以下、「電磁力方向」と略します）に電磁力が発生し

ます。この磁場による電磁力が永久電流に働き、超電子の運動量が変化します。電磁力、

すなわちローレンツ力の強さは、磁場の強さに比例します。運動量Ｐの超電子の運動量変

化をΔＰとします。すると－Ｐの超電子の運動量変化は－ΔＰとなります。運動量Ｐと－

Ｐの運動の向きが逆なので、働くローレンツ力の向きも逆となるからです。そして、運動

量Ｑの変化をＲとします。この場合のクーパー対の運動量は２Ｑ＋２Ｒとなります。  
（Ｐ＋ΔＰ＋Ｑ＋Ｒ）＋（－Ｐ－ΔＰ＋Ｑ＋Ｒ）＝２Ｑ＋２Ｒ  
運動量Ｐと－Ｐの変化分はクーパー対の反平行の運動により打ち消されてしまうので、Ｐ

と－Ｐを変化させたローレンツ力は、クーパー対としては打ち消された格好になります。

しかし、Ｑに対する運動量変化は残り、これが超伝導コイルの材料に衝突し、磁力の元と

して働くと考えられます。  
 電子対凝縮が成立するためには、各電子対において、２Ｑ＋２Ｒの大きさが一致する必

要があります。そのために、電流方向と電磁力方向の双方において、運動量秩序が成立す

ると考えます。運動量秩序とは、クーパー対の運動量が、ある一致した運動量から、他の

一致した運動量に変化し、その変化の際にすべての対が一斉に変化することです。  
 
 
◇（3）永久電流方向の運動量秩序  
 いままで、運動量秩序が扱う電子対の運動量は永久電流が流れる方向、すなわち電流方

向のみを念頭においてきました。それを永久電流に外部磁場が働いて電磁力が生じる方向、

すなわち電磁力方向の運動量にまで、私の独創により拡張しました。この電磁力方向への

運動量秩序の拡張により、超伝導電磁エンジンが可能になるのです。  
 この電磁力方向の運動量秩序を考える前提として、永久電流の電流方向において、運動

量秩序が成立していることを念のため確認しておきます。  
 電流方向において、永久電流を構成するクーパー対の運動量を考えます。電流方向、電

磁力方向の両方において、運動量秩序が成立しないとします。電流方向において運動量秩

序が成立しないので、２Ｑの大きさは各電子対により異なることになります。そして、こ

の永久電流に均一な磁場を加えたとします。均一な磁場ですので、電磁力方向の運動量２

Ｒは、電流方向の運動量２Ｑの大きさに従います。よって、この電子対の全体としての運
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動量２Ｑ＋２Ｒの大きさは、電流方向の運動量２Ｑの大きさに従います。この２Ｑの大き

さが電子対により異なると考えるので、全体としての運動量の大きさが異なることになり

ます。これでは、電子対の全体しての運動量が一致せず、電子対凝縮が成立しなくなって

しまいます。ですから、２Ｑの大きさは、全電子対で一致すると考えます。  
 永久電流は一定値の電流が一定方向に永久的に流れます。この一定値の運動が生じるた

めに、クーパー対の全体としての運動量だけではなく、電流方向においてもクーパー対の

それぞれが同じ運動量を持った秩序ある状態にあると考えられるのです。そして、電流方

向において、運動量の一致するクーパー対が、ある運動量から、ある運動量に変化する場

合、すべての対が一斉に変化します。バラバラに変化すると、運動量が変位する間に抵抗

を受け、完全導電性が崩れてしまいます。これらが、完全導電性を保障していると考えま

す。従って、電流方向において、運動量秩序が成立します。  
 
 
 
◇（4）電磁力方向の運動量秩序  
 これから、超伝導電磁エンジンにとり肝要な電磁力方向への運動量秩序の拡張を基礎付

けます。  
 電流方向においては運動量秩序が成立し、電磁力方向においては運動量秩序が成立しな

いとします。電流方向において同じ大きさの２Ｑの運動量を共通して持つクーパー対によ

り構成された永久電流に、不均一な磁場を加えてみます。電流方向の運動量が一致するの

で、ローレンツ力の大きさは、不均一な磁場のある部分の強さに比例することになります。

不均一な磁場の各部分の異なる強さに従って、電磁力方向の運動量２Ｒの大きさが異なる

ことになります。電流方向において２Ｑの運動量を共通して持つので、２Ｒの大きさに従

って、電子対が持つ全体としての運動量２Ｑ＋２Ｒの大きさが異なることになります。こ

れでは、電子対の全体しての運動量が一致せず、電子対凝縮が成立しなくなってしまいま

す。ですから、２Ｒの大きさは一致すると考えることになります。電磁力方向においても

運動量秩序が成立すると考える必要があります。  
 外部磁場による運動量２Ｒも運動量秩序に従うと考えます。すなわち、永久電流を構成

するクーパー対の運動量２Ｒは同じ大きさを持ち、同じ大きさに一斉に変化すると考える

のです。運動量秩序を電流に対して垂直な電磁力方向に拡張して適用するのです。こう考

えれば、この場合においてもクーパー対１個の運動量２Ｑ＋２Ｒの大きさが一致すること

になり、クーパー対が同じ運動量に凝縮する電子対凝縮が問題なく成り立つと考えられま

す。  
 従って、電子対は電磁力方向にも運動量秩序に従った動きをして、電磁力を超伝導コイ

ルの材料に伝えていることになります。  
 以上を量子力学に基づいて説明します。運動量秩序を超伝導磁石における電子対の重心

運動の波動で考えます。電流方向では、超伝導コイルとなる電線の全長を弦の長さとする

定在波（定常波）となっていると考えます。波長の正の整数倍が弦の長さと一致します。

同様に、電磁力方向では、超伝導コイルとなる電線の直径の長さを弦の長さとする定在波



となっていると考えます。但し、半波長の正の整数倍が弦の長さに一致します。電流方向

において電子対の重心運動が量子化されていると共に、電磁力方向においても電子対の重

心運動が量子化されているので、電子対の全体としての重心運動も量子化されています。

そして、電流方向に加えて電磁力方向でも電子対の重心運動の運動量が一致することによ

り、電子対の全体としての運動量が量子化されたある値に一致して電子対凝縮が成立する

と考えるのです。  

 
 
◆第３節  超伝導電磁エンジンと高周波脈流  
 前節までで、超伝導状態においては、運動量秩序が電流方向と電磁力方向の双方におい

て成立していることを理解されたものと考えます。この節では、超伝導電磁エンジンがど

のような形で電磁力方向の運動量秩序を利用して推進力を得るのか詳論します。  
 
◇（1）電磁力方向の運動量秩序により起こる現象  
 前節までで、永久電流には、電磁力方向においても運動量秩序が成立し、運動量秩序の

規制が働くことを説明しました。  
 これから、超伝導磁石に時間的に変化する一様ではない外部磁場を与えた場合を理論的

に考えてみます。電磁力方向にも運動量秩序が生じている結果、次のような現象が起こる

のではないかと考えられます。すなわち、運動量秩序に従った運動を起こすのに適さない

移動する一様ではない強さの磁場を加えると、運動量秩序に規制されることが原因で、ロ

ーレンツ力を受けてクーパー対の重心運動が電磁力方向に運動量を変化させようとしても、

変化させられないのではないかと考えられます。移動する磁場が時間的に変化し、一様で

はない強さに従って超伝導コイルの各所に異なる強さの磁場を生じさせるなら、永久電流

を構成するクーパー対の運動量を変化させるはずのローレンツ力による力積（力×時間）

が働いても運動量を変化させる用をなさないことが考えられるのです。この磁場による力

積の大きさに従い、そのままクーパー対の重心運動が運動量を変化させるとすると、クー

パー対の外部磁場による運動量変化２Ｒが個々のクーパー対により異なることになってし

まうからです。従って、２Ｒがそのような異なる値をとることを運動量秩序が許さずに規

制して、ローレンツ力による力積が運動量を変化させるのを許さないと考えられます。し
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かし、運動量秩序による規制にも限界があると考えられます。  
 まず、ある時点において空間的に考えてみます。移動する磁場が、強さが異なるが一定

の強さ以上の磁場を超伝導磁石各所の電子対の重心運動に与えた場合を考えます。この場

合、その一定の強さ以下の揃った磁場によるローレンツ力は運動量秩序に反しないので、

このローレンツ力の力積は運動量に変化しても問題はないと考えます。これに対して一定

の強さを越える磁場に従ってそのままローレンツ力の力積が運動量に変化すると運動量秩

序が乱されます。従って、一定の強さを越える磁場の分によるローレンツ力の力積は運動

量に変化しない必要が生じると考えられます。  
 次に時間的変化を加えて考えてみます。ここで、磁場によるローレンツ力の影響が、超

伝導磁石各所の電子対すべてにおいて、一定の時間内に一定の大きさ以上の力積に達する

場合が考えられます。この力積により、超伝導磁石のそれぞれの電子対には一定の大きさ

以上の運動量が生じ得ます。従って、その一定の大きさまでの揃った運動量はなんら運動

量秩序に反しないので、その一定の運動量だけ電子対は揃って運動量を変化させると考え

られます。  
 力積と力積により生じる運動量に一定の値を考えるのは電子対も量子だからです。電磁

力方向において、一つの電子対の運動量がある運動量から一つ上の量子数の運動量まで変

化するのに、必要な力積を k とします。一定の時間を考えるのは、その間に力積が重心運

動の運動量に変化しなければ、重心運動の運動量を変化させる力積として用をなさなくな

ると考えるからです。この一定の時間を t 秒とします。  
 
 この電子対に働いたローレンツ力の力積の中、電子対の重心運動の運動量に変化しなか

った部分はどうなるのでしょうか。当然、物理の原則に従うので、消えてしまうのではあ

りません。この用をなさなくなった力積は、電子対の重心運動の運動量に変化せず、電子

対ではなく各電子（超電子）のエネルギーに転化すると考えます。そのエネルギーは具体

的には、各電子の反平行運動のエネルギー、すなわちＰの増大や各電子の振動のエネルギ

ーとなると考えます。電子対の重心運動を動かすことができないので、動かすことの可能

な各電子のＰや振動の増大に転化すると考えるのです。しかし、このエネルギーによる熱

を心配する必要はありません。このエネルギーが加わっても、クーパー対のミクロな運動

に不規則・乱雑性が無いことには変わりありません。クーパー対の集合である永久電流は

電気抵抗ゼロで永久的に流れ続けます。抵抗ゼロであるということは、抵抗により生じる

熱もゼロであるということです。クーパー対は熱には寄与しないのです。そして、これら

のエネルギーは、振動自体に必要なエネルギーとして消費されたり、反平行運動を維持す

るためのエネルギーとして消費されたりします。その残りのエネルギーが、操作して超伝

導磁石を常伝導状態に切り替えた後に、 終的に熱として放出されることがあるというこ

とです。  
 量子数を用いて、運動量秩序の規制を考えてみましょう。量子数 1 から 2 の状態まで、

全電子対の運動量が変化するためには、一定の時間 t 内に、すべての電子対に k 以上の力

積が与えられる必要があると考えます。ですから、 t 秒の間に受ける力積が k に達しない

電子対が存在するならば、量子数 2 への変化は生じません。次の t 秒について考えます。
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次の t 秒の間に受けた力積と前の t 秒の間に受けた力積の合計が、k 以上に達しない電子

対が存在するならば、前の t 秒の間に電子対が受けた力積は、 t 秒経過しているので、す

べて各電子のエネルギーに転化します。ですから、2t 秒の間に受けた力積が k 以上に達

しない電子対が存在するならば、時間とともに力積が累積することはなく、量子数 2 への

変化が恒常的に生じないことになります。  
 このことを量子数を一般的な変数 n と m として確認してみましょう。量子数が n の状

態から、n＋m（n と m は正の整数）の状態に変化する場合を考えます。n から n＋m の変

化において、一つでも mk に満たない力積しか与えられない電子対があると運動量秩序に

よる規制のために n＋m への変化は生じないことになります。任意の量子数 n から任意の

量子数 n＋m の変化が生じるには、運動量秩序による規制のために、全電子対に mk 以上

の力積が与えられる必要があります。  
 一定の時間 t 内に、ある電子対に与えられた全電子対中で 小の力積を考えます。その

力積が量子数を n＋m＋1 まで変化させるのに必要な力積（m＋1）k に満たないが、n＋m
まで変化させるのに必要な力積 mk 以上であるとします。この場合、一定の時間 t 内に、

電子対すべてに mk 以上の力積が与えられているので、全電子対の運動量が量子数 n＋m
の状態に変化します。しかし、一定の時間 t 内に電子対が受ける 小の力積が、（m＋1）k
に満たないので、運動量秩序による規制のために、量子数 n＋m＋1 への変化は生じません。

この時間 t 内に各電子対に与えられた mk を超える部分の力積は各電子のエネルギーに転

化する可能性が生じます。次の t 秒後について考えます。次の t 秒の間に受けた力積と前

の t 秒の間に受けた力積の合計が、（m＋1）k 以上に達しない電子対が存在するならば、

前の t 秒の間に電子対が受けた mk を超える力積は、t 秒経過しているので、すべて各電子

のエネルギーに転化します。ですから、2t 秒の間、受けた力積が（m＋1）k 以上に達し

ない電子対が存在するならば、時間とともに力積が累積することはなく、量子数＋m の変

化しか生じないことになります。従って、mk を超える力積はすべて転化してしまいます

が、＋m の変化分（mk の力積分）が運動量に変化し、それが累積した結果、磁力が生じ

えます。  
 以上により、運動量秩序の規制により、重心運動の運動量に変化せずに各電子のエネル

ギーに転化する力積が生じることがあり、その力積の分だけ、磁力の打消しが生じると考

えることになります。  
 



◇（2）電磁力方向の現象例  
 次に理解を深めるために、例図により磁力の打消しを説明します。電流方向において運

動量秩序が成立していることを前提にして、外部磁場の強さが一様ではない場合に、電磁

力方向の運動量秩序によってどのようなことが生じるかを見てみます。外部磁場の強さが

一様ではないため、永久電流を構成するそれぞれの電子対に対してローレンツ力により一

定時間内に異なる大きさの力積が与えられたとします。  

 

この力積がそのまま運動量に変化したとします。  

 
電流方向の運動量と電磁力方向の運動量を合成した電子対が全体として持つ運動量（合成

運動量）の大きさがバラバラになってしまいます。これでは、各電子対が同じ運動量を持

ち、各電子対が一斉に同じ運動量に変化する状態になりません。電気抵抗が生じて永久電

流が崩壊してしまいます。  
 
 そこで、電磁力方向にも運動量秩序の規制が働きます。これにより、電子対の重心運動

の運動量に変化できない力積が生じます。そして、変化できないこととなった力積は、他

のエネルギーに転化すると考えます。他のエネルギーとは、電子対の重心運動ではない各

電子の運動のエネルギーです。これによる熱を心配する必要が無いのは上述のとおりです。 
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 電磁力方向の運動量秩序の規制を見てみましょう。  

 

運動量秩序の規制が働き、「運動量秩序による一定値」以上の力積が重心運動の運動量に変

化できないこととなります。結果、次図のように電子対が全体として持つ運動量が同じ大

きさに一斉に変化し、運度量秩序が成立し、永久電流は永久的に流れ続けます。  
 

 
 それから、ローレンツ力が働いて電子対に与えられる力積の 小のものが、一定時間内

に一定の値に満たない場合は、すべての力積が運動量に変化できないことになります。一

定の値を考えるのは電子対も量子だからです。超伝導はマクロな量子現象なのです。そし

て、一定の時間を考えるのは、その時間内に重心運動の運動量に変化しなければ、重心運

動を変化させる力積として用をなさなくなると考えるからです。ですから、その一定の時

間内に与えられた力積が次の一定の時間内も重心運動に変化しなければ、すべて他のエネ

ルギーに転化することになります。  
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「一定の値」以下の力積しか与えられない電子対がある場合を見てみましょう。  

 

このままでは図 9 のように合成した運動量がバラバラになります。そこで、次図のような

規制が働きます。  

 

全力積に運動量秩序による規制が働きます。そして、次図の結果となります。  

 

