６０ の配管の熱処理など工
いも強まっていました︒そん

の現場も経験したいという思

た︒
充実感はありましたが︑他

くり要素技術を組み合わせ︑

た︒全国の工場にあるモノづ

うせめぎ合いに苦しみまし

と︑もう片方ができないとい

性と強度を兼ね備えた特殊な

があります︒そこで︑熱伝導

変形して壊れてしまうおそれ

め︑どうしても普通の銅では

フィールドが随分広がったと

年前と比べると︑当社の活躍

なりました︒私が入社した

計︑製作を依頼されるように

核融合関連部品についても設

カセットが初︒その後︑他の

まで行ったのは︑ダイバータ

合関連の仕事を設計から製作

った︒ＪＡＥＡによる工場

を与えたいという思いもあ

ロジェクトへの参画で︑夢

り組む若手社員に︑国家プ

負︒モノづくりに真摯に取

陰 で支えているという自

も︑日本のモノづくりを

ットライトが当たらなくて

に集積する要素技術︒スポ

自信があった︒全国７工場

込める手段として︑環状磁

超高温のプラズマを閉じ

どだ︒

温度は１億度Ｃに達するほ

めなくてはならない︒その

度のプラズマ状態で閉じ込

ために︑燃料を高温︑高密

る︒その反発力に打ち勝つ

は強い反発力が働いてい

同士の間に

し︑原子核

る︒ただ

とで起き

融合するこ

かり合って

ードでぶつ

以上のスピ

０００

が︑毎秒１

原子核同士

を構成する

応は︑原子

核融合反

ばならないダイバータカセ

技術条件をクリアしなけれ

る︒こうした高度で困難な

る材料と構造が求められ

には高熱や電磁応力に耐え

触れることはないが︑部品

せて閉じ込めるため︑直接

ットとダイバータから浮か

度Ｃのプラズマはブランケ

間運転を可能とする︒１億

マの純度を保つことで長時

して排出する装置︒プラズ

を冷却して︑低温の粒子に

融合反応で生まれた不純物

成する︒ダイバータは︑核

包む超電導コイルなどで構

空容器︑真空容器の外側を

イバータ︑これらを包む真

取り囲むブランケットとダ

カマク型装置はプラズマを

Ｔ︱６０ＳＡもこの型︒ト

型が有名だ︒ＩＴＥＲやＪ

ズマを閉じ込めるトカマク

こととなった︒

のプロジェクトに専念する

ープのグループ長としてこ

奥副本部長は︑核融合グル

を繰り返した︒このあと寺

計︑試作︑解析や要素試験

ＪＡＥＡに通いながら︑設

拠点に︑月に１︱２回ほど

業の繰り返し︒茨城工場を

も︑毎日は困難で地道な作

ルギーにロマンは感じて

一から学んだ︒未来のエネ

部副本部長の指導のもと︑

奥エンジニアリング事業本

クトにいた解析経験者の寺

の経験はゼロ︒Ａプロジェ

だ︒しかし︑２人とも解析

にいた︑やはり若手社員

った︒群馬工場と姫路工場

ェクトに新たに２人が加わ

解析要員として︑プロジ

４年だ︒

を︑ 台受注した︒納期は

装置用の部品﹁ダイバータカ

セット﹂が検収︑納品を終え

ました︒今のお気持ちはいか

がですか︒

を活かし︑ 年に運転をは

程ごとの仕事は請け負ってい
なとき入社 年目の２００８

感じています︒これからも溶

ません︒この後追加工事があ

し地点であり︑完成ではあり

います︒ただし︑まだ折り返
の知らずで︑ 行きます と即

になりました︒当時は怖いも

リーダーとして参加すること
ム︒強度不足だった溶接に関

の土台となるカセットフレー

例えば︑ダイバータカセット
クトのようなものであると伺

︱若手社員育成のプロジェ

工程のみの受託であり︑設

いた︒しかし︑それまでは

請け負うなど実績を重ねて

Ｔ︱６０﹂の部品の仕事を

計から手がけるのは今回が

っております︒４年間を終

で大手がやっていた仕事

え︑メンバーの成長を感じる
ことはありますか︒

を︑中小企業にできるの

