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ません。世の中の二一ズに合った、あるいは将来を見据えた「特殊材料」とは何かということを考え

ながら、それでいて、これまでに先人達が築き上げた技術の伝承も考えながら、私も幹事の一員とし

て、微力ながら活動していきたいと考えます。

特殊材料溶接研究委員会に想う

ク・セ葛西省五 隔
な
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　社団法人日本溶接協会特殊材料溶接研究員会の50周年を心から祝福いたします。

　さて、本特殊材料溶接研究委員会は研究委員会では最も歴史のある委員会の一つであり、その発祥は昭和25年

頃で、前身は汀耐熱鋼溶接研究委員会」であると聞いております。

　ごの度特殊材料溶接研究委員会50周年とのことでありますが、本来50年以上の歴史があり、委員会の名のごと

く当初より丁チタンの溶接」をテーマに掲げられ、発展していったと伺っております。私的なことで申し訳ない

のですが小職も本委員会に参加して、早23年が過ぎ、その月旧が走馬燈のように思い起こされます。その中でも

委員長が新委員長、中尾委員長、そして西本委員長と交代されましたが、本委員会の活動は滞ることなく円滑に

そして活発に行われていることに対して、敬意を表しますと共に、その中で委員・幹事として関われたことを光

栄に思う次第です。

　その内で残念なことでありますが、特に印象に残っていることは中尾委員長があの阪神大震災で亡くなられた

ことです。この突然の委員長の死去は本委員会にとっても最大危機の轟つでなかったかと思います。中尾委員長

は、本委員会をより親しみやすくするのに非常にご尽力された方であり、委員長が積極的に実施されたところの

教育／研修も、現在においても盛んで年に少なくとも1回は講習会や見学会を全国各地で実施しており、既に十

数回を数えるに至っていることは驚異的なことだと思います。

　また、50周年にあたって、期を熟して発刊された「ステンレス鋼溶接のトラブル事例とその原因・対策」につ

いては、現副委員長がその編集を始めるにあたって書われたことを今でも思い出しますにの本の製作は中尾委

員長との約東でもある」という書葉を。そして西本委員長もこのことを十二分に理解されており、長い歳月をか

けて完成されたことに感銘を受け、本委員会に携わらせて頂いたことを誇りに思う次第です。

　今後も特殊材料溶接研究委員会の益々の発展をお祈り致します。
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特殊材料溶接研究委員会と私

神戸製鋼所溶接カンパニー丸山　敏治　麗献

私の特殊材料溶接法委員会への参加は、前任の夏目幹事の後任として幹事を勤めさせていた時点か

らが正式なスタートになります。しかし、実はそれ以前の1990年頃から前々幹事の橋本の時代から何



度となく代理出席等を繰り返しており、気がついた時点では自分が幹事になっていたというのが現実

です。正式幹事としての期間は短いのですが、この方10年以上は特殊材料溶接研究委員会とお付き合

いをさせていただいていることになります。

　またこの度、初めて当委員会が50年の歴史を持つ組織あることを知り改めて驚いております。特殊

材料分野における卓越した技術と経験に裏打ちされた学識を有する参加委員および各幹事の皆様方

と、フランクに交流ができるすばらしい機会を与えられたことに対して感謝をしつつ、本委員会の場

を通して、広く関連分野の技術・見識を吸収するのみで無く、自らの溶接材料の設計・開発技術者と

しての知識経験を広く一般に公開してゆくことも大きな使命であると考えております。

　参加委員・幹事等の個々のメンバーが入れ替わってゆくこと自体はやむをえないことでありましょ

うが、この特殊材料溶接研究委員会が現在のようなすばらしいカラーを失わずに、今後も何十年も継

続することを願いまして50周年のお祝いの辞とさせていただきます。

50周年記念によせて

住友金属エ業小川　和博
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　平成12年度から伝統ある研究委員会に参加させて頂き、50周年の大きな節目を幹事として迎えるこ