 18



 19

全力積が運動量に変化できない結果となります。  
 
 超伝導電磁エンジンにおいては、以上のような現象を生じさせることにより運動量秩序

の規制が働いて、各電子対に働くローレンツ力が運動量に変化することを妨げるメカニズ

ムが作動するのです。このことを超伝導電磁エンジンにおいて、確かめてみましょう。  
 
◇（3）脈流と交流  
 ◇（1）と◇（2）の現象を利用してエンジンとして機能させるために、超伝導電磁エン

ジンにおいては、常伝導の電磁石に特殊な電流を流します。  
 常伝導の電磁石にこの電流を流す前、既に超伝導電磁エンジンの超伝導磁石は、超伝導

状態にあり磁石として機能しているとします。この時、超伝導磁石には永久電流が流れて

いて、永久電流を構成する電子対の電流が流れる方向に、各電子対はすべて同じ大きさの

運動量を持った状態にあります。この状態で、超伝導電磁エンジンの常伝導の電磁石にこ

の特殊な電流を流してみます。  
 
 ここで、超伝導電磁エンジンを構成する常伝導の一回巻の電磁石に流す特殊な電流につ

いて説明します。この特殊な電流とは、高周波の脈流です。脈流は交流を整流して一方向

にだけ断続的に流れる電流のことです。しかも、この脈流の波長が超伝導磁石の一周の長

さと同じ長さに一致する程度の高周波数のものを流すのです。超伝導電磁エンジンにおい

ては、この超伝導磁石一周の長さは、常伝導の電磁石の一周の長さに等しい関係にありま

す。常伝導磁石を超伝導磁石に重なり合うように固定するからです。例えば、一周の長さ

を 1.6 メートルとすると、波長は光速度を周波数で割ったものなので、  
 
3×108÷周波数＝1.6  
 

これを解くと、周波数は、187.5 メガヘルツ程度の超短波電流に相当するものとなります。

この脈流の作る磁場が、超伝導磁石を流れる永久電流を構成する電子対に、ローレンツ力

を働かせます。  
 



前提 :脈流と交流  
ここで考える交流は正弦波のいわゆる「単相交流」です。波形は次図のようになります。

正と負の成分を持ち、電流の流れる方向が逆転します。  

 

電磁エンジンに流す脈流は、図 15 の交流の正もしくは負の成分の一方だけを除去したも

のです。波形は次図のようになります。正もしくは負の一方の成分しか持たず、一方向に

しか流れないものです。通電した時間の半分は電流の強さがゼロになります。但し、極め

て低電圧にしたものです。そして、波長（横軸の山一個と直線一本分）の長さが常伝導磁

石のリングの長さに一致するものとするのです。この脈流は超短波電流程度の高周波数・

短波長となります。  

 
◇（4）高周波の脈流により起こる現象  
 ◇（3）で述べた高周波の脈流を超伝導電磁エンジンに流すと、どのような現象が起こ

るか、量子論も用いて考えてみます。  
 常伝導体を重ね合わせるように超伝導磁石に固定し、その常伝導体の一回巻きのループ

に高周波の脈流（波形は図 16 のようなものです）を流すことになります。波長はループ

の一周の長さと一致しています。この脈流は０から一定の大きさまで時間的に変化して流

れ、超伝導コイルの各所に異なる強さの磁場を時間的に変化して与えることとなります。  
 脈流の速度と永久電流の運動速度を考えてみます。脈流は交流から作るので、脈流の山

の移動速度は光速度と考えてよいことになります。これに対し、永久電流の方はローレン

ツ力を受ける電子対の運動を考える訳ですから、山の移動速度よりも遅くなります。しか

し、脈流の速度が電子対の運動速度よりも速いことは問題とならないと考えます。脈流の

磁場が異なる大きさのローレンツ力を各電子対に与えながら、追い抜いていくことになり

ます。ですから、永久電流を構成する電子対が脈流から受けるローレンツ力の強さは脈流
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の強さに従って異なることになります。従って、運動量秩序による規制が働きます。  
 そして、脈流は断続的に流れます。ある部分において、電流が流れる時間と電流が流れ

ない時間が交互に現れ、その時間は同じです。従って、波長が一周の長さと一致している

ため、各瞬間において、超伝導磁石の半分の部分の電子対は受けるローレンツ力がゼロで

す。各瞬間において、ローレンツ力の力積ゼロの部分が存在するので、運動量秩序の規制

が働きます -。そして、二分の一周期の時間（二分の一の波長に相当する時間）、連続して、

受けるローレンツ力がゼロの電子対が必ず存在することになります。二分の一周期の時間

は 2t（◇（1）参照）よりも大きくなると考えます。  
 各電子対に働く力積がすべて一定の時間 2t 内に一定の大きさ、sk（ s は 1 以上の比較的

小さな整数）以上に達することがなく、電子対の電磁力方向の運動量をすべて一定の大き

さ以上に揃わせることのできる力積（ sk 以上）が累積する事がありません。脈流の特徴ゆ

えに、各所の電子対に与えられる力積が 2t 内にすべて一定の大きさ以上（ sk 以上）の力

積に達することはないと考えられます。従って、電子対と電子対が構成する永久電流は電

磁力方向に（ s－1）k 分しか運動量を変化させることができないことになります。2t 秒の

間に受けた力積が sk 以上に達しない電子対が存在するので、時間とともに力積が累積す

ることはなく、 sk 以上の力積に相当する運動量変化が恒常的に生じないことになります。

そして、（ s－1）k 分の運動量変化が時間的に累積するとしても、累積するまで時間がかか

ります。ですから、超伝導コイルの材料が電子対から運動量を受け取って生じるはずの超

伝導磁石の磁力が生じないか、極めて小さいことになります。  
 
 以上のように、私の考える脈流において電子対の受けるローレンツ力が、ゼロの時間、

すなわち脈流の二分の一周期は、2t に比べて大きなものになると考えます。従って、 s が

1 であること、すなわち運動量変化が連続してゼロであることが期待できると考えます。  
 脈流の波長の長さが常伝導磁石のループ一周の長さ、超伝導磁石のループ一周の長さと

一致するので、超伝導磁石の半分の部分の電子対は受ける電磁力がゼロです。各瞬間にお

いて、異なる強さの力積が電子対に与えられることになります。そして、交流波形の移動

速度は光速度に近いとされています。ですから、脈流波形が電子対を追い抜いていく形に

なり、図 8 のように永久電流を構成するそれぞれの電子対に一定時間内に異なる大きさの

力積が与えられます。そして、波形の半分が電流ゼロのため、一定時間の二倍内に一定の

値に満たない力積しか与えられない電子対が少なくとも一個存在すると考えます。  
 従って、図 12 のように一定値に満たない力積しか与えられない電子対が存在する状態

が普通の状態となり、永久電流を構成する電子対に働くローレンツ力の力積が重心運動の

運動量に変化できません。超伝導磁石に働く反発力もしくは吸引力は打ち消され、図 14
のようになります。ですから、常伝導磁石に働く反発力もしくは吸引力のみが残り、これ

を推進力として利用できます。  
 



◇（5）電磁エンジンにおける高周波脈流の作用  
 超伝導電磁エンジンにおいて、◇（4）で述べた現象を再確認します。  
 まず、超伝導電磁エンジンの常伝導の電磁石を流れる脈流が作る磁場について考えてみ

ましょう。電流が作る磁場の強さは、電流の強さに比例します。脈流も脈流波形の Y 軸方

向の高さ（電流の強さも示す）に比例した大きさの磁場を発生させます。  
 脈流は断続的に流れるので、波形の高さがゼロの部分が半分存在し、その部分が作る磁

場の強さはゼロです。では、常伝導の電磁石を流れる脈流が、超伝導磁石の輪の上に作る

磁場の強さはどうなるでしょうか。これは、脈流の中、超伝導磁石の輪の上を流れる部分

の脈流の強さに比例します。ここで、流れる脈流は、波長が輪の一周の長さと同じ長さに

一致する程度の高周波数であることが意味を持ってきます。「脈流の波長≒超伝導磁石の一

周の長さ＝常伝導の電磁石の一周の長さ」という関係が成立しますから、超伝導磁石の輪

の上を流れる部分の脈流は、常に、脈流の波形ほぼ一個分に相当します。脈流波形の一個

は、半分が電流ゼロの部分となります。この電流ゼロの部分が作る磁場の強さはゼロです。

すなわち、脈流が、超伝導磁石の輪の上に作る磁場の強さは、常に半分の部分において、

ゼロとなります。電子に働くローレンツ力の強さは、磁場の強さに比例しますので、超伝

導磁石の輪のほぼ半分の部分において、ほぼゼロとなります。超伝導磁石の輪の全体を見

ると、ゼロから脈流波形の 高の高さまで、超伝導磁石の各部分に存在する電子対に働く

磁場の強さが異なることになります。異なった強さの磁場に従って、異なった強さのロー

レンツ力が各電子対に働くことになります。  

 
 脈流の作る磁場の強さは、脈流の強さに比例します。F＝BIL ですから、その磁場の強

さに比例して永久電流は電磁力を受けます。よって、永久電流が受ける電磁力の強さは、

脈流の強さに比例します。  
 これを裏返しにして述べると、F＝BIL ですから、脈流が受ける電磁力の強さは脈流の

強さに比例します。よって、その反作用として永久電流が受ける電磁力の強さは、脈流の

強さに比例します。  
 従って、脈流の強さに従って、超伝導磁石に電磁力が働きます。脈流の強さ、すなわち

脈流の山の高さに比例して、異なる強さのローレンツ力が永久電流を構成する各電子対に

働きます。  
 異なった強さの磁場に従って、異なった強さのローレンツ力が各電子対に働くことにな

ります。そこで、運動量秩序とその規制が意味を持ちます。異なった強さのローレンツ力
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が、そのまま運動量に変化したならば、どうなるでしょうか。各電子対は、電流の流れる

方向に垂直な方向に異なった大きさの運動量を持つことになります。電流が流れる方向に

は、同じ大きさの運動量を持っているので（電流方向の運動量秩序）、各電子対の重心運動

が持つ全体としての運動量の大きさも異なることになってしまいます。これでは、運動量

秩序が成立しません。それで、運動量秩序の規制が働いて、各電子対の重心運動の運動量

の大きさを一定にするのです。このため、各電子対の重心運動の運動量の大きさの変化を

同じにする規制が働くのです。この結果、ローレンツ力の強さが意味を持つことになりま

す。ある電子対に働くローレンツ力の力積が変化してその電子対が持つはずの 低の大き

さの運動量（現実には量子化されていて、その 低単位の整数倍の運動量）に揃った大き

さの運動量変化しか生じないこととなるのです。逆に言えば、すべての電子対において

低の大きさの運動量に揃った大きさの運動量変化が生じるので、運動量秩序が保たれるの

です。そして、 低の大きさの運動量に揃った大きさの運動量変化が生じる結果、現実に

は生じなくなる分の運動量変化が存在することとなります。この生じなくなる部分の運動

量変化からも磁力が生じるはずでした。こうして、生じるはずの超伝導磁石の磁力が生じ

ない結果、常伝導の電磁石に働く磁力だけが残ります。従って、残ることになった常伝導

の電磁石に働く磁力を推進力として利用することが可能となるのです。  
 
 もしも、図 11 のように各電子対に同じ値の電磁力方向の運動量が残り、超伝導磁石に

反発力もしくは吸引力が生じたとしても、次図のように常伝導磁石に生じた反発力もしく

は吸引力よりも十分小さいものになると考えられます。  

 
 f1 と f2 は、どちらも磁力ですが、f1 は f2 に比べて十分大きなものになると考えられま

す。 f2 は、運動量秩序の規制が働いた結果だからです。  
そして、  
F＝ f1－ f2 
を推進力として利用できます。  
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◆第４節  疑問点についての説明  
 超伝導電磁エンジンに関する疑問点について説明します。  
 
◇（1）作用・反作用の法則  
 永久電流に反作用が働くことを認めています。永久電流の磁場による作用の結果として

電磁力が常伝導磁石に生じます。その反作用として永久電流に電磁力が働くことを認めて

います。その反作用した電磁力の力積が運動量に変化せずに、他のエネルギーに転化する

場合があると言っているに過ぎません。反作用として働いた電磁力が磁力の形になって現

れない場合があると主張するに過ぎません。ですから、なんら作用・反作用の法則に反し

ません。  
 すなわち、超伝導磁石の電子対には作用・反作用の法則に従ってローレンツ力が作用し

ます。その作用したローレンツ力の力積が電子対の重心運動を動かせないだけなのです。

そして、電子対の重心運動を動かせなかった力積が各電子のエネルギーに転化すると考え

るのです。同様の現象をモーター（電動機）が利用しています。モーターは回転軸を回転

させて回転運動エネルギーを与えますが、作用・反作用の法則に従えばモーター本体も回

転しなければなりません。にもかかわらず、モーター本体が逆回転しないのは、モーター

本体の自重や床に固定することによるものです。この自重や床と同じ働きを運動量秩序が

しているだけなのです。  
 モーターの場合について、厳密に言えば、モーター本体や床も動いているとの指摘があ

りました。しかし、その反作用に基づく動きは、人間がモーターの回転軸の回転運動エネ

ルギーを利用するのに支障が無いものになっています。超伝導電磁エンジンの場合も、反

作用が発生しても、人間が超伝導磁石に固定された常伝導体の運動エネルギーを利用する

のに支障が無いように転化しているのです。  
 
◇（2）永久磁石による磁場  
 人間の手で超伝導磁石に小さな永久磁石を近づけたり遠ざけたりしても磁力が生ずる現

象を考えてみます。この場合、永久磁石には問題なく、磁力が働きます。超伝導磁石に近

づけた永久磁石を動かすのに大きな力を要することはなんら問題ありません。これは運動

量秩序の規制とは無関係です。では、超伝導磁石に働く磁力はどうでしょうか。永久磁石

を超伝導磁石の近くで動かしたときに、超伝導磁石にも磁力が働くとします。この磁力は、

まず、超伝導磁石の常伝導部分が永久電流の作る磁場により磁化して、永久磁石と磁力を

及ぼしあうことが考えられます。それから、この場合は脈流に比べると遥かに低速度で移

動する磁場を与えたと考えられます。脈流の光速度を考えれば、永久磁石を手で近づけた

り遠ざけたりすることは時間的にゆっくりしているからです。超伝導コイルを流れる永久

電流を構成する電子対は時間的にあまり変化しない永久磁石の磁場の影響を受け、各電子

対は一定の時間 t 内に一定の大きさ以上の力積を受けます。従って、運動量変化が生じ、

この運動量変化が累積して超伝導磁石に磁力が発生します。そして、超伝導磁石に働く磁

力が運動量秩序により小さくなっていても、気付かれにくいと考えます。普通の実験にお

いても、超伝導磁石は動かないほうが望ましいし、動かないように固定されているのが普
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通だからです。  
 
◇（3）脈流と交流  
  脈流は超伝導電磁エンジンにおいて、高周波ですが極めて低電圧なものにします。極め

て低電圧ですので、脈流磁場の波動の力は弱いものとなり、通常の交流のように超伝導磁

石に悪影響を与えることがないと考えます。仮に、私の考える脈流を同じ電圧の交流と比

較しても、次の点が交流とは違います。  
1. 私の考える脈流を通電した時間の半分は電流がゼロです。脈流においては、断続的に生

じる電流ゼロの間に、運動量秩序の規制が成功する時間的余裕が与えられます。これに対

して交流では、方向が逆転しても電流が流れていることには変わりありません。波形が時

間を示す横軸と交差するときに、瞬間的にゼロになることはあっても、それ以外は、電流

が連続して流れ、力積が運動量に変化して電磁力が生じます。  
2. 正もしくは負の片方の成分しか持たない脈流による磁場は、磁力線の方向が逆転しませ

ん。これに対して、正と負の成分を持つ交流が与える磁場は、磁力線の方向が逆転します。

この交流の磁力線の向きの逆転も、超伝導磁石の磁束の「ピン止め」にとり、問題になる

と考えます。超伝導コイルには、磁束が貫入していて、その磁束が永久電流と作用してロ

ーレンツ力を受けて外側へ向けて動くのを「ピン止め」により防止し超伝導状態を守って

います。  
  この磁束については、交流の磁場を超伝導磁石に加えたときのローレンツ力を考える場

合、超伝導磁石の磁力線と交流による磁力線をベクトルとして合成したものを考えること

になります。交流の場合は、磁力線が逆転する前と逆転する後を考えることになります。

そして、これに交流の強さの変化による磁力線の強さの変化、すなわち磁力線のベクトル

の長さの変化が加わります。このときの合成ベクトルの方向変化を考えます。これに対し

て、脈流の場合は、磁力線の逆転は考えずに、脈流の強さの変化による磁力線の強さの変

化、すなわち磁力線のベクトルの長さの変化だけということになります。脈流についても、

合成ベクトルの方向変化を考えます。  
  この二つの場合の、合成ベクトルの運動方向の変化の角度を考えると、交流の場合は平

均して脈流の二倍ということになります。永久電流の方向は一定なので、この磁力線の方

向変化により、ローレンツ力の方向変化が起こります。交流の場合、脈流の二倍の角度の

方向変化が連続して生じ、交流磁場による力が連続して「ピン止め」に加えられます。こ

れにより、「ピン止め」が無効になる危険が増大し、超伝導状態に問題が生じると考えます。

これに対して、脈流の場合は、方向変化が交流の二分の一であり、脈流磁場による力が断

続して「ピン止め」に加えられるので、「ピン止め」は耐えることができると考えます。  
  以上の違いが、超伝導電磁エンジンにおいて意味を持つと考えます。この違いにより、

