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1. 緒
す

にコ

我国で初めて被覆金属ア ーク溶接（以下，ア－？溶接と略記〉が行なわれたのは1915年である。

三菱合資会社では前年スエーデ ンのエレクトリスカ ・スヴェツソニング ・アクチェボラゲット

(Elektriska Svetsni時 Aktiebologet）社からチェノレベルヒ Cl'くjellberg）式アーク溶接棒の製造 ・使

用に関する特許権を取得し，この年から長崎造船所でア ーク溶接作業を開始した。 以来．同所

では多大の努力を払いながら，徐々にその用途を拡大していった。

他方，欧米では1914年に第一次世界大戦が勃発し，裸棒を含む金属アーク溶接法の適用範囲

が飛躍的に増大していった。そのため，我国でもアーク溶接の有用性が三菱以外の一部の人々

にも徐々に認められるようになり，大正中頃になると京都大学や海軍などでもアーク溶接の研

* 1984年12月20日受理，アーク溶接， 日本，大正期
料大阪府立大学総合科学部

(1) JI!村正晃ほか，“我闘における被磁金属アーク溶接法の導入と定着”，『日本産業技術教育学会誌』Vol.
26, 1984, No. 3, 39～50頁。

(2) 岡木赴， “佐々 木信太郎君と私”， 『溶接界』 Vol.2, 1950, No.12, 17頁。
(3) 福田烈， “思い出の溶接”， 『船の科学』Vol.3, 1950, No. 1, 22～24頁。
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究や実用化のための試験が行なわれるようになった。 ここに我国のアーク溶接技術も濫鰭期か

ら揺藍期に入った。

今日，溶接継手の健全性はX線検査などによって比較的簡単に確認することができるが，当

時は外観検査以外にあまり 適当な方法がなく， 溶接構造はともすれば疑念の目で見られてい

た。 このようなア ーク溶接技術が第一次世界大戦後の深刻な不況の中で次々と新しい分野に適

用されていったのは，継手効率の関係で使用材料が大巾に節約できる こと， 鋳造や鍛造にくら

べて設備費が安上りになること，作業能率がよく ，さらに製作工程も簡素化できるために人件

費の節減や工期の短縮が可能になることなど，総合的に見てコスト低減に役立ったためと思わ

れる。

又，使用性能の関係で特に水密や気密が要求される製品の製作，製作工程中における過誤や

その他の原因によって生じた不良品の手直し，磨耗や腐食あるいは破損によって使用不能に陥

った機器類の補修などの作業は溶接の独壇場であるが， これらを目的としてアーク溶接の使用

に踏み切ったケ ース もあったと思われる。

我国の溶接技術史を取り扱ったものと して，第二次世界大戦直後の佐々木新太郎の一連の著

£ 大 部 の 「溶接50年 ん 「 溶 接学会誌J倉lj立50周年記念与ならひ、に「溶接のおはなど」など

の諸文献，が存在する。佐々木の著述は本人も記しているように誤記が多く， 内容も三菱長ii荷造

船所に偏している。又，後三者は溶接工学者ないし溶接技術者が主に執筆しているためか，大

正期におけるアーク溶接技術の状況については断片的に触れているにすぎず，前後相反する記

述もある。

社史などの溶接に関する記述も断片的なものがほとんどで， 当該会社の溶接技術の全貌を知

ることは困難である。

いずれにしても，大正期における我国の溶接技術の発展状況を全体として精離に描写したも

のは存在しないといっても過言でなく，大正期における我国の溶接の実情については不明な点

が多い。したがって，当時，溶接に関係していた人々の論文や回想録を中心にして，前述の諸

文献や社史などを参照しながら，大正期における我国溶接技術の発展過程を宵ー構築する必要が

あると思われるが，この種の作業はまだ試みられていないようである。

筆者ーはすでに濫鱒期における我園の溶接技術について検討したが，本報では揺箆j印における

我国溶接技術の流れをできるだけ正確に再構築することを試みた。

(4）佐均木新太郎，“「日本溶接技術発達史」起稿に就て御願”，r溶接学会誌』Vol.16, 1947, 164～167頁。
(5）溶接50年史編纂委員会， 「溶接50年史』，産報， 19620

(6) 溶接学会50年史編集委員会， 『溶接学会誌.JIVol. 45, 1976, No. 9。
(7) 手塚敬三， 『溶接のおはなし』， 日本規格協会， 1981。
(8）佐々 木新太郎， “日本溶接技術発達史 （V)", 『溶接学会誌』 Volφ17,1948, 189～194頁 ；この点に
ついては著者も前掲（1）で2～3指摘した。

(9）前掲（1）。
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2.京都大学におけるア ーク溶接の研究

京都大学では，岡本赴が1918年頃からアーク溶接の研究を始めたが，岡本自身の記述以外に

当時の状況を詳述したものはなく，他はいずれも断片的である。

岡本が研究を開始した当時のアーク溶接は極めて幼稚なもので，鋳掛屋にちょっと毛のはえ

た程度く、、らいにしか認められていなかった時代である。研究のきっかけは，伊藤忠商事株式会

社が米国の E A. C. & W. (Electric Arc Cutting and Welding）社から輸入した交流ア ーク溶接

機の試験研究を電気教室の青柳教授に依頼したためで、ある。青柳は溶接に関する論文が掲載さ

れている米国の電気学会誌を 2冊ばかり添えて，助教授になりたての岡本の所へ話を持ち込ん

だ。

溶接機は容量 5KWの可動鉄心型で一次側電圧は 300V である。変圧器と冷却用扇風機

は頑丈な木製の箱に納められていた。 岡木はこの溶接機を使用して研究を始めたが，どう して

も良い結果が得られず，失望したこともあったと Lみ。今から思えば当然で，溶接機と一緒に

送られてきた E.A. C. & W. 社製の溶接棒は軟鋼線に石灰の薄層を薄化粧程度に被覆した粗

末な物であった，と岡本は当時を回想している。

岡本は1919年11月号の『電気評論』に“電弧浴援用変圧探の試験”と題して研究をまとめ，

漏洩磁路の無負荷電圧におよぽす影響，短絡試験，負荷試験およびアーク負荷試験の結果など

について述べている。当時は直流溶接全盛時代であるから，交流アーク溶接機に関する結果は

めずらしい。

岡本はさらに同月の『電気学会新誌』に “電気溶接に就て”と題して，関西支部で11月に行

なわれる予定の需主演の長文の予稿を掲載しているが2 その内容の過半は電気溶接の概説であ

る。実験内容は溶接条件の決定、溶接棒の溶剤！速度と溶着効率の測定および継手強度の検討な

どである。継手強度のデータは原稿締切日の関係で記載されず，代りに米国溶接調査委員会の

データが記述されている。このように岡本は研究成果の公表をかなり急いだ形跡が認められる

が，これは同 じ11月に造船協会諮演会で発表された斯波孝四郎の“造船に応用せる電気溶接”

を意識したのではないかと思われる。雑誌掲載は翌年の 4月であるが，斯波は継手強度を詳細

に検討している。

岡本は1921年 2月の『電気学会雑誌、」にも“電弧溶接に就て”という題で長文の講演予稿を

帥 岡本赴， “電気溶接協会創立につきて”， 『電気溶接協会誌』 No.l, 1926, 9～10頁。
ω前掲（2）。
同問＊：赴， “溶接おもちゃ箱”， 『溶接界』 Vol.2, 1950, No. 7, 33～35頁。
仲間本赴， “電弧溶接用変圧器の試験”， r電気評論』 Vol.7, 1919, 948～952頁。
~~ 岡本赴， “電気溶接に就て＂， 『電気学会雑誌』 Vol.39, 1919, 763～787頁。
(l$ Jtlr波孝四虫［l, “造船に応用せる電気溶接’tr造船協会会報』 No.26, 1920, 54～71頁。
帥岡本赴，“電弧溶接に就て3’， 『電気学会雑誌、』 Vol.41, 1921, 109～136頁。
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掲載しているが，ポイントを溶接部の顕微鏡組織の変化とア ーク の特性にしぼり，継手強度に

