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喜 び の 入賞者 写真 :事務局

神奈川県及び(社 )日 本溶接協会神奈川県支部共催による、第43回 (平成12年度)神奈川県溶接技術 コン

クールは、平成12年 6月 23日 (金 )(財 )日 本溶接技術センターにおいて開催 されました。

参加者は69名 (手溶接第 1部 23名 0同 第 2部 6名 、半自動溶接 1部29名・ 同第 2部 11名 )と 、昨年より

若干減少 しましたが各会社から選び抜かれた精鋭選手は神奈川県一番を目指 して熱い戦いを展開 しまし

た。
この県競技会における両種 目第 1部の 1位 2位入賞者は、今年度の全国競技会 (開 催地 。愛媛県松山

市)に 対する神奈川県代表として推薦 されることになってお り、その参加資格を得 ようとする選手、ま

た各社の意気込みがひ しひ しと伝わって くる大会でありました。

なお、今回は女子の参加が 3名 ありました。半 自動溶接 2部 の鈴木恵子 さん(三進工業 (株 ))、 手溶接

2部 の関裕子 さん、桑木野 こずえさんの 3名 です。関さんと桑木野 さんは日本溶接構造専門学校推薦で

参加 しました。溶接を初めて未だ 3ヶ 月という学生です。鈴木 さんはみごと 2位 に入賞 しました。他の

お二人は残念ながら入賞は出来ませんで したが健闘を称えたいと思います。

また半自動溶接第 2部 4位入賞の内藤智和 さんは個人の資格で参加 しました。アーク溶接 2部 に参加

された広瀬和正 さんもやはり日本溶接構造専門学校の学生ですが自営業の会社から参加 しています。 こ

の様に二十歳前後の若い方々が溶接技術のコンクールに参加 し挑戦 される様子を見 るにつけ、溶接技術

の伝承というものの将来性に大 きな期待を持つことが出来ると思いました。

各 部 の優 勝 者

手溶接第二部第 1位

川尻鉄工 (株)本 名 健一

半自動溶接第二部第 1位

(株 )青柳製作所 西村 典寿

神奈 川 県知事 賞
団体 賞・ 個人 賞

手溶接第一部第 1位

(株 )東芝京浜事務所 荒矢 富成

半 自動溶接第一部第 1位

東急車輌製造 (株 )横 浜製作所 高瀬 裕文

表彰式は 9月 6日 (水 )(財 )日 本溶接技術センターにおいて開催 されました。主催者を代表 して神奈川

県商工労働部 小宮久雄工業振興課長、 (社 )日 本溶接協会神奈川県支部 相原正公支部長を初め 1位入

賞会社代表、入賞選手、付 き添い、 コンクール役員来賓等およそ70数 名の出席をえて賑やかに行われま

した。

みごと優勝を果たされた上記 4社には神奈川県知事賞 (団 体賞 )、 個人 4名 の方には神奈川県知事賞及

び(社 )日 本溶接協会神奈川県支部長賞 (優秀賞 )、 (社 )日 本溶接協会東部地区溶接技術検定委員長賞、

(株 )産報賞がそれぞれ贈 られました。

なお、入賞者全員の名簿を次頁に示 します。
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荒矢富成 /(株)東芝京浜事業所、峯尾幸三/三菱電機 (株 )鎌倉製作所、小比類巻豊/三菱重工業 (株 )横

浜製作所、損埜義則/(株 )神戸製鋼所溶接 カ ンパニー、内園武志 /日 本鋼管工事 (株 )、 佐 々木孝行/富
士電機 (株 )電機 システムカ ンパニー、板橋貴幸/富士電機 (株)電機 システムカ ンパニー、遠藤政之/東

日本旅客鉄道 (株)鎌倉総合車輌所、藤井崇司/(株 )三興製作所平塚工場、古川忍/(株)三興製作所平塚

工場 、古里一男/(株 )神戸製鋼所溶接 カンパニー、工藤賢信 /石川島播磨重工業 (株 )横浜第一工場、石

島正樹 /日 本鋼管工事 (株 )

◎アーク溶接第 2部
本名健一 /り ‖尻鉄工 (株),佐藤宏和 /菱電電子機工 (株 )