正と負の成分を持つ連続的な交流は超伝導磁石の超伝導状態にとって問題を生じさせます

が、正もしくは負の一方の成分しか持たない断続的な低電圧かつ高周波の脈流は装置を機

能させます。  
 電磁エンジンに正と負の成分を持ち、連続して流れる交流を流すと、超伝導状態にとり

問題が生じると考えます。これに対して、正もしくは負の成分しか持たず、断続的に流れ



る低電圧かつ高周波数の脈流を流せば、電磁エンジンは機能すると考えられるのです。し

かし、たとえ仮に、交流が超伝導状態にとって問題がないとしても、交流を流すと電磁エ

ンジンは機能しません。常伝導磁石に働く反発力もしくは吸引力が極めて短時間で逆転を

繰り返し、推進力として用をなさないからです。  
 
◇（4）エントロピーについて  
 全くエントロピーを増大させることなく、質の良いエネルギーを生み出したことになり、

熱力学第二法則に反するのではという疑問に対して答えます。私の装置はモーターと同様

に反作用は生じていますが、それを別のエネルギーに転化させているだけです。また、私

の装置はモーターと同様に電力を消費します。冷却器と脈流が電力を消費します。  

 
 私の装置により、図 19 の通常の磁力が残る場合 A よりも、質の良いエネルギーが得ら

れると考えられるでしょうか。磁力の打消しの有無を考慮して、A の場合とＢの場合を比

べてみます。物理的に全体を見れば A の場合のほうが優れているともいえます。なぜなら、

作用と反作用が別々に生じる以上、A の場合は作用と反作用でＢの場合の二倍の運動エネ

ルギーを自然界に生じさせると考えられるからです。そして、私は反作用が、全然発生し

ないと言うつもりは全くありません。反作用として発生した電磁力が超伝導の特性により

磁力にならない場合があると考えているに過ぎません。また、人間が利用する場合の立場

からみて、真に利用価値があるのは、私の装置からすると B の場合ということになります

が、あくまでも人間の利用の立場から見た場合であって、物理的なものではありません。

また、磁力の反作用を利用する立場からすると、人間の立場から見ても A のほうが良いこ

ととなります。  
 以上より、Ｂの場合のほうが A の場合よりも物理的に優れているとはいえないことにな

ります。そして、私は超伝導の特性により磁力が打ち消される場合を磁力が残る通常の場

合と比べていますが、磁力が残る通常の場合（A）は、何等熱力学第二法則等の物理法則

に反するものではないと認められます。従って、A よりも劣ったＢを利用する私の装置も

熱力学第二法則に反することはないと考えられます。  
 
◇（5）環状電流について  
「ボルテックスの入っている超伝導体をあたかも均質なものとして取り扱うことは問題で

あり、ボルテックス周辺ではクーパー対の運動量も均一ではなく、第 2 種超伝導体の正味
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電流のほとんどはボルテックス密度の勾配によって引き起こされる。ボルテックス周囲で

はクーパー対の一部は環状電流を構成し、残りのクーパー対はその重心運動速度はゼロで

ある。環状電流はボルテックスの濃度勾配がある場合には正味ゼロとならず、マクロな超

伝導体全体の正味電流となる。その意味で、正味電流を扱う場合にはいずれにせよ均質な

超伝導体を考えていて議論が成り立たない。」という疑問については以下のように答えます。 
 確かに、正味電流がボルテックス密度の勾配に起因し、正味電流を確保するために不均

質な第 2 種超伝導体材料を用います。また、ボルテックス周辺では運動量が異なるクーパ

ー対もあります。しかし、私の装置で問題となるのは、正味電流だけであり、その他のク

ーパー対は問題となりません。そして、正味電流、すなわち永久電流を構成するクーパー

対が同一の運動量で重心運動をしていて一斉にしか変化し得ません。  
 なぜ、正味電流を構成しないクーパー対が問題とならないかというと外部に強い磁場を

発生させているのが強い正味電流であり、強い正味電流の強い磁場によりケーブルに磁力

を発生させ、その反作用として正味電流に働く磁力を問題としているからです。そして、

環状電流が正味電流を構成してその一部となる場合には永久電流を構成する以上、当然運

動量秩序に従います。そうでないと観測される永久電流が減衰してしまうことになるから

です。ボルテックスに濃度勾配があって残る環状電流が正味電流のすべてと解する場合は、

それこそが永久電流です。環状電流の一部が正味電流となると考える場合は、環状電流が

運動量秩序に従わないと考えるなら、環状電流が残部の永久電流の運動量秩序を乱し、観

測される永久電流が減衰してしまうと考えられます。  
 これに対し、「環状電流が残部の永久電流の運動量秩序を乱し、観測される永久電流が減

衰してしまうと考えられる」という部分に対する、「ボルテックスが入っていれば当然クー

パー対の運動そのものはローカルに変化している。その分運動エネルギーは上がっている。

しかし、それによって他のクーパー対との間でエネルギー散逸が起きているわけではない

ことに注意する必要がある。また、線材を通しての長さ方向の超伝導電流はボルテックス

周囲の環状電流そのものによって運ばれていると考える。ボルテックス分布の勾配により、

環状電流が全体として相殺されないからである。」という疑問に対しても、以下のように答

えます。  
 環状電流も減衰しない永久電流です。永久電流である以上、減衰しないために運動量秩

序に従っています。だとすれば、私の理論では、磁束のローカルな影響も打ち消されてし

まう場合があることになります。すなわち、環状電流はミクロな超伝導磁石であり、私の

考えてきたマクロな永久電流の流れる通常の超伝導磁石と同様に、磁束の影響を打ち消す

場合があると考えられます。環状電流も運動量秩序に従っているからこそ、運動量秩序に

従うマクロな永久電流を矛盾無く構成できるのです。  
 そして、マクロな永久電流もその運動方向は、コイルをぐるぐる回って変化しているわ

けですから、電流の通り道の方向と一般化せざるを得ません。すると、環状電流も電流の

通り道としてマクロ電流の分流として組み込むことができると考えられます。すなわち、

正味電流と環状電流は超伝導コイル内で一体となって一つの回路を構成し、全体として運

動量秩序に従うと考えられます。  
 また、環状電流と正味電流の分岐・合流、または環状電流同士の分岐・合流は次のよう
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に説明します。すなわち、正味電流は環状電流の接線の方向に流れ、その接点で分岐・合

流します。接点では正味電流と環状電流の方向は接線方向に一致します。接点以外では回

路の別の部分ですので、マクロな永久電流と同様に方向が変化していてもかまわないこと

になります。  
 同様に環状電流同士も、接点で電流のやりとりをします。  
 
◇（6）従来の超伝導応用技術との関係について  
 磁力の反作用を利用する超伝導電磁推進船という考えがあります。それは、船から電流

を流した水に、船に据え付けられた超伝導磁石で磁場を掛けて、水にフレミング左手の法

則に基づく電磁力を生じさせて水を押し出して進むものです。しかし、実はこの船は「超

伝導による電磁推進の科学」（岩田章・佐治吉郎著、朝倉書店刊）によれば、超伝導コイル

によって作られた磁場空間から海水通電用ケーブルが直接力を受け、この力を船体に伝達

して推進力にするものです。推進力は超伝導コイルに作用するものではなく、常伝導の海

水通電ケーブルに作用するので、超伝導磁石の限定的な磁力打消しという私の理論に何等

矛盾するものではありません。  
 また、超伝導磁石とフレミング左手の法則を利用する考えにレールガンという武器があ

ります。このレールガンにおいて時間的変化の大きい磁場により超伝導磁石に働く磁力が

打ち消されることがあると考えられます。しかし、その打消しも部分的にとどまり、大き

な影響を及ぼさないと考えられます。また、そのことにより大砲としての反動が少ないこ

とは喜ばしいことで何等問題を生じさせるものではないため、限定的な磁力吸収という超

伝導磁石の性質が気付かれることはなかったのだと考えられます。同じような他の超伝導

磁石応用技術でも磁力の反作用が少ないことは問題にならないため、限定的にせよ、超伝

導磁石に磁力の反作用を打ち消す場合があるという性質が気付かれることはなかったのだ

と考えられます。  
 ＪＲのリニアモーターカーは推進コイルに交流を流しています。それにより変動する磁

場が生じているとも考えられますが、「個々のコイルが発生する力は車両の超電導コイルが

通過するたびに変化し、変動が大きいが超電導コイルの側では合成された力となり変化は

小さくなっている。」（「磁気浮上鉄道の技術」正田英介他共編６９頁、オーム社刊）ので、

超伝導磁石には安定した磁場が、すなわち時間的変動の少ない磁場が作用して推進力が生

じていることになります。このことはリニアモーターカーが極めて安定した走行を行うこ

とからも確認できます。加えて、リニアモーターカーが使用する交流は、超伝導電磁エン

ジンの使用するような高周波数のものではありません。  
 
 以上で、超伝導電磁エンジンが機能する理由の大要を理解されたものと思います。ここ

からは、いままでの理論的な話とは違った話をします。まず、超伝導電磁エンジンの原理

を確認するのに必要な実験方法を提示します。この原理確認の実験は、私の知る限りいま

だ行われていません。  
 



◆第５節  電磁エンジンの実験方法  
 私の理論とそれにより起こる現象は次のようにして簡単に検証できます。  

 

必要な物は超伝導磁石１個、ケーブル一本、高周波脈流電源１個、重量計１個。脈流電源

は電源シミュレーターの機能があると良いでしょう。必要な作業はケーブルをループの形

に超伝導磁石の上にしっかりと固定すること、ケーブルを電源につなぐこと、装置を重量

計に乗せること、低電圧かつ高周波数の脈流を流すこと、装置の重量を計測することです。  
 実験の手順を説明します。超伝導磁石の上にコイルの形状に沿ってケーブルをしっかり

と固定します。ケーブルを超伝導磁石の上に、ループを形作るように固定します。ケーブ

ルはループを作るように電源につなぎます。磁石と磁石を重ね合わせて固定した装置を作

ります。一つの磁石は超伝導磁石です。もう一つの磁石は常伝導の電磁石です。ケーブル

で作った常伝導の電磁石は、一回巻です。  

 
 この超伝導磁石とケーブルからなる装置に、極めて低電圧かつ高周波数の脈流を流しま

す。脈流は 1 ボルト未満の低電圧とします。電流の強さは、電圧が 1 ボルト未満の範囲で、

徐々に強くするものとします。電圧が 1 ボルト未満と極めて低いので脈流磁場の波動の力

は弱く、脈流磁場よって超伝導磁石に悪影響が現れることはないと考えます。そして、脈

流の波長（横軸の山一個と直線一本分）の長さが、常伝導磁石のループの一周の長さに一

致するものとします。例えば、ケーブルのループの一周の長さを 1.6 メートルすると、波

長は光速度を周波数で割ったものなので、  
 
3×108÷周波数＝1.6  
 
これを解くと、周波数は、187.5 メガヘルツ程度の超短波電流に相当するものとなります。
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この状態で、装置の重量を計測します。この特殊な構造と運動量秩序のため、超伝導磁石

に働く反発力もしくは吸引力が打ち消されます。通常では、あり得ないはずの重量の異常

が観測されるはずです。  

 
 超伝導磁石の構成するループとケーブルの構成するループの間には直接的な作用・反作

用の法則が成立します。磁石と磁石を重ねたので、磁石と磁石の間には、反発力もしくは

吸引力（どちらも磁力）が生じます。しかし、私の理論ではケーブルに流れる脈流の作る

磁場が作用して超伝導コイルを流れる永久電流に電磁力が作用しますが、永久電流を構成

する電子対を動かすことはできないと考えられます。電子対の重心運動は永久電流現象を

生むマクロな量子効果「運動量秩序」に従った動きしかできないからです。運動量秩序で

は永久電流を構成する電子対すべての重心の運動量が一斉に同じ大きさで変化しなければ

ならないからです。脈流波形の形状のため、電子対すべてに一定の時間内に一定の値以上

の力積を与える磁場とはならないからです。  
 従って、脈流の磁場によるローレンツ力の力積を受けて電子対に生じるはずの運動量成

分、すなわち電子対の電流方向に対して垂直な運動量から超伝導コイルの材料が運動エネ

ルギーを得て生じるはずの超伝導コイルに働く磁力が生じません。これによりケーブルに

働く磁力のみが残ることになります。  
 
 結果として、ケーブルに流した脈流が超伝導磁石の永久電流と同じ方向の場合にはケー

ブルから下方向の力が装置に働くはずです。その結果、装置の重量が増大したように計測

されます。ケーブルに流した脈流が超伝導磁石の永久電流と逆方向の場合にはケーブルか

ら上方向の力が装置に働きます。その結果、装置の重量が減少したように計測されます。  
 仮に、超伝導磁石の磁場の強さを５テスラ、脈流の強さを 20Ａ、ケーブルのループの長

さを 1.6 メートルとしますと、Ｆ＝BIL の式により、  
5×20×1.6＝160 
160 ニュートン、すなわち約 16 キログラム重の重量の異常が観察できることになります。 
この重量の異常を生じさせた力を推進力として利用するのが超伝導電磁エンジンです。こ

の推進力は浮力、制動力、方向転換力などとしても利用可能です。ちなみに、この場合の

常伝導ループの消費電力は 20Ａ×1Ｖ＝20Ｗ未満となります。  
 もしも、波長の長さをループの長さと一致させたときに波長の二分の一が電流ゼロであ

る通常の脈流で効果が現れない場合は、波長のより長い部分、2/3、3/4 などの部分が電流

ゼロである脈流を試したいと考えます。  
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 人類社会の幸福と科学の発展のために、革命的推進機関である超伝導電磁エンジンを実

現したいと思っています。そのために、超伝導電磁エンジンの原理確認の実験を早急に行

いたいと思っています。原理確認後は、優秀な日本の科学者・技術者にエンジンとして早

急に実用化していただけるものと考えています。  
 超伝導電磁エンジンは、船体外部と相互作用せずに駆動する慣性駆動エンジンであり、

無反動推進を行えます。電磁気力の推進力への変換と反作用の打ち消しを原理とし、推進

剤・反動質量を伴わない推進方法なので、従来のエンジンよりも遥かに優れています。高

い信頼性とコストパフォーマンスを持たせることができます。超伝導電磁エンジンの原理

確認の実験に協力していただけるようお願いします。  
 
◆第６節 発明としての超伝導電磁エンジン  
 現実に機能する発明としての超伝導電磁エンジンを説明します。  
 
◇（1）発明の構造  
 私の発明は産業上の利用可能性が極めて大きいものです。電流ループと超伝導磁石の間

の反発力もしくは吸引力を推進力・浮力・制動力として利用できます。超伝導磁石に丈夫

で電気抵抗の少ない金属を固定すれば、大きな推進力を得るために高周波の大電流を流し

ても消費電力を押さえられます。それに、大電流かつ低消費電力ですので、低電圧となり、

超伝導磁石に悪影響を与えません。また、その丈夫な金属を通して推進力を乗り物の骨格

に伝えられます。金属の常伝導体は丈夫で磁力を妨げない材料で被覆して電流が漏れない

ようにします。その形状を図に描きました。この発明を「高周波超伝導電磁エンジン」と

名付けて特許を出願しています。超伝導磁石の磁場の強さ、脈流の強さ、超伝導磁石と常

伝導体のサイズを変化させることで、様々な大きさの推進力を得ることができます。また、

電磁エンジンを複数組み合わせることにより、より強い力を得ることもできます。脈流の

方向を逆転させることで推進力の方向を逆転させることもできます。そして、複数の電磁

エンジンを乗り物の骨格に固定して電子制御すれば、乗り物を空中で自由自在に動かすこ

とができます。電磁エンジンはあらゆる乗り物を高性能化できます。物を乗せて浮かび楽

に移動できる台が製造できます。極めて巨大な物体を回転させられます。発電に応用する

ことも考えられます。  
 
 超伝導電磁エンジンの現実的な構造を見てみましょう。図 23 と図 24 を参照してくださ

い。  



 
 
 
冒頭で説明したように超伝導磁石と一回だけ巻いた常伝導の電磁石（1 の常伝導体）を重

ね合わせて固定した構造になっています。ここで、一回だけ巻いた常伝導の電磁石に注目

してください。一回巻なのに、超伝導磁石（5）に匹敵するほど大きなものとなっていま

す。常伝導の電磁石に、太い鉄鋼を使用するからです。前に述べたように、断面積の大き

な鉄鋼を用いることには三つのメリットがあります。  
 
メリット 1: 太い鉄なので電気抵抗が小さく、消費電力が小さくて済みます。  
メリット 2: この鉄は固くて太いので丈夫です。丈夫ですので、超伝導電磁エンジンに生