とができましたことを光栄に思います。近年、我が国の産業界では、ますます厳しさを増す国際競争

を勝ち抜いていくための対応力強化の必要に迫られ、様々な変革が進められております。国際競争力

の視点からは、海外製晶との差別化のためには高付加価値の商晶へのシフトが、有力な選択肢の一つ

ですが、その製造技術においては特殊材料の溶接技術は、溶接が容易でないが故に、国際的な観点で

の我が国の製造業の優位性を保つ重要なキーテクノロジーの一一つと考えます。

　当研究委員会は、産学が会して“実屠◎現業“の視点から真摯に議論し、情報交換できる場であり、

また総力を結集しで特殊材料の溶接技術“の普及を推進できる力を持った集団ともいえます。そう

書った意昧でも今後も、当研究委員会は製造業の繁栄を支える上で、一翼を担うべき責務を負ってい

ると考えます。次の節目である100周年に向けて、より一層の発展に、微力ながらお役に立てれば幸

甚に思います。

ひと味違う研鐙の場

タセト技術部岡崎司

　古い記憶を手繰り寄せてみると，私が特殊材料溶接研究委員会に初めて参加したのは，おそらく四

半世紀前と記億しています。当時の委員長は新先生で，駆け出しの身ゆえ親しく委員長の馨咳に接す
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る機会がほ琴んど無く・今でも残念に墨っており零す。そ㊨後・r般委員孝して参加しておりました

が，単成11年に現委員長の西本先生に声を掛けていただき，現在は幹事の宋席を汚しております。

　考えてみ紅ば企業に所属する者にとって，委員会での活動に参加できることは，無論プラィベート

の世界ではないのですが，すべてが金銭との関係で計られる世界でもなく，普段の仕事とはひと昧ち

がうものと感じております。例えば，最近もトラブル事例のガイドブックが出版があり，微力ながら

お手伝いしたわけですが，主として携わった幹事の方々の豊富な知識と経験に圧倒され，ずいぶん勉

強をさせていただいたと思っております。

　最近読んだ組織論の本から引用すると，自立したシステムとは自身の構成要素を産出しながら活動

を続けるそうです。この場合，自立したシステムとは本委員会なり会社組織なりにあたるのでしょう

が，本委員会が一構成要素である私自身を会社とはひと味違う形でも育ててくれるものであることを

痛感いたしました。この委員会活動に携わった諸先輩方にはとても及ぶものではありませんが，私自

身いつまでも情報を受ける側ではなく，さらに研鐙を積んで情報を発信する側とならねばならないこ

とを痛感しており，今後とも少しでも本委員会のお役に立てるよう活動していく所存です。

特殊材料溶接研究委員会の思い出

元・日本ウエルディング・・ツド技術研究所乾誠
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　このたび（社）日本溶接協会特殊材料溶接研究委員会が、めでたく創立50周年を迎えられましたこと