◎半自動溶接第 1部
高瀬裕文 /東急車輌製造 (株 )横浜製作所、斉藤哲也 /住友重機械工業 (株)横須賀造船所、砂川純二/ニ

ホン総工 (株 )、 鈴木健彦/(株 )東芝浜川崎工場 、花方健二/石川島播磨重工業 (株)横浜第三工場、小野

寺敏 /東急車輌製造 (株 )横浜製作所、柳 内信吾 /石川島播磨重工業 (株 )横浜第一工場、清水健一/住友

重機械工業 (株)横須賀造船所、間官強志 /日 本鋼管工事 (株 )、 梅沢進二/神鋼溶接 サー ビス(株 )、 吉田

悟 /日 本鋼管工事 (株 )、

◎半自動溶接第 2部
西山典寿/(株)青柳製作所、鈴木恵子/三進工業 (株 )、 竹井浩次/リ バースチール(株 )、 内藤智和/個人、

伊田丈男/伊 田製作所、菱田良/リ バースチール (株 )、 松谷靖彦/(株 )青柳製作所

X線審査と表彰式のスナップ

攀
―

県代表を目指 し、日本一を目指す

私が全国溶接競技大会 に選手の付 き添 い と して参

加 Lた のは、第34口 (昭禾口63年 )香 川県大会半 自動溶

接の部 で県代表 となった槻館 il■手 と同行 したのが初

めての体験 である。

瀬戸大橋 が開通 し、本州 と四国が結ばれた記念の

年 に、川崎菫工業 (株)坂 出工場 において行 われ、成

績 は優 良賞で した。

選手の緊張 も察 し得 るが、控 え室の我々 も同 じ緊

張が走 り、競技会独特 の張 りつめた雰囲気は、県大

会 を しの ぐ感が あ り、圧僣1さ れた。

その後、全国溶接競技大会 に参加す る機会 を得 ま

したが、一番の思い出は本土復帰20周年 を迎 えた平

成 4年、第38口 の沖縄県大会 です。

半 自動溶接の部 で、県代表 に当事業所 か ら口村選

手が 出場 した。

競技課題 は現在 と異な り薄板が45度 左傾斜、中板

が45度右傾斜 であった。

勿論 、県代表 ですか ら技量、技術、両面 において

も十分整 っている訳 ですが、競技大会 までに不安要

素 を取 り除 き、ミ に一点の陰 りな く平常道 で競技 に

打 ち込めるように陰で支 え、万金の態勢 で臨 んだが

競技が終 了するまで予断 は許せ ませんで した。

(株 )東芝京浜事業所 杉崎 勉

大会 出発 の 日、羽田空港待合室 でこんな冗談話 を

したの を覚 えている。
ゴロ合 わせだけど、競技番号が38で大会口数 と

同 じだね。 ホテルのルームナンバーが1111。 全部

1だ ょ。 1番だ。 1位だ ょ。 これは縁起がいいぞ

絶対優勝 だ ょ。

第38口沖縄県大会 では、選手の絶対勝つぞ との根

性 と県支部 の指導、合同練習の甲支あって冗談が本

当になった。

全国の強豪を振 り切 り、神奈りll県 は 2種 日とも同

時 に日本一 に輝 き頂
`点

を極 め、技術立県神奈川の名

を全国に知 ら示め、 まさに快挙 であった。

表彰式 で、優勝族 を手 に した両選手の笑顔 は今 で

も恙れ得 ません。

それ以来ニロ、競技 内容 に変更があ り、現在の課

題 とな ってヽヽる。

その都度、選手 と競技関係者 は競技課題 に取 り組

み、試行錯誤 しなが ら練習 に練習 を重 ね、そ して、

県代表 を目指 し、 日本一 を目指す。

愛城県大会 も、平成 13年 に行 われる、第47口神奈

川県大会 において も沖縄県大会の再来 を期待 し、あ

の感激 を もう一度 皆で味 わいたい ものです。

ちなみ に、(株 )東芝京浜事業所は33回 大会 (S.62年 )か ら42回 (H.8年 )ま で連続 10回、43回 大会代

表 を逃 しま したが、44回 大会か らまた代表 を続 けています。
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平成12年度(第46回 )全国溶接技術競技会 愛媛県大会

