
平成 29 年 11 月 10 日（金）10：00～17：00
フォーラムミカサ エコ
〒101-0047　東京都千代田区内神田 1-18-12
TEL 03-3291-1395　　FAX 03-3291-1396
・JR 線「神田」駅　西口より徒歩 5分
・東京メトロ銀座線「神田」駅・丸の内線「淡
路町」駅・千代田線「新御茶ノ水」駅より
徒歩 5分
案内地図　http://fm-tohnet.com/access

本講座を受講することで，以下のポイントを取得する
ことができます．
IIW国際溶接技術者資格特認コース履修ポイント：
　4.7pt（M1: 2.8pt, M4: 1.9pt）
WES再認証審査クレジットポイント：7pt
受講者には受講証明書を発行いたします．

10：00～10：05　開会挨拶
溶接法研究委員会委員長
浅井　知（大阪大学）

（1）10：05～11：05　アーク溶接プロセスの可視化
田中　学

大阪大学 接合科学研究所　教授

アーク溶接プロセスは，高 １々立方センチメートルという空間
の中で「電極－アークプラズマ－溶融池」という固体，液体，
気体，プラズマの４つの状態が相互に干渉し合う複雑な高温
プロセスである．一方，高速度ビデオカメラや計測機器に代
表されるように，アーク溶接プロセスで生じる現象の「可視
化」技術の進展は著しい．可視化によって，今まで見えな
かったものが見えるようになり，複雑な現象のメカニズムが
瞬間的にイメージで伝わってくる．本講義では，最新の可視
化技術を紹介しながらアークの本質に迫る．

（2）11：05～12：05　レーザ溶接プロセスの可視化
川人洋介

大阪大学 接合科学研究所　准教授
レーザ溶接はキーホールという特殊な溶融機構を有する．本
講義では，この特殊な溶融機構に焦点を当て，接合科学研
究所が有する世界唯一の高輝度 X 線透過型溶接接合機構
4 次元可視化システムや，大型放射光施設 SPring-8 を用い
た最新の研究成果およびＸ線観察結果と数値計算との融合
等の話題を交え，可視化できた溶接基礎現象の理解と産業
応用ができるモニタリングやレーザ適応制御の可能性につい
て説明する．

―― 12：05～13：00　昼食・休憩 ――

（3）13：00～13：40　技術開発における可視化適用例
恵良哲生

　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 な々変革が
進められており，円滑な技術伝承と新たなニーズに対応できる人材の育成の成否が，今後の飛躍への鍵を握っているとも言われてい
ます．そのため，今後ますますものづくり力の伝承強化が重要となり，多くの分野では基幹技術として溶接技術が必要不可欠となります．
　一般社団法人溶接学会では，従来より開催してまいりました溶接工学の主要技術をまとめて講義する溶接入門講座と溶接工学夏
季大学（中堅講座）からなる共通講座に加えて，溶接工学専門講座を新たに開設し教育機能の二本柱としています．溶接工学専
門講座は溶接学会の個々の技術分野をカバーする各研究委員会の企画にて特定の技術分野に絞って掘り下げた内容としています．
　このたびの専門講座は本学会の溶接法研究委員会の企画により「溶接プロセスの可視化を極める」を主題とする講習会を
開催いたします．高速度デジタルビデオカメラや計測機器，あるいは数値シミュレーションに代表されるように，溶接プロセス
で生じる現象の「可視化」技術の進展には目を見張るものがあります．溶接技術における可視化は，主として，溶接現象の解
明のための極めて有効なツールと言えます．可視化によって，今まで見えなかったものが見えるようになったときのインパクト
は極めて大きく，現象を支配している自然法則を瞬間的かつ直感的に捉えることができる可能性を秘めています．加えて，可
視化は各々のエキスパートがそれぞれの視点から物事の本質を見極める機会と，それぞれの知識を織りなす機会を生み出してく
れることも魅力です．事実，これまで個々の企業や研究機関等で進めてきた保有の知識や蓄積技術をマッチングさせることを
容易にしてくれます．そのような観点から，可視化は「１+１」が２ではなく，３にも４にも拡がる大きな可能性を秘めていると
言えるでしょう．溶接プロセスの可視化技術を十分に使いこなすためには，可視化ツールとしてどのようなアイテムがあり，そして，
その適用範囲や可視化の背景にある基礎科学などを知っていることが極めて重要であると言えます．本講座では，溶接プロセ
スにターゲットを絞って，可視化の基礎から適用事例を含めた応用までを体系的にわかりやすく解説いたします．
　この機会に，是非ご参加いただきものづくりの中核技術の一つである溶接工学分野での人材育成の強力なツールとして，本
講座をご活用いただきますようご案内申し上げます．
　なお，本講座はWES 再認証審査クレジットポイントとIIW国際溶接技術者資格の特認コースの履修ポイント対象になります．

