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抄 録
国際熱核融合実験炉（ITER）は，核融合エネルギー利用が科学的及び技術的に成立する

ことを実証するため，世界７極が参加している国際協力研究開発プロジェクトである。当
社は，当該実験炉の主要部品の一つである超伝導コイル用導体の製作を担当し，全ての導
体製作を完了した。超伝導コイル用導体は，ステンレス管を最大９００mに長尺溶接し，そ
の中に超伝導ケーブルを引き込んだ後，ステンレス管の巻取りを行うことにより製作す
る。本稿では，導体製作の主要工程である溶接とケーブル引き込みおよび巻取りについ
て，その技術を紹介する。

Abstract
International Thermonuclear Experimental Reactor（ITER）project is an international
cooperative research and development project in order to verify the usage of the fusion
energy from scientific and technical aspects, which seven nations/union（Japan, China,
European Union, India, Korea, Russia and United States）have been participating.
NSENGI had produced superconductive coil conductors which are the most important
parts for the ITER. The manufacturing processes are girth welding process of the high
performance stainless steel（which maximum length was over９００m），insertion process
of superconductive cable inside welded pipes, and spooling process. This paper describes
the technologies for each process in detail.
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図１ 国際熱核融合実験炉（ITER）
Fig．１ International Thermonuclear Experimental Reactor

図２ TF導体（直流運転１１．８テスラ）
Fig．２ Toroidal field coil conductor

図３ CS導体（パルス運転１３．５テスラ）
Fig．３ Central solenoid conductor

CS導体
寸法：直径４m X高さ３．７m
重量：１６．３ton／本
導体長：９３１m／本
製作数：４９本（ITER調達比率１００％）

TF導体
寸法：直径４m X高さ３．０m
重量：７．４ton／本
導体長：７８１m／本
製作数：３３本（ITER調達比率２５％）

図４ 出荷前のCS導体と TF導体
Fig．４ CS conductor and TF coil conductor before shipment

１ 緒言
国際熱核融合実験炉（International Thermonuclear

Experimental Reactor，以下 ITERと略す）プロ
ジェクトは，次世代の電力エネルギーを担う有力候
補の一つである核融合発電の科学的及び技術的な実
現性を実証することを目的に，日欧露米中韓印の計
７極が参加して研究開発を行う国際協力プロジェク
トである。各加盟国によって製作された機器は，フ
ランスのサン・ポール・レ・ディランス市に持ち込
まれ，２０２５年の実験開始を目指し，ITER機構と呼
ばれる国際機関によって実験炉の建設が行われてい
る。わが国では，核融合や量子ビーム，放射線科学
利用に関する総合的な研究開発を行っている独立行
政法人の量子科学技術研究開発機構（以下，量研と
略す）が，日本の窓口として研究開発と機器調達を
担当している。図１に ITERのトカマク型（超高温
プラズマの磁場閉じ込め方式）核融合炉を示す。
核融合炉は，真空炉内に数億℃の超高温プラズマ

の状態を作り，重水素と三重水素（トリチウム）を核
融合反応させることで発生する熱エネルギーを電力
に変え発電するものである。
ITERの主要機器の一つとして，数億℃の超高温

プラズマが真空炉に触れないよう閉じ込めるための
磁場をつくるトロイダル磁場コイル（以下，TFコ
イルと略す）と，強力な変動磁場によって超高温プ
ラズマに電流を誘導してプラズマを加熱させる中心
ソレノイド（以下，CSと略す）がある。

当社は，TFコイルに使用する超伝導導体（以下，
TF導体と略す）１３３本の内，日本調達分３３本とCS
に使用する超伝導導体（以下，CS導体と略す）４９本
の製作を担当し，全ての納入を完了した。中でも７
極で唯一当社だけCS導体の製作を担当し，前例の
ない物量かつ厳しい要求仕様の超伝導導体の製作に
成功した。図２にTF導体，図３にCS導体の概要
を示す。出荷前の導体完成品を図４に示す。
本稿では，主要な製作工程である溶接，超伝導
ケーブル（以下，撚線と略す）の引き込み，ステンレ
ス管（以下，ジャケット管と略す）の圧縮成形（以下，
コンパクションと略す）および巻取りに関する技術
課題とその取り組み内容について紹介する。
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図５ CS導体の製作工程
Fig．５ Manufacturing process for CS conductors