は触れていない。

以後，岡本は抵抗溶接，溶接機器および溶接現象などの分野で業績をあげてし、く。

3.海軍における アーク溶接伎術の導入 と 定着

海軍では福田烈が1919年頃から溶接に関する実用化研究を開始したが，当時の状況を伝える

ものとしては福田自身と藁谷英彦の記述以外に見当らず，他はいずれも断片的な事項が記され

ているにすぎない。

海軍は日本の造船技術に関して常に指導的な立場に立っていたが， アー ク溶接の研究に着手

した時期は割合遅く 1919年頃である。すでに1916年の『造船協会雑纂』は，英海軍巡洋艦「グ

ラスゴー」がチリー沖の海戦において水線付近に数個の穴を聞けられてリオ ・デ ・ジャネイロ

に入港した時， 同港に 1台の電気溶接機があったため， 開孔部の上に鋼板を当てて溶接補修

し， 24時間以内に外洋に向けて出港することができたと報じ，溶接の威力を示しているから，

1919年の時点における着手はやや遅きに失した憾は免れない。

海軍で最初にア ーク溶接に注目したのは藤田益三といわれている。藤田造船大監は1918年暮

に佐世保工廠の造船部長に就任した。翌年の正月のある 日，藤田は前年東大の造船工学科を卒
国

業して造船中技土に任官したばかりの福田をつかまえて，今海軍でだれかが電気溶接という も

のを研究しないと将来海軍の技術はこの方面で立遅れるかも知れないといい， 福田にアーク溶

接の研究を命じた。

当時，電気溶接の「電」の字も知らなかった福田は10年前にさかのぼって 『エンジニャリン
~ 

ク。」に発表された溶接に関する論文を片っ端から読んで溶接に関するアイデアをま とめ，三菱

の長崎造船所に 1週間ばかり出張して溶接の実際を習うとともに担当技師の木村嘉次から実験
C>.:! 

結果や溶接のデータを教わった。

長崎から帰って，まず溶接棒を作り 出さなくてはならないと考え，フ ラックスの研究を始め

た。溶接機がないので，電源は直流 100V を水抵抗で落として使用した。真っ先に目をつけ

たのは鍛接で使用していた棚砂，黄血塩，重富ーなどであり，それにチェノレベルヒ棒を分析して

みて酸塩やフ ェロマンガンの必要性を知った。

1919年の暮になってリンカーン（Lincoln）社の 1人用直流溶接肢が到着した。翌日20年，こ

肋前掲(l~o
M 電気溶接（抄訳〉， 『造船協会雑纂』No.5, 1916, 98～103頁0

(1~ 前掲（3）。
制前掲（7), 93～97頁。
制福田烈， “溶接の発達に対する陰の貢献者”， 『溶接技術」 Vol.7, 1959, No. 3, 35頁。
伺福田烈， “茶話30年”， 『溶接界』 Vol.l, 1949, No. 2, 24～26頁。
帥福田烈，“佐々 木氏の「わが国溶接界くさわけの人々 」を読み終りて”，『溶接界』Vol目 4,1952, No. 2, 

22～23頁。
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の溶接機を使用して実験を繰り返すう ちに F6と名付けたフラックスが完成した。心線は倉庫

にあった八幡製鉄所製の雑用鉄線と称するものを片っ端から分析し，試行錯誤的に使用して，

炭素含有量o.10～0 12%のものが良好であることを見出した。この心線に F6フラックスを被

覆した俸を使用して， 6～7mmtの鋼板をV開先で溶接したところ，引張強さ 42～47kg/mm2,
包。

伸び10%以上の良好な結果を得ることがで‘きた。

そうこうするうちに大阪製鎖でクォーシアーク（Quasiarc）の交流溶接機や溶接棒を輸入して

売り始めたので，この機械を 3台ばかり買って交流の溶接もやり 出した。

1921年， 佐世保で100トン積みの火薬運搬出iを建造することになったので， 福田は藤田の許
~－岡

可を得て全溶接で作るこ とにした。これが海軍における最初の全溶接船である。福田は図面も

現場もほとんど一人で、担当したが，鋲構造をそのまま溶接に切 り替えたようなものであったと

いう。溶接は直流と交流の両方で行ない，作業は福田が素人から育て上げた 3名の溶接工によ

って行なわれた。設計の時，外板と隔壁との交叉点に水切 りの工事をする ことを忘れたので，

水圧試験の際に妙な所から水洩れが起って驚いた。当時の溶接はブローホーノレが多く， ビード

の所々から水がジェットのように吹き出したが，コーキングハンマーでブロ ーホーノレをつぶす

と簡単に水を止めることがで、きた。

福田が全溶接船の建造に踏み切ったのは全溶接船「フラ ーガー」 （Fullagar）および 「諏訪丸」
聞

の成功に刺激されたためではないかと思われる。

その頃の溶接は下手にやると L、かにも汚ならしく，鼻糞とけなされていた。親切な先輩が福
tw 

回に釘L糞いじりはし、し、加減にやめて造船の本流を歩んだ方が将来のために良いと忠告するほ

ど，溶接は軽視されていた。それでも福田は熱心に溶接の研究に従事し， 1921年には軽巡洋艦

の「長良」および「由良」の上甲板のリノ リュウム押えのナッ トやフート ・ストリップを溶接

で取り付－けたり，健室内のアッシュ ・パン受けの取付工事を溶接で行なった。又，修繕工事で
~'9) 

はこの頃，通報艦「最上」のエンジンケースの腐食した部分を溶接で‘直した。

さらに同年夏， 水雷艇 F鵠」と「蒼鷲」が衝突事故を起し 137排水ト ンの「鵠」はコリー
凶

ション隔壁から前部を大破したため，この部分を新造することになった。この新造部分に溶接

を適用することになり，新造部分を左右両舷と上甲板の 31聞に分け，別々に溶接で作り上げて

から組立てた。水雷艇といえども寧般であるから，これが我国で軍艦の強度部材に溶接を採用

判前掲（3）。
伺福田烈， “アーク溶接のことども〈『溶接技術』 Vol.7, 1959, No. 5, 32～35頁； 1950年前後に記述

された前掲（3），同および帥などではこれを1920年としているが，1959年に執筆された前掲帥以降は建造
年月を1921年としているので，ここで、はそれに従った。

帥福田烈， “造船と溶接”， r溶接界』Vol.3, 1951, No. 8, 1～4頁。
制福岡は建造中の「諏訪丸」を見学し，~取りに苦労しているのを見た，と前掲伺で述べている。
伺前掲倒。
帥前掲（3）。
帥福田烈， ・6造船の溶接”， 「水交」 No.141, 1965, 16頁。
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した最初の例である。しかし木格的な強度部材への溶接の適用は1929年の駆逐艦「タ霧」の
~2 