に対して心よりお祝い申し上げます、

　私が本委員会に参加いたしましたのは、主に、1980年の第1回耐熱材料溶接研究懇談会からのお付

き合いになります。当時、石油化学プラントなどの分野で、高温で使用される鋼材、溶接材料の高温

特性、溶接施工上の問題点を見直す勉強会が最初でありました。その勉強会の結果をまとめたものが、

“耐熱材料の溶接に関する文献集穿’の発刊となりました。

　特殊材料溶接研究委員会に携わっていて、忘れられないのは、1982年今は亡き新委員長の団長のも

と台湾・高雄で日台溶接技術交流会を開催し、期閥中参加された委員の方々や台湾の溶接関係専門

の方々と深く交流出来た事です。また、1983年、1988年発刊の蚤‘耐熱材料の溶接ガイドブッグ作成

のワー一キンググループの一員として参画し、ガイドブックまとめの段階では幹事の会社所有の保養所

などで幹事会を開催し、毎回夕食もほどほどに切り上げ、深夜まで各担当項目の検討作業を行いまし

た。お陰で、ほぽ予定期日の発刊となりましたが、なかなか大変な作業であったことを覚えています。

これも、阪神・淡路大震災で残念ながら被災された中尾委員長も御一緒での共同作業でしたが、委員

長のお人柄で各担当者苦労もいとはなかったと思います。

　現在は、西本委員長のもと、本委員会の益々の発展と会員各位の御健康をお祈り申し上げると共に

御活躍を期待いたします。



35周年当時の特殊材料溶接研究委員会

小池弘之

　特殊材料溶接研究委員会が50周年を迎えられるとのこと、心よりお祝い申し上げます。

　私が幹事として参加させていただいたのは、新成夫委員長、平塚一富幹事長のときです。動の委員長と静の幹

事長といった感じの名コンビで、それを事務局の関口みどりさんがしっかりサポートするといった体制だったと

思います。当時の大きな事業の一つとして35周年記念事業がありました。新委員擬の行動力により立派な記念誌

（特殊材料の溶接一35年の歩み一）ができたのですが、完成までの原稿の依頼、編集など随分努力されていました。

中野のサンプラザで講演会、祝賀会を行ない、私も完成したばかりの「硬化肉盛溶接作業標準」について説明ざ

せていただきました。

　当時は、前述の硬化肉盛溶接やステライト肉盛溶接、プラズマ粉体肉盛などの作業標準の作成を精力的に行っ

ていた時期でした。企業からの幹事は、全員集まることが少ないので、新委員長、平塚幹事長を中心に少人数で

泊り込み、夜遅くまで作業をし、短期閥で完成させていったことを思い出します。

　その後、新委員長が体調を崩され、中尾委員長になりました。私の会社での担当分野が変わったこともあり、

中尾先生とのお付き合いは1年ほどと短かったのですが、神戸での講習会前夜の先生を中心としたなごやかな懇

親会など楽しい思い出がいっぱいです。

　あれから雄年が経過し50周年を迎えることをお闘きし感慨ひとしおです。

　今後とも、蜂い歴史のある特殊材料溶接研究委員会の発展をお祈りしでおります。

■0 幹事の思い出

日鐵住金溶接工業　長崎　　肇

　特殊材料溶接研究委員会の設立50周年を心よりお祝い申し上げます。

　私と特殊材料溶接研究委員会のお付き合いは、平成5年度に前任の小池弘之様より幹事を引き継ぎ、

平成11年度までの7年間に渡ります。

　この間、定例である年4回の本委員会、加えて開催するステンレス鋼溶接施工技術の実際とその応

用に関する講習会、ガイドブックの編集等々思い出はあまりにも多く、活動を通じて私自身もたくさ

んのことを学ばせて頂きました。

　その中でも特に印象に残るのは、担当幹事として平成9年3月開催の本委員会で当時話題のメガフ

ロートの見学をメガフロート技術研究組合殿、住友重機械工業株式会社追浜造船所（現、横須賀製造

所〉殿ほかのご協力により実現できたことが挙げられます。

　また、講習会は南は鹿児島、北は北海道に到るまで日本各地の開催に参加、講演させて頂き、各地

区の溶接関係者の方々と親交を深めるごとが出来ました。

　さらに、「金属材料溶接・接合施工データ集」に始まり、「クリープ脆化データ集」、そして本年発
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刊の運びとなった「ステンレス鋼溶接のトラブル事例とその原因・対策」の執筆・編集に参加できた