TF導体
外形 ：４３．７mm
素線 ：Nb３Sn ９００本

銅線 ５２２本
外径 Φ０．８２mm

撚線構成 ：５次撚り
（２Nb３Sn＋１銅線）x３x５x５x６

CS導体
外形 ：４９．０mm
素線 ：Nb３Sn ５７６本

銅線 ２８８本
外径 Φ０．８３mm

撚線構成 ：５次撚り
（２Nb３Sn＋１銅線）x３x４x４x６

図６ 各導体の断面形状
Fig．６ Cross section of each conductors

２ 導体製作（工程）の概要
TFと CS導体は，その断面構造は異なるものの

製作工程は同じである。TF導体は，以下の工程で
製作した。⑴直径４８mm，肉厚１．９mm，長さ１３m
のジャケット管（以下，TFジャケット管と略す）を
約７５０mに溶接で長尺化する。⑵直径０．８２mmの
Nb３Sn 超伝導素線９００本と銅線５２２本を束ねた撚線
を長尺化したジャケット管の中に挿入する。⑶撚線
を挿入した後，ジャケット管を外径４３．７mmにコン
パクションし一体化する。⑷輸送のため直径４m
の曲げ加工後，スプール状に巻き取る。
一方，CS導体もTF導体と同様に以下の工程で

製作した。⑴外形５１．３mm角，内径３５．３mm，長さ
７mの矩形断面のジャケット管（以下，CSジャ
ケット管と略す）を約９００mに溶接で長尺化する。
⑵直径０．８３mmのNb３Sn 超伝導素線５７６本と銅線
２８８本を束ねた撚線を長尺化したジャケット管の中
に挿入する。⑶撚線を挿入した後，ジャケット管を
外形４９．０mm角にコンパクションし一体化する。⑷
最後は，輸送のために直径４mの曲げ加工後，ス
プール状に巻き取る。図５にCS導体の製作工程を
示し，図６にそれぞれの導体断面を示す。

３ 技術課題とその取り組み
３．１ 溶接技術
３．１．１ 溶接の技術課題
溶接は，突合せたジャケット管を水平に固定した
後に，全姿勢溶接で行った。TFジャケット管の肉
厚が１．９mmに対し，CSジャケット管は，平行部の
最小肉厚が８mmで周方向に肉厚が変化（角部の最
大肉厚１６mm）している。そのためCSジャケット管
は，不均等な積層溶接をしなければならず，１層仕
上げのTFジャケット管に比べ溶接による収縮変形
が大きい。
材質についても，TFジャケット管１）は一般的に
用いられている SUS３１６LN材に対し，CSジャケッ
ト管は量研が ITERのために開発した“JK２LB２）”
と呼ばれる高マンガンステンレス鋼（Mn含有量
２０．５～２２．５％）である。ここでは難易度の高いCS
ジャケット管の溶接について記述する。溶接には，
以下に示す３つの大きな技術課題があった。

⑴ 極低温での機械的性質
継手部には，コンパクションと曲げによる冷間加
工により最大１０％の歪２）が付与される。さらにコイ
ル製造で巻線加工した後，ジャケット管内の撚線を
超伝導化するため６５０℃で２００hr 保持する熱処理が
行われる。これらの過酷な加工及び熱履歴を受けた
後の機械的性質として，極低温（４K）での０．２％耐
力が８５０MPa を超え，伸びが２５％を超え，破壊靱性
値が１３０MPa�mを超える高強度・高靱性２），５）が求
められた。

⑵ 撚線引き込みと疲労特性に優れた溶接法の開発
ジャケット管の中に撚線を引き込むためには，裏
波溶接の余盛が抵抗とならないよう余盛高さを管内
面より０．３mm（平均で０．２mm以下）以内にしなけれ
ばならなかった。また，変動磁場のパルス運転（６
万回の繰り返し荷重）２），５）で使用されるため，裏波
溶接の余盛形状は，疲労特性に優れた滑らかな止端
形状が必要であった。

⑶ 溶接品質の高位安定化
継手部の健全性を確認するため，放射線透過試
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図７ パルス TIG全姿勢自動溶接機
Fig．７ Pulse TIG automatic welding machine for girth welding