建造を待たなければならなかった。又，新造部分の工法にいわゆる今日いうところのブロック

工法を採用したのも興味あるところである。 両舷の外板ならびに甲板の溶接には突合せ継手を

採用したが，溶接による収縮を考慮しなかったため，歪が大きく 出てど うにもならなかったの

で，そのまま組立て，生じた間隙には甲板から外板にかけて別の鋼板を当てがってごまかした
G~ 

という。なお，ブロックは本体に鋲で取り付けられている。

1922年には50トン泥受船を全溶接で作ったが，この頃になると佐世保以外の工廠でも溶接を
M 

試みる者が出始めた。たとえば，舞鶴では1921年3月に，三菱長崎造船所製の直流500A,60V 
闘

のモーターゼネレータとそれに付属するクォ ーシアーク製抵抗機4台を購入してレる。又，横

須賀では1922年 6月に， 大阪電機製造株式会社から 8,351円70銭でモーターゼネレータを購入
闘

し，製幡工場に配備している。ゼネレータは能力60KW，直流60Vであるから，直流1,OOOA, 

60Vの溶接用電源と思われる。

当時，海軍造船官の中で最も溶接に通じていたのは福田であるが，彼は1922年から中華民国

へ出張し 1923年に帰国した。帰国後は舞鶴に勤務したが，溶接工の養成が第ーと考えて，そ

の方面に力を入れたため，溶接自体の成果としてははなばなしL、ものはなかった。続いて，福
ω 

田は1925年 4月から英国へ出張し 1927年に帰国した。このような事もあって，その後，艦船

の建造に関する溶接技術の適用は，藁谷が舞鶴で駆逐艦 「タ霧」の肋骨隔壁など横強度部材の

溶接を行なうまで，注目すべき成果をあげることができなかった。しかしこの間，船体構造で

も強度に関係しない部分や蟻装関係への溶接の適用はしだいに増加していった。

4. 造船会社における アーク溶接技術の応用

三菱長崎造船所は，すでに佐々木によってスポットが当てられているがv それ以外の造船所

に関しては，その当時溶接に関係息していた人々の論文や回想録を除いて，断片的な記述がある

のみである。

帥前掲伺。
伺認谷英Et，“船体構造に電気溶接を使った実例について”， r溶接学会誌』 Vol.16,1947, 352～360真。
帥前掲伺。
帥前掲判。
帥 前掲例。
帥藁谷英Et, “船殻工事の電弧溶接応用に就て”， 『造船協会会報』 No.46, 1930, 191～222頁。
制 横須賀海軍工廠編，；横須賀海軍工廠史（3），原書房，1983,341頁 ，同工廠で使用されているアーク溶接
機としては，これ以前， 1918年3月に電気鋳掛用として直流 lOOV,80馬力のモータゼネ レータを購入
し，造機部鋳造工場に配備されていることが同書41頁に記されている。電気鋳掛は炭素電極と母材の間
にアークを飛ばして，その熱で母材又は母材と溶加俸を溶かし，鋳物の湯口を切断したり，鋳鋼の巣を
埋めたりする方法である。

伺 前掲倒。
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1 三菱造船におけるアーク溶接技術の応用

(1) 神戸造船所におけるアーク溶接技術の導入と定着

神戸造船所におけるアーク溶接技術の先覚者である氏家竹次郎は，

大正6年〈今より18年前〉我が神戸造船所よりは技師（添田秀一氏〉 を長ii碕へ派遣して之が習

得に当らしめ，爾来孜々として其研究を進めつつありし際， イ間々彼の世界大戦の結果欧米

に於て長足の進歩を遂げたる実績に刺激せられて大正8年頃より其研ー究応用は一段の拍車

を掛け，全然旧慣を捨てて組織的の経路を辿り，幾多の機関と多人数の努力とに依り本技

術の向ふ所を明かにして漸く本格的応用のj或に達し， 大正8年 5月15日愈々作業を開始

し （後｜｜｜告〉
G~ 

と述べ， チェノレベノレヒ式溶接法の導入が順調に進み，1919年5月から実用に踏み切ったことを

明らかにしている。しかし社史では，

大正5年長崎造船所からチェノレベノレグ式電弧溶接法を修得して電気溶接を始めたが，当時

はほとんど実用に至らず，わずかに修繕船のボイラノレームの敷板の切継ぎに応用した程度

であって，ガス溶接の域を脱するに至らなかった。

と記し，導入時期やその後の経過に関して，氏家の記述とニァンスを異にしている。 1918年に

神戸造船所に入社した入江敬治も，

上記の外鋳鉄溶接について，今尚忘れる事の出来ない事がある。それは大正7年初頭だっ

たと思うが，発電所のガスエンジンのシリンダー溶接で，ス タッ ド植込みに依る溶接であ

っfこ。

と記し，鋳鉄のアーク溶接が行なわれていたことを示している。

入江の入社当時，同じ溶接でもアークとガスでは責任者も異なるし互いに敵国のような間

柄であったとしみ。さらに長崎でアーク溶接技術を修得してきた技師や組長も退職したため，

ガスの責任者の配下に置かれることになった。責任者の工師はアーク溶接を廃してガス溶接に

一木化しようとする節が見られたが，アーク溶接に理解を持つ涌島正明が担当技師になり，作

業方法を改良したりしてア ーク溶接をもり立てていったので，ガス溶接に併呑されかかって危

うく抹殺されそうになったア ーク溶接の危機は救われた。それでも1919年の夏頃，ア ーク溶接

作業が閑散で皆目仕事がなく，入江ら 5～6人のア ーク溶接工が毎日心線の歪取りやフラック

ス用の薬品叩きばかりしていたl時，修繕船の幅i）擦で多忙なガスの方から引抜工作があり， 2名

の同僚がガス溶接の先手として工師に引抜かれ，帯］島との聞に悶着が起った。涌島はその後程

倒 氏家竹次郎， “電気溶接の沿革と其製品に就て”， 『溶接協会誌.！！ Vol. 7, 1937, 75～83頁。
帥神戸造船所50年史編纂委員会，『新三菱神戸造船所50年史』，新三菱重工株式会社神戸造船所， 1957,

307～312頁。
約） 入江1政治， “電弧溶接35年（1）”， 『溶接界.！！ Vol. 7, 1955, 199～202頁。
帥三菱社史（Vol.24，大正6年，4286）によれば，添田秀ーは1917年9月5日に依願退職してし、る。
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なく上司と意見が対立し退職した。

当時のア ーク溶接はガス溶接よりも溶接速度が早いとしみ程度で， ビードの表面は汚ない，

叩けば割れる， 水は洩れる，撃の刃は立たない，歪は出るとし、う具合にほとほと持て余しの邪

魔者扱いであったと L、う。作業は鋳鉄の溶接および流し切りの工事が大半で，船舶のポンプや

復水穏の修理などの分野にはかなりの仕事があった。これらの作業もガス溶接の方が成績は良

かったが，カ、スは予熱が必要なため，自然にア ーク溶接で行なわれるようになった。しかし

修理は一時的な間に合わせの感が強かった。鋳鉄のアーク溶接は現在でも良好な結果を得るこ

とが困難な場合が多L、から，当時の技術ではさぞ難しかったと思われる。

アーク溶接の作業の仕方自体もガス溶接を模倣したものが多く ，いかにしてガス溶接のレベ

ノレに近づくかが問題であった。

溶接はほとんど、が直流でフk抵抗を使用していた。ア ークが切れにくく，切れたと思って眼鏡

を取るとア ークが尾をヲ［＼，、て， 日を痛めることが再々あった。そのため，作業は 2人ないし 3

人一組で行ない， j給の現場などでは電流調整に l人，合図に l人といった具合に 3人がかりで

のんびりと作業をしていた。水槽の座金を溶接するにも先手を要し，一々，丸ベシを当てて表

面を均整した。それほど慎重に作業しても漉水すると水洩れがするとし、う状態であった。又，

j享板で重要なものは溶接終了後カーボンアークで赤熱し，ハンマーで表面を叩L、て調整した。

このよう に， 三菱神戸造船所のアーク溶接は苦難の道を歩んできたが，1920年頃からア ーク

溶接の実用化が急激に進みだした。これは苧石元照所長がア ーク溶接を推奨したためで、あると

社史は記しているが，氏家が溶接を担当したことも与って力あったと思われる。苧石は1920年

2月5日付で彦島造船所の所長から神戸造船所の所長に転任したが，彦島時代には「大漁丸」

の改造やドック戸船の製作にア ーク溶接を採用している。氏家は1919年ーから溶接を担当したと

後に記しているから，涌島の後任と考えても不自然でないし，入江の記述とも矛盾しない。 こ

の苧石と氏家のコンビがアーク溶接の実用化を強力に推進したものと考えられる。
日

1920年 3月には4個の細片に折損した汽船「帝海丸」 の舵心材を溶接で修理した。これは以

後12年間無事故で、使用されている。又，同年5月には三菱長崎造船所から受注したポンチテー

プ、ル9台のフレー ムオームをア ーク溶接で完成し，同時に自家用発電所向けの5トン吊天井走

帥三菱社史（Vol.26，大正8年， 5112）によれば， iITi島正明は1918年8月30日に入社し， 1919年11月10日
に依願退職している。
制前掲~ll)。
帥 氏家竹次郎，“造船に溶接を応用する場合の注意と溶接棒に就て”，『溶接協会誌』 Vol.3, 1933, 20～ 