じる強い推進力を船体に伝えるのに適しています。  
メリット 3: 電気抵抗が小さいので、強い脈流を流しても、電圧が低くなります。電圧が

低いので、脈流が作る磁場の波動の力が弱く、波動の力が強い場合に超伝導磁石に懸念さ

れる悪影響が生じません。  
 
◇（2）発明の特長  
 以上のような構造をした超伝導電磁エンジンはエンジンとして大変優れたものになりま

す。超伝導電磁エンジンのエンジンとしての特徴を見てみましょう。従来のエンジンと比

較して優れている点を具体的に列挙して説明します。  
 
1. 大推進力も得ることができ、推力の制御が容易である  
 超伝導電磁エンジンに流す脈流の強さを制御することにより、ごく小さい推進力から、
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数万トン以上の推進力を得ることができます。超伝導電磁エンジンの推進力は、超伝導磁

石の磁場の強さ、脈流の強さ、超伝導磁石と常伝導体のサイズを変化させることで、様々

な大きさの推進力を得ることができます。また、脈流の流れる方向を逆転させることによ

り、推進力の方向を 180 度逆転させることができます。反発力を吸引力に、吸引力を反発

力に転換できます。脈流という電流を制御することにより、推力を制御するので、推力制

御は容易であると共に、一定値の推力を安定的に供給できます。複数の超伝導電磁エンジ

ンを組み合わせて使用することもでき、これにより、より大きな推力を獲得することがで

きます。また、複数の超伝導電磁エンジンを電子制御することによって、360 度の軌道変

更が可能となります。  
 
2. 安全性・安定性・静音性に優れている  
 推進剤を燃焼させて噴射するのではなく、電磁気力を直接、推進力に変換し燃焼を伴わ

ないため、安全です。エンジン自体の構造がシンプルなため、安定的に機能すると共に、

保守が容易です。原理が確認されれば、その物理学的原理に基づいて、安定的に機能しま

す。また、超伝導電磁エンジンは、推進剤を燃焼させるのではなく、電気エネルギーを直

接、推進力に変換するので、静音性に優れています。  
 
3．経済性・持久性・効率に優れている  
「ロケット 大の貨物が自らを宇宙空間まで運ぶ推進剤である」という矛盾した事実が解

消されます。超伝導電磁エンジンは、電磁気力の推進力への変換と反作用の打消しを原理

とし、推進剤の噴射を伴わないため、推進剤が不要だからです。推進剤を必要としないた

め、極めて経済性に優れています。また、電気を推進力のエネルギー源とするので、発電

装置から電気を供給することにより、長期間にわたって、安定した推進力を連続して得る

ことができます。  
 他のエンジンと比べた効率について述べます。超伝導電磁エンジンの推力の理論値につ

いては、第２章で示してあります。その計算においては、鉄の電気抵抗率に見られるよう

に厳しい数字を用いているにもかかわらず、素晴らしい結果が出ています。超伝導電磁エ

ンジンは、電磁気力を直接推進力に変換しています。そして、低消費電力で強大な磁場を

維持できる超伝導磁石を使用しています。これらのことから、実現すれば、従来のエンジ

ンよりも効率が優れているのは、理論的に自明のことだと考えます。また、超伝導電磁エ

ンジンの原理が確認されれば、理論値を大きく違えるような要素もありません。  
 
4. 再利用可能であり、有人宇宙船を容易に建造できる  
 その構造から、通常のロケットエンジンのように使い捨てする必要がありません。何度

でも、繰り返し使用できます。加えて上の三つの特徴から地球と宇宙を何度でも往復でき

る有人宇宙船を容易に建造できます。宇宙からの帰還に際しては、超伝導電磁エンジンに

より反重力の力を得て、宇宙船をゆっくり降下させればよく、スペースシャトルのような

耐熱タイルを無しにすることができます。飛行機のように繰り返し飛べる宇宙船を容易に

建造できます。  



 
5. 従来型のエンジンとの組み合わせも可能である  
 従来型のエンジンとの組み合わせ例を挙げます。超伝導電磁エンジンを装備して浮力を

得ると共に垂直離着陸を行い、前方への推進をジェットエンジンで行う高性能飛行機を実

現できます。超伝導電磁エンジンを一台装備してメインエンジンとし、従来の宇宙用エン

ジンを用いて姿勢制御・方向転換等を行う高性能無人探査機を実現できます。  
 
 このような特長を持つ超伝導電磁エンジンは、UFO のような飛翔体、エアバイクやエア

カー、空中飛行列車、新型有人宇宙船などの夢の技術を実現することができます。  
 
 
◇（3）発明の利用法  
 次に、超伝導電磁エンジンの利用法です。電磁エンジンを乗り物の骨格に固定して力を

伝えます。骨格に固定されて力を与えるのは常伝導体です。脈流の強さを変化させること

で、推進力の強さを変化させられます。脈流の流れる方向を逆転させることで、伝える力

の方向を逆転させることもできます。  
 乗り物の骨組みに固定して超伝導電磁エンジンの推進力を乗り物に伝えて動かすのです。

例として、超伝導電磁エンジンで物体を打ち上げる図を示しました。超伝導電磁エンジン

を物体の下に接触させて固定します。電磁エンジンの上向きの力を F、超伝導電磁エンジ

ンが物体に与える力を f とします。超伝導電磁エンジンは物体に力を伝えた反作用として

抗力 T を受けます。  
 
電磁エンジンによりこの装置全体に働く力をＰとします。  
 
 Ｐ＝Ｆ＋ｆ -Ｔ  
 
そして作用反作用の法則により  
f＝Ｔ  
ですから  
ｆ -Ｔ＝０  
 
これをＰに代入すると  
Ｐ＝Ｆ＋ｆ -Ｔ＝Ｆ＋０＝Ｆ  
 
結局、装置全体に働く力ＰはＦとなります。このＦが装置全体の質量に働く重力よりも大

きいときに、この装置を上方に打ち上げることができます。  
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◇（4）超伝導電磁エンジンＱ＆Ａ  
Ｑ．１ 超伝導電磁エンジンは高温超伝導でも機能するのか？  
Ａ．超伝導の仕組みとしてはクーパー対による運動量秩序を念頭に置いています。しかし、

高温超伝導でも、その仕組みが電子対によるものであって、その電子対が運動量秩序に従

うならば、問題は無いと考えています。  
 
Ｑ．２ 永久磁石を手で近づけたり遠ざけたりなどの、低周波の脈流のようなゆっくりと

移動する磁場を与えた場合でも機能するのか？  
Ａ．機能しません。「脈流の波長≒超伝導磁石の一周の長さ＝常伝導の電磁石の一周の長さ」

の関係が成立するような高周波数であることが必要です。この程度の周波数であることが

エンジンとして機能する前提です。  
 
Ｑ．３ 常伝導コイルの形状がただの一回巻きとなっているのはなぜか ? 
Ａ．超伝導磁石から力を受けて推進力を得る部分なので、丈夫で簡単にメンテナンスがで

きるものが良いと考えています。それには、一回巻きの太い鉄が良いと考えます。また、

細い線を何回も巻くと消費電力が極めて大きくなります。  
 
Ｑ．４ 脈流電源を常伝導コイルにつなぐケーブルを×状に交差させているのはなぜか ? 
Ａ．通常の電流ループと電流ループの間には作用・反作用の関係が直接的に成り立ちます。

ケーブルの交差が作るループと超伝導磁石の間に、その関係を作るためです。また、交差

点で、交差するケーブルとケーブルの間に働く磁力を少なくするために、×の形状にして

あります。  
 
Ｑ．５ 実験方法について。推進力の計測は、例えば、バネ方式のアナログ重量計を使用

することになると思うが、もし効果が大きすぎて重量計から飛び上がってしまった場合は

どのようにデータを取ったらよいか ? 
Ａ．飛び上がってしまう場合は速度計を付けたり、映像で記録したりすることが考えられ

ます。飛び上がってしまうと落下したり衝突したりした場合に、装置が壊れる可能性があ

ります。それを避ける工夫をしてください。また、弱い脈流から試すことをお勧めします。

それから、重量が重くなる効果が生じるように推進力を発生させることもできます。  
 
Ｑ．６ 常伝導コイルも超伝導にすればもっと効果を引き出せるのではないか ? 
Ａ．常伝導コイルに流すのは、高周波で断続的に流れる脈流でなければなりません。永久

電流をそのような形にすることはできないと考えます。  
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★第２章  超伝導電磁エンジン装備の飛翔体  
 前章までで、超伝導電磁エンジンの原理・機能・構造について理解を得られたものと考

えます。この章では、超伝導電磁エンジンを装備して人や荷物を運搬する移動手段（飛翔

体）について述べます。その移動手段の中の幾つかについては、概念設計ですが、おおま

かな設計プランを示します。移動手段に装備するときに、大きな関心となる推進力などの

計算値も示します。  
 
 
◆第１節  電磁エンジンの推進力の大きさと電力  
 
◇（1）推進力の特性  
 F＝BIL ですから、電磁エンジン一台の推進力の大きさを増大させるには、  
1.超伝導磁石の磁場の強さを大きくする。  
2.脈流の強さを強化する。  
3.超伝導磁石と常伝導磁石のループの大きさを大きくする。  
の三つの方法があります。  
もちろん、電磁エンジンを数台組み合わせて用いることにより、全体としての推進力を増

加させることができます。このうち「1.超伝導磁石の磁場の強さ」の強化は、消費電力を

上げずに推進力となる磁力の強さを強化することができますが、それには限界があります。

また、「3.超伝導磁石と常伝導磁石のループの大きさを大きくする」と、重量とサイズが大

きくなりすぎる危険性があります。 も、効果的なのは「2.脈流の強さ」の強化だと考え

られます。そして、脈流の強さをコントロールすることで推進力の大きさをコントロール

もできます。これらを組み合わせることにより、推進力を非常に大きなものにすることも

できると考えられます。  
 特に、脈流の強さは数万アンペア以上にも強化できます。しかし、消費電力が大きくな

ります。そこで、私は脈流を流す常伝導磁石の断面積を大きくして電気抵抗を少なくする

ことを考えました。しかし、今度は断面積を大きくしたことで装置の重量が重くなります。

しかし、電流の強さを大きくしたことによる磁力の強さの増大が、この場合の装置の重量

の増大を十分に上回らせることができると考えます。ただ、ある程度の消費電力は必要で

しょう。  
 
 これにより、あらゆる乗り物を高性能化できます。ロケットエンジンと比較してみます。  
 ロケットエンジンの原理は、エンジンの中で高圧の燃焼ガスを大量に作り、それを後方

に高速で噴射することにより、前に進む力を得るものです。ロケットエンジンは、燃焼ガ

スの素となる燃料を大量に必要とします。その大量の燃料を一緒に運ぶと同時に、時間当

たり大量に消費するので、航続距離が短くなります。エンジン内で燃焼させるので危険を

伴います。燃焼ガスを噴射させるのでその推進力の大きさにはある程度の限界があります。 
 これに対して電磁エンジンは電源を必要としますが、電磁エンジン自体には燃料を必要

とせず、危険もありません。極めて大きい推進力を比較的小さい消費電力により、安定的
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かつ長期間得ることができます。推力の限界はロケットエンジンよりも遥かに大きい値に

なります。電気エネルギーを直接運動エネルギーに効率的に変換しているからです。  
 
 
◇（2）推進力と電力に関する具体的計算例  
 通常のサイズの超伝導磁石を用いて、超伝導電磁エンジンの推進力と消費電力を計算し

ます。  
 
☆常伝導磁石について  
超伝導磁石の与える磁場が 5 テスラ。  
常伝導磁石の常伝導体には鉄を使用します。  
常伝導磁石の一回りの長さが 1.6 メートル。  
常伝導体の断面積を 0.02 平方メートル。  
常伝導体に流す脈流の 大強度を 4.8 万アンペア。  
鉄（鋼鉄）の抵抗率を 20×10－ 8 オーム・メートル。  
鉄の密度を 7.87×103 キログラム /メートル 3。  
以上を前提にして計算します。  
脈流の電力計算に使用する実効値を求めます。  
交流の実効値は交流の 大電流の値に 1/√2 をかけたものです。脈流は断続的に流れます

が、整流する前には交流が必要なので、このままの実効値を用います。  
4.8 万×1/√2≒3.395 万アンペア  
 
推進力となる磁力の強さの計算には平均値を用います。平均的な磁力の値が実効的な推進

力の値となるからです。  
交流の平均値は交流の 大電流の値に 2/πをかけたものです。加えて脈流は断続的に流れ

るので、それを 2 で割ります。  
4.8 万×2/π÷2≒1.528 万アンペア  
 
常伝導体の電気抵抗は「抵抗率×長さ÷断面積」で計算されますので、  
この常伝導体の電気抵抗は、  
20×10－ 8×1.6÷0.02＝1.6×10－ 5 オーム  
 
電力は「電流 2×抵抗」で計算されるので、  
この場合の常伝導体の 大消費電力は電流の実効値を用いて  
（3.395×104） 2×1.6×10－ 5≒18442 ワット  
 
ちなみに電圧は「電流×抵抗」で計算されるので、  
3.395×104×1.6×10－ 5＝0.5432 ボルト  
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物質の質量は「密度×断面積×長さ」で計算されるので、  
常伝導体の重さは、  
7.87×103×0.02×1.6＝251.84 キログラム  
 
☆配線に使用する銅製ケーブルについて。  
銅製ケーブルの長さを 1 メートル。  
脈流電源もしくは変圧器を常伝導体の近くにもってくることでこの値となります。  
銅製ケーブルの断面積は 0.012 平方メートル。  
銅の抵抗率を 2×10－ 8 オーム・メートル。  
銅の密度を 8.96×103 キログラム /メートル 3 
以上を前提として計算します。  
 
銅製ケーブルの電気抵抗は  
2×10－ 8×1÷0.012＝1/6×10－ 5 オーム  
 
この場合の銅製ケーブルの 大消費電力は電流の実効値を用いて、  
（3.395×104） 2×1/6×10－ 5≒1921 ワット  
 
ちなみに電圧は「電流×抵抗」で計算されるので、  
3.395×104×1/6×10－ 5≒0.056584 ボルト  
 
銅製ケーブルの重さは  
8.96×103×0.012×1＝107.52 キログラム  
 
常伝導体と銅線の消費電力の合計は  
18442＋1921＝20363 ワット  
この約 20.4 キロワットに時間をかけたものが電流を 強にしたときに必要な電力量とな

ります。  
この電力量を賄える電源が必要となります。  
 
常伝導体と銅線の重量の合計は  
251.84＋107.52＝359.36 キログラム  
 
☆脈流が受ける力について計算します。  
F＝BIL の式に従い計算します。  
実効的な力の強さを求めるので、脈流の強さは平均値を使用します。  
 
5×1.528×104×1.6＝122240 ニュートン  
122240÷9.8≒12473.4 キログラム  
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すなわち、12.47 トン程度の力。  
 
12470－359.36＝12110.64 キログラム、すなわち 12.1 トン程度の余裕があります。  
この 12.1 トン程度から超伝導磁石や電源などの重量を除いた値が、反重力装置としての浮

力の値となります。  
 
 
◇（3）超伝導電磁エンジンの能力について補足  
 第１章の図 2 に対し、磁石と磁石の間には反発力が発生するが、磁石と磁石の反発力は

小さいので、移動手段の推進力としては不十分なのではないかという疑問について答えま

す。  
 
 まず、超伝導磁石は低消費電力にもかかわらず、広くて強い磁場を維持しているので、

大変なエネルギーを持っていると理解してください。そして、もう一つの常伝導磁石には、

何万アンペア以上もの強力な電流を流せます。この強力な電流の作る磁場と、超伝導磁石

の作る磁場が、磁石の一周の長さにわたり近距離間で相互作用して反発力を生み出すので、

極めて強い反発力を生じさせることができるのです。超伝導電磁エンジンは、この反発力

（あるいは吸引力）を飛翔体の推進力などとして利用するのです。  
反発力の強さ F（ニュートン）は  
F＝B×I×L 
により計算できます。  
B は超伝導磁石の磁場の強さ、単位はテスラ。  
I は常伝導磁石を流れる電流の強さ、単位はアンペアです。  
L は磁石の一周の長さ（超伝導磁石と常伝導磁石で共通）、単位はメートルです。  
仮に、B が 5 テスラ。L が 1 メートルとします。  
すると  
F＝5I 
となります。  
ですから、数万アンペアならば、数万の 5 倍ニュートンの力が働きます。ちなみに、1 万