表２ 極低温環境での引張試験結果
Table２ Results of tensile tests under cryogenic condition

表３ 破壊靱性試験結果
Table３ Results of fracture toughness tests

図８ 溶接金属部の J-R曲線（試験片No．１１１JD１）
Fig．８ J-R curve of DEPO（No．１１１JD１）

験，浸透探傷試験およびヘリウムリーク試験が要求
された。不合格となった継手は，熱履歴による材料
劣化を招くとの理由から，補修溶接が出来ないため
継手部を切断して再溶接しなければならなかった。
溶接作業が全作業時間の約７割を占めていることか
ら，溶接品質の安定化は，導体製作を円滑に遂行さ
せるため重要課題であった。

３．１．２ 溶接施工法の開発
⑴ 溶接機は，小径管で実績のある市販の自動溶接
機を選定し，TFおよびCSジャケット管用に改良
した。溶接電源は，薄板から厚板までの広範囲で全
姿勢の自動パルスTIG に適した電源特性のものを
採用した。また，アークセンサーによる開先倣い機
能やアーク監視用カメラ・モニター等を追加装備
し，自動溶接機の操作性を改善した。パルスTIG
全姿勢自動溶接機を図７に示す。

自動溶接の初層は，裏波溶接の余盛形状をコント
ロールし易くするため，溶接ワイヤを使わないで開
先部を溶融して溶接する方法を採用した。２層目以
降は，直径０．８mmの JK２LB用の溶接ワイヤを溶
かし込みながら，矩形断面の平行部まで仕上げた。
自動溶接は，一周を７分割してそれぞれの溶接姿勢
に適した条件（電流，電圧，速度，パルス周波数等）
で溶接施工を行った。
角部の溶接においては，溶接中に発生した角折れ

変形を修正させる狙いから，手動TIGによる溶接
法を採用した。自動溶接が完了した後に，変形方向
を確認しながら溶接順序を考慮して，角折れの矯正
と一緒に溶接を行った。溶接姿勢別の条件切り替え
位置と開発した溶接条件を表１に示す。
溶接施工法試験（WPQT）は，米国機械学会

（ASME）ボイラ圧力容器コード Sec. Ⅷ Div．２と

Sec. Ⅸに準拠して行った。極低温環境での引張試
験結果を表２に，破壊靱性試験の結果を表３，溶接金
属部（DEPO）の J-R曲線を図８に示す。引張り試
験の耐力は，１，０１４～１，０９３MPa であり，８５０MPa
を超える要求値を満たした。伸びも３１～４６％であり
２５％を超える要求値を満たした。靱性については，
熱影響部（HAZ）に比べ溶接金属部の破壊靱性値が
僅かに低いが，最小値が２１７MPa�mであり１３０MPa�mを超える要求を満足した。

表１ 溶接施工方法および溶接条件
Table１ Welding procedure and welding conditions
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図９ 開先形状
Fig．９ Grove shape

図１０ チャンファー深さと裏波ビード余盛高さの関係
Fig．１０ Relationship between chamfer depth and penetration
bead height

図１１ 断面マクロ写真（CS導体溶接部）
Fig．１１ Macro photo in welded area for CS conductors

図１３ 溶接継手部の疲労特性（JK２LB）
Fig．１３ Fatigue properties of the weld joint in JK２LB
出典：Physics Procedia６７（２０１５）１０１６―１０２１５）

⑵ 裏波溶接の余盛形状を満足させるため以下の対
応を取った。まず，開先形状はU字形を基本に余
盛高さや止端形状に影響するチャンファー深さをパ
ラメータに，溶接実験から最適な寸法を決めた。そ
の開先形状を図９に示す。

実験は，断面マクロ試験による溶け込み形状や
レーザー変位計でトレースした裏波ビードの余盛形
状（プロファイル）で高さや止端部の滑らかさを評価
した。図１０にチャンファー深さと管内面からの余盛
高さとの関係を示す。実験結果から余盛最大高さ
０．３mm以下（平均０．２mm以下）を満足するチャン
ファー深さを１．３～１．５mmとした。図１１にチャン
ファー深さ１．３mmの断面マクロ写真，図１２にコン
パクション後の溶接姿勢別の余盛形状を示す。

次に，これらの高い要求品質の溶接を確実に実現
させるため，以下の装置を開発した。ジャケット管
の開先切削は，炭素鋼に比べ熱伝導性が悪く加工硬
化によって切削抵抗が大きくなるため，専用の開先