28頁； なお， 『溶接協会誌』は断っていないが， これは『モータシップ』昭和7 (1932）年8月号から
の転裁である。

制前掲例。
伺三菱社史， Vol.27, 1920年， 5392頁。
同前掲（1）。
納氏家竹次郎， “欧米に於ける軟鋼の電弧溶接に就て（l)", 「溶接協会誌』No.8, 1931, 1～10頁。
伺 前掲伸。
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行起重機桁をも製作するこ とになった。さらに同年11月には汽船 「広祐丸」の20トン吊へピー

デリ ッタブームを一本の鋲も使用せずに完成している。

翌1921長さ65フィート，幅35フィート， 深さ8フィート の全溶接起重機船を起工し，同月，

この起

重機船の溶接作業の詳細は，氏家が造船協会の第8回懸賞論文に応募して選外佳作になった論
伺

文の第6主主に述べられている。1921年3月には神戸税関から受注した60馬力発動機船「満珠

年3月進水した。同船は溶接を採用したため，鋼材の約四%， 13.1トンを節約し得た。

lj穏10フィート， 深さ5フィ ートで同年6

この間， 1920年11月には各種の実験成績および設備の詳細を添えて，英国ロイド船級協会に

船舶建造に対する電気溶接応用の承認を申請し翌1921年7月に同協会から公式承認されてL、

この船は長さ45フィー ト，丸」を全溶接で起工した。

月進水した。

る。又， 1920年12月には三菱造船で最初の技術研究委員会である全三菱造船会社溶接研究委員

会が組織されているが，翌1921年 1月には苧石の提案によって，神戸造船所独自の溶接研究委
伺

員会が組織され， 基礎的研究の促進に資することとなった。

1922年 2月以降，鉄道省、関釜連絡船「景楠丸」，「徳、寿丸」 および 「畠慶丸」 の三姉妹船に使

さらに 1923年5月用する4,000馬力タービンの主復水襟を鋳鉄製から鋼板溶接製に変更した。

からは各種タ ービンの復水器を全部電気溶接で製作することになった。

各官庁および民水力発電用ペンス トックの製作に溶接を応用するため， 1922年9月頃から，

閉会社の関係技術者の立合いを求めて実物モデルによる各種の実験を行なった結果，溶接によ

る製作が鋲接によるそれよりも格段に有利であることが認められ， 1924年9月には水力発電用

長野県fie！［）；電力株式会社中房ペンス トックを実地に作ることになった。その第一着手として，

続いて， 1925年には関第4発電所用静水頭1,200フィートのペンストックを溶接で完成した。

このものは静水頭667フィート，川電力会社鳥坂発電所用ペンス トック 3条を溶接で製作した。

肉厚3/8～7/8インチである。
(;U 

『溶接50年史』では三菱長崎造船所が1923年に中房第4発電所のペンストックを製作したと
~ 

している。又，大概貞ーも最近、の報告で1923年説を採用している。

管径60～76インチ，

「溶接50年史』したがって，

の三菱長崎造船所説はともかくとして，製作年月についてはさらに検討が必要であるかも知れ

ない。

水圧が高くなっペンストックの製作を溶接に切り替えた理由は静水頭がますます大になり，

および引抜鋼管や輸入したラップウェていくために鋲接による製作に困難を感じ始めたこと，

前掲倒。

氏家竹次郎，“実用上より見たるii次鋼の電弧溶接に就て”，『造船協会雑纂』 No.102, 1930, 1～15頁。
前掲倒。

前掲（5),182～183頁。
大槻貞一， “日本における水圧鉄管の廃史’： 『産業考古学会報』 No.27, 1983, 3～4頁。
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同

ノレド鋼管などではコスト的に高すぎるためである。

1923年には日本電力会社東発電所向けの蒸気溜に全溶接を採用していざ。又，1924年 6月に

は市街配電用溶接鉄柱の研究に着手し，越えて1925年4月，京都市から受注して製作を開始し

た。さらに周年同月， かねて研究中の上水道用溶接鋼管を福島市から受注し， 製作を開始し
同

た。

福島市の上水道府溶接鋼管については入江の記述が詳しいが，氏家の論文と年代的に 1年ほ

ど食い違っている。すなわち，入江は，

丁度，大正12年東京震災の翌年，福島市の水道鉄管を，製耀工場で作った事がある。内径

500mm，板厚 9rnm，長さ 3mのものを工場で芋継ぎして，更に継手音llを平鋼で巻いて

溶接する。即ち長さ 6m として現地に送るのである。全体の組立は現場でする事になっ

ていた。私は選ばれて同僚と二人，（中略〉 出張したことがある。 之は溶接工として最初の

出張であるし水抵抗器から交流溶岩語使用に変って間もない時の事で、 （後略〉
同

と述べている。

作業現場は阿武隈川の松齢橋の上で足場が悪く ，さらに大きな溶接機を見るのが初めての電

気会社の配線工が配線したため， 配線の不備も備なって， 溶接作業は ~Uli11 した。 3月初旬，

200m余りの工事がようやく終り，圧力70ポンドで漉水してみると当板の下部，振分溶接部の

境からぽたぽたと洩水する。コーキングはまかりならぬということで手E室しの溶接を行なった

が，洩水部は全然、ア ークを受け付けない。困りはてて長大息したが，施す術がなかった。しか

しそのまま，検査は合格になった。

その後間もなく， 寒気や風雪に耐え精励よく努めたということで福島市から表彰された。

又，工場でも特別昇給を受け，大いに面白を施した。しかし入江は，

それから間もなく， 東京下綾瀬橋の水道鉄管架設で（中略〕 出張したことがある。その時

東京市水道部長X博士が現場へ来られて言うには「君達は福島松齢橋の鉄管をやったんで

はないか」と尋ねられた。そして「あれは悪かったよ。此の鉄管はそんな事のない様やっ

て呉れ」と注意され穴があれば這入り度い気持をしたものである。
同

と言己している。

1926年には化学工業用製品の濫鱒として，ネlfl崎キリンビール会社用ビーノレ貯蔵描［を大量に製
制 制

作したが，作業は難行したようである。入江はこれについても詳細に記しているが，溶接完了

後の歪取り作業中に割れが発生しその補修溶接に手を焼いたと述べている。

伺前掲倒。
肋 前掲制。
同前掲倒。
同入江敬治， “電弧溶接35年（2）”， 『溶接界』 Vol.7, 1955, 270～273頁。
帥前掲制。
刺入江敬治， “電弧溶接35年（3)", 『溶接界』 Vol.7, 1955, 348～351頁。
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三菱神戸造船所ではこのように苦労を重ねながら，溶接の適用分野の拡大に努力していった
帥

