
いちど終わっても、またよみがえる。
アルミニウムは、使い終わった後でも再生され、新たな製品として役立ちます。
リサイクル性にすぐれたアルミニウムは、限られた資源を大切にする
循環型社会において、なくてはならない材料として注目されています。
今回は、三陸の海で、人々とともに新たな船出を迎えたアルミ船の話です。

夜明け前の岩手県山田港。漁を終えた漁船が、ウミネコを連れて次々に港にもどってくる。

リアス式海岸で有名な三陸地方にあって、半島に囲まれた山田湾は、古くから
カキの養殖で有名。鏡のように光る海には、カキの養殖イカダが延々と並ぶ。

いま、ふたたび特集
岩手県

山田町

山田湾
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豊かな海の復興を助けたい

　早朝5時。晩秋のまだ暗い海の向こ
うから、漁を終えた漁船が港へともどっ
てきます。沖合の定置網漁からもどって
きた漁船の上では、漁師たちの声が飛
び交っています。この時期には「南部鼻
曲り」の呼び名でも有名なサケをはじ
め、多くの種類の魚が港に水揚げされ
ます。
　ここは岩手県下閉伊郡山田町。天然
の好漁場である三陸地方にあって、周
囲を半島に囲まれた山田湾は、穏やか
な海にカキの養殖イカダが並ぶ風景で
有名な港でした。しかし2011年3月の
東日本大震災では、地震と津波、さらに
火災の被害を受け、建物の半数以上が
全壊あるいは一部損壊という大きな

被害を受けました。
　その中で、何とか立ち上がろうと努力
する人々の姿を見て、復興を助けたい
と全国から支援の声が上がり、多くの人
が被災地を訪れました。その中に、遠く
広島県からここを訪れた神原さんの姿
がありました。

「リサイクルできるアルミニウム」
にこだわって

　広島県で小型船の建造に関わってき
た神原さんが三陸地方を訪れたのは、
震災からわずか2週間後のことでした。
被害の現状を目の当たりにし、多くの人
に話を聞き、自分たちが何か手伝える
ことはないかと考えました。そして、新
たな雇用を作りだすことこそ復興に役
立つと思い、アルミ船の造船所を建て

ることを決めたのです。
　「震災後に三陸の港を
訪れた時、津波でうち上
げられたFRP（繊維強化プラスチック）
船が山積みになっているのを目にしま
した。もともと三陸地方はFRP漁船が多
く使われていて、これが大きな被害を受
けたのです。」
　当時は津波の被害を受けて、周囲に
はいろいろなガレキが山積みになって
いました。たとえば自動車のスクラップ
などはリサイクルルートができている
ので、集積所に回収されてから、部品ご
とに分別され、専門業者に売却されてリ
サイクルされます。
　小型漁船には、材質によってFRP船
やアルミ船、鋼船などがあります。この
うちアルミ船には、廃船となった後でも

スクラップとして引き取られ、リサイク
ルされ再利用できるという特長があり
ます。そこで神原さんは、これからの時
代はアルミ船がふさわしいと考え、山田
町の協力を得てアルミ船の造船所「株
式会社ティエフシー」を設立しました。
新しい会社の名前には、東北（T）復興
（F）カンパニー（C）の願いが込められて
います。
　「光が当たったようでうれしかった、と
地元の皆さんに言ってもらえた。私も
ほっとしました」と、神原さんは当時を振
り返ります。

アルミ船とともに、歩きはじめよう

株式会社ティエフシーやまだ工場の外観。
見上げれば「がんばろう！山田町」の文字が青空にまぶしい。

太平洋を望む岩手県山田町。この町に、震災後いち早く建てられたのはアルミ船の造船所でした。
なぜアルミ船なのか。そこには、アルミニウムという材料への強い思いがありました。