平成12年度の全国溶接技術競技会は、愛媛県松山市 愛媛県民文化会館及び愛媛職業能力開発促進セ

ンターにおいて10月 28日 (開会式),29(競技会)の 2日 間に亘って開催されます。

神奈川県からは、先に行われた第43回神奈川県溶接技術コンクールに於いて、各第 1部で 1位・ 2位

に入賞 した下記 4名 が神奈川県代表として参加 します。

是非 “神奈川県に優勝旗と優勝カップ"を期待 しています。

神奈川県代表選手

被覆アーク溶接の部

荒矢 富成/(株)東芝京浜事業所

峯尾 幸三/三菱電機 (株 )鎌倉製作所

半自動溶接の部

高瀬 裕文/東急車輌製造 (株)横浜製作所

斎藤 哲也/住友重機械工業 (株 )横須賀造船所

先月号では図 1の①から⑤の要因、

主に空気(N2)混 入によるプローホー

ル対策について説明いたしましたが、

今月号では先月説明できなかった、⑥
～⑨の要因のプローホール対策につい
て説明いたします。

⑥  トーチ廻 りの整備は十分か

1.溶接ノズル、チップにスパッタ

が多量に付着 していませんか

2.オ リフィスがとりつけられてい

ますか、破損 していませんか

スパッタ付着やオ リフィスの破

損は、ノズル内のガスの流れが不

安定になったり、悪 くなり空気が

混入 してプローホールの原因にな

ります。

② 送給装置周 りの整備は十分か

1.送給ローラ特にローラ溝に油脂、

埃、鋼粉などがたまっていませんか

2.コ ンジットチュープ(ラ イナー)内

に油脂、埃などが詰まっていません

か

油脂、埃などが溶接 ワイヤに付着

するとアーク熱により分解 してガス

(H2)が 発生、溶着金属に含まれ、

プローホール発生の原因となります。
コンジットチュープ内部や送給ロー

ラ周 りはエアーで埃やメッキくずを

吹き飛ばしたり、油脂などはシンナー

で洗い流 してください。コンジット

チュープのつまりは、送給不良の原

因にもなります。

③ 母材表面のチェック

1.母材表面や開先内に油脂や埃など

が付着 したり錆などが発生 していま

せんか

2.鋼板の防錆を目的として鋼板表面
ペンキ、ニス特殊油、Znな ど表面

処理を施 していませんか。 (表面処

理を施された鋼板を溶接するとプロー

ホールが発生 しやす くなります。 )

3.ス パッタ付着防止のためスパッタ

防止剤を溶接面に塗っていませんか

(ス パ ッタ防止剤を溶接面に塗布 し

た場合は十分乾燥 してから溶接 して

ください。できれば溶接面や開先内

には塗布 しないように注意が必要で

す。)

(イ )X線性能を要求される場合

X線検査、超音波検査など検査

の要求される場合は原則として表

面処理を完全に除去 してください。

(口 )表面処理を除去できない場合

プローホールを完全に防 ぐこと

は不可能です。 しかし、すみ肉溶

接の場合でプローホールの発生量

を少なくする施行法をご紹介いた

します。

1.前後のウィーピングなどに

より溶融池を軽 くかく拌 しな

がら溶接する。

2.精度、公差の許す範囲でルー

ト部の間隔をあける。

3.完全溶込みを行 う。

4.表面処理の種類に合せ、

ⅣⅨZ‐ 200, MX200S,

MX-100Z,DW‐ lSZな どの

プローホールの発生 しに くい

溶接材料を使用す る。

⑨ 仮付けや下盛の手入れチ ェック

仮付けや下盛の溶接個所に、ビット、

プローホールなどの欠陥は発生 してい

ませんか

仮付け溶接のポイン トとしては、

1.仮付け ビー ドは小 さくてていねい

に溶接す る。

2.仮付け ビー ド、下盛の際のスラグ

は必ず取 る。

3.仮付け ビー ド形状は平 らにす る。

4.特に重要なポイン トは仮つけ ビー

ドにピッ トプローホールなどの欠陥

を出さないことです。

仮付けについて も本溶接 と同様、

母材表面の清掃を十分に行 って くだ

さい。

その他に溶接材料が吸湿 していな

いかワイヤ表面に水分や埃などが付

着 していないか、サ ビが発生 してい

ないか十分確認をしてから溶接を行っ

て くだ さい。

以上、①～◎の各要因を確実につぶ

し、ビット、プローホールのない健善

な溶接を行ってください。

((株 )神戸製鋼所 溶接事業部 販売部

技術サービス室 大阪)