しては︑当社の溶接士が提案
要な強度をクリアしました︒
代︱ 歳代前半が中心です︒

か﹂と︑反対の声もあがっ

した継ぎ手手法を採用し︑必
また︑プラズマに面するヒー
メンバーそれぞれ︑かなり苦

答しましたが︑いざ始まる
︱苦労した点は︒
トシンク部分は︑除熱のため
労していましたが︑今は皆︑

と︑悪戦苦闘の４年間でした
﹁ダイバータカセットは︑
に熱伝導率のよい銅を使う必

るので︑それを引き続き受注

構造強度と除熱性能︑それに
要がありました︒しかし︑使

す﹂

製作精度という３つの要素を

ていたという︒

とになったきっかけは︒

それでも︑金属技研には

初めてだ︒一部では﹁今ま

兼ね備えなければなりませ
どこに出しても恥ずかしくな

た︒また︑加速器事業で積

視察でその実力を認められ

場によりドーナツ型にプラ

ット

し ん し

レス ＨＩＰ など当社の得

いくらい成長しました︒核融

歳

﹁入社以来︑滋賀工場で真
用中に表面の温度が上がるた

﹁グループメンバーは

空炉を使った接合やろう付け
ん︒このうち１つでも欠ける

︱核融合グループに入るこ

などの仕事をこなしてきまし

できるよう活動していきま

じめた核融合実験装置﹁Ｊ

ましたが︑部品の設計から携

接︑ろう付け︑熱間静水圧プ

が見つかりました﹂

﹁プロジェクト立ち上げ時
わるのは初めてでした︒その

合金であるクロムジルコニウ

︱核融合グループが４年間

から関わってきたので感慨深

ム銅を使うことにしました︒

かけて完成させた核融合実験

いです︒当社はこれまで核融
年 月︑本社から声がかかり︑ 問題を解決していきました︒

意な技術を組み合わせたモノ

の設計製作は︑国際プロジ

補完する役割がある︒部品

まさに夢のエネルギーとし

海水中に豊富に含まれる︒

の原料になるリチウムは︑

だ︒日本は同計画において

代初頭に実用化されそう

る︒

主導的役割を果たしてい

る﹂との認識が広まりつつ
あったことが後押しし︑落
札に成功した︒﹁受託加工
会社からメーカーになる︒
と

そんな当社の流れを感じ取
り︑ やらせてみよう

思ってくれたのかもしれま
せん﹂と︑飯田伸一営業本
部副本部長は当時を振り返
る︒
金属技研が受注したのは
ダイバータを含むユニッ
ト︑ダイバータカセットの

始めたころだった︒茨城工

カセットフレームの試作を

った 年３月︒土台となる

での作業が終盤に差し掛か

落札から２年︒茨城工場

仕事が一段落し︑ほっとして

ところが︑接合が難しい︒結

み上げてきた実績により

金属技研が受託加工会社

ェクトへの関与を意味す

場が立地する水戸市を激震

が襲った︒東日本大震災

だ︒作業場にしていた３階

建て工場の３階部分は︑天

井が落ち︑壁が崩壊するな

ど大きな被害に遭った︒け

が人こそ出なかったが︑そ

の日から作業が全くできな

くなってしまった︒このた

め︑同年８月に予定してい

た千葉工場への移転を４月

に前倒し︑とにかく作業を

再開した︒

のような形になっている︒

ークを木箱に入れてトラッ

か︒この対処策として︑ワ

れた条件の精度に仕上げる

備で︑どのように︑設定さ

個体差がある︒限られた設

ているうえ︑溶接品のため

トは非常に複雑な形状をし

ともに︑夢のあるプロジェ

用した︒無理がきく若さと

ーに若手社員を積極的に登

会社はプロジェクトメンバ

年齢は常に 歳代だった︒

れ替わりはあったが︑平均

４年の間︑メンバーの入

設計製作だ︒

１台８００

ＪＴ︱

合関連で︑実験装置

果︑いろいろな方法を試しな

づくりを行っていきます﹂

からメーカーへの脱皮を目

﹁金属技研は設計からでき

がら︑最終的にある接合条件

指し︑﹁加速器事業推進プ

て︑世界中の期待と注目を