加工機を製作することにした。開先加工機には，管
の組立において造管偏肉による管内面の段差が発生
しないよう，内径中心をタッチプローブで検出させ
管内面基準で自動切削ができる機能を持たせた。
管の組立装置については，海底敷設パイプライン
の自動溶接で培ってきた技術を応用し，専用のイン
ナークランプや芯出し装置を開発し高い組立精度を
実現させた。疲労試験結果を図１３５）に示す。継手部
に要求された応力振幅２５０MPa５）における６万回の
疲労特性は，疲労破断なく要求を満足する結果で
あった。

⑶ 導体製作の当初，裏波溶接において溶込み不足
や過大溶け込みによる裏波ビードの形状不良の欠陥
が多発した。欠陥の発生頻度は，ジャケット管の電
気スラグ再溶解２）（以下，ESRと略す）で精錬され
た鋼塊（インゴット）毎に変化しており，ESR毎の
化学成分を細かく分析し，成分元素（特に硫黄元素
の含有量）のバラツキと溶接入熱が欠陥発生に関連
していることを見出した。そこでESR毎に，溶接
条件の適合性をアークテストで確認し，WPQTで

図１２ コンパクション後における裏波ビードの余盛形状の
周方向位置による違い（CS導体溶接部）
Fig．１２ Penetration bead profile after compaction for CS
conductors
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図１４ 放射線透過試験の合格率の推移
（CS溶接継手数：６，８３６）
Fig．１４ Progress of radiographic test results（CS weld
joint：６，８３６）

図１６ 撚線引き込み装置
Fig．１６ Cable insertion equipment

承認された条件範囲内で入熱量を微調整（±２０％の
範囲）しながら欠陥を減らした。図１４に放射線透過
試験の合格率の推移を示す。欠陥が多発した製作立
ち上げの２０１２年度を除けば，社内で定めた目標の合
格率を達成した。尚，浸透探傷試験およびヘリウム
リーク試験は，全て１００％の合格率であった。

３．２ 撚線引き込み技術
TF導体の撚線は，直径０．８２mmのNb３Sn 超伝
導素線９００本と銅素線５２２本を複数回撚り合せた後，
ステンレス箔を外周にスパイラル状に巻きつけたも
のである。一方，CS導体の撚線は，直径０．８３mm
のNb３Sn 超伝導素線５７６本と銅素線２８８本を撚り合
せた後に，TF撚線と同じようにステンレス箔を外
周に巻き付けてある。TFに比べCS撚線は，撚線
表面とジャケット管内面の隙間が小さく引き込みが
難しいことから，ここではCS導体の引き込み技術
について記述する。
図１５に CS導体の撚線構造を示す。CSジャケッ
ト管の内径は，３５．３mmであり，管中に引き込む撚
線の直径は，３３．６mmで撚線表面とジャケット管内
面の隙間が０．８５mmしかない。しかも撚線は，管内
面と接触した状態で引き込まなければならなく，こ
の隙間が小さいほど撚線と管内面との接触面積が増
え高い牽引力が必要となる。引き込みの牽引力は，
素線の引張強さから３６．０KN以内とすることが求め
られた。
図１６に撚線引き込み装置の構成を示す。引き込み
時の管内摩擦抵抗を低減させるため，長尺化された
ジャケット管を出来るだけ直線状にするため架台上
に多数のガイドを配置した。さらにドラムに巻き取
られた状態で納入された撚線を引き出す際は，巻き
癖が残らないよう直線状に修正することができるレ
ベラー装置を介してジャケット管内に引き込んだ。
引き込みの方法は，長尺化したジャケット管の中

にステンレス製のワイヤーロープを挿入し，撚線端
部と連結しワイヤーロープを巻き取ることで撚線を
管内に引き込んだ。しかし，管内の摩擦抵抗力に
よってワイヤーロープの伸び量が変わり，撚線の引
き込み速度が変化した。そこでドラムから引き出さ
れた撚線のたわみ量を計測することで引き込み速度
のズレを検知し，繰り出し装置の回転速度の制御を
行って引き込み速度の変化に対応した。
引き込み長さと牽引力との関係を図１７に示す。最
終牽引力は，３２．９KNであり３６．０KNの要求値を満
足しているものの引き込み長に比例することなく，
途中から勾配が大きく変化した。

また，コンパクション後に導体先端から採取した
破壊試験サンプルで撚りピッチを調べた結果，撚り
ピッチが拡がっていた。現認調査のため，回転セン
サーを撚線先端に取り付け引き込み中の撚線先端の
挙動を調べると，撚りピッチが拡がる方向に回転し
ていたことがわかった。
撚線の回転が原因で撚りピッチが拡がっていると
推測し，X線を使って巻取り後の撚りピッチを全長