が， 1932年には各方面に散在する溶接関係部署を一丸として溶接工場を新設するに至った。

(2) 長崎造船所におけるア ーク溶接技術の応用

長崎造船所では三村哲夫が1920年に全溶接船「諏訪丸」 を建造し，船体建造に関する溶接の
同

適用に関して，世界の第一線に到達した。しかし，その後の長崎造船所の船体建造に対する溶
制

接の適用は，三村の後を受け継いだ木村嘉次の溶接に対する熱意不足も原因して停滞し，はな

ぱなしい成果をあげることができず，商船や艦船の非強度部材に溶接を適用する程度の状態の

まま，昭和初期に至る。

他方，造機関係の溶接は材料実験場長の佐々木信太郎を中心に活発化してし、く。
輔

佐々木は1918年頃から溶接の研究を始め， 1921年には水素ガス雰囲気中でアーク溶接を行な
同

う方法を特許出願し，1922年に特許を得ている。今日，溶接部に存在する水素は低温割れなど

の原因になるため，アーク雰囲気中の水素は極力減らすようにしているが，我国でこのことが

認識されだしたのは第二次位界大戦後のことである。又，佐々木は同じ頃溶接部の組織と強度
制

との関係を研究し 公表している。

1921年，製曜；場で行なっていた溶接篠製作の指導を材料実験場で相当することになり，佐々
岡

木の元助手であった一番ケ瀬清が受け持つこ とになった。 1923年には溶接棒の製作自体も材料

実験場で行なうことにな り，それにともなって，今までスエーデンから輸入していた溶接棒被

覆材の原料も安価な国産品に切 り替えていった。

1923年，佐々木は鋳鉄製タ ービン ・ケーシングの鋳庇の溶接補修の研究に着手した。これは

大正後期の軍艦用タービンの急激な大型化の進行に鋳造技術が追いつけなくなって， 鋳庇によ
帥

るタ ービン・ ケーシ ングの廃却が相次ぐようになったためで句ある。この事態を打開するため，

タービン・ケーシングの鋳庇の補修にアーク溶接を適用することになり，鋭意研究した結果，

適用可能であることが判明した。 しかし，海軍当局は箪般の心臓部ともいうべきタ ービン ・ケ

ーシングの溶接による補修に難色を示して許可を与えなかったので，実物による試験を何回も

繰り返しやっと溶接施行の許可を取り付けた。

1924年，佐々木は三菱造船研究所の佐藤俊ーらと共同で鋳鉄溶接棒の特許を出願し 翌1925

制前掲帥， 61～62頁。
伺前掲（1）。

制佐々木新太郎，“わが国溶接界くさわけの人 （々その三Y，『溶接界』Vol.I, 1949, No. 4, 24～27頁。
伺佐々木新太郎， “岡本博士と私”， 『溶接界』 Vol.2, 1950, No. 12, 16頁。
制 特許第43517号， “還元性瓦斯雰閤気内ェ於ケノレ電孤溶接法”，1922年9月22日。
制佐々木新太郎， “鉄板の電気溶接部に於ける各部分の機械的性質と冶金的組織（其二〉”， 『九州機械
工業会誌』 No.6, 1921, 19～38頁。

制 一番ケ瀬清， “想い出あれこれ”，三菱重工長崎造船所編『回想の100年〈下〉』所収， 三菱重工業長崎
造船所， 1975,203～230頁。

制佐々木新太郎， “日木溶接技術発達史（II!)", 「溶接学会誌』Vol.17, 1948, 104～109頁。
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同

年に特許を得た。これは軟鋼又は鉄の心線の上にグラフ ァイト とカーボラソダムの混合物を水

ガラスなどの固着剤を使用して塗付したもので，グラフ ァイトとカ ーボラン夕、、ムの配合量を変

えることによって，溶接金属中の白銑と黒銑の量を変化させるものである。

この間，特筆すべきは1921年に溶接工の養成を組織的に開始したことで、ぁZ。アーク溶接作

業はかなり高度なかんとこつを要する作業で，溶接工は相当な期間訓練して経験を積まないと

一人前にならない。溶接部の品質は作業者の技量と作業態度および溶接に関する基礎知識の有

無によって著しく左右されるが，当時は外観検査で溶接部の品質を定性的に判定する以外に適

当な非破壊試験法がなく，溶接工の腕と人格を信用するほかに方法がなかった。したがって，

溶接作業量の増大に対処しながら，溶接部の品質を一定水準に保つためには，職務に忠実な子

飼いの溶接工を系統的に育成することが急務て、あったと思われる。

溶接工の養成は高見復三郎が責任者で，佐々木と伊藤立吉が講師に，一番ヶ瀬が助手兼事務
伺

局を担当した。

三菱長崎造船所の溶接は以後佐々木を中心に展開してし、く 。

(3) 神戸電機製作所
伺

神戸電気製作所は 1919年に神戸造船所の電機部が独立して発足したものである。同所でも

E. AC. & W.社製の交流アーク溶接機を購入し，外部負荷特性曲線，力率および効率などを

測定している。さらに自社製のオート ・コンパーターな らびに直列抵抗を挿入した直流アーク

溶接用電源装置および EAC. & W.社製交流アーク溶接機を使用して，イニシャノレコスト

やランニングコストの比較検討を行ない，オート・コンパーターや交流溶接機にくらべて直列

抵抗は不利であることを示している。この報告は原田胡一郎によってなされているが，岡本の

研究に触発されたよう である。

原田はその後1920年11月から約10ヶ月欧米を視察し，視察記を公表しているが，その中で，
同

米国では直流溶接が優勢であると述べている。

1921年，三菱電機が設立され，神戸電機製作所は同社に所属することになるが，三菱電機が

溶接機の製作に本格的に取り組むのは1930年以降のことである。

2 川崎造船所におけるアーク溶接技術の導入

三菱造船と並んで当時の造船工業界の雄であった川崎造船所では1916年頃から金属アーク溶

接法の導入の検討を始め，翌1917年には米国リンカーン社製 3～5HP電動発電機および器具

付特許第63651, “鋳欽ノ電弧溶接用 「エレクトロード」”， 1925年4月24日。
制 高見復三郎， “電気溶接工ノ養成ニ就テ”， 『九州造船協会会報』 1924年9月号，51～60頁。
同前掲倒。
同三島康雄， 「三菱財閥J，日本経済新聞社，1981, 218～221頁。
帥原田胡一郎， “電弧溶接用電源に就て”， 『電気学会雑誌』 Vol.40, 1920, 725～728頁。
同原田胡一郎， “欧米視察談”， 『電気学会雑誌』 Vol.41, 1921, 903～909頁。
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（叫

