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　当委員会は，1953（昭和28）年に日本溶接協会が最初に設置した特別研究委員会である。名称は

現在，特殊材料溶接研究委員会となっているが，「耐熱鋼溶接研究委員会」としてスタートし，今日

に至っている。

　当委員会の設置された年は，日本溶接協会が1949（昭和24）年に設立されてから5年目である。時

代背景を見ると，朝鮮戦争を機にわが国の重工業が急速に息吹き始めた頃であり，それに呼応し，各

種の材料の溶接施工技術の確立が必要になってきた時期であった。

1．1設置経緯

　1953（昭和28〉年に，航空機のエンジン構成部材として国産化が進められていた耐熱鋼の

「Timken」に溶接割れが発生することが問題となり，その原因と対策を明確にするのに官民一体の共

同研究体制が設けられた。これが「耐熱鋼溶接研究委員会」と命名され，活動を開始したのが当委員

会発足の経緯である。

　組織の詳細は明白ではないが，材料メーカー，ファブリケータ，中立機関を合せ20数機関であった。

約2年余の活動で，耐熱鋼「Timken」の問題解決に至る成果を上げた。その後2～3年は，次の活動テ

ーマが決まらず，実質的に委員会が中断された時期があったようである。

　1959（昭和34）年になり，チタンや鋳鉄の溶接を活動テーマとして委員会活動が再開された。同時

に，委員会名が活動テーマに合わないとのことで，「特殊材料溶接研究委員会」と改称された。それ

からの45年間，特殊材料の溶接に関し，表1．1（次ページ）の委員会の変遷に示すとおり，情報交換，

ガイドブックの発刊，講習会開催による教育など，多くの貢献をし現在に至っている。
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1．2　委員会の変遷と活動状況

（1》1953（昭和28）年の発足当時

　耐熱鋼溶接研究委員会では，米国で開発された耐熱鋼「Timken」の国産化に向けて，その問題点

である溶接割れの発生を防止するための共同研究を開始した。メンバーは，

　○材料メーカー

　　日立金属，神戸製鋼所

　○ファブリケータ

　三菱重工業，三井造船，川崎重工業，石川島重工業，日立造船，富士重工業，日本鋼管，日立

　製作所
　○溶接機メーカー

　大阪変圧器，大阪電気，電元社

　○中立機関

　大阪大学，早稲田大学，金属材料技術研究所，運輸技術研究所，鉄道技術研究所，都立工業奨

　励館
などのグループからなる共同実験体制がとられた。委員長は岡田　実（大阪大学）が就任した。
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表1．1　特殊材料溶接研究委員会の変遷と主な成果