ニュートンの力は、約 1 トンの力に相当します。  
 そして、数万アンペアの電流を流すとしても、電流を流す常伝導体の電気抵抗は極めて

小さなものです。電気抵抗が小さいのは、常伝導体には、断面積の大きい金属を用いるか

らです。電気抵抗が小さいので、「電流」×「電気抵抗」により計算される電圧も小さいも

のとなります。消費電力は「電圧」×「電流」により、計算されます。電流が大きくても

電圧が小さければ、消費電力は比較的小さいものとなります。超伝導電磁エンジンはその

構造上、低電圧なので、消費電力は小さいものとなります。消費電力が小さいので、電源

も重量が小さいもので済みます。こうした原理的関係によっても、超伝導電磁エンジンは

機能します。  
 加えて、◇（2）の具体的計算例では、B が 5 テスラ、 I が約 1.5 万アンペア、L が 1.6



メートルとして、超伝導電磁エンジン一台当たり、12 トン程度の推進力を導き出していま

す。そして、この計算例は、コンパクトな飛翔体を建造可能にするための数字であり、サ

イズの大きなものにすれば、莫大な推力を得ることもできます。  
 
◆第２節  UFO のような飛翔体  
 
 超伝導電磁エンジンを使用して UFO のように空中を自由自在に飛行できる乗り物を考

えてみました。流線型と円盤型の二つのタイプを概念設計しました。この二つのタイプと

も、配電のポイントを述べます。電磁エンジンの直前まで高電圧かつ弱電流にします。こ

れにより、配線による電力消費を抑えます。同時に、電磁エンジンに流す脈流は極めて低

電圧かつ強電流にします。この節での計算においては、冷却に必要な電力について、冷媒

を使用せずに冷凍機で直接冷却する冷凍機冷却超伝導マグネット（ＣＳＭ）を念頭におい

て、私の調べた数値を考慮に入れてあります。二つのタイプとも宇宙旅行に使う宇宙船に

改造することもできます。  
 
 
◇（1）タイプ 1 流線型  
 
流線型の図全体の説明  
楕円で描いたものが船体です。  
正方形が電磁エンジンです。1 から 5 の番号をつけてあります。  
正方形の中の点線が常伝導磁石と超伝導磁石の境目です。  
矢印は電磁エンジンの推進力です。  
 
流線型の具体的構造  
 

 
下面に、三つの電磁エンジンを二等辺三角形に配置します。電磁エンジンの推進力が天地

方向に働くように、電磁エンジンを飛翔体の骨格に固定します。浮力を得るためと、機体

の安定のためと、上昇・下降する力を得るためです。機体をどんな気象条件でも安定させ

るためには少なくとも、この用途の電磁エンジンが三つ必要と考えます。前方には 1 台、

後方に 2 台配置します。前方にコックピットを配置し、後方に重い発電機などを配置する
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からです。  
 

 

 
この図には、飛翔体を直進させる場合の推進力を記入してあります。  
 
 
上面に、電磁エンジンの推進力が水平方向に働くように、電磁エンジンを左右 2 台、飛翔

体の骨格に固定します。前進と後退と方向転換に用います。前進と後退には左右二つの電

磁エンジンに同じ大きさの推進力を同じ方向に発生させます。方向転換には、左右 2 台の

電磁エンジンの推進力の大きさを異なるようにする方法と、左右 2 台の電磁エンジンによ

る推進力の方向を異なるようにする方法を組み合わせて行います。  
 
制動には 5 台の電磁エンジンを使用します。脈流の方向を逆転させて推進力を逆転するこ

とにより行います。電磁エンジンの推力をゼロにするエンジンブレーキは原則として働き

ません。空中を飛行し、空気抵抗しか働かないからです。しかし、上昇に対してのみは、

エンジンブレーキが可能です。重力を利用できるからです。  
 
下図には浮力を得ながら、飛翔体を前進させる場合の電磁エンジンの推進力を記入してあ

ります。  
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流線型の具体的計算例  
 
前節の具体的計算例で用いた電磁エンジンを使用するものとします。  
浮上用に三機を装備しているので、この飛翔体には、  
12.47×3＝37.41 トンの浮力が働きえます。  
このうち 4.41 トンを、上昇・下降する推進力として残しますと、残った 33 トンを重力の

打消しに使えますので、この飛翔体の全重量は 33 トンとなります。  
そして、常伝導体と銅線の重量を除いてみます。  
33000－5×359.36＝31203.2 キログラム  
31.2 トン程度の余裕が残ります。  
 
機体全体の重量を 33 トンとして、この飛翔体の加速性能を計算してみます。  
まず、4 と 5 の電磁エンジンを用いて水平に前進する際の 大加速度です。  
合計の 大推進力は  
12.47×2＝24.94 トン  
これをニュートン単位に直すには 9.8 をかけます。  
よって、αを加速度とすると  
24.94×103×9.8＝33×103×α  
これを解いて  
α≒7.40 メートル /秒 2 
次に、1 と 2 と 3 の電磁エンジンを用いて垂直に上昇する際の 大加速度です。  

大上昇力は 4.41 トンの力です。  
4.41×103×9.8＝33×103×α  
α≒1.30 メートル /秒 2 
 
ちなみに時速 100 キロメートルは  
100×103÷60÷60≒27.7 メートル /秒  
です。  
 
この飛翔体の 大推力を出したときの消費電力量を賄える発電機の能力を求めます。  
20.4×5＝102 キロワット  
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超伝導磁石の消費電力は、一台あたり 8 キロワットとして  
8×5＝40 
この 40 キロワットに加えて、電子機器や空調などの電気機器の消費電力分なども必要と

なりますが、  
170 キロワット程度の発電機で済むと考えます。  
 
そして、31.2 トンの余裕に 5 台の超伝導磁石、170 キロワット程度の発電機と、20.4 キロ

ワットの変圧器 5 台、その他の電気機器、電子機器、骨格、外皮、操縦装置などの重量が

収まります。  
 
 
◇（2）タイプ 2 円盤型  
 
円盤型の図全体の説明  
円で描いたものが船体です。  
正方形が電磁エンジンです。1 から 6 の番号をつけてあります。  
正方形の中の点線が常伝導磁石と超伝導磁石の境目です。  
矢印は電磁エンジンの推進力です。  
 
円盤型の具体的構造  
 

  
 
下面に、三つの電磁エンジンを正三角形に配置します。電磁エンジンの推進力が天地方向

に働くように、電磁エンジンを飛翔体の骨格に固定します。浮力を得るためと、機体の安

定のためと、上昇・下降する力を得るためです。機体をどんな気象条件でも安定させるた

めには少なくとも、この用途の電磁エンジンが三つ必要と考えます。正三角形の頂点に 3
台とも配置します。中心の上方にコックピットを配置し、中心の下方に重い発電機などを

配置することになります。  
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この図には、飛翔体を直進させる場合の推進力を記入してあります。  
 
上面に、電磁エンジンの推進力が水平方向に働くように、電磁エンジン 3 台を飛翔体の骨

格に固定します。その位置は正三角形の頂点です。この 3 台の電磁エンジンの推進力と下

面の 3 台の電磁エンジンの上昇・下降力を組み合わせて、各方向の推進力を得ます。  
 制動には 6 台の電磁エンジンを使用します。脈流の方向を逆転させて推進力を逆転する

ことにより行います。電磁エンジンの推力をゼロにするエンジンブレーキは原則として働

きません。空中を飛行し、空気抵抗しか働かないからです。しかし、上昇に対してのみは、

エンジンブレーキが可能です。重力を利用できるからです。  
 
下図には下降しながら、飛翔体を前進させる場合の電磁エンジンの推進力を記入してあり

ます。  
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円盤型の具体的計算例  
 
前節の具体的計算例で用いた電磁エンジンを使用するものとします。  
浮上用に三機を装備しているので、この飛翔体には、  
12.47×3＝37.41 トンの浮力が働きえます。  
このうち 4.41 トンを、上昇・下降する推進力として残しますと、残った 33 トンを重力の

打消しに使えますので、この飛翔体の全重量は 33 トンとなります。  
そして、常伝導体と銅線の重量を除いてみます。  
33000－6×359.36＝30843.84 キログラム  
30.8 トン程度の余裕が残ります。  
 
機体全体の重量を 33 トンとして、この飛翔体の加速性能を計算してみます。  
まず、4 と 5 と 6 の電磁エンジンを用いて水平に前進する際の 大加速度です。  
12.47×3＝37.41 トン  
これが 大前進力となります。  
αを加速度とすると  
37.41×103×9.8＝33×103×α  
これを解いて  
α≒11.10 メートル /秒 2 
次に、1 と 2 と 3 の電磁エンジンを用いて垂直に上昇する際の 大加速度です。  

大上昇力は 4.41 トンの力です。  
4.41×103×9.8＝33×103×α  
α≒1.30 メートル /秒 2 
 
この飛翔体の 大推力を出したときの消費電力量を賄える発電機の能力を求めます。  
20.4×6＝122.4 キロワット  
超伝導磁石の消費電力は、一台あたり 8 キロワットとして  
8×6＝48 
この 48 キロワットなどに加えて、電子機器や空調などの電気機器の消費電力分なども必

要となり、  
200 キロワット程度の発電機が必要になります。  
 
そして、30.8 トンの余裕に 6 台の超伝導磁石、200 キロワット程度の発電機と、20.4 キロ

ワットの変圧器 6 台、その他の電気機器、電子機器、骨格、外皮、操縦装置などの重量が

収まります。  
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◇（3）UFO のような飛翔体の課題  
・ 超伝導磁石と常伝導磁石の磁力による影響、機器への影響等を考える必要があります。 
・ 一回巻きの電磁石として使う常伝導体は、鋳鉄ではもろいし電気抵抗が大きくなるので、

特注の鋼鉄を使うことになるかと考えます。  
・ 電磁エンジンを骨格に固定して力を伝えます。ですから、骨格は各所に電磁エンジンが

与える力に耐えられる頑丈なものでなくてはなりません。  
・ 電磁エンジンの推進力の逆転にも耐えられるしっかりとした方法で電磁エンジンを骨

格に固定しなければなりません。  
・ 常伝導体から電気が漏れないように被覆する材料は、骨組みと電磁エンジンの間におい

て、横ズレの力や圧力が加わっても、破れない丈夫なものを使用する必要があります。 
・ 建築物と同じような構造計算が必要になると考えます。  
・ 空気力学的計算も必要になります。  
・ この飛翔体と電磁エンジンに重量と発電能力が適した電源を設置する必要があります。 
・ 脈流は高周波数ですので、通常の交流を高周波に変換する装置が必要となるとともに、

その配置を工夫する必要があります。  
・ 変圧器を電磁エンジンの直近に設置して、銅線の消費電力を抑えるとともに、変圧器ま

での配電は高圧電流を用いて、電力消費と導体の重量を抑えることになります。  
・ 人間がコックピットの操縦器を操作することにより、各電磁エンジンの出力が調整され

て、自由自在に運動できるようにするコンピュータープログラムの作成が必要となりま

す。操縦器もこの飛 翔体に適した操作しやすいものに改良すると良いでしょう。  
・ このコンピュータープログラムは脈流の波形に従って、推進力の強さがゼロから 大値

まで変化することを考慮に入れた上で、消費電力を 小にするものでなければなりませ

ん。  
・ 飛行機の航法装置と自動車の航法装置を合わせたものが必要となるでしょう。  
・ 安全性を確保する必要があります。人間用の脱出装置が必要でしょう。飛行機と違い、

で浮力を得るものではないので、飛翔体にパラシュートを装備すれば、機体が守れます

し人間の安全も図れます。それから事故により、万一、電磁エンジンが一台しか機能し

ないようになっても、その一台を浮力として利用して上空から地上に安全に帰還できる

ようにすると良いでしょう。  
・ 発電機が故障したときのために、予備の電源を装備すると良いでしょう。  
・ 飛行中は、飛行機と同じように機内にいる人間が快適かつ安全に過ごせるようにする必

要があるのは、もちろんです。  
 
 このような飛翔体は、宇宙船と同じように人間と装置を保護できるようにするとともに、

宇宙空間の航法装置を装備すれば、直ちに宇宙に行くことができ、宇宙旅行にも使用でき

ます。  
 



 47

◆第３節 超伝導電磁エンジンの小型化  
 小型の超伝導電磁エンジンを実現して、より利用しやすくすることを検討します。小型

化を念頭においているので、比較的に消費電力の大きい冷凍機冷却超伝導マグネット（Ｃ

ＳＭ）ではなく、液体ヘリウムや液体窒素などの冷媒を使用して低消費電力である型の超

伝導磁石を使用することにして、考え始めました。  
 
 
◇（1）背中に背負う型について  
 映画のジェームズ・ボンドが使用したような「ジェットパック」の超伝導電磁エンジン

版を考えてみます。  
 上昇を安定的に行うために、2 台の超伝導電磁エンジンが必要と考えます。それに加え

て、前方に進むために、1 台の超伝導電磁エンジンが必要でしょう。そして、3 台を冷却

する冷却器が必要になります。3 台分の電源も必要です。  
 超伝導電磁エンジンは、１辺が 20 センチメートルで、一周の長さが 0.8 メートルにで

きます。人一人なので、超伝導電磁エンジン１台の消費電力は 100 ワット以下にできます。  
 しかし、仮に冷却には無冷媒式の超伝導磁石を使用する場合、一台当たり、1 キロワッ

トは必要でしょう。ですから、4 キロワット程度の電源が必要となります。人体に対して

比較的大きな充電池が必要となります。冷媒式の超伝導磁石を使用するなら、消費電力は

小さくて済みますが、冷却器系の重量が比較的に大きくなります。この他に、超伝導電磁

エンジンの数が 3 台だけなので、空中を自由に動くためには、超伝導電磁エンジンの位置

を機械的に回転させて、推進力の方向を変化させる装置が必要となります。  
 ですから、装置が人体に比較し大きくて重いものになり、かさばるので、扱いにくくな

ります。これでは、次に述べるエアバイクに比べると、乗っていて扱いにくく疲れやすい

ものになり、エアバイクには太刀打ちできません。なので、これ以上、この型について検

討しません。  
 
 



◇（2）エアバイク  
 跨って乗るバイクを、超伝導電磁エンジンを使用して空中を自由自在に飛べるようにし

たものです。  

 

 操縦方法ですが、右スロットルが前進と後退、右スロットルレバーが前進と後退の制動、

左スロットルが上昇と下降、左スロットルレバーが上昇と下降の制動、右スロットルと左

スロットルがついている腕を動かして左右の方向転換を行うと考えられます。  
超伝導電磁エンジンは 5 台使用します。3 台は重力の打消しと上昇・下降用、2 台は、前

進・後退と方向転換用です。  
 無冷媒式の超伝導磁石を用いると、超伝導電磁エンジン 5 台ですので、数キロワットも

の消費電力が必要となり、大きな電源を用いることにもなるので、冷媒式の超伝導磁石を

用います。  
 
普通の体重の人なら二人乗れる 200 キログラムの重量を積載できるものとします。  
 
各部の重量は、次のように想定します。  
 
超伝導電磁エンジン 1 台  15 キログラム   
 常伝導体   5 キログラム  
 超伝導磁石  10 キログラム  
 
超伝導電磁エンジン 5 台 15×5＝75 キログラム  
冷却器系        80 キログラム  
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電源（発電機）     80 キログラム  
電気・電子系      60 キログラム  
フレームその他の車体  130 キログラム  
車体総重量       425 キログラム  
 
満載したときの総重量が 625 キログラムとなります。  
 
満載しても動けるように、上昇・下降する力を 大で、660 キログラム重とします。  
これを 3 台の超伝導電磁エンジンで得るので、  
1 台当たりの 大推力は 220 キログラム重となります。  
220×3＝660 
 
超伝導電磁エンジン 5 台と発電機と冷却器の配置は次のようになります。  
 
 後方に、電磁エンジンの推進力が水平方向に働くように、電磁エンジンを左右 2 台、飛

翔体の骨格に固定します。前進と後退と方向転換に用います。前進と後退には左右二つの

電磁エンジンに同じ大きさの推進力を同じ方向に発生させます。方向転換には、左右 2 台

の電磁エンジンの推進力の大きさを異なるようにする方法と、左右 2 台の電磁エンジンに

よる推進力の方向を異なるようにする方法を組み合わせて行います。  
 下面に、三つの電磁エンジンを二等辺三角形に配置します。電磁エンジンの推進力が天

地方向に働くように、電磁エンジンを飛翔体の骨格に固定します。浮力を得るためと、機

体の安定のためと、上昇・下降する力を得るためです。機体をどんな気象条件でも安定さ

せるためには少なくとも、この用途の電磁エンジンが三つ必要と考えます。前方には 1 台、

後方に 2 台配置します。後方に重い発電機などを配置するからです。  
 制動には 5 台の電磁エンジンを使用します。脈流の方向を逆転させて推進力を逆転する

ことにより行います。電磁エンジンの推力をゼロにするエンジンブレーキは原則として働

きません。空中を飛行し、空気抵抗しか働かないからです。しかし、上昇に対してのみは、

エンジンブレーキが可能です。重力を利用できるからです。  
 
☆常伝導磁石について  
超伝導磁石の与える磁場が 5 テスラ。  
常伝導磁石の常伝導体には鉄を使用します。  
常伝導磁石の一回りの長さが 0.8 メートル。  
常伝導体の断面積を 7×10－ 4 平方メートル。  
鉄（鋼鉄）の抵抗率を 20×10－ 8 オーム・メートル。  
鉄の密度を 7.87×103 キログラム /メートル 3。  
 