を購入して， 試験的に溶接を使用し始めた。

当初は溶接だけを担当する掛員が居らず，特別に指導する者もなかった。溶接作業を管轄し

川崎造船所のア

リンカ ーン社製の溶接機が5台ほど据付けられ

工員が10名ぐらい必要に応じて
（司

パチパチと作業していた。溶接は直流溶接機を使い，裸棒で行なっていた。
同

1921年，蒋板工場に溶接掛を設けた。 1922年には同社の社員が重工業関係の技術誌に甲南生
同

というペンネームで造船に対するアーク溶接の応用を解説している。 1924年，
刷

ーク溶接技術にようやく実用の域に達したが，

ている程度であったという。

ていた蒋板工場の横に小さく キャンパスで囲って作業場と し，

大正の終り頃，英国のクォーシアーク溶接機と溶接俸を輸入して航船の溶接に使用すベく努
同

力したが，当時は直流 ・裸嫁であったので， 作業性の劣る厚被覆i容を充分に使いこなすことが
制

できなかった。それでも昭和の初め頃，被棒の使用を思い切ってやめ，被覆J容に切り替えた。

このように，）1111荷造船所におけるアーク溶接技術の応用は三菱造船にくらべてかなり遅れて

いた。 川崎造船所でアーク溶接が木格的に使用されるようになるのは1930年前後からである。

その他の造船所におけるアーク溶接技術の応用3 

三菱造船や川｜｜育造船所以外の造船所でも大正末期にはアーク溶接を使用し始めていたよ うで

ある。

神戸製鋼所播磨造船工場では1924年11月に「第10雲海丸」がラダーフ レームを折損して入渠

した時，入渠期間が短かく ，新品のラダーフレーム と取り替えるl時間的な余裕がなかったので，

次の定期検査までの約1年， ラダーフレームをアー ク溶接で修理して使用する ことにし立

溶接は直流で行ない，溶接棒はワイヤーゲージ6番線にフラックスを塗付したものを使用し

このラた。溶接部の健全性は逓信省規則に定めるハンマーリングテストを行なって確認した。

ダーフレームは一年間故障なしに使用され，新民！と交換された。

さらに同工場では，1925年に50トン型魚船「第53播ナl・I:JL」および「第55播州丸」の新造に際

ケーシング トップを全部アーク溶接で施行している。電源は溶接用直流 50KW 電動発して，

電機を使用し溶接棒はワイヤーゲージ10番又は12番の裸様である。溶接箇所には上向き溶接

溶接速度もピード作業員が現場溶接に馴れていたため，や垂直溶接の部分がかなりあったが，

『川崎重工業株式会社社史〈木史〉』，川崎重工業株式会社， 1959,284～288頁。
内部武， “「溶接技術」の生いたち”， 前掲怜， 187～189頁。
前掲伸。
甲南生，

前掲伸。
前掲付。
iJtr掲同。
前掲付。
田村元治，

『鉄工造船時報』Vol.7, 1922, No.12, 26～29頁。

『溶接協会誌.11No. 3, 1927, 5～14頁。

“船舶建造に適用さるる電気溶接”，

“造船工事に対する電気溶接の応用”，
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外観もさほど影響がなかったと記されているから，同工場ではこの頃アーク溶接がかなり使用

されていたと思われる。ちなみに社史では，

大正14年，関東大震災によるにわか景気も下火となり，木工，運輸工，塗装工，セメント

工，修繕船工，ガス切断工， 溶接工等を所外請負とし， 13年末l,440名の在籍工員が14年

3月には998名に減少した。
伺

と記している。

横浜船渠では1922年 4月に長島鐘吉と中川信次がセルローズ系の溶接i俸の特許を出願してい
刷

るから， この頃すでにア ーク溶接を行なっていたと思われる。

長島らの開発した溶接棒は心線に紙や布を巻きつけて被覆材とし使用直前にこの俸を水中

に浸潰して被覆材に水分を吸収させ，アーク熱によって被覆材が溶接棒先端のアーク近傍のみ
制

で燃焼するようにしたものである。被覆材の燃焼ガスでアークを被包して空気をしゃ断し，溶

接金属の酸化やチッ化を防ぐ方式である。アークの吹き付けが強いから，上向きや立向きの作

業も可能である。

大阪鉄工所では我妻聡ーが『電気溶接協会誌』創刊号に「私は先年或る六千噸程の汽船の改
同

造工事に電気溶接を応用したる時（後略〉」と記しているから，同社でも大正末期頃にはア ーク

溶接を使用していたと思われる。しかし同社の溶接の使用は微々たるもので， 1928年から溶

接に関係し始めた山内俊平は，

当時約1,500人の工員に対して溶接工は 6～ 7人，カ。ス工が20人足らずL、ましたが，（後国首〕
輔

と語っている。

三井物産玉造船所でも1926年10月起工の海難救助船「那須丸」の建造にアーク溶接を採用し
輔

ている。溶接の適用箇所は船内支水壁全部，機関室および甲板室の周壁の板継ぎと防識材， 煙

突や通風管および梯子などである。ちなみに同船は672.74トンである。

5.クォ ーシ式アー ク溶接棒の導入

英国のスト ローメ ンガー （Strohmenger）がクォーシ式ア ーク溶接棒（以下，クォーシ式溶接俸と

略記〉を考案したのが1911年である。

クォ ーシ式溶接棒が我国に導入された時期は明確でない。 「溶接50年史』は導入の時期を

帥 『播磨造船所50年史』，株式会社播磨造船所，1960,67頁。
制特許第60111号， “電気溶接用電極金属粁”， 1924年2月14目。
納 長島鐙吉， “電気溶接用電極金属中干に就て”， 『鉄工造船時報』 Vol.9, 1924, No. 10, 9頁。
~我妻聡ー，“不用意なる準備工事は溶接工事を不成功に終らしむる事あり”，『電気溶接協会誌』No. l, 

1926, 15～17頁。
鱒山内俊平， “座談会「造船工業と溶接」”， 『溶接界』 Vol.5, 1953, No. 5, 10～17頁。
伺 字石元照， “那須丸と電気溶接”， 「溶接協会誌』 No.4・5合併号，1927, 28～33頁。
~l) E. Flintham，“The Development of Metal-Arc Welding and Electrodes During the Past Half-

Century”， B門tishWelding Journal Vol. 1, 1954, January, pp. 3～10. 
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具体的な事例については触れていない。 川崎重工業の佐藤愛次は，
伺

1914年としているが，

私の工場では， 大正の初期にコ ーシアー ク溶接機を輸入して艦船に使 うべく努力したので

当時は溶接に関する経験も資料も極めて少なく充分使いこなせなかった。
倒

と述べているが，

すが，

同社の社史ではクォーシ式溶接棒の導入の時期を大正の終り前述のように，

頃としている。

同社の高倉作太郎が大阪製鎖所が1920年にクォ ーシ式溶接棒の輸入をしていたのは確かで，

1920年4月の機械学会 ・造船協会連合福岡臨時大会でクォーシ式溶接俸に関する論文を発表し
制

この論文は1921年9月の「造船協会会報』に公表されているが，質疑討論の中で，佐ている。

木々の，

日本での testの resultはありませんか外国の testのresultはよく示されてありますが，

という質問に対して，高企は，

未だ 1, 2ヶ月の研究ですから〈中II俗〉私の話は初めからただ Quasiarcの取次だと云っ

たのです。
伺

と答えている。又，福田も，

大正9年には大阪製鎖で輸入したケー ・シー ・アーク交流溶接機を3台買って貰った（後略〉
制

と記している。

その上に大阪製鎖所で最初に輸入したクォーシ式溶接棒は心線に育石綿の絢］＼，、ひもを巻き，
制

炭酸カノレシウムを塗付した簡単なものである。 これは後に改良されて，

ンの粉末を混合した石灰液中に心線を浸潰して乾燥させた後，！此酸剤の 0.3mmゆアノレミニウ

ま－rバナジウムとチタ

ム線を心線と平行に置き，碓酸ソーダと石灰をしみこませた背石綿で、隙聞のないように巻き付

け，乾燥した溶接棒である。

青石綿は融点が割合高く ，900～1,000°C クォ ーシ式溶接

棒は耐火性の保護筒の中でア ークを飛ばして移行粒子の酸化やチッ化を防ぐとともにア ーク熱

闘

で溶融してガラス質になるから，

で溶融したスラグが溶融金属の表面を覆って大気から溶接金属を保護する，レわゆるスラグシ

ーノレド式の溶接俸である。厚被麗であるから作業性が恵、く ，技量：に習熟していない作業者が溶
制

接するとスラグの巻き込みを生じて溶接金属の機械的性質を劣化させることが多かった。

クォ ーシ式溶接棒は高知liで大正来年頃でも長さ 450111111の 3mmゆ俸が1本18銭もした。そ

のため，矯磨造船所では検査のきびしい鉄構造物の割れの補修などだけにこの様を使用した。

前掲（5),707頁。
佐藤愛次，前掲倒。
高倉作太郎， “「Fォーシーアーク」式電気溶接法に就て”，『造船協会会報』No.27, 1921, 45～70頁。
前掲~. 86～89頁。
前掲（3）。
佐々 木新太郎， “日本溶接技術発迷史（Vil)",