ことは自身の勉強になり、よい記念ともなりました。

　そして悲しい出来事としては、平成7年に委員長の中罵先生が亡くなられたことであり、その影響

は特殊材料溶接研究委員会に留まらず日本の溶接界にとっても計り知れないものと思いました。

　しかしながら後任に西本先生がなられ、さらなる発展を遂げ委員会を確固たるものとされました。

　どうか、特殊材料溶接研究委員会がこの50年間に蓄積された知見を踏まえて、溶接界の一層の発展

のためにますます指導力を発揮されますことを期待いたしまして祝辞とさせていただきます。

特殊材料溶接研究委員会と私

エ業所有権協力センター調査業務センター夏目ド松吾

　昨年9月末日を持って神戸製鋼所を退職し、現在の職場に移ったのを機会に会社に貯め置いた個人の資料や手

帳を家に持ち帰り、時間が出来るとこれらを持ち出して整理をしてきました。その矢先溶接協会から特殊材料溶

接研究委員会50周年に寄せて思い出を何か書いて欲しいと依頼を受けたため、あらためて過去の手帳を眺めてみ

ましたところ、ありました。1980年5月27日鋳物小委員会開催、9月27日特殊材料溶接研究委員会などなどの記

載があり、当時のことを芋ずる式に思い出すことができました。

　当時は確か故人となられた田村教授が特殊材料溶接研究委員会、鋳物小委員会ともに委員長をなされており、

著かりし私1峯は人当たり良く、親切に教えていただいたこの委員会に好印象を持ったものでした。この激めでし

ょうかζの前後から現在の職場に変わるまでの20年の長期に渡りお世話になりました。

　当時の鋳物小委員会のテーマは鋳鉄の溶接割れ防止方法の研究であり、溶接指針の作成にありました。今から

考詫てもずいぶん難しいテーマに取り組んだものだと思いますが、みな真剣に溶接試験を行い、結果についての

議論を重ねたものでした。

　その後ステンレス鋼や高合金に関する研究や適用技術の取りまとめを行い講習会資料とし、それを元に日本全

国で講習会を行うと常に多くの参加者を得ることが出来、毎回張り切って講習会に講師として出陶いたことも貴

重な経験となりました。また特殊材料の溶接に関する啓蒙活動が、今後さらに経験を積み重ねた技術者の少なく

なる中で、益々重要性を増すものと実感したものでした。まだまだ本委員会がこれからも重要な役割を担って行

かなければならないことを、本委員会に携わってきたものとして誇りに感じています。

■■

設立50周年によせて

ロイド・レジスター・ジャパン野井　伸悟

翻、

）

、難

ここ一年、個人的には変化に蜜んだ年を過してきましたが、そんな折、、特殊材料溶接研究委員会事



務局から叢委員会が50周年を迎えたとのお知らせを頂き、感慨深いものがあります。小生が昭和50年

（1975年〉に大学を卒業した後、最初に参加したのが貴委員会であったと記憶しています。

　参加当初は故新成夫委員長の元で、臓小委員会に参加し、Tiの溶接に係わる諸問題に取組みました。

その成果が現在のJISZ3805（チタン溶接技術検定における試験方法及び判定基準）やWES7602（チタン

クラッド鋼のイナートガスアーク溶接及びチタンライニング作業標準）として利用されています。また、

今でこそ、中国はビジネス・観光の分野でも身近な国になりましたが、昭和56年（198玉年〉3月にその

当時では画期的な北京での研申技術交換会が貴委員会主催で計画され、小生も参加させて頂いたこと

が良い思い出として残っています。

　その後、故中尾嘉邦委員長の時には、私事になりますが、中尾先生の元で博士論文の指導を受け、

公私に渡り、充実した時を過ごさせて頂きました。

　現在の西本和俊委員長が就任されてからは、川嶋副委員長をはじめ、有能な幹事の方々とともに活

動させて頂き、平成13年度には副委員長を拝命し、本委員会発展に微力ながら貢献するうもりでおり

ましたが、諸般の事情により1年間で辞任したことを現在でも心苦しく感じております。

　今、思い返すと50年の半分以上の期間に渡って貴委員会に何らかの形で携わっていたことになりま

す。最後に私自身の会社業務とかなりの部分でオーバーラップしてきた貴委員会の50周年を心からお

喜び申し上げる次第です。

■2

特殊材料溶接研究委員会の設立50周年記念によせて

大阪大学名誉教授松田　福久

　特殊材料溶接研究委員会の設立50周年記念を心よりお祝い申し上げます。

　筆者は昭和50年代より平成元年まで、新成夫委員畏（故人〉の下で「異種接合研究小委員会」の主査を務め