以上を前提として計算します。  
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常伝導体の重さは、  
7.87×103×7×10－4×0.8＝4.4072 キログラム  
5 キログラム未満の想定内です。  
常伝導体の電気抵抗は、  
20×10－ 8×0.8÷（7×10－ 4）≒2.29×10－ 4 オーム  
 
一台当たり必要な力は、220×9.8 ニュートン。  
この力を超伝導電磁エンジンにより得る場合の必要な電流の強さ（ I）を求めます。  
 
F＝BIL ですから、  
220×9.8＝5×I×0.8 
I＝539 アンペア  
 
この値が、 大電流に 2/πをかけて 2 で割ったものになります。  
ですから、 大電流は、  
π×539 アンペア  
 
実効電流は 大電流を√2 で割ったものです。  
π×539÷√2≒1197 アンペア  
 
このときの常伝導体の消費電力は、  
（1197） 2×2.29×10－ 4≒329 ワット  
 
ちなみに電圧は、  
1197×2.29×10－ 4≒0.2742 ボルト  
 
 
☆配線に使用する銅製ケーブルについて。  
銅製ケーブルの長さを 10 メートル。  
銅製ケーブルの断面積は 2×10－ 4 平方メートル。  
銅の抵抗率を 2×10－ 8 オーム・メートル。  
銅の密度を 8.96×103 キログラム /メートル 3 
 
以上を前提として計算します。  
 
銅製ケーブルの重さは  
8.96×103×2×10－ 4×10＝17.92 キログラム  
電気・電子系 60 キログラムの三分の一未満です。  
銅製ケーブルの電気抵抗は  



 51

2×10－ 8×10÷（2×10－ 4）＝10－ 3 オーム  
 
このときの銅製ケーブルの消費電力は、  
（1197） 2×10－ 3≒1433 ワット  
 
常伝導体 5 個と銅製ケーブルの消費電力は、  
329×5＋1433＝3078 ワット  
 
これに加えて、冷却器系に 100 ワット必要としても、  
3.5 キロワットの電源があれば、賄えると考えます。  
例えば、「ヤマハ発電機 EF3500-YAMAHA 4 サイクル発電機」を用いることができます。  
この発電機の連続運転時間は、7 時間です。  
 
人一人（100 キログラム）を載せた場合の加速性能を示します。  
総重量は、425＋100＝525 キログラム  
 
上昇加速性能を計算します。  
220×3×9.8－525×9.8＝525×α  
これを解いて、  
α＝2.52 メートル／秒 2 
 
前進加速性能を計算します。  
220×2×9.8＝525×α  
これを解いて、  
α≒8.21 メートル／秒 2 
 
満載（200 キログラム）の場合の加速性能を示します。  
総重量は、425＋200＝625 キログラム  
 
上昇加速性能を計算します。  
220×3×9.8－625×9.8＝625×α  
これを解いて、  
α≒0.548 メートル／秒 2 

 
前進加速性能を計算します。  
220×2×9.8＝625×α  
これを解いて、  
α≒6.89 メートル／秒 2 
 



発電機の性能から、これらの力を 7 時間連続して出せることになります。  
 
加速度 8 メートル／秒 2 で、7 時間飛行した場合の航続距離を計算してみましょう。  
8×（7×60×60） 2÷2＝2540160000 メートル  
約 254 万キロメートルとなります。地球の円周が約 4 万キロメートルですから、地球を 60
周以上できます。地球と月の距離が約 384400 キロメートルですから、三往復できる計算

となります。  
 
 
◇（3）エアカー  
 乗用車を、超伝導電磁エンジンを使用して空中を自由自在に飛べるようにしたものです。 

 
 超伝導電磁エンジンは 7 台使用します。5 台は重力の打消しと上昇・下降用、2 台は、

前進・後退と方向転換用です。無冷媒式の超伝導磁石を用いると、超伝導電磁エンジン 7
台用に大きな電源を用いることにもなるので、冷媒式の超伝導磁石を用います。  
 
普通の体重の人なら四人以上乗れる 500 キログラムの重量を積載できるものとします。  
 
 
各部の重量は、次のように想定します。  
 
超伝導電磁エンジン 1 台  30 キログラム   
 常伝導体   10 キログラム  
 超伝導磁石  20 キログラム  
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超伝導電磁エンジン 7 台 30×7＝210 キログラム  
冷却器系        100 キログラム  
電源（発電機） 2 台  110×2＝220 キログラム  
電気・電子系      140 キログラム  
フレームその他の車体  460 キログラム  
車体総重量       1130 キログラム  
 
満載したときの総重量が 1630 キログラムとなります。  
 
満載しても動けるように、上昇・下降する力を 大で、1800 キログラム重とします。  
これを 5 台の超伝導電磁エンジンで得るので、  
1 台当たりの 大推力は 360 キログラム重となります。  
360×5＝1800 
 
超伝導電磁エンジン 7 台と発電機と冷却器の配置は次のようになります。  
 
 後方に、電磁エンジンの推進力が水平方向に働くように、電磁エンジンを左右 2 台、飛

翔体の骨格に固定します。前進と後退と方向転換に用います。前進と後退には左右二つの

電磁エンジンに同じ大きさの推進力を同じ方向に発生させます。方向転換には、左右 2 台

の電磁エンジンの推進力の大きさを異なるようにする方法と、左右 2 台の電磁エンジンに

よる推進力の方向を異なるようにする方法を組み合わせて行います。  
 下面に、五つの電磁エンジンを長方形に配置します。電磁エンジンの推進力が天地方向

に働くように、電磁エンジンを飛翔体の骨格に固定します。浮力を得るためと、機体の安

定のためと、上昇・下降する力を得るためです。前方には 2 台、後方に 3 台配置します。 
 制動には 7 台の電磁エンジンを使用します。脈流の方向を逆転させて推進力を逆転する

ことにより行います。電磁エンジンの推力をゼロにするエンジンブレーキは原則として働

きません。空中を飛行し、空気抵抗しか働かないからです。しかし、上昇に対してのみは、

エンジンブレーキが可能です。重力を利用できるからです。  
 
☆常伝導磁石について  
超伝導磁石の与える磁場が 5 テスラ。  
常伝導磁石の常伝導体には鉄を使用します。  
常伝導磁石の一回りの長さが 1 メートル。  
常伝導体の断面積を 10－ 3 平方メートル。  
鉄（鋼鉄）の抵抗率を 20×10－ 8 オーム・メートル。  
鉄の密度を 7.87×103 キログラム /メートル 3。  
以上を前提として計算します。  
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常伝導体の重さは、  
7.87×103×10－ 3×1＝7.87 キログラム  
10 キログラム未満の想定内です。  
常伝導体の電気抵抗は、  
20×10－ 8×1÷10－ 3＝2×10－ 4 オーム  
 
一台当たり必要な力は、360×9.8 ニュートン。  
この力を超伝導電磁エンジンにより得る場合の必要な電流の強さ（ I）を求めます。  
 
F＝BIL ですから、  
360×9.8＝5×I×1 
I＝705.6 アンペア  
 
この値が、 大電流に 2/πをかけて 2 で割ったものになります。  
ですから、 大電流は、  
π×705.6 アンペア  
 
実効電流は 大電流を√2 で割ったものです。  
π×705.6÷√2≒1567 アンペア  
 
このときの常伝導体の消費電力は、  
（1567） 2×2×10－ 4≒492 ワット  
ちなみに電圧は、  
1567×2×10－ 4＝0.3134 ボルト  
 
 
☆配線に使用する銅製ケーブルについて。  
銅製ケーブルの長さを 30 メートル。  
銅製ケーブルの断面積は 3×10－ 4 平方メートル。  
銅の抵抗率を 2×10－ 8 オーム・メートル。  
銅の密度を 8.96×103 キログラム /メートル 3 
以上を前提として計算します。  
 
銅製ケーブルの重さは  
8.96×103×3×10－ 4×30≒80.7 キログラム  
電気・電子系 140 キログラムに約 60 キログラム程度残ります。  
銅製ケーブルの電気抵抗は  
2×10－ 8×30÷（3×10－ 4）＝2×10－ 3 オーム  
このときの銅製ケーブルの消費電力は、  
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（1567） 2×2×10－ 3≒4911 ワット  
常伝導体 6 個と銅製ケーブルの消費電力は、  
492×7＋4911＝8355 ワット  
 
これに加えて、冷却器系に 400 ワット必要としても、  
5 キロワットの電源が二台あれば、賄えると考えます。  
例えば、「ヤマハ発電機 EF6000E-YAMAHA 4 サイクル発電機」を用いることができます。 
この発電機の連続運転時間は、6.9 時間です。  
 
300 キログラムを載せた場合の加速性能を示します。  
総重量は、1130＋300＝1430 キログラム  
 
上昇加速性能を計算します。  
360×5×9.8－1430×9.8＝1430×α  
これを解いて、  
α＝2.53 メートル／秒 2 
 
前進加速性能を計算します。  
360×2×9.8＝1430×α  
これを解いて、  
α≒4.93 メートル／秒 2 
 
満載（500 キログラム）の場合の加速性能を示します。  
総重量は、1130＋500＝1630 キログラム  
 
上昇加速性能を計算します。  
360×5×9.8－1630×9.8＝1630×α  
これを解いて、  
α≒1.02 メートル／秒 2 

 
前進加速性能を計算します。  
360×2×9.8＝1630×α  
これを解いて、  
α≒4.32 メートル／秒 2 
 
発電機の性能から、これらの力を 6.9 時間連続して出せることになります。  
 
加速度 4 メートル／秒 2 で、6 時間飛行した場合の航続距離を計算してみましょう。  
4×（6×60×60） 2÷2＝933120000 メートル  
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約 93 万キロメートルとなります。地球の円周が約 4 万キロメートルですから、地球を 20
周以上できます。地球と月の距離が約 384400 キロメートルですから、一往復できる計算

となります。  
 
◇（4）燃料電池  
 ◇（3）までを書いた後、燃料電池について知識を増やすことができました。ホンダの

ホームページによると、ホンダの次世代燃料電池車「FCX コンセプト」に搭載されてい

る燃料電池は、小型で高効率であり、100 キロワットもの出力を有します。この燃料電池

は出力と重量を比較するならば、充電池より遥かに効率的であり、発電機よりもかなり効

率的であると考えられます。消費電力が冷媒型に比べて比較的大きい無冷媒型超伝導磁石

の使用も可能にすると考えられます。そして、次章で述べるフリーエネルギーを使用して、

水素を大量に安価に製造できます。従って、エアカー、エアバイクが実用化されるときに

は、燃料電池を搭載するものと考えられます。これに伴い、ガソリンスタンドは水を電気

分解して水素を販売する水素スタンドとなるでしょう。  
 
◆第４節  従来の移動・運搬手段の高性能化  
 超伝導電磁エンジンを用いると従来無かった機能や性能を持たせるこことができます。

また、従来無かった移動・運搬手段を実現できます。  
 
◇（1）飛行機の高性能化  
 飛行機に浮力を得るためと、上昇・下降用に電磁エンジンを装備します。上昇・下降用

の電磁エンジンにより、垂直離着陸が可能になります。電磁エンジンにより浮力を機体に

与えて、機体を安定させるとともに機体に働く重力を打ち消した上で、従来のジェットエ

ンジン等で推進させれば、極めて経済的なパフォーマンスを得ることができます。  
 
 
◇（2）衛星の打ち上げ  
 衛星を載せられる丈夫な台もしくは箱を作ります。台もしくは箱の下面に数機の電磁エ

ンジンを全体のバランスを保てるように配置します。電磁エンジンの推進力が天地方向に

働くように、電磁エンジンを台もしくは箱の骨格に固定します。電磁エンジンは浮力を得

るためと、機体の安定のためと、上昇・下降する力を得るために用います。この台もしく

は箱に人工衛星を載せて、宇宙の衛星軌道にまで上昇させ、人工衛星を切り離し、台もし

くは箱だけが下降して地球に戻ってきます。再利用型ロケットと同じ機能を簡単に実現で

きます。  
 現行の２トン級衛星打上げを考えた場合、この章の第１節◇（3）の数万アンペアの供

給方法をどのように考えるかについて説明します。  
 私は、衛星の打ち上げについて、超伝導電磁エンジンを衛星に装備して、その超伝導電

磁エンジンの力で、衛星を打ち上げることは想定していません。第３章の新型有人宇宙船

の貨物として打ち上げるか、上のような方法で打ち上げることを想定しています。  
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上の再利用型ロケットの機能を持つ装置は、「UFO のような飛翔体」の下面の三台の超伝

導電磁エンジンだけを残して、他の超伝導電磁エンジンと再利用型ロケットとして機能す

るのに不要な機能を取り外したものとご理解ください。  
 
 
◇（3）高性能無人探査機  
 超伝導電磁エンジンを一台装備してメインエンジンとします。そして、従来の宇宙用エ

ンジンを用いて、姿勢制御・方向転換等を行います。超伝導電磁エンジンを装備している

ので、大きな推力を長期間安定的に得ることができるとともに、従来の宇宙用エンジンを

姿勢制御・方向転換等に用いるので、小型化・軽量化できます。  
 衛星の打ち上げについて、超伝導電磁エンジンを衛星に装備して、その超伝導電磁エン

ジンの力で、衛星を打ち上げることは想定していません。それでは、あまり効率がよくな

いことを認めます。そこで、新型有人宇宙船の貨物として打ち上げるか、◇（2）で述べ

ている方法で打ち上げることを想定しています。すなわち、このメインエンジンは、衛星

の打ち上げに使用するのではなくて、宇宙空間の飛行に使用するものです。  
 そして、数トンの力が必要なのは、重力下で、重力を打ち消して飛行する場合です。宇

宙空間を飛行するには、もっと小さな力で済みます。数万アンペアの電流は、宇宙空間で

は必要ありません。従って、この点から超伝導電磁エンジンの電源は小さいもので済みま

す。  
 
 
◇（4）空飛ぶ自動車  
 アメリカのモラー社がスカイカーを開発しています。このスカイカーを基にして空飛ぶ

自動車を製作すれば、簡単にできます。スカイカーの機体全体の重心に、電磁エンジンを

一台、配置します。この電磁エンジンにより、機体全体に働く重力の打消しと上昇・下降

を行います。その他の、前方・後方への推進、機体の安定、方向転換等は、従来技術に任

せます。これにより、完全な「空飛ぶ自動車」が容易に実現します。この「空飛ぶ自動車」

は垂直離着陸ができます。高空を飛行機と同じように飛べます。地上、数十センチメート

ルを飛行して、車輪なしで走行できます。従来の地上車の直上を安定して飛行して追い抜

いていくことができます。  
 
◇（5）空中飛行列車  
 千葉市内を懸垂型モノレールが走っています。懸垂型モノレールとしては営業距離世界

長（１５．２㎞）のギネス認定を受けたそうです。私も何度か乗車したことがあります。

千葉市中心部ではビルの谷間を路線が通っています。懸垂型ですのでレールは車体の上に

あり、列車は空中に吊るされたような格好になっています。ですから、車内から景色を眺

めると、ビルの谷間を縫って空中を飛行しているような壮観が見られます。  
 超伝導電磁エンジンで列車を浮かせて走らせれば、このような空中飛行列車を完全な形

で実現できます。支柱やレール無しで、ビルの谷間を空中飛行したり、山間部の渓谷の上
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を縫うように走ったりする列車を実現できます。リニアモーターカーのように軌道を必要

としませんし、軌道と作用せずに飛行機と同じように飛行するので、速度もリニアモータ

ーカーを上回ります。建設費用も少なくて済みます。  
 
 
 人類社会の幸福と科学の発展のために、以上のような素晴らしい可能性を有する革命的

推進機関である超伝導電磁エンジンを実現したいと思っています。そのために、超伝導電

磁エンジンの原理確認の実験を早急に行いたいと思っています。原理確認後は、優秀な日

本の科学者・技術者にエンジンとして早急に実用化していただけるものと考えています。  
 超伝導電磁エンジンは、船体外部と相互作用せずに駆動する慣性駆動エンジンであり、

無反動推進を行えます。電磁気力の推進力への変換と反作用の打ち消しを原理とし、推進

剤・反動質量を伴わない推進方法なので、従来のエンジンよりも遥かに優れています。高

い信頼性とコストパフォーマンスを持たせることができます。超伝導電磁エンジンの原理

確認の実験に協力してくださるようお願いします。  
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★第３章 人類社会への影響  
 前章の検討により、超伝導電磁エンジンが素晴らしい性能の革命的な移動手段を実現す