隼凍 楠殊材料濯接研究婁員会の疲遷と成果 人　　　事

1949 ●（社）日本溶披協会発足

1953 ●耐熱鯛溶撞研究婁縫会設立 婁員長　　岡田鍵　　（大阪大掌》　　教授

卿 ・耐熱鋼『丁隔ko“』の溶絵割れ紡止に闘する鍍伺観貌 副婁員長横田溝義　　（幕稲田大学》　教擾

1959 ●『特轟材料溶撞研武婁貴会3に改称
｛昭和34》 ・チタンの溶絵に醐掌る活勤（チタン小婁織会設立》

・鋳鉄の藩擦に関する活勤（鋳物小婁員会設立》

1962 ・鋳鉄の港搬に関する鼓術講習会醐儀

1963 ・チタンの溶接に関する技術鶴習食開催

噂 ・罷S162チタンの溶授作業標準艶判

馨972 ・難S163鋳鉄の溶娘作議篠雛苑判 蚕員長　　石井勇五痩（東京工業大学》敦擾

雀973 ・チタン誠びに鋳鉄の溶披披術講習会閃催

1974 ・昌撹血属の溶接施工に蘭する活勤｛員材小曇員会設立） 婁員長　　新成夫　　（大阪大学》　　勧教授

書976 ・廃盛溶襖に薦する活勤（輿盛小婁員会股立》 幹事長　　平壕一冨　く職繋別練大学搬教擾

1981 ・日中溶簸技術交流会畳中国〔北京》で開催

電982 ・チタンの溶捜技術検窪における賦験方法及び料定基準制定

・日台酒」ま蔦言嶺会士台湾（高雄）で開催

・耐熱材料の鴻接に関する活勤（耐熱小曇員会股立》

1983 ・耐熱材料溶接に欄する文献集晃刊

・ステライト肉盛溶掻作業標準艶判

・スチライト肉盛溶被技術認定における試験方法及び糊定基準制惣

・ステライト斑藍溶搬に関する技術鵬習会闘催

1985 ・プラズマ粉体肉盛溶授作業鰻準琵刊

・鋳鉄の篇箒究葺蒲療致需講定並びにプラズマ粉体自盛藩搬に閥する技徽議習会鰯催

・耐熱材料の溶嫉ガイドブック｛蝋一40・アロイ80の艶刊

1986 ・a台溶掻技獅交流会を台湾で開催

・籔面敗質鼓斎研疲小婁員会（主査：松田福久》を設量

糟87 ・硬化肉醜被作業櫨準寛虞

毒988 rチタン及びチタン合金イナートガス溶加棒及び溶擾ワイヤ』の31S化原累完戒

レーザ肉盛濤搬・溶射作業撮準の簾累完成

・35周隼記念8業闘催

・耐熱材鶴の溶捜ガイドブック（インコネル・ハステロイ》発刊

1989 。表国数震研究小婁員会が数麿敬賀妓術研究婁員会として独立分離

1ggo ・中尾罷邦級大敦擾が婁員長に就任 曇員長　　中織嘉郎　（大阪大学》　　教授
（平成2） ・再処理施設耐食安鐵裏隆試験を科技庁から受託 副委員長川嶋服　　（剛ゆ