集めている︒

る︒

受注に向けて立ち上がっ

ーが受けていた仕事が︑な

リブとリブの間に冷却用の

ＩＴＥＲ計画には︑日米

た﹁Ｔプロジェクト﹂のメ

ぜ金属技研に舞い込んだの

配管を２本通すのだ︒天

反応を人工的に起こして発

する︒総費用約９０００億

ンバーに︑３人の精鋭が集

ダイバータカセットの断

レーター

円を投じ︑フランスのカダ

められた︒リーダーには宇

もともと︑核融合関連の

ジニアリング事業本部長
する国際プロジェクト︒核

ラッシュに実験炉を建設中

野毅滋賀工場技術課課長

仕事は経験していた︒茨城

となった︒
融合反応は星や太陽のエネ

だ︒ 年に運転を始める見

当時 を抜てき︒他の２

み立てた後に︑仕上げ加工

ファベットの最初の文字で

ルギー源であることから︑

通し︒

人は︑当時茨城工場にいた

を行う︒ダイバータカセッ

あるＡをとり﹁Ａプロジェ

﹁地上に太陽を﹂とのスロ

さらに︑ＩＴＥＲの次の

クトに若手社員を参画させ

欧をはじめロシア︑中国︑

クト﹂と名付けられた︒こ

ーガンが掲げられている︒

ステージでは実際の原型炉

ることで︑人材を育てたい

韓国︑インドの７極が参加

のプロジェクトは︑大手重

二酸化炭素や高レベル放射

クに乗せ︑姫路工場まで運

電し︑次世代エネルギー源

工業メーカーで加速器の開

性廃棄物を定常的に出さな

んだ︒同工場は機械加工に

か︒

これまで大手電機メーカ

注に至った︒

発設計を手がけてきた社員

板︑底板とリブの溶接は外

難問に立ち向かった︒

ダイバータカセットは姫路と群馬の２拠点
で全 台を加工した。（ＪＡＥＡ提供）

技術面でも次々と現れる
達を含めたチームで︑日本

側から行うため︑手が入ら

という思いがあるからだ︒

面は︑天板︑底板の間を４

飯田伸一営業本部副本部長

枚のリブがつなぐ︑はしご

強みを持つ︒製法を決め︑

は﹁技術者にとって︑ロマ

工場からＪＡＥＡまでは車

姫路と群馬工場の２拠点

ンが大事︒夢のある仕事に

で 分ほどの距離︒地の利

ず物理的に片側からしか溶

で︑全 台を加工した︒社

関われることで︑毎日が充

若手社員︒地道な見積もり

接できない︒この場合︑溶

運をかけたプロジェクト

作業を経て︑ 年３月︑受

接していない内側の接合部

を︑言葉通り全社一丸とな

実する﹂と力を込める︒

を使って発電に乗り出し︑

で︑強度が不足してしまう

ってやり遂げた︒そして

順調に計画が進めば︑ 年
の

リスクが避けられない︒強

年２月 日︑納品を終えた

いうえ︑燃料となる重水素
ＫＥＫ

度を補うために︑﹁隅肉溶

だった︒

みが少ない︒画期的な方法

全に溶け込み︑溶接のひず

るのだ︒試したところ︑完

け︑そこから内側を溶接す

接部に︑裏側から穴をあ

た︒天板︑底板とリブの溶

人が︑解決方法を見出し

がヒントとなり︑現場の職

った︒そんな時︑ある製品

がどうしても解決できなか

変形してしまうという問題

ンジニアリング事業本部の

ープは﹁加速器と並ぶ︑エ

く︑設計もだ︒核融合グル

だ︒一工程の受託ではな

ンケットモジュールなど

アルプレート︑テストブラ

ャーのモックアップ︑ラジ

た︒ＩＴＥＲ用水平ランチ

次々と舞い込むようになっ

には︑核融合関連の仕事が

注したのを機に︑金属技研

ダイバータカセットを受

し︑加速している︒

業に︑そんな流れが定着

堅技術集約型モノづくり企

ぶ︒創業 年目を迎えた中

すると︑人が育ち︑人を呼

あるステージを用意する︒

者が入社した︒会社が夢の

社員にも︑そんな若手技術

が増えている︒今年の新入

指して面接に来社する学生

速器︑核融合への挑戦を目

た︒人材採用だ︒毎年︑加

像以上の効果をもたらし