る可能性を持っていることを理解されたものと考えます。この章では、そのような素晴ら

しい力を持つ超伝導電磁エンジンが人類社会に与える影響について考えてみます。  
 
◆第１節 フリーエネルギー  
 まず、超伝導電磁エンジンの素晴らしい果実、フリーエネルギーを与える電磁力発電に

ついて説明します。  
 
◇（1）フリーエネルギーの福音  
  超伝導電磁エンジンの運動エネルギーを利用して、発電機を回せば、超伝導電磁エンジ

ンに必要な電力よりも、かなり大きな電力を得ることができます。すなわち、発電が可能

となり、フリーエネルギーが得られます。  
 フリーエネルギーは人類にとり福音です。地球温暖化に対する根本的対策となります。

石炭や石油などを燃やして電力を得る必要がなくなります。フリーエネルギーを利用して

得られた電力により、水を電気分解して得られた水素を乗り物の燃料とすることができ、

排気ガスの害が除かれます。石炭や石油などの化石燃料の資源枯渇の根本的対策となりま

す。食料と競合するバイオエタノールを使わないで済みます。危険を伴い、廃棄物の処理

が大問題である原子力発電を利用する必要がなくなります。フリーエネルギーの実現によ

り、市民の経済生活も楽になります。フリーエネルギーを利用した安価な電力により製品

のコストが低下します。フリーエネルギーを利用した電力により、家庭では、例えば二千

円という定額の料金で、電力を好きなだけ使用できるようにすることも可能と考えられま

す。自家用車の燃料として、安価な水素を利用できます。資源の乏しい日本にとっては、

特に大きな福音となるでしょう。  
  しかし、フリーエネルギーは福音ですが、短期的には負の面があります。それは、産業

構造の転換が必要であり、陽のあたる新産業が出現すると共に、斜陽産業が出現するとい

うことです。例えば、燃料としての石油は大部分が不要となり、化学原料としてのみ必要

とされるでしょう。燃料としてのガスも大部分不要となり、高火力を必要としたりする分

野にのみ必要とされるでしょう。ですから、政府は産業構造の転換を支援すべきというこ

とになります。フリーエネルギーを利用する電力産業やバイオ化学原料産業、リサイクル

産業などに転換もしくは業種拡大する支援を積極的に行うべきでしょう。これに加えて、

乗り物産業も、超伝導電磁エンジンの反重力に対応する必要がでてきます。これに対して

も、政府は積極的に支援を行うべきでしょう。  
 以下、フリーエネルギーを得る方法について具体的に説明します。  
 
 



◇（2）超伝導電磁エンジンの第二の利用法  
 まず、超伝導電磁エンジンにより、物体を回転させる方法について説明します。  

 

 図 36 のように回転軸 1 から等距離の対称的な位置 2 に二つの高周波超伝導電磁エンジ

ンを固定し、高周波超伝導電磁エンジンによる回転半径に対して垂直な推進力 3 を回転軸

に与え、回転運動エネルギーを得ます。超伝導電磁エンジンと冷却器を一体として回転軸

の延長に固定します。高周波電源と超伝導電磁エンジン・冷却器との接続については、必

要に従い、高周波超伝導電磁エンジン・冷却器・高周波電源を一体として回転体・回転軸

の延長に固定します。あるいは、回転軸とともに回転する二つの端子とブラシを用いて、

電気ケーブルを高周波電源から超伝導電磁エンジン・冷却器に接続します。  
 このようにして超伝導電磁エンジンによって得られる回転運動エネルギーにより、発電

機を回すのです。  
 
 
◇（3）発電の具体的計算例  
 ◇（2）の複数の超伝導電磁エンジンを発電機の回転軸の延長に固定し、超伝導電磁エ

ンジンに回転半径に対して垂直な同じ回転方向の推進力を生じさせ、超伝導電磁エンジン

とともに回転軸とその延長を回転させる方法により、発電機を回す装置が可能です。計算

により、この装置の消費電力と発生させる電力を比較してみましょう。  
  具体的には、落差 100 メートルで理論出力 10 万キロワットの水力発電と同じ能力の発

電をこの装置が行うとします。この水力発電において発電機を回している力を求めてから、

その力を超伝導電磁エンジンが出すときに、必要な消費電力を求めます。  
 
 まず、発電機を回している力を求めます。  
水力発電所の出力は  
理論出力（キロワット）＝g（重力加速度）×水量（立方メートル /秒）×落差（メートル） 
の関係にあります。  
本問の場合、水量を M キログラムとすると、1 立方メートルの水の重さが 1000 キログラ

ムですから、  
 
108＝Mg×102 
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M＝106/g 
 
落差 100 メートルを水が落下するのに必要な時間（ t）を求めます。  
 
100＝1/2gt2 
t≒4.51754 
 
100 メートル落下したときの水の速度（v）は次のようになります。  
v=gt 
 
この速度が v から 0 になることにより発電機に力（ f）を与えているとすると、  
Mv＝ f×1 
この式の左辺は運動量、右辺は力積（力×時間）となっています。時間が 1 秒なのは、M
が 1 秒間の水量であるとともに発電能力は 1 秒間の発電能力だからです。  
これに数値を代入します。  
 
（106/g）×（g×4.51754）＝ f 
 
整理すると、  
f≒4.52×106 ニュートン  
 
この力（ f）を次のような超伝導電磁エンジン 4 台により得るものとします。  
 
☆常伝導磁石について  
超伝導磁石の与える磁場が 5 テスラ。  
常伝導磁石の常伝導体には鉄を使用します。  
常伝導磁石の一回りの長さが 4 メートル。  
常伝導体の断面積を 0.2 平方メートル。  
鉄（鋼鉄）の抵抗率を 20×10－ 8 オーム・メートル。  
鉄の密度を 7.87×103 キログラム /メートル 3。  
 
☆配線に使用する銅製ケーブルについて。  
銅製ケーブルの長さを 10 メートル。  
銅製ケーブルの断面積は 0.012 平方メートル。  
銅の抵抗率を 2×10－ 8 オーム・メートル。  
銅の密度を 8.96×103 キログラム /メートル 3 
 
以上を前提として計算します。  
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常伝導体の重さは、  
7.87×103×0.2×4＝6296 キログラム  
常伝導体の電気抵抗は、  
20×10－ 8×4÷0.2＝4×10－ 6 オーム  
 
銅製ケーブルの重さは  
8.96×103×0.012×10＝1075.2 キログラム  
銅製ケーブルの電気抵抗は  
2×10－ 8×10÷0.012＝1/6×10－ 4 オーム  
 
1 台の重さを求めます。  
6296＋1075.2＝7371.2 
これに超伝導磁石などの重さを加えて、1 台の重さを 10000 キログラムとします。  
4 台では 40000 キログラムになります。  
この重量を無効にするには、  
40000×9.8＝392000 ニュートンの力が必要となります。  
これに、 f の力を加えた力を電磁エンジン 4 台で得ることになります。  
4.52×106＋0.392×106＝4.912×106 ニュートン  
1 台当たり必要な力は、  
4.912×106÷4＝1.228×106 ニュートン  
 
この力を超伝導電磁エンジンにより得る場合の必要な電流の強さ（ I）を求めます。  
 
F＝BIL ですから、  
 
1.228×106＝5×I×4 
I＝6.14×104 アンペア  
 
この値が、 大電流に 2/πをかけて 2 で割ったものになります。  
ですから、 大電流は、  
π×6.14×104 アンペア  
 
実効電流は 大電流を√2 で割ったものです。  
π×6.14×104÷√2≒1.37×105 アンペア  
 
このときの常伝導体の消費電力は、  
（1.37×105） 2×4×10－ 6＝7.5076×104 ワット  
すなわち、約 76 キロワット。  
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ちなみに電圧は、  
1.37×105×4×10－ 6＝0.548 ボルト  
 
このときの銅製ケーブルの消費電力は、  
（1.37×105） 2×1/6×10－ 4≒3.13×105 ワット  
すなわち約 313 キロワット。  
 
常伝導体と銅製ケーブルの 4 台分の消費電力は、  
（76＋313）×4＝1556 キロワット  
 
これに超伝導磁石 1 台の冷却に 50 キロワット必要として、200 キロワットを加えると、  
1556＋200＝1756 キロワット  
 
10 万キロワットの発電能力に対して装置の消費電力は十分の一未満の小さなものになり、

発電は十分に可能と考えられます。わたしは、この発電方法を「電磁力発電」と名づけま

した。  
 
◇（4）電磁力発電の理論的根拠  
 電磁力発電では、超伝導電磁エンジンの脈流等の消費により必要な電力よりも、かなり

大きい電力を生じさせることができると考えられます。すなわち、電気エネルギーを無尽

蔵に取り出すことができると考えます。このエネルギーはどこから来るのでしょうか。発

電が可能な理由を述べます。  
 超伝導電磁エンジンにより、フリーエネルギーが実現するのは、  
1.超伝導磁石がエネルギーを生み出していて、  
2.そのエネルギーを超伝導電磁エンジンが人間の利用可能な形で取り出すことができ、  
3.熱力学の法則に矛盾しないからです。  
 
「1.超伝導磁石がエネルギーを生み出す。」ことについて述べます。  
 超伝導磁石は低消費電力で非常に強い磁場を広い空間に発生させられます。この磁場は

大きなエネルギーを持ちます。ちなわち、超伝導磁石は低消費電力で大きなエネルギーを

連続的に発生させています。そのエネルギーを超伝導電磁エンジンは直接的に力に変換で

きます。その力を利用して発電したので、超伝導磁石が発生させている大きなエネルギー

を電気エネルギーとして取り出すことができたのです。すなわち、この装置は超伝導磁石

のエネルギーを利用するものなのです。  
 これに対しては、皆さんの中には、超伝導磁石の系のエネルギーは一定ではないかとい

う疑問や、超伝導磁石は与えられたエネルギー以上のエネルギーを持っていないという疑

問を持つ人がいるでしょう。これから、その疑問に対して答えます。  
まず、基本的なことを確認します。  
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エネルギー (energy)・仕事の単位は、ジュール。  
仕事率 (power)の単位は、ジュール／秒。  
仕事率からエネルギーを求めるには時間 (秒 )をかける必要があります。  
超伝導磁石は、電力を供給してから回路から切り離す前と後で、磁石として同じ性能を持

つと考えられます。ですから、超伝導磁石は、回路から切り離す前と後で、同じ仕事率を

持つと考えられます。  
 
このことを前提にして、超伝導磁石の回路から切り離す前と後のエネルギーを比較してみ

ましょう。  
まず、切り離す前に与えたエネルギーは、「仕事率×A 秒」です。  
次に、切り離した後のエネルギーは、「仕事率×B 秒」です。  
仕事率は、回路から切り離す前と後で同じですから、A 秒と B 秒の時間に従って、切り離

す前と後のエネルギーは異なることになります。  
 そして、A 秒はある限定された時間、B 秒は永久的な時間と考えられます。従って、超

伝導磁石を低温に保つための電力供給を考慮に入れても、切り離した後のエネルギーの方

が、断然大きいということになります。  
 このことは、切り離す前に与えたエネルギーよりも、大きなエネルギーを生み出してい

るということになります。一定なのは、エネルギーではなく、パワーということです。  
 どうして、超伝導磁石はエネルギーを生み出すことが可能なのでしょうか。マクロな世

界で強い磁力を維持するにはエネルギーを必要とします。このことは、通常の常伝導の電

磁石が電力を供給しなければその性能を保てないことに明らかです。ところが、超伝導磁

石は、低温に保つための小さな電力供給は必要ですが、磁力を保つための大きな電力供給

は必要としません。これは、超伝導状態においては、電流が抵抗ゼロで永久的に流れるか

らです。永久電流をもたらす超伝導は驚異の現象と言えるでしょう。  
 
「2.そのエネルギーを超伝導電磁エンジンが人間の利用可能な形で取り出せる。」ことにつ

いて述べます。  
 まず、超伝導電磁エンジンは、脈流のための電力供給を必要とすることについて。この

脈流は、そのまま、フレミング左手の法則に基づいた推進力の源となります。F＝Bil を与

える電流として運動エネルギーとなります。ですから、◇（3）の具体的計算例のように、

超伝導磁石のエネルギーを発電に利用可能にすると考えられます。  
 そして、超伝導磁石のエネルギーを人間が利用可能な形で取り出せる理由は、運動量秩

序が「マックスウェルの悪魔」のような役割を果たしているからだと考えます。マックス

ウェルの悪魔の役割を「マックスウェルの悪魔」（都筑卓司著、講談社ブルーバックス）か

ら引用してみると、次のようなものです。  
「マックスウェルの悪魔に力はない。彼ら独自の力で粒子のエネルギーを高めることは不

可能である。彼らにできることはものを揃えること、いいかえれば、物質を小さな確率の

状態にすることだけである。」（158 頁）  
運動量秩序により、電子対の運動量は一定の大きさに揃えられます。これは正しくマック
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スウェルの悪魔のように秩序をもたらす役割を果たしていると言えるのではないでしょう

か。また、都筑氏はこうも言っています。  
「ミクロ物理学の主役をなす分子、原子は、ふつうにはまったく不規則な運動をしている。

もしこれらの粒子の動きを支配できるものがあるとしたら……それはマックスウェルの悪

魔である。」（80 頁）  
 そして、運動量秩序は、電子対という極微の問題であるとともに、超伝導というマクロ

な量子現象に属します。  
「もし、エネルギー保存則に疑問がもたれるような事柄がかりに起こったとしたら、それ

は日常現象にくらべてはるかに極微な世界……たとえば極微の素粒子の問題あたりである

かもしれない。」（63 頁）  
超伝導状態にはマックスウェルの悪魔が棲んでいて、極微の世界の問題が我々の日常世界

に現出するのです。  
 
「3.熱力学の法則に矛盾しない」ことについて述べます。  

超伝導電磁エンジンによりフリーエネルギーがもたらされるということは、「エネルギー

保存則に疑問がもたれるような事柄」だと言えます。しかし、超伝導電磁エンジンは熱力

学の法則を破りません。  
まず、熱力学第一法則との関係について述べます。  

超伝導磁石がエネルギーを生み出していると述べましたが、これは正確に言えば、超伝導

磁石が電子自体の有するエネルギーを引き出していると言うことです。このため、超伝導

電磁エンジン及び超伝導電磁エンジンによる発電 (電磁力発電 )と熱力学の法則は矛盾しま

せん。  
電子が「運動」すると磁場を発生します。この磁場のエネルギーは何が供給するのでし

ょうか。この磁場のエネルギーは、電子の「運動」エネルギーが変換されたものではあり

ません。永久電流は磁場を発生させることにより、運動量秩序に従って一斉に「運動」エ

ネルギーを失うことが可能であると考えられます。しかるに、永久電流は、磁場の発生に

より「運動」エネルギーを失って減衰することが無いのです。また、電場によって運動さ

せられたときの電場のエネルギーでもありません。電場が加えられていない永久電流でも

磁場を発生させ続けるからです。従って、電子自体の持つエネルギーが磁場の源となって

いると考えられます。しかし、通常は磁場を発生させるためには、電場の力で、電子を運

動させる必要があります。電子を運動させるための電力を供給する必要があります。常伝

導状態においては、大きな電力供給がなければ、強大な磁場を維持できないのです。とこ

ろが、超伝導状態では、超伝導状態を保つために電力は必要としても、電子が抵抗ゼロで

運動し続けるので、電子を運動させるための電力を供給する必要がありません。結果とし

て、超伝導磁石においては、小さな電力供給で強大な磁場のエネルギーが利用可能になり

ます。ですから、超伝導電磁エンジンは超伝導磁石を要素とすることで、電子が元々持っ

ているエネルギーを利用するに過ぎず、熱力学第一法則には反しません。  
 



 
次に、熱力学第二法則との関係について述べます。  
超伝導電磁エンジンは、超伝導磁石の磁場のエネルギー (A)と脈流のエネルギー (B)と超

伝導磁石を低温に保つための電気エネルギー (C)を利用します。これらを利用して超伝導電

磁エンジンが持つ推進力のエネルギー (D)は、利用するエネルギー (A+B+C)よりも、小さい

ものです。  
 
D＜A+B+C 
 
そして、超伝導電磁エンジンを利用した電磁力発電による得られる電気エネルギー (E)は、

超伝導電磁エンジンが持つ推進力のエネルギー (D)よりも小さいものです。  
 
E＜D 
 
ですから、  
 
E＜D＜A+B+C 
 
となり、熱力学第二法則に反しません。  
ただし、E＞B+C 
という関係を成立させることができます。  
差し引き大きい分 (E－B－C)だけ、供給した電力 (B+C)よりも大きい電力 (E)を手に入れる

ことができます。そのような計算結果を得られます。これは、超伝導磁石においては、小

さな電力供給で強大磁場のエネルギーが利用可能になり、その超伝導磁石の強大磁場のエ

ネルギーを超伝導電磁エンジンが利用しているからです。結果として、フリーエネルギー

を得ることができます。  
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◇参考例  
 この力（ f）を第２章第１節の具体的計算例で使用した超伝導電磁エンジン 4 台により得

るものとします。  
 
☆常伝導磁石について  
超伝導磁石の与える磁場が 5 テスラ。  
常伝導磁石の常伝導体には鉄を使用します。  
常伝導磁石の一回りの長さが 1.6 メートル。  
常伝導体の断面積を 0.02 平方メートル。  
鉄（鋼鉄）の抵抗率を 20×10－ 8 オーム・メートル。  
鉄の密度を 7.87×103 キログラム /メートル 3。  
 