量99響 r食属材輯濯襖・擦台施工データ察』作戒作業闘始

『硯化肉盛被覆アーク溶擾作業機準』完成（罷S－7105一驚991》

・鴎国工業臓嬢所見学

・三藏璽工灘繍榊戸遊船所見学

1992 ・最近のステンレス鋼及び高合金の溶捜に醐する講習愈を東京（3月》と神芦（11月》で蘭催

・谷穏材料の濱綬・絵合施工楽償：に闇するデータ餓｛その量》死刊

1993 。先端鼓衛の溶接・接合国糠セミナー壱繍声“で醐催

・ステンレス鍛海披施工妓徽並びに粉体肉盛技術の爽際とその応用の講習会を北九州で欄催

1994 ・金繍材魑潟接・擦倉織工データ集U　g4発刊

・ステンレス鋼の加工と溶搬の霊際に闘する讃習会を千葉で開催

・最近のステンレス鋼及び高合血の溶披技斎に関する饒習会を血沢で欄催

1995 ・級神演路穴震災で中尾婁痴長死去 婁織長　　繭零和俊　（大阪大学》　　教授

・西本和俊阪大教擾が餐員長に就径 副曇員長　川嶋巖　　　（旧1）

。最近のステンレス鋼及び高舎食の溶接技術に閣する鯖習会を札幌（8月）と広島（12月》で開催

1996 。最近のステンレス鱒溶擦施工技術の嚢際とその応用に闘する講習会壱仙台（9月》と松山《12月》で閣催

・事雷機溶搬技衛研究曇員会（蝋SDA受託》

1997 ・盒属材料潟接・捜舎施工データ集’97発刊

・最近のステンレス鋼溶撞施工技策の裏織とその応用に関する講習会を新潟｛9月》と川嶋（3月）で開催

・寧憲機潜授技術研究曇員会（甑SDA受託》

1998 ・クリーブ麓化データ集’98発刊

。最近のステンレス鋼潟擦施工技術の裏際とその応用に関する講習会壱四日市（9月）と麗児島で開催

・ステンレス鋭の溶接トラブル事例とその原霞・対策に闘するガイドブック発刊に向けてワーキンググループを作り作業徽飴

・字寅機溶嫉披術研究婁員会（髄ASDA受託》

日本鋼管働津製作所見学

・棚解働九州工場憂学

1999 rステンレス鋼渚授トラブル事例集」の作成作繋

『ステンレス鋼とチタン合愈の潜披施工技術の輿際とその応用』に関する鶴習会・北九州テクノセンター

2000 「ステンレス鋼溶撞トラブル事例集3の作成作業

・購習会rステンレス鋼とチタン含金の濤接』・骨澱県（6月》

・核燃料再処理施設｛六ヶ所村）の見学

・四瑚工業技術研究所及び漏温高圧流体技術砺究所見攣

2001 rステンレス鋼溶鍍トラブル事例集」の作成作蹴 副婁員長野井伸惜　（新澗鐵工所）

・議習愈『スデンレス鋤とチタン合愈の溶授」・挿豪川県⑬月》

・鶴習金『ステンレス鍛藩撞施工技術の裏際と応用』・播井県（提月》

・高鴻増殖炉ζもんじゅ》と新型転換伊（ふげん）の見学

2002 rステンレス鋼溶擾トラブル事例蹴』の作成作鑑

・講習金『ステンレス鱈の溶嫉施工技術の裏際とその応用」・長崎工業技術センター

・三菱璽工㈲脊焼工場轟掌

2003 rステンレス鋼溶捜トラブル事例集」　日本溶擦脇会特殊材料溶擦研究婁員会縄発判 副曇貧長古貿信次　（川簡璽工棄》

・特蘇材料溶搬研究婁員会50鷺犀記念行事の開催

・宵賀幹事、副婁員長に就使
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　同委員会は約2年余，各中立機関及び企業で各種の分担研究を行った。その結果，耐熱鋼「咀mken」

に見られる割れは，各種炭化物及び不純物のコントロールによって防止できることが解明され，国産

化に大きく貢献した。

　その後，委員会としては，これといった共同研究テーマもなく，また防衛庁からの研究助成金も打

ち切られ，活動資金がなくなったこともあった。委員会を解散させるかどうかについて種々討議され，

委員会活動が中断状態の時期があったようである。

　（2）1959（昭和34）年に「特殊材料溶接研究委員会」と改称

　1959（昭和34）年になり，チタンの溶接というテーマであれば，防衛庁も研究助成金を出してくれ

るのではないかとのことで，積極的に折衝を開始した。しかし，防衛庁としてはチタンに強い関心は

あるが，航空機，兵器用として助成金を出してまで行うほどの緊急性はないとのことで，研究助成金

の件は実を結ばなかった。

　しかし，チタンは当時，専門家の間では極めて有用なものとされていたので，1959（昭和34）年に

勉強会のような形で委員会が再会された。その時点で，チタンは従来の鉄や非鉄に比べて工業材料と

して特殊な性質を有しているということから，委員会の名称を現在の「特殊材料溶接研究委員会」と

改称した。

　同時に，岡田委員長が多忙であるため，委員会の運営を横田清義副委員長（早稲田大学）に任され

ることになった。横田副委員長は鋳鉄の専門家であったこともあり，活動テーマに鋳鉄の溶接を加え

て，チタンと2本立てで活動を開始した。

　（3》鋳物溶接研究小委員会とチタン溶接研究小委員会の設置

　1962（昭和37）年に，鋳鉄の溶接に関する技術講習会が「特殊材料溶接研究委員会」の主催で開

催された。続いて，チタンの溶接技術講習会が開催され，いずれも100名を超える聴講者で，当時と

しては日本溶接協会史上類を見ない盛大なものであった。こうして，委員会活動に活気がもたらされ

た。

　1963（昭和38）年には，委員会の運営を「鋳物溶接研究小委員会」と「チタン溶接研究小委員会」

の2つに分けて活動することになり，鋳物は田村博（東京工業大学）が，チタンは新成夫（大阪大学）

が常任幹事として活動を開始した。

　ちょうどこの頃，世界的に化学工業の全盛期に入ったということもあり，ASMEに基づく品質管理

システムが普及しはじめたときであった。これらの情勢に委員会としても貢献すべく，チタンと鋳物

の溶接作業標準を作成する作業を，両小委員会の幹事を中心に活発に行い，1972（昭和47）年にそれ

ぞれ完成し，WES162と163として制定された。

　委員会活動も横田副委員長を実質的リーダーとして順調に運営されてきたが，1972（昭和47）年に

入り，横田副委員長が長期療養をされることになり，運営に大きな支障をきたすこととなった。

　当時，岡田委員長は健在であったが，業務多忙ということで，特殊材料溶接研究委員会にはまった

く関与されていなかった。そのため，リーダー不在の状態になり，石井勇五郎（東京工業大学）が委

員長に就任することになった。

　委員会は，鋳物溶接研究小委員会とチタン溶接研究小委員会を中心に活発に運営され，1973（昭

和48）年にはチタン並びに鋳鉄の溶接技術講習会が開催され，前回を上回る盛大なものであった。

1974（昭和49）年になり，石井委員長が業務多忙ということで，委員会の指揮を新　成夫委員長がと

ることになった。

　（4》新成夫委員長就任（各種小委員会活動の活発化）

　新委員長は，委員会参加企業が問題解決を望んでいる研究テーマとして，異種金属の溶接を委員会

で取り上げることとし，「異種金属溶接研究小委員会」を設置した。そして，自からがその主査とな
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り活動を開始した。委員会の内部に3つの小委員　　　表1．2特殊材料溶接研究委員会発行の主な出版物