させてもらった。

　昭稲50年代頃、わが国の産業分野は自動化、省人化などの声と共に、製晶の付加価値増大化意欲が急速に高ま

り、溶接の分野でも分野検討、拡大の波が押し寄せてきた。異種接合の分野でも、企業から、今迄の溶接、溶射

などによる厚膜以外に、PVC、CVDによる薄膜、拡散浸透による表面被膜作成技術の分野も包含すべきであると

いう要望が強くなった。また‘‘表面改質技術”なる言葉まで生まれた。

　しかしこれらの新しい分野は従来の溶接分野とは異質であり、研究者や企業も溶接協会にはあまり馴染んでい

なかづた．

　このため、委輿会、協会で種々の意見が交わされた結果、新しい二れらの分野の研究者や企業を包含した「表

面歌質技術研究婁員会」が発足することになり、平成元年、特殊材料溶接研究委興会より分離独立する事になっ

た。このように、‘‘親”委員会の活動により、新しい“子”委員会が範囲を広げて誕生したのである。これは溶

接協会にとってもその活動範囲の拡充につながり、極めて有意義な事であったといえる。

　今後、益々、唱特殊材料溶接研究委員会の活発な活動と拡大発展を期待します。
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特殊材料溶接研究委員会との出会い

日本ウェルディング噌ッド三木　良治

　（社）日本溶接協会特殊材料溶接研究委員会が創立50周年を迎えられ、ここにお喜び申し上げます。

　私は、溶接関係に従事して今年で35年になりますが、学協会での活動は唯一この委興会でありました。

　この委員会に携わるきっかけは、1990年に私の先輩であります乾さんとの幹事交代時に中尾先生が、当時新素

材研究所の足立所長に申し入れられたことが縁で、私に決まり昨年12月まで微力ながら12年間幹事を務めさせて

もらいました。

　この委員会の幹事皆さんは、西本委輿長を中心に溶接に関係する企業や教育関係の優れた人材のプロ集団であ

ります。思いおこせばこのことが私にとって、もちろん会社にとっても仕事に役立ち勉強になった有意義な委員

会でした。

　例えば、ステンレス鋼溶接施工技術の実際とその応用に関する講習会を日本全国で延べ17箇所開催し、数多く

の熱心な受講者に会い、ステンレス鋼の溶接に関する講習会の必要性を実感できたことです。

　さらに、将来間違いなく必要となる金属材料溶接・接合施工データ集（1、2巻）の発刊やステンレス鋼溶接の

トラブル事例集のまとめに参加できたことなどが忘れられないすばらしい思い出になりました。

　今後とも西本委員長のもと、本委員会の益々の発展と幹事各位の活躍を期待致します。

50周年に寄せて

臼本溶接協会関口　みどり
■3

50周年を迎えおめでとうございます。記念誌に投稿できます事を嬉しく思います。私が事務局を任されたのが平成2年4月か

らでした。中尾先生も同じ頃特材の委員長になられました．それから、13年3月に職場の移動で私の任務が変わるまで楽しく

支えられたと思います。と申しますより楽しく過ごさせて頂きました。事の始まりは平成4年3月の家の光会館での講習会でし

た。会場が一杯になり、狭い会場で汗をふきふき昼食を幹事さん全員で配っていただいたのが始まりです。特材委員会の活動

を宣伝することも兼ねて、はじめました講習会もそれ以後、協会支部の協力のもと憩年閥で16個所の講習会開催となり支部の

方々からも非常に喜んでもらえたと思っております。

　本部の諸活動が全国的に波及して行くには支部に協力を求める事が支部の活性化になるようなお話も偏いました。開催場所

は、幹事会にかけて決めるのですが、何時も先生との雑談の中で決まってきたように思います。全力投球で仕事をし、その後

の楽しみも格別のようでした。幹事メンバーを9人の侍と呼び「このメンバーだと何でも出来るね」と伸問意識もめばえへ団

結心のようなものも有りました。その結果が金属材料データブックになり、今回のトラブル事例になってきたのだと思います。

　その他にも私にはそれぞれの場所で色んな思い出が有ります。金沢、神戸、北九州、鹿児禽、港町ブル・スの歌になりそうで

すが、参加された方々にも心当たりがあると思います。西本先生が引き継がれトラブル事例の本の作成にお力を注がれました。

途中で幹事さんを含め事務局の移動など有りご苦労されましたが、トラブル事例は無事出来上がりました。今後の発展がとて

も楽しみです。
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