矢内 信一

①
炭酸ガスに空気や
水分が含まれている

⑥
トーチ周 りの

整備不良

⑤④③②

⑨③⑦

ノズル高さが正常 トーチ角度が適正
ガス流量が少ない でない     でない     風の影響

送給装置周 りの  母材表面の不清浄 仮付け下盛の不適、
整備不良             水分の吸着

プローホール

(ピ ット)

の発生

図 1 プローホールの発生原因特性要因図



(4)

JiS Z3801溶接技能者評価試験 実技試験受験要領

実技試験を受験するに当たり、溶接作業に必要な注意事項及び溶接条件など、標準的なものをまとめてあります

のでお知 らせ致 します。

これを参考にして各自更により良い条件と方法を見付けられ合格確率の向上に役立ててくださいますようお知ら

せ致 します。

1.一般的な注意事項

1.試験材をよく検査し、異常がないことを確認し、開先付 5.
近を清掃する。                     6.

2.溶接棒の銘柄及び棒径を正しく選定する。        7.
3.仮付けが終了したら必ず開先検査を受け検査刻印を受け  うにする。

各層スター ト部及びクレータ部を上手に処理する。

一層 日は溶け込み不良を生 じないようにする

仕上げ層は、アンダカット、オーバラップを生 じないよ

8.溶接を終了した試験材は、スラグ、スパッタを取 り除き

ワイヤブラシを掛ける

てから本溶接する。

4.適正溶接条件を使用する。

実 技 要 領 (今回はN-2Pで す)

原稿 を募集 しています。
自社の紹介や、技術関連、簡単な旅の話、写真、
クイズの問題等お待ち してお ります

(社 )日 本溶接協会神奈川県支部

TEL :044-233-8367
FAX: 044-246-5265

N-2P

仮   付

鉛直固定管

仮付位置
仮付けは図の 。印のところに

行って試験片採取位置をはず

すようにする。

水平固定管

溶 接 棒 1層 目低水素系裏波溶接棒 (3.2mm), 2層 目以降イル ミナイ ト系(3.2mm)

流

他の

一電

そ

溶接棒は管に対 しなるべ くたてるようにする。

鉛直固定

定
層

卜
層
層
層

固

１

ス
２
３

４

直

ｏ
　

（）
ｃ
ｏ

鉛 管
80-95A

リングビー ド

1125～ 135A

l10^-1202ヘ

水平固定管
01層  80～95A

ストリング又はスモールウィービング

::5}110ヘ
ン120A

04層  110～ 110A

名水巡リ 護摩屋敷の水
秦野か ら入 り蓑毛 を通過す ると人家はな くな り、山道 とな

る。道 が次第に高度 を上げ ると、次第にひなびて きつつ、秦

野市街が一望出来 る。護摩屋敷の水は、ヤビツ峠に湧 き出る。

この場所は、山伏がみそ ぎを し、護摩 を焚 いた所だ ったと

い う。人気の秘密は、飲みやす さ、汲みやす さに加 えてマイ

カーで も容易に入れ ることだろ う。休 日ともなれば水を汲む

ために並ぶ光景 も珍 しくはない。 この名水で入れるお茶 は一

味 も二味 も違 った味が楽 しめる。昔から湧 き出す丹沢の名水。

その水を求めて大勢の人が くるゆえ、今後 も大切に守 って行

きたい ものだ。

場所 :神奈川県秦野市

交通 :小 田急線秦野駅下車。

神奈川中央交通 バスヤ ビツ峠行 終点下車 徒歩25分

(株 )大倉製作所大船工場 加藤 明男