井口l主之助， “チj：口式交流被忍i屯気溶接線（1）”，
前掲例。

『溶接学会誌』 Vol.17 (1948), 262～263頁。
『溶接協会誌』 Vol.2 (1932), 213～219頁。
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鋳鋼の巣埋めや割れの補修にはカーボンアーク溶接を使用し鉄構造物などは鉄アークの方が
(!OD) 

楽なので鉄線で溶接していたとし、ぅ。ちなみに， 1925年3月に小樽高商を卒業し，小樽の市立

中学校の英語教諭に就任した伊藤整の初任給は当時の専門学校の卒業生の初任給の平均より少

し多い自の月85円であった。又， 1984年末現在，軟鋼用溶接棒（イノレミナイト系，長さ 350mm,

3. 2mm¢) 1 kgは約450円であるから，l本当 り約14円になる。なお，大阪製鎖所では溶接機や

溶接棒の輸入販売のほか，溶接施工も行なっていたようでιl~）o

6.国産溶接機の出現

日本電気溶接機以前の国産アーク溶接機の状況については，当時の文献を除いて， これまで

ほとんど記述されていないが，国産の溶接用電源装置としてはたとえば1916年に芝浦製作所が

直流 250A, 40～180V のモータ』ゼネレータ型のものを鉄道省鷹取工場に納入してい~3:
又，百［J述のように，三菱長11崎造船所では1921年に舞鶴工廠に，大阪電機製造では1922年に横須

賀工廠にそれぞれモーターゼネレータ型の電源装置を納入している。しかしこれらはメ ーカ

ーが電気機器製作の一環として行なったもので，溶接機の製作を専業と したものでない。

溶接機の製作を主体とした最初のメーカは日本電気溶接機ではなし、かと思われる。続いて，

大阪電気や日立製作所でも溶接機の製作に乗り出した。 大阪電気は1925年に設立され，後に日

本冶金に吸収合併された。記録によると，同社は1926年 2月から溶接機の製作を開始してし？ぎ

が，詳細は不明である。

1 浜野浜次と 「日本電気溶接機」

浜野は1919年に大阪の上福島で人員 3～4名のきわめて小規模な設計事務所的性格を有する

「日本電気溶接機」を設立しスポット裕接機やバット溶接機などの製作を始ぷ詑浜野が溶

接機の製作に着手した動機は，我国の民聞における電気溶接機器研究の先覚者である久保山少

言から，彼の試みたスポット溶接機やパット溶接機の設計を示されて，電気溶接機器のおもし

ろさと将来性を説かれたためである。久保山は電気溶接機穏に興味を持ち，当時としては入手

困難であった電気溶接機禄関係の文献を集めていた。彼は後に『溶接協会誌」にアーク溶接機
(106) 

器関係の解説を寄稿している。

浜野は久保山の設計を譲り受けて電気溶接機器の製作を始めたが，後に久保山も浜野の会社

制石田吉男， “私の略歴”， 『大阪溶接協会創立50周年記念誌』所収，大阪溶接協会，1979,85頁0

MD 伊藤鐙， 「若い詩人の肖像』， （角川文庫）， 1966, 132頁。
。幼井上弥三郎， “溶接の今昔ぺ前掲（5),414～415頁。
4ゆ “金属電弧法による電気溶接作業”， 『鉄工造船時報』Vol.4, 1919, No. 4, 27～31頁。
例 『大阪変圧器50年史』，大阪変圧器株式会社， 1972, 196～200頁。
制大津勇， “先覚者を憶う＂，官 Ii燭（5), 465～466頁。
制久保山少言， “電弧溶接作業に依る機械の構造及其性質（1, 2)", II搭接協会誌』 No.6, 1930, 18～ 
29頁，同 No.7, 1931, 31～39頁。
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に入社した。同社創設時の設計技術者は下瀬武男だけであった。 下瀬には機械設計に関する才

能があり，我国のスポット溶接機やバット溶接機あるいはシーム溶接機などの機械構造には下

瀬のデザインが長L伺影響を与え続li)"(t2という。下瀬は後に「大阪変圧器」が電気溶接機の製

造に進出する際，同社に技術指導を行なっている。

1922年， 「日本電気溶接機」 は足踏式のスポット溶接機を製作したが， これは国産スポット
(109) 

溶接機の始まりとし、われている。

1923年の春， 浜野は 第一次世界大戦終結のあおりを食って数年間倉庫に眠っていた E A. 

C. &W.社製の交流アーク溶接機を 3台伊藤忠商事ーから購入し，これをモデノレにして，交流ア

ーク溶接機を製作した。舞鶴工廠では1924年6月に日木電気溶接機製の交流アーク溶接機を 2

台購入してしな；又，横須賀工廠でも1926年5月に同社からアーク溶接機を l台購入している

が，これは直流 220V 電動発電機直結の移動式溶接機である。

E. A. C. &W.社製の交流ア ーク溶接機は以後我国の交流アーク溶接機の製作母体として，

第二次世界大戦終結まで設計の基木になったが， EA. C. &W. t土の技師から大阪大学の岡田

実宛に設計の無断使用を抗議する一幕もあったとし、う。

「日本電気溶接機」ではアーク溶接機とともに溶接棒も製作している。レーノレボンドの溶接

やレー／レとフィッシュプレートの溶接に使用される No.1 コテッドエレクトロ ードの場合，

5/32インチ棒の値段は1926年現在 1本当り約4銭である。この1容を使用して レーノレ同志やレー

ノレボンドの溶接を行なった場合の結果が発表されている。又，浜野式軟鋼用被覆溶接棒の継手

試験の結果も公表されている。

2 日立製作所研

日立製作所では1923~1三に炭素ア ーク溶接を金属アーク溶接に改めるとともに徐々に変圧器や

遮断器などの外箱に溶接を適用していった。昭和に入ると変圧捺，遮断器，水銀整流器および

避雷器などの外箱や発電機の風洞にもアーク溶接を試みるようになった。

この間，1926年には垂下特性型の定電流電動発電機方式の直流溶接機の製作を開始したとい

われているが，同社の佐伯懐が1925年に発表したアーク溶接に関する長文の解説記事の中で，

4時前掲例。
。時前掲例。
t時前掲（5), 55～57頁。
帥前掲ω。
Uli) 前掲制。
帥横須賀海軍工廠編，『横須賀海軍工廠史（4）』，原書房， 1983, 62頁。
帥前掲例。
帥 日本電気溶接機研究部， “電気鉄道と電気溶接作業’： 『電気溶接協会誌』 No.l, 1926, 25～55頁。
帥 日木電気溶接機， “tl151.11溶接の化学的雑考”， r溶接協会誌』 No.4・5合併号，34～38頁。
ω 『日立製作所史1』〈改訂版〉， 日立製作所， 1960, 158～159頁。
帥 前掲（5), 54頁。
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日立製作所の電弧溶接用発電機の標準定絡は（中略） 60ヴォノレト 1,200及1,000回転 300A

l, 000 A （後略〉750A 
(118) 

と記述しているから，

500A 

1925年にはすでに直流アーク溶接機を製作していたと思われる。なお，

定価はの直流ア ーク溶接装置が記載されているが，には 500A『日立製品要覧』1927年の

日立製作所の各種製品にアーク溶接が本格的に適用され始めるのはしカミし，6,100円である。

1930年頃からである。

曽禰博士の発案で

その他の工業における アー ク溶接の適用

建築関係では1924年頃丸ノ内の郵船ピノレの震災復旧工事が行なわれた際，

アーク溶接が使用されている。

7. 