漁船が魚市場の岸壁に
着くと、イキのいい魚を
一刻も早く港に降ろそう
と、漁師たちの声が飛び
交う。

晩秋には多くのサケが揚がる。
三陸で生まれたサケの稚魚は
4年近くを北太平洋で過ごし、
産卵のため三陸に帰る。2015年
秋に戻ってきたのは、震災の年に
生まれたサケである。

ティエフシーが建造した第一協漁丸

魚市場では、獲れたばかりの魚が手際よく分けられていく。

「アルミ船は少しぐらいの波でも安定して走る。乗りやすいね」と
漁師さんにも好評だ。

リサイクルできるから
アルミ船にこだわりたい

　震災直後の港で、FRPの漁船が打ち上げられているのを見たときは、とてもショック
でした。津波でめちゃめちゃに壊されたFRP船は、山積みになっていてもだれも手を付
けられない。こうなると、結局迷惑をこうむるのは地元の漁師さんたちです。これからの
時代は、材料も再生可能かどうかという視点から選ばなければ
いけないと感じ、私たちはアルミ船を作ることにしたのです。
　アルミニウムは、自動車や缶のように、私たちの身近な
製品にたくさん使われています。軽くて強いし、いろいろ
な形に加工することができる。使い終わった後もむだにな
らず、新しい製品に生まれ変わります。
　これからは循環型社会の時代です。アルミニウムは人類
が手にした豊かな材料である、ということを、一般の
人にももっとアピールしていきたいと思います。

アルミ船は軽い！

アルミ船はさびにくい！
アルミ板の表面には自然に酸化皮膜ができるため、この膜が素材を
保護してさびるのを防ぎます。また漁船には、とくに耐食性や加工
性、溶接性にすぐれたアルミ合金が使用されているため、船の長寿
命化に貢献します。

このほかにもアルミ船には、耐衝撃性にすぐれる、磁気を帯びない、
低温でも強さを保つ、などの特長があります。そこで、漁船だけで
なく旅客船や警備艇などにもアルミ船が使われています。

アルミ船は軽量なので、高速で航行することができます。アルミ
ニウムの比強度（単位重量あたりの強度）は鋼やFRPに比べて大きく、
船体をより軽くすることができます。
これにより、港から漁場への移動や、獲った魚をいち早く水揚げする
ために高速で移動することができます。そのうえ、積み荷の増加、
燃費向上、航続距離の増加などが図れます。また、軽いので、波や風な
どで船が傾いた時にもとに戻ろうとする性能（復原性能）にすぐれます。

アルミ船はリサイクルできる！
アルミニウムは、リサイクル性にすぐれる材料です。FRP船は廃船
後にリサイクルが難しいという問題があります。アルミ船は、廃船後
もスクラップとして流通し、リサイクルされます。

アルミ
船は

 乗りや
すいね

！ アルミ船のさまざまな特長

特集 いま、ふたたび
インタビュー

株式会社ティエフシー
代表取締役　神原 潤氏
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2015年夏に実施した山田湾クルーズの
イベントでは、アルミ船の「あまのかわ」に
乗ってもらい、多くの人にアルミ船の良さ
を体験してもらうことができました。「海の
近くにいるのに防潮堤の工事などで海に
近づけず、子どもたちは海と接する機会が
少なくて残念です。海から山田町を見て
『海っていいよね』とみんなが感じてくれた
らいいですね」と神原さん。

　第1期生として入社してから、もう4年が
たちます。昔は水産加工の工場に勤めて
いましたが、震災後に造船所ができると聞
いて入社しました。私も含めて新入社員は
みんな、船を作ったことがなかったので、

最初は苦労しました。とくに大変だった
のはアルミ板の溶接です。溶接の熱で
アルミ板が変形しやすいので、うまく
溶接するのには苦労しました。
　今は、津波シェルターの組み立て
を行っています。講習で学んだこと
を生かして、これからも丈夫で
いい船を作っていきたい
と思います。