会（チタン，鋳物，異種金属）を設け，平塚一

富（鉄道技術研究所）を幹事長に迎えて，活発

な活動が開始された。

　1976（昭和51）年には，ステライトなどの肉

盛溶接の問題点を解決するために，4つめの小委

員会（肉盛溶接研究小委員会〉を設けた。各小

委員会では，それぞれの溶接作業標準を中立的

立場で作成することを目標に，精力的な勉強会

と原案作成が進められた。それらの成果が表1、2

に示すもので，各企業に幅広く活用され大きな

貢献をした。

　その後，委員会活動も多忙を極めてきたので，新委員長は異種小委員会の主査に松田福久（大阪

大学）を迎え，同時に委員会の名称を「異種接合研究小委員会」と改称した。同小委員会では，拡

散接合法などの種々の異種接合方法についての勉強会と，フラクトグラフィによる溶接部のミクロフ

ィッシャの検討や，バレストレイン割れ試験方法の確立などに関して共同調査を行うことになった。

　鋳物溶接研究小委員会では，鋳物の溶接に関する共同研究を田村博主査を中心に行い，その成果

は後に「鋳鉄の補修肉盛溶接技術認定における試験方法及び判定基準」として制定された。

　（5）1974（昭和49）年のオイルショック以降の活動

　1974（昭和49）年のオイルショック以降，国内企業が発展途上国への技術輸出を積極的に行うよう

になってきた。特に発展途上国においては，わが国のプラント製作技術取得への関心が高まり，海外

との技術交流が随所で行われるようになった。

　当委員会にも，特殊材料に対する技術交流の要請があり，参加企業の要望とメリットがあればとの

考えで，1981（昭和56）年3月に中国機械工程学会と共催で，北京，上海，広州で日中溶接技術交流

会を行った。続いて1982（昭和57）年4月には，台湾金属工業発展中心と共催で，台湾省高雄で日台

溶接技術交流会を実施した。

　この頃，石油プラントに使用する耐熱材料としてHK・40やHP材などの溶接上の問題を見直そうとい

う要望があり，この分野の専門家である中尾嘉邦（大阪大学）を「耐熱材料溶接研究小委員会」主

査に迎え，精力的に活動を開始した。まず，この種の材料の溶接に関する問題点を把握するために，

文献の収録と勉強会が約1年問行われ，その成果は「耐熱材料の溶接に関する文献集」として発刊さ

れた。

　その後，この成果を活用し，耐熱材料の溶接ガイドブックの“その1”（HK40，HP，インコロイ

800），“その2”（インコネル，ハステロイ）を作成することが決定した。その内容は設計者，製造技

術者，溶接作業者が活用できるように，母材の特性，溶接施工，実機適用例，損傷事例など幅広い

内容となっている。

　執筆担当者はその道の専門家を人選し，母材については，製造メーカーである久保田鉄工，三菱金

属，大同インコアロイが担当，溶接材料については，神戸製鋼所，日本ウエルデイングロッド，日鉄

溶接工業が，溶接施工については石川島播磨重工業，川崎重工業が，全体のとりまとめを大阪大学が

担当した。

　作業は2カ月に一度のワーキンググループの集まりを持ち，精力的に執筆作業が行われ，“その1”