図１５ CS導体の撚線構造
Fig．１５ Structure of stranded superconducting cable for
the CS conductor
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図１７ 引き込み長と牽引力の関係
Fig．１７ Relationship between cable length and cable
insertion force

図１８ 巻取り後の撚りピッチ分布
Fig．１８ Distribution of the twist pitch after spooling

図２０ 撚線引き込みの回転速度分布
Fig．２０ Torsion distribution in the cable during the
insertion

に渡って測定４）したところ，撚線先端では，撚り
ピッチが拡がり，尾端では短くなっていることが判
明した。図１８に巻取り後の撚りピッチ分布を示す。
撚りピッチは，撚線の先端から尾端にかけて単調に
減少している分布となっていた。

この原因を解明するために，CSジャケット管内
径とほぼ同じステンレス鋼管（内径３５．２mm）に，CS
撚線と同じ仕様で製造した銅線のダミー撚線を用い
て引き込み模擬実験を行った。
撚線引き込み中の回転挙動を全長にわたって観察

するため，ステンレス鋼管には１３m毎に７０箇所の
開口部（１５０mmx幅２７mm）を設けた。そして管の中
に撚線を引き込む前に，撚線の表面に円周方向に４
等分した色違いの直線を連続的にマーキングし，そ
の直線ラインから回転方向や捻じれの測定を行っ
た。本模擬実験方法を図１９に示す。
引き込み長さ１m当たりの回転数（以下，回転速
度と略す）の分布と撚線先端の回転速度の分布を図
２０３）に示す。撚線先端に回転センサーを取り付けて
回転速度を測定した結果，撚りが緩む方向に回転し

ていたが，４００mを過ぎると回転は止まった。
一方，管内の撚線挙動については，３００mまでは

撚線全体が撚りの緩む方向にしか回転していなかっ
た。しかし，引き込みが進むにつれ先端側は，これ
まで通り緩む方向で回転しているが，尾端側では撚
りが締まる方向に逆回転し撚線が捻じられているこ
とがわかった。

撚線引き込みの撚りピッチ分布を図２１３）に示す。
撚線の先端側は，撚りが戻る方向に回転しているた
め撚りピッチが拡がっていた。尾端側は，回転速度
の挙動と同様に３００mを超えると撚りが締まる方向
に逆回転し，撚線が捻じられることで撚りピッチが
短くなっている。
今回の実験から先端と尾端の回転差から撚線に捻
じれが発生し，その捻じれによって撚りピッチが変
化していることが判明した。さらに撚りが締まる方
向に捻じられることで撚線の直径が最大０．２～０．３
mm拡大していた。この事象から牽引力が変化した
原因は，撚線の捻じれによって直径が拡大し，管と

図１９ 撚線引き込みの模擬実験要領
Fig．１９ Experimental system in order to observe cable
insertion behavior
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図２１ 撚線引き込みの撚りピッチ分布
Fig．２１ Distribution of the twist pitch in the cable during
the insertion

図２２ CS撚線引き込みにおける牽引力の測定結果
Fig．２２ Measurement data of CS cable insertion force

図２３ コンパクションと巻取り設備の配置
Fig．２３ Arrangement for the compaction and spooling
equipment

の隙間が小さくなり摩擦抵抗が増えたことによるも
のと推測される。

撚りピッチが拡がり過ぎると導体内の空隙が増
え，繰り返し電磁場の振動によって素線が変形する
と，超伝導性能の低下を招く原因となる。そのため
実機導体から試験サンプルを採取し，スイス・ロー
ザンヌ工科大学（サルタン試験機）で超伝導性の性能
を確認した。その結果，撚りピッチの変化は，超伝
導性能に影響していない範囲内であることを検証し
た。CS撚線の引き込み結果を図２２に示す。全ての
撚線を要求内の牽引力で引き込むことができた。

３．３ コンパクションおよび巻取り技術
コンパクションは，上下左右に配置したローラで

所定の外形寸法にステンレス管を縮径し，撚線と
ジャケット管を一体化するものである。一般的な縮
径は，複数のローラを用い段階的に圧延し寸法精度
を確保している。ITERの場合はこのような多連
ローラで縮径するとローラ同士で引張り力が作用
し，ジャケット管内の素線を破断させるリスクがあ
るため，一回の縮径で成形することが求められた。