騒音や振動の生じる鋲

1926年頃には工法を使用して震災でゆるんだ鋲の打ち直し作業を行なえないためである。又，

神奈川県生麦のキリンビール工場の鉄骨にアーク溶接を適用している。

これは使用中のビノレの工事で、あるから，

これは鉄骨と梁を鋲で

さらにフランジを使用して，両者を補強溶接したものである。締結した後，

橋梁関係では 1926年頃復興局が架橋中の八重洲橋にアーク溶接を部分的に応用した例があ

重電機関係の芝浦製作所では1907年に米国のトムソン（Thomson）社製のパット溶接機（1次

電圧 500V,2次電流 3,000A）を輸入して， 0.7～3. Omrn¢ 程度の銅線を圧接したといわれてい

る。

同容量と 2倍容量のパット溶接機を製作している。又， 1916

年には同社の久保正吉が抵抗溶接法に関する特許を取得するなど，抵抗溶接の分野では先覚者

る。 1909年にはこれを模倣して，

的な地位を占めている。

アーク溶接についても， 同社の安達繁が 1915年に解説記事を 3回に分けて雑誌に寄稿し，

1916年には前述のよ うに鉄道省鷹取工場にアーク溶接用電源装置を納入しているが， 1921年に

芝浦製作所に入社した中村素が，

ガス溶接がまあ安心して使える程度

しかも直流とし、う時代でした。で，電気溶接では繰棒と薄い酸化物塗付棒を使っており，

と語っているから，

夜、が溶接に接したのは大正10年です。溶接というと，

大正後期にはアーク溶接が細々と試験的に使われている程度であったと思

われる。

建築や橋梁あるいは重電機関係でアーク溶接が本格的に使用されだすのは 1930年以降にな

る。

制
帥

ωωω
帥
川
脚

佐伯燦， “電気溶接”， 『日立評論』 Vol.8, 1925, No. 8, 37～48頁。
内藤多イ中ほか， “電気溶接の建築への応用’： 『溶接協会誌』 Vol.5, 1935, 365～371頁。
前掲帥。

前掲（5),52頁。
“特許発明”， 『工業雑誌』 Vol.44, 1916, 436頁。
安達繁， “電弧溶接（1～3）”， 「工業雑誌』 Vol.43, 1915, 220～223頁， 276～279頁， 370～375頁。
中村素， “座談会「学術 ・技術50年の回顧」”，官tr掲（6),792～795頁。
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大正後期における我国の被夜金属ア－？浴1妥技術の発述について（JI＼村）

νール同志の接合にはテノレミット・溶接も行なわれて

市電のigfL条関係ではレールとレーノレボンドやレーノレとフィッシュプレートの接合などにアー

ク溶接が使用されていたようである。又，

L、Tこ。

レーノレ同志およびクロッシングのアーク溶接については1926

年に発表された神戸市電気局の内田俊夫の報告が詳ピポ；神戸市電気局では1920年頃から試験

レーノレとフィッシュプレート，

当初は炭素アーク溶接と金属ア ーク溶接的にレーノレとフィッシュプレートの溶接を始めたが，

を混用したため，使用中に溶接部が破断する事故が続出した。その後は金属アーク溶接一本に

さらにレーノレやフィッシュプレートの形状にも留意した結果，1924年 8月施工の上切り替え，

筒井線改良工事からは良好な結果が得られるようになった。

溶接棒関係では1925年頃から溶接様メ ーカが出現した。角丸工業はilVL鋼用被覆アーク溶接俸
(127) 

販売を開始したといわれてい新宮鋳工所は鋳鉄用被覆アーク溶接棒をそれぞれ製作し，を，

しかし森清は最近「角丸工業」会長の佐藤貞雄からの間取りとして，角丸工業は本来カ

ーノくイドからアセチレンを作って売るガス溶材商であったこと，溶接俸を作 り始めたのが1927

年であること，溶接俸はコ＿＜－：；＿，J与ークの系統のアスベストロードであること，角丸工業はそ

ヲ

’D。

れ以前に英国の A.W. P. (Alloy Welding Process）社から 1年契約で溶接機と溶接棒を輸入し

ていたことなどを述べている。ちなみに，井口は A.W. P.の溶接俸も被覆材はアスベスト系

であろうと推定しているから，角丸工業は AW.P.社製の俸を模倣したのではないかと思わ

;hる。

電気溶接協会の設立8. 

我国のア ーク溶接技術は大正後期造船部門からしだいに他の部門へ用途を拡大していった。

たとえば，大規模な造船工場が存在しない名古屋市でも鋳鋼，造機製惟あるいはi!VL条溶接を中

心にして， 1926年にはア ー ク溶接機の設置台数が累計で＇16台に達して＼，~~：
このような気運に乗 じて， 1926年5月溶接学会の前身である電気溶接協会が苧石を会長とし

て設立され，機関誌「電気溶接一務会誌」も発刊された。設立後間もなし、1927年 2月， 電気溶接

協会はガス溶接ならびにガス切断も活動範囲に含めるため，溶接協会と改名された。溶接協会

ここに溶接技術は「溶接ノ発達，応用並ニ普及ヲ促進シ工業ノ改善ヲ図ノレ」ことを目的とし

の発展は新たな段階を迎えるに至ったかと思われた。

『溶接協会誌』 Vol.4, 1934, 285～287頁。

『電気溶接協会誌』 No.2, 1916, 10～24頁。
rliJ掲制。
内田俊夫， “神戸市電気局電気溶接概況＂ ，
前掲（5), 37～38頁。
森清， 『町工場』，朝日新聞社，1981,167～174頁。
前掲例。

上回嘉一， “名古屋市における溶接の現況”，
前掲（6), 678～682頁。
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しかし 溶接協会が業界の一部関係者を中心に運営されたため，海軍の溶接関係者がこれを

嫌って入会しなかったことや中立機関の溶接関係者の協力が得られにくかったこと，あるいは

事務所が大肢に置かれたために関西地方以外の溶接関係者にな じみが薄かったことなどが原因

して，会員数も少なく，協会の活動は停滞しがちであった。溶接協会が学会と して本格的に活

動を開始するのは，1931年事務所が大阪工業大学に移転してからである。

9.結
ず

にコ

本報では，大正後期における我国のア ーク溶接の発達の状況を当時の溶接関係者の論文や回

想、録を中心にして構築することを試みた。得られた結果はつぎの通りである。

1) 京都大学における初期の溶接の研究の状況を示した。

2) 海軍における溶接の実用化の過程について検討した。

3) 三蒙持l戸造船所における溶接の導入と定着の過程を明らかにした。

4) 大正後期における三菱長崎その他の造船所に関する溶接の実情について述べた。

5) 大正後期の重電機関係その他工業における溶接の適用状況について検討を加えた。

なお，本報では溶接技術の研究や応用に関して先進的地位にあった鉄道省の官房研究所や各

工場の状況については紙幅の関係で、ほとんど言及していないが，これは別の機会に譲る。

The Development of Metal Arc Welding in late Taisho Japan 

by 

Masaaki KAWAMURA 

(College of Integrated Arts and Sciences, University of Osaka Prefect即吟

A history of metal arc welding during Taisho era in Japan is investigated according 

to articles, docurn巴ntsand memories by engin巴巴rsat Japanese Navy, Univ巴rsity,shipyards 

and other factories. 

In 1918, the metal arc w巴］dingwas payed attention by Okamoto at Kyoto University 

五rstly. And Japanese Navy tr i巴dto apply it for ship-building in 1919, MITSUBISHI 

Kob巴－dockyardintroduc巴dthe Kjellberg’s m巴ta!arc welding process in workshop in the 

same year. In 1920’s this technique spread吋 notonly for ship-building but for P巴nstock,

steel-pipe in water works and storage tank etc. 

例福田烈， “白昼の戯言”， 「溶接界』 Vol.2, 1950, No. 3, 22～23頁。
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