☆配線に使用する銅製ケーブルについて。  
銅製ケーブルの長さを 10 メートル。  
銅製ケーブルの断面積は 0.012 平方メートル。  
銅の抵抗率を 2×10－ 8 オーム・メートル。  
銅の密度を 8.96×103 キログラム /メートル 3 
 
以上を前提として計算します。  
 
常伝導体の重さは、  
7.87×103×0.02×1.6＝251.84 キログラム  
常伝導体の電気抵抗は、  
20×10－ 8×1.6÷0.02＝1.6×10－ 5 オーム  
 
銅製ケーブルの重さは  
8.96×103×0.012×10＝1075.2 キログラム  
銅製ケーブルの電気抵抗は  
2×10－ 8×10÷0.012＝1/6×10－ 4 オーム  
 
1 台の重さを求めます。  
251.84＋1075.2＝1327.04 
これに超伝導磁石などの重さを加えて、1 台の重さを 2000 キログラムとします。  
4 台では 8000 キログラムになります。  
この重量を無効にするには、  
8000×9.8＝78400 ニュートンの力が必要となります。  
これに、 f の力を加えた力を電磁エンジン 4 台で得ることになります。  
4.52×106＋0.0784×106＝4.5984×106 ニュートン  
1 台当たり必要な力は、  
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4.5984×106÷4＝1.1496×106 ニュートン  
 
この力を超伝導電磁エンジンにより得る場合の必要な電流の強さ（ I）を求めます。  
 
F＝BIL ですから、  
 
1.1496×106＝5×I×1.6 
I＝1.437×105 アンペア  
 
この値が、 大電流に 2/πをかけて 2 で割ったものになります。  
ですから、 大電流は、  
π×1.437×105 アンペア  
 
実効電流は 大電流を√2 で割ったものです。  
π×1.437×105÷√2≒3.2×105 アンペア  
 
このときの常伝導体の消費電力は、  
（3.2×105） 2×1.6×10－ 5＝1.6384×106 ワット  
すなわち、約 1639 キロワット。  
 
ちなみに電圧は、  
3.2×105×1.6×10－ 5＝5.12 ボルト  
 
このときの銅製ケーブルの消費電力は、  
（3.2×105） 2×1/6×10－ 4≒1.7067×106 ワット  
すなわち約 1707 キロワット。  
 
常伝導体と銅製ケーブルの 4 台分の消費電力は、  
（1639＋1707）×4＝13384 キロワット  
 
これに超伝導磁石 1 台の冷却に 10 キロワット必要として、40 キロワットを加えると、  
13384＋40＝13424 キロワット  
 
10 万キロワットの発電能力に対して装置の消費電力は五分の一未満の小さなものになり、

この場合でも発電は可能と考えられます。  
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◆第２節 社会への影響  
 超伝導電磁エンジンを成熟した技術として実現できるのかを検討した上で、実現した超

伝導電磁エンジン技術が社会や人間の幸福にとりどのような影響を与えるのかを示します。 
 
◇（1）超伝導電磁エンジンの実現可能性  
 
 第一に、原理確認の実験が成功する必要があります。超伝導電磁エンジンの原理は、第

１章に詳述されています。私は、超伝導電磁エンジンの原理は、物理と超伝導の基本原則

に則っており、現代物理学に矛盾せず整合的であり、実験が成功するものと確信していま

す。原理確認後は、優秀な日本の科学者・技術者にエンジンとして早急に実用化していた

だけるものと考えています。超伝導電磁エンジンの要素技術は既に確立されたものばかり

であり、それらを新しい考え方に基づいて、組み合わせて画期的効果を得るものだからで

す。  
 例えば、超伝導磁石は既に実用化された技術です。超伝導電磁エンジンが利用する高周

波電流は、VHF（超短波）、UHF（極超短波）であり、アナログテレビ放送に利用されて

います。その他、電流を制御する電気・電子技術や電源の技術は確立されています。常伝

導体に用いる鉄鋼も製鉄産業により、望みのものが手に入ると考えられます。制御プログ

ラムも発達したコンピュータ技術が、提供してくれます。  
 
 
◇（2）社会への貢献の可能性  
 超伝導電磁エンジンの普及がどのようにして人間の幸福を増進させるのかを説明します。 
 
☆環境への影響  
 超伝導電磁エンジンは電磁気力の推進力への変換を行いエネルギー源とします。電気自

動車と同じ程度に環境にクリーンです。超伝導電磁エンジンは交通機関の推力・浮力・制

動力として利用できます。エンジンとして超伝導電磁エンジンだけを複数装備して、複数

の超伝導電磁エンジンを電子制御することにより、空中を自由自在に飛行できる自動車（エ

アカー）を製造できます。空中を進むので、現在の自動車よりも快適だし、現在の自動車

の通行できないような所も進めますし、現在の自動車の上を抜き去って行くこともできま

す。現在の自動車よりも遙かに魅力的ですので、市販されれば、急速に取って代わるでし

ょう。そうなれば、電気自動車が普及したのと同じことになり、環境に良い影響を与えま

す。このエアカーにより、排気ガス問題は解決します。  
 しかし、エアカーが空中を無秩序に行き交っては危険ですので、空間利用の規制が必要

となり、エアカーもその規制に従うものである必要があります。全世界共通のエアカーの

規格と規制が望まれるでしょう。人間はこの規制が守れる道徳的存在である必要があるで

しょう。  
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☆渋滞・痛勤の解消  
 超伝導電磁エンジンにより、空飛ぶ自動車やエアカーなどが可能となります。空を飛ぶ

車なので、現在の道路の上に、何重にも道路を設けることができます。従って、道路の容

量が飛躍的に改善され、渋滞は解消されます。その新しい空路とも言うべき道路は、エア

カーを誘導する設備を設けるだけで簡単に建設できます。また、エアカーは空中を進むの

で 下部の路面の傷みが極端に少なくなります。ただ、緊急時に着陸する退避所などは必

要になるでしょう。少ない費用で至る所に新しい道路を建設できます。エアカーでビルの

十階に直接乗り入れるようなこともできるようになります。また、超伝導電磁エンジンを

利用できるのは自動車だけではありません。列車を空中に浮かせて進ませることもできま

す（空中飛行列車）。山の手線の上に第二、第三山の手線というように何重にも建設できま

す。これにより痛勤は解消できます。船舶を空に飛ばせることだってできます。従って、

空は高度に利用されるようになり、交通機関をどのように乗り入れさせるか総合的な計画

と規制が必要になります。  
 
☆空港騒音の解消  
 超伝導電磁エンジンを装備した高性能飛行機により、空港騒音を解消することができま

す。超伝導電磁エンジンは、ジェットエンジンのようにガスを燃焼させるのではなく、電

気エネルギーを直接、推進力に変換するので、騒音を出しません。高性能飛行機とは、こ

の超伝導電磁エンジンを装備して、垂直離着陸を行い、前方への推進をジェットエンジン

で行うものです。超伝導電磁エンジンにより、浮力を得ることができるので、大変経済的

です。この高性能飛行機が従来の飛行機に取って代わり、空港で垂直離着陸を行い、高空

に達してからジェットエンジンをふかすようにすれば、空港騒音は解消できます。  
 
☆バリアフリー社会の完全実現化  
 バリアフリー社会の実現が望まれています。しかし、その実現には設備を改修する必要

があり、多大な費用が必要となります。しかし、超伝導電磁エンジンにより完全なバリア

フリー社会が実現します。この超伝導電磁エンジンを使用すれば、空中を浮遊する車椅子

が可能になるからです。この空中車椅子があれば、車椅子と人の重みを無視でき、どんな

に急な階段でも段差でも車椅子のまま一人で上ることができます。施設の改修の必要なし

に、バリアフリー社会が実現します。しかし、超伝導電磁エンジンの小型化プロジェクト

を推し進める必要があります。  
 
☆雪国の困難解消  
 超伝導電磁エンジン装備のエアカーにより、雪国の困難も緩和されます。雪をエアカー

に載せて大量に運搬し、広大な日本海に投棄することが簡単にできるようになります。し

かし、標識や交通規制に工夫が必要でしょう。エアカーは、短時間かつ安いコストで雪の

上を移動することができます。ですから、エアカーが配備されれば、高熱にあえぐ子供を

抱え、雪の上で為すすべもなく泣くしかない、そんなことがなくなります。  
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☆火災に対する消防の容易化  
 空飛ぶ自動車や空飛ぶ船によって短時間かつ安いコストで現場に駆けつけ、極めて大量

の水を空中から散布することができます。一遍に一万トンを投下することだって可能です。

しかし、それでは洪水になってしまいますが。現場に応じて消防官が工夫した量を工夫し

た方法で自由な高さから、自由な量で散水できるのです。また、警察や消防には特別の航

路帯が割り当てられるので、極めて短時間で現場に駆けつけることができるようになりま

す。火災の怖さは減るでしょう。消防活動により、人命や財産がより多く救われるように

なるでしょう。  
 
☆油汚染対策  
 タンカーなどの船舶が事故に遭って、石油が流出する恐れがある状況になっても、機敏

に対処することが可能になります。現場に駆けつけ、空飛ぶ船で事故船を持ち上げ、都合

の良い場所に移動させ、エアカーの上の台から、人間の手で故障個所を直したり、空飛ぶ

船のポンプで石油を直ちに抜き取ったりすることができるようになります。  
 
☆地震  
 地震に対しても超伝導電磁エンジンは対処可能です。地震の第一波を検知したら、直ち

に自動的に地震を避けるのに必要な高さまで建物を空中に持ち上げる超伝導電磁エンジン

装備の機械を床下に設置しておくのです。ですから、その場合、建物は底面の数カ所の点

からの持ち上げに対して十分に耐えられる構造を持っていなくてはなりません。コスト面

が心配されますが、超伝導電磁エンジンを使った製品が大量生産されるようになれば、そ

れほど大きな負担にはならないでしょう。  
 また、従来の列車や自動車と異なり、超伝導電磁エンジン装備の空中飛行列車やエアカ

ーは、空中を走行します。ですから、地面の揺れの影響を受けません。従って、大地震で

も交通事故を起こす可能性が小さくなります。  
 
☆  
 この他に、気象管理の可能性も考えられますが、気象管理は行うべきではないと考えま

す。その理由は、この本の終わりの部分で説明します。  
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◆第３節  宇宙開発への影響  
 次に、人類の未来である宇宙開発に与える超伝導電磁エンジンの近未来の影響を考えて

みましょう。  
 超伝導電磁エンジンにより、新型有人宇宙船を容易に建造できます。新型有人宇宙船と

は、「地球と宇宙を何度でも往復でき、飛行機のように繰り返し飛べる有人宇宙船」のこと

です。超伝導電磁エンジンが実用化されれば、この新型有人宇宙船の建造も可能になると

考えます。  
 第２章第２節◇（3）「UFO のような飛翔体の課題」が、そのまま新型有人宇宙船建造に

当たっての課題となります。UFO のような飛翔体は、宇宙船と同じように人間と装置を保

護できるようにするとともに、宇宙空間の航法装置を装備すれば、直ちに宇宙に行くこと

ができ、宇宙旅行にも使用できるのです。  
 この飛翔体を各専門分野の科学者・技術者の力が加わって、より強力で完成されたもの

にした宇宙船が新型有人宇宙船です。新型有人宇宙船建造に必要な要素技術は既に JAXA
により、研究準備されているものと考えます。新たに必要なものは、超伝導電磁エンジン

による推進力を船体に伝える丈夫な骨格の構造計算や建築方法などだと考えます。実現す

れば、例えば、次のような有人の月探査が速やかに実現可能になります。  
 
 
 
 
 
2010 年。  
超伝導電磁エンジンを装備した新型有人宇宙船を建造して、試験飛行と慣熟飛行が済んで

います。  
新型有人宇宙船が地球上で資材と人間を乗せて地球を離陸して月に向かいます。  
新型有人宇宙船は、大気圏を離脱し宇宙空間を飛行して月に到達。月面に着陸します。  
人間は月面に下りて資材を利用して探査活動を行います。  
その間、新型有人宇宙船はベースキャンプとして機能します。  
探査活動終了後、新型有人宇宙船は人間と必要な資材を乗せて月を離陸します。  
宇宙空間を飛行し、大気圏内をゆっくり降下して、新型有人宇宙船と人間がそのまま地球

に帰還します。  
整備後、同じ新型有人宇宙船を使用して、この活動を繰り返し何度でも行えます。このよ

うなことも可能となると考えます。月面基地の建設も無論可能です。  
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 超伝導電磁エンジンが実用化されれば、JAXA の長期ビジョンを早期に確実に実現でき

ます。  
 
（１）宇宙航空技術を活用することで、安全で豊かな社会の実現に貢献する   
 地球と宇宙を何度でも往復でき、飛行機のように繰り返し飛べる有人宇宙船を利用して、

頻繁に低コストで衛星を打ち上げることができます。これにより、「自然災害などへの対応

に役立つシステム  」と「地球環境問題への対応に役立つシステム」を早期に低コストで建

設できます。  
 
（２）宇宙の謎と可能性を探求することで、知の創造と活動領域の拡大に貢献する  
「新型有人宇宙船」を使用して、有人の月探査、有人の火星探査などの太陽系内探査が、

低コストかつ短期間かつ安全に実施できます。将来的には、他星系の有人探査も実現でき

ます。超伝導電磁エンジンを一台装備した「高性能無人探査機」を宇宙空間まで新型有人

宇宙船に載せて運び、そこから自力で目的の宇宙空間まで飛行して、「銀河やブラックホー

ルの観測、金星や水星の探査、月探査及び太陽系外探査などを目的とした、多くの宇宙探

査」を行うミッションを効率的に実現できます。新型有人宇宙船に大型望遠鏡を積載して

宇宙空間に行き、そこで様々な宇宙観測を行えます。新型有人宇宙船で人と資材・物資を

運び、月面に恒久的な基地を建設できます。月面に天文台を建設することもできます。以

上により、「日本を世界のトップ・サイエンスセンター」にできます。  
 
（３）世界 高の技術により、自在な宇宙活動能力を確立する  
 新型有人宇宙船等を利用して、「宇宙輸送システム」を建設できます。超伝導電磁エンジ

ンを利用して、「世界 高の信頼性と競争力を有する軌道間輸送機」を実現できます。新型

有人宇宙船は「安全に人が乗れる宇宙輸送システム」にすることができます。新型有人宇

宙船の建造・運航により、「有人宇宙飛行技術の蓄積」を行い、早期に「独自の有人宇宙活

動の実現」が達成できます。新型有人宇宙船を利用した宇宙活動により、「新しい宇宙利用

を創出する技術基盤の拡充」が実現できます。  
 
（４）自立性と国際競争力をもつ宇宙産業への成長に貢献する  
 超伝導電磁エンジンを利用した新型有人宇宙船の製造は、新たな基幹産業になることが

可能です。また、それに関連する知的財産権を日本が抑えることにより、日本の宇宙産業

は優位に立てます。それとともに、新型有人宇宙船により、宇宙活動が極めて活発になり、

既存の宇宙産業もその刺激を受けて、活発に成長すると考えられます。以上により、「宇宙

産業を日本の基幹産業へと押し上げ」ることが可能になります。  
 
（５）航空産業の成長への貢献と将来航空輸送のブレークスルーをめざす  
 高性能飛行機は、「国際市場で受けいられる魅力のある国産旅客機」とすることができま

す。この高性能飛行機は、超伝導電磁エンジンにより浮力を得るので、機体形状の設計に

対する制約が少なくなり、極超音速を容易に実現できます。従って、「マッハ５クラスの極



 74

超音速実験機で、太平洋を２時間で横断できる極超音速機」で、垂直離着陸により空港騒

音の悩みの無い高性能飛行機を実現できます。以上により、「航空機製造を日本の基幹産業

として復活」させることが可能になります。  
 
 超伝導電磁エンジンが実現した場合、「地球と宇宙を何度でも往復でき、飛行機のように

繰り返し飛べる有人宇宙船」（新型有人宇宙船）を建造して、利用することにより、宇宙へ

の敷居が極めて下がります。新型有人宇宙船を利用して、直ちに地球周辺での宇宙旅行が

可能となります。新型有人宇宙船は、何度でも再利用できるので、宇宙旅行の費用は大い

に低下します。近い将来には、月、火星などの太陽系内の観光旅行が可能となります。超

伝導電磁エンジン・新型有人宇宙船の活動により、活発な宇宙探査と宇宙観測が行われ、

その報道により宇宙が極めて身近に感じられるようになるでしょう。超伝導電磁エンジ

ン・新型有人宇宙船を利用した宇宙開発の迅速な進展により、人々はフロンティアとして

の宇宙に大いに希望を託せるようになるでしょう。  
 