アルミ船を作るために、人を育て技能を磨く

アルミ船の技能者から作業のノウハウを
１つずつ教わる。

アルミ船に使われ
る5083アルミ合
金板は、耐食性や
加工性、溶接性に
すぐれている。

シェルターの内部。
21人が座れる座席、
非常食や救命胴衣の
収納棚などがある。

建造中のアルミ漁船のようす

アルミ船に必要な技能を取得

　2012年1月、ティエフシーの第1期
生入社式が行われ、20代から40代の
計5人が入社しました。以前は地元の建
設業や水産加工業で働いていた5人
は、造船の経験はまったくなかったそう
です。しかし、やる気のある人であれば、
初心者でもひととおりの技術を身に付
けられるようにしたい、との考えから、約
1年間にわたり造船技能者養成事業を
実施しました。これは、安全教育、船舶

知識などの学科講習と、溶接技能など
の技能講習など、造船に関する基本的
な技能を身に付けるためのプログラム
で、社員たちは広島にある関連会社で
講習を受けました。
 ここで習得した技能を生かして、社員
たちが初めて作ったのが「第一協漁丸」
で、山田港で定置網漁をする漁船です。
材料のアルミ板は船舶用材料として多
く使われている5083アルミ合金板で、
船体に厚さ6～8ミリメートル、上部構造
に厚さ4～5ミリメートルの板が使用さ
れました。この後、三陸海岸を走る旅客
船「SUN RIKU GO（さんりくごう）」や警
備艇などのアルミ船の実績を積み重ね
ています。

荒波に負けない
シェルターに取り組む

　現在、ティエフシーの工場では津波
シェルターの製作が進んでいます。津
波シェルターに取り組んだわけを神原
さんはこう語ります。

　「津波で大きな被害を受け
た後『もっと守れた命があっ
たのではないか』という声を
たくさん耳にしました。逃げ
遅れた人がいないかと確認
に戻った人が、最後に逃げ込
む手段がなかった。そうやっ
て大切な人を亡くした社員
もいます。この近くでは津波
の後に火災が起こり、逃げ込
む場所もなかったといいま
す。そういう人を守ることが
できるのが津波シェルター
なのです」
　そこでティエフシーでは、
アルミ製の津波シェルター
の製作に着手しました。波を
受けてひっくり返っても元に
戻る、姿勢の安定した船型を
設計し、さらに水槽試験でその性能を
確認しました。構造は、アルミ製の一体
型ボディで、ボディの外側と船の両端に
は衝撃を吸収するラバーフェンダーが

付いています。社員のみなさんは、「技能
講習で身に付けた技術を生かし、これか
らも丈夫なアルミ船を作っていきたい
です」と、意気込みを語ってくれました。

技能講習は一からの勉強。
アルミの溶接もうまくなった。インタビュー

アルミ製なので、軽量で耐久性に
すぐれている。10トントラックで運
搬可能な全長8.7メートルで、外部
からの衝撃に強く、転倒しても復原性
能にすぐれた設計が盛り込まれている。

アルミ製
津波シェルター

やっぱ
り

海はい
いね！

第一協漁丸　全長25.7メートル、総トン数19トン、
　　　　　　定置網漁船、2012年7月竣工

SUN RIKU GO　全長21.86メートル、総トン数19トン、
　　　　　　　　旅客船、2014年7月竣工

■津波シェルターの居室内平面図

衝突隔壁

2,
30
0m
m トイレ

座席シート 収容者座席11名

座席シート 収容者座席10名

収容人員数（椅子席21名）

出入口
ハッチ

倉庫

倉庫

衝突隔壁

8,700mm

アルミ製電気推進船
「あまのかわ」

9日間のイベントで1,500人を超える人が参加し、
笑顔があふれた。

特集 いま、ふたたび

株式会社ティエフシー
大町 卓司さん

アルミ製津波シェル
ターの建造のようす。
アルミ板の骨格に曲
面のアルミ板を溶接
し、シェルターの形を
作り上げていく。

アルミ船で行く

山田湾クルーズ

（写真提供：（株）ティエフシー）
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