が1985（昭和60）年10月に，“その2”が1988（昭和63）年12月に発刊された（写真1、1〉。約6年にわ

たる作業であったが，その成果はこの種の材料を取り扱う人達から，1冊ですべてがわかる他に類の

タイトル No．

イナートガスアーク溶接作業標準（チタン及びチタン合金） WES－7102

鋳鉄のガス溶接作業標準 WES－7103

鋳鉄の被覆アーク溶接作業標準 WES－7104

硬化肉盛被覆アーク溶接作業標準 WES－7105

ステライト肉盛溶接作業標準 SWSM－101
プラズマ粉体肉盛溶接作業標準 SWSM－151

レーザ・肉盛溶接・溶射作業標準 SWSM・152
耐熱材料の溶接ガイドブック（HK－40，HP及びアロイ800，800H）

一
耐熱材料の溶接ガイドブック（インコネル・ハステロイ）

一
金属材料溶接・接合施工データ集’94

一
金属材料溶接・接合施工データ集97（増補版）

一
クリープ脆化データ集98

一
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ない本として重宝がられ，各々300冊の販売実績を

上げた。

　⑤　各種技術講習会の開催

　チタン溶接研究小委員会では1982（昭和57〉年に

入って，「イナートガス溶接作業標準（チタン及び

チタン合金〉」がWES7102に，「チタン溶接技術検　　・

定における試験方法及び判定基準」がWES8104と

して制定された。それを記念し，同年11月にそのた

めの技術講習会を開催した。

　一方，肉盛溶接研究小委員会の方は「ステライト

肉盛溶接作業標準」並びに「ステライト肉盛溶接技

術認定における試験方法及び判定基準」が1983（昭

和58〉年に，SWSM（特殊材料溶接研究委員会規格）

100と200に制定されたのを記念し，ステライト肉盛

溶接に関する技術講習会を130名の聴講者を得て行

われた。

　1983（昭和58〉年頃は，ステライトなどの硬化肉

盛を粉体プラズマ溶接法によって施工する技術が普

及し始めたので，肉盛小委員会ではこの技術の普及

を支援するために，作業標準を作成する作業を開始

写真憧．葉　鰯熱材料の溶接ガイドブック

　継無

灘鶴
、擁蟻

　麺轡轡
　　榊
騨’

　、畿灘簿轟
諮
・
噴
騰
、 ♂　無

写裏1．2　プラズマ粉体肉盛溶接作業標準

し，1985（昭和60）年に「プラズマ粉体肉盛溶接作業標準」を完成させ発刊した（写真1．2）。これを

記念して同年6月に，鋳鉄の補修肉盛溶接技術認定並びにプラズマ粉体肉盛溶接に関する技術講習会

を開催した。

　異種接合研究小委員会（松田主査〉ではこの頃，普及し始めたレーザによる表面改質技術を委員会

の活動テーマにするための準備が進められ，1986（昭和61〉年に「表面改質技術研究小委員会」（松

田主査）として活動することになった。当初は表面改質技術についての情報交換が行われていたが，

レーザによる表面改質などの技術が企業で実用化されるようになり，小委員会の活動も重要視され，

1989（平成元〉年に小委員会を「表面改質技術研究委員会」（松田委員畏〉として独立分離すること

になった。

｛7》中尾嘉邦委員長就任（小委員会制からワーキンググループ制へ）

　この頃，精力的に委員会を統括してきた新委員長が体調を崩し，長期療養のため委員会に出席でき

なくなった。種々検討の結果，1990（平成2）年に「耐熱材料溶接小委員会」の主査である中尾嘉邦

（大阪大学〉が委員長に就任した。中尾委員長は小委員会制を廃止し，その時々で必要なテーマが生

じた場合，その尊門家を集めてワーキンググループを設け作業をする方式をとった。

　最初のワーキンググループの作業としては，特殊材料の溶接施工関係の情報をデー、タシ轡ト化して，

広く情報提供のサービヌを行うことが企画決定された。これは最近，技術の伝承が各企業とも重要課

題となっているごとに蒼目したものである。

　データシート化に際しては，実際の現場で作業に当たっている多くの方々の意見を闘き，できるだ

け実務にすぐ使周できるように心がけた。情報提供も多くの企薬に賛岡してもらい，約250件のデー

タシートが集まった。

　データシートは，材料及ぴ溶接法別にまとめられており，各シートにタイトルを付し，検索を容易

にした。表ページには溶接施工条件，裏ページには継手性能等のデータ等を記載した内容で，1994

■9
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（平成5〉年r金属材料溶接・接合施工データ集」として発刊し，約200冊が販売され，広く活用され