全てのパーツを溶接で組

柱﹂ 土屋将夫取締役エン

社員の活性化とは別に︑想

金属技研の挑戦は︑若手

接で余肉を盛る﹂︱といっ

のだ︒

と三重水素 トリチウム
器開発機構

Ｊ︱ＰＡＲＣ ﹂の要素

﹁大強度陽子加速器施設

メーカー ビジネスを高度

技術の開発を担うなど︑

年の年末︒新

Ａプロジェクト始動から

化させている︒
２年たった

たに﹁Ｔプロジェクト﹂が
立ち上がった︒ＪＡＥＡか
ら核融合実験炉﹁ＪＴ︱６
Ａｄｖａｎｃｅ

０ＳＡ ＪＴ︱６０ Ｓｕ
ｐｅｒ

ｄ ﹂の部品の設計製作を
受注するためだ︒プロジェ
クト名は︑﹁Ｔプロジェク
の頭文

ト﹂︑サーモニュークリア
原子核融合反応

字から名付けた︒﹁ＪＴ︱
６０ＳＡ﹂は﹁国際熱核融
合実験炉 ＩＴＥＲ ﹂を

た案も出たが︑板やリブが

ＪＡ

としての実現可能性を実証

ＩＴＥＲ計画は︑核融合

震災を乗り越え地道な作業結実
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年
齢
常
に
歳
代
夢
が
力
を
伸
ば
す
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（ＪＡＥＡ提供）

ＥＡ と高エネルギー加速
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」
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原子力研究開発機構

字と︑金属技研が初めて手

加速器 の頭文

のは２００６年︒アクセラ

ロジェクト﹂を立ち上げた

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
事
業
本
部
２
本
目
の
柱
実
験
炉
部
品
を
設
計
製
作
がけるという意味で︑アル

ダイバータカセットの受注を機に核融
合関連の仕事が勢いづく（ＩＴＥＲ用
水平ランチャーのモックアップ）

活
躍
フ
ィ
ー
ル
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宇
野
毅
氏
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ン
ジ
ニ
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ン
グ
事
業
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部
核
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グ
ル
ー
プ
次
長
４年間かけて完成させた「ダイバータカセット」

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」をテーマに受託加工会社から
メーカーへの脱皮を果たした金属技研（東京都中野区、
）。
年の創業以来、
長谷川数彦社長、
金属部品の熱処理や熱間静水圧プレス（ＨＩＰ）処理を
手がけてきたが、
年から、設計から製造までを手が
けるプロジェクトを立ち上げた。さらに、 年には、社
内のエンジニアリング事業を集約し、エンジニアリング
事業本部を発足した。同事業本部の２本柱が、加速器事
業と、核融合事業だ。周知のように核融合は、未来のエ
ネルギー源として期待される技術。これを統括する土屋
将夫取締役エンジニアリング事業本部長は「技術者に必
要なのはロマン、夢」と語る。 自分たちの技術が、未
来のエネルギーをつくる ―社内はそんな熱気で溢れて
いる。

水曜日
２０１３年 平成２５年 ３月２７日
【企画特集】
）
（

未来のエネルギーをつくる技術金属技研核融合グループの挑戦