また，導体は後工程でコイルとして組み上げられ
るため，厳しい寸法精度での製作が要求された。コ
ンパクション後の曲げおよび巻取りも，同様に厳し
い寸法精度での曲げと整列巻きが求められた。
このような要求仕様に対し，工場スペースと作業
効率を考慮した結果，コンパクションと巻取り作業
を連続作業で行うこととした。コンパクションから
巻取り作業を連続して製作するための設備を図２３に
示す。連動させる曲げと巻取り作業の速度は，コン
パクションの速度を基準として決定した。

コンパクションに関する課題として，当初TFと
CS導体は，同じ装置（以下，TFコンパクション装
置と略す）でローラの組み換えを行ってコンパク
ションする予定であったが，CSジャケット管の降
伏点のバラツキが大きく同一装置では，要求精度内
での製作が達成できない懸念があった。そこでCS
導体専用のコンパクション装置（以下，CSコンパク
ション装置と略す）を製作することとした。CSジャ
ケット管の降伏点と引張強さの分布を図２４に示す。
引張強さのバラツキに比べて降伏点のバラツキが大
きいことがわかる。このバラツキに対応するため
に，TFコンパクション装置のローラを支持してい
るハウジング構造を見直し，ミル剛性を向上させた
装置を新たに設計した。ミル剛性について，要求仕
様を満足するためには，降伏点のバラツキ等の観点
から少なくとも５０ton/mm以上とすることが必要で
あると判断し，８０ton/mmで設計した。二つのコン
パクション装置の仕様比較を表４に，それぞれのコ
ンパクション装置を図２５に示す。CS導体のコンパ
クション後の外形寸法を図２６に示す。CSコンパク
ション装置で製作したCS導体の外形寸法は，寸法
公差の１／２の高い製作精度で収めることができた。
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図２４ CSジャケット管の降伏点，引張強さのバラツキ
Fig．２４ Validation of yield stress and tensile strength in
CS jacket

表４ コンパクション装置の仕様比較
Table４ Comparison of specification between TF and CS
compaction machines

図２５ TFと CSコンパクション装置
Fig．２５ TF and CS compaction machine

図２６ コンパクション後の外形寸法の計測結果
Fig．２６ Measurement data of external dimensions after
compaction

図２７ CS導体の巻取り状況
Fig．２７ Circumstance of spooling for CS conductors

図２８ 巻取り後の外形寸法（H２－H１＜０．６mm）
Fig．２８ External dimensions after spooling
（H２－H１＜０．６mm）

次に，巻取りについては，直径４mで曲げた導
体をスプール状に巻き取るため，曲げ加工精度のコ
ントロールが必要であった。要求精度を満たすた
め，３点曲げローラを２回に分けて曲げ加工するこ
とにし，一次ベンダーと二次ベンダー装置の設置を
行った。

二次ベンダーでの曲げ加工は，巻き取った導体の
真上で行い，この曲げ加工で最終曲率に仕上げた。
しかし，熱間押出しで製造されたジャケット管の偏
肉（規格：１０％以下）や降伏点のバラツキに対応する
ため細かな制御が必要となった。そこで，導体巻き
取り用のガイドと導体との間隙をオペレータが監視
し，巻取り装置の回転速度を微調整させながらガイ
ドに導体を巻き付けることで要求精度（整列巻き）を
達成した。
また，コンパクションの速度を基準として，巻取
り速度を調整するために，一次ベンダーと二次ベン
ダーの間で速度差から生じる導体の動きを磁気セン
サーで検出し，その移動量に合わせ巻取り速度を制
御することとした。巻取り状況を図２７に示す。CS
導体の巻取り後の外形寸法を図２８に示す。完成した
CS導体は，すべて要求された寸法公差内の精度に
収めることができた。
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４ 結言
当社は，最先端の国際協力研究開発プロジェクト

に果敢にチャレンジし，他極より２年以上早くTF
導体の製作技術を確立した。また，CS導体におい
ては７極で唯一の製作会社として，要求仕様どおり
導体の製作に成功し ITER計画の推進に大きく貢献
できた。今後，ITERプロジェクトで培ったエンジ
ニアリング力を次の核融合炉に展開し，次世代電力
エネルギーの早期実現に貢献していきたい。

本論文の作成にあたり，ご協力およびご助言をい
ただきました，独立行政法人 量子科学技術研究開
発機構 那珂研究所の皆様に感謝申し上げます。
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