ている．

　一方，本委員会の運営は年4回とし，2回が東京，2回が地方とした。このうち2回は委員会の社会的

貢献を考え，講習会を合わせて行う計爾を立てた。工992（平成4）年には「最近のステンレス鋼及び

高合金の溶接に関する講習会」を東京（3月〉と神戸で開催，1993（平成5）年には「ステンレス鋼溶

接施工技術並びに粉体肉盛技術の実際とその応用に関する講習会」を北九州で，1994（平成6）年に

は千葉と金沢で開催した。

　できるだけ安くして，多くの人に参加してもらいたいとの委員長の配慮のためか，各会場とも定員

（100名〉を超える盛況であった。講習会の開催は日本溶接協会の各支部の要講により共催で行ったが，

参加者が多かったので，若干の利益を出版活動などの初期投資に活用できるようになり，資金の心配

をせずにワーキンググループの作業ができる現在の基盤となった。

　また，中尾委員畏の専門性の高さから，外部団体からの共同研究の要講もあり，1990（平成2）年

には科学技術庁から表1．1の内容で，関係企業と研究委員会がもたれた。委員活動も多忙になったが，

委員長の広い視野と指導力，各委員の能動的な活動によって盤石な委員会となった。

　しかし，1995（平成7〉年1見17日，阪神・淡路大震災で中尾委員長が被災され，55才で惜しくも

逝去された。柱を亡くした委員会は3カ月ほど休眠状態であったが，委員会の幹事である西本和俊

（大阪大学）が委員長に就任した。

　｛8》西本和俊委員長就任

　西本委員長は，前委員長の構想を継承，実現することを当面の目標とした。

　本委員会は年4回とし，講習会も2回行う。そして，・ワーキンググループの活動として，

　①　　「金属材料溶接・接合施工データ集」の増補版の発刊に向けて継続的に作業を進める

　②「クリープ脆化データ集」の発刊に向けて作業を進める

　③　「ステンレス鋼溶接のトラブル事例とその原因・対策」の本を出版すべく作業を進めることが

　決った。

　①は、1994（平成6〉年にその初版が刊行された「金属材料溶接・接合施工データ集」が，この種

のデータは、溶接技術の進歩に伴って新しい溶接施工方法が生まれる性質のものであるため継続して

作業を進め，3年ごとに増補版を出してデータをプラスしていくように計画され，1997（平成9）年に

は増補版r金属材料溶接・接合施工データ集’97」が発刊された（写真1．3〉。

　②の「クリープ脆化データ集」の発刊作業は、主査に深谷保博（近畿大学・教授）を向かえて平成

8年よりワーキンググループが発足した。2年間の活発なワーキンググループの活動により、平成10年

3月に「クリープ脆化データ集’98」が発刊された（写糞璽．4〉。

　③の「ステンレス鋼溶接のトラブル事例とその原因・対策」のガイドブック作成ワーキンググルー

写真唾．3　金属材料溶接・接合施工データ集畢97

　　緯矯轟癒癖

　　蜘雛

写真1．4発刊されたrクリープぜい化データ集」
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プは平成11年に発足し、トラブル事例の収集に約3

年を費やした。

　トラブルは、誰でも隠したいと書う性質上、提供

してくれる会社が少なく、作業は難航したが幹事各

位の努力により約50件の事例が収集でき、2年間の

編集作業を経て平成15年4月に、産報出版から「ス

テンレス鋼溶接トラブル事例集」日本溶接協会特殊

材料溶接研究委員会　編として発刊（定価：4700

円〉された（写真懇。5〉。

　この本が、これから物づくりに励む若手への技術

の伝承になり、大きく生産活動に役立つものと確信

奪真董。5発刊されたfステンレス鋼溶接トラブル事例集」

すると共に、この種のトラブル事例を継続して収集し5年後位に、更に内容を充実させ牽増補版を出

版するのが望ましいと考える。

　④　講習会の開催は，臼本溶接協会の各支部などからの要請が毎年あめ，札幌，広島，仙台，松山，

　　新潟，川崎，四日市，鹿児島、北恥州、青森、横浜、福弁、藻崎とほ馨臼本を一周した状態で，

　　平均的に年2回行って嚢た。講習会は，中躍委員長の時代から数えると20翻約2000人の方が聴講

　　したことになり，業界への啓蒙と同時莚本委員会の購政衝へめ震献が図もれてりる。今後も発刊

　　された「ステンレス鋼溶接トラブル事例集」をベースにした講習を全国的規模で実施する予定で

　　ある。

　⑤　当委員会では，年4回の内、2回は研究発表会（写真t6）の他に見学会（写婁懇．7）も催』してい

　　る。六ヶ所村の核燃料再処理施設、高速増殖炉（もんδゆ〉、新型転換炉（ふげん〉、三菱重工

　　業（株）香焼工場、日本鋼管（株）津製作所など有意義な見学会が実施され好評である。

幽

2■

写糞1．6　観究発表会

写真む7ド各種見挙会のもよう