㈱ダイヘン　溶接機事業部 技術部長
溶接品質に関わる溶接電源出力制御性能の向上には，対象
となるアーク現象や溶融池の挙動可視化が欠かせず，それ
により現象理解を深め，具体的な制御手法を見出すというア
プローチをとるのが一般的である．可視化にはハイスピード
ビデオカメラや高輝度 X 線透過型可視化システムが用いられ
ており，前者はアーク現象そのものを，後者は溶融池内部
の状態を可視化するのに有効である．本講座では，これら
の可視化技術によって得られた知見を元に開発された溶接電
源出力制御法の一例を示し，可視化技術の重要性及びその
有効性について説明する．

（4）13：40～14：10　溶接プロセス可視化技術の新提案
藤井慎二

㈱ナックイメージテクノロジー　営業本部
溶接現象解明に各種計測手法が用いられているなかで，ハ
イスピードカメラを用いた可視化計測が広く行われるようにな
っている．溶接技術も多様化しており，最適な可視化手法（撮
影手法，機材）が求められる事に加え，近年では溶接プロ
セスを「見る」= 定性観察というものから「測る」= 定量
計測という要求に変化してきている．そこで，本講座では「可
視化」，「温度計測」というテーマにて最新ハイスピードカメ
ラ及び解析アプリケーションを紹介すると共に，新提案とし
てリアルタイム溶接良否判定システムの紹介を行う．

（5）14：10～15：00　溶接アークのシミュレーション
荻野陽輔

大阪大学 大学院工学研究科　助教
アークプラズマはアーク溶接における母材・溶接ワイヤを溶
融するエネルギー源であり，その特性は溶接部の品質・性
能に大きな影響を及ぼす．本講義では，数値シミュレーショ
ンモデルを用いて，アークプラズマの熱源としての特性や，
それが母材における溶込み形成現象，溶接ワイヤの溶融・
離脱挙動に及ぼす影響を可視化した事例について説明する．

―― 15：00～15：15　休憩 ――

（6）15：15～16：05　溶接ヒュームの集団形成過程のシミュレーション
茂田正哉

大阪大学 接合科学研究所　准教授
アーク溶接中に発生した鉄蒸気はガス流によってアークプラ
ズマの外へと輸送される際に急冷され，ナノ～マイクロメート
ルスケールの粒子群（ヒューム）へと変化する．本講座では，
ヒュームが均一核生成・不均一凝縮・粒子間凝集を経て集
団的に形成する過程を数値シミュレーションするためのモデ
ルおよび手法について解説する．

（7）16：05～16：55　溶接プロセスへの粒子法シミュレーションの適用
宮坂史和

大阪大学 大学院工学研究科　准教授
溶接・接合中のビード形成現象の理解は，溶接品質の確保・
向上において非常に重要である．そして近年，従来のアーク
溶接のみならずハイブリッド溶接や FSW などの新たな接合
法が開発される中，最適な接合条件の決定は未だ経験によ
るところが大きく，重要な課題の一つとなっている．一方で，
溶接接合現象のシミュレーション技術もコンピュータの目覚ま
しい進歩とともに向上してきている．その中でも，粒子法は
従来の有限要素法や有限差分法と比較して自由表面を有す
る流体の流動現象の計算に対して親和性が高いという特徴
を持っている．そこで，本講座では，粒子法による接合現
象のモデル化手法に関して，その有効性を示すとともに，ア
ーク溶接とFSWに対する適用事例を示す．

16：55～17：00　閉会挨拶
溶接法研究委員会副委員長
清水弘之（㈱神戸製鋼所）

テキストは当日配布します．
会　員　30,000 円（消費税込）
非会員　50,000 円（消費税込）

※テキスト代を含みます．ただし，昼食代は含みません．
　勤務先が賛助員の場合は，会員扱いとします．
　協賛学協会会員は，会員扱いとします．

50 名（申込先着順で締め切らせていただきます）
溶接学会ホームページからお申込下さい．
http://www.jweld.jp/
本講座を受講された方で，受講時点でまだ溶接
学会の会員でない方は，平成 29 年 12 月末日ま
でに，入会申込みされると当年度会費（年会費：
正員 13,000円，学生員 6,000円）は無料でご
入会いただけます．（ただし，入会金 1,000円
は必要です）是非この機会にご入会下さい．
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-20
一般社団法人 溶接学会　講習会係
電話 03-5825-4073　Fax. 03-5825-4331
E-mail: jws-info@tg.rim.or.jp
受講料は，現金書留または次の口座へお振り
込みください．

【銀　行】　銀行名：三菱東京UFJ 銀行秋葉原駅前支店
　　　　　口座名：一般社団法人 溶接学会
　　　　　　　　　（シャ）ヨウセツガツカイ）
　　　　　口座番号：普通預金　808850
【ゆうちょ銀行】
　　　　　口　座：00180-7-143434
　　　　　加入者：一般社団法人 溶接学会

※ゆうちょ銀行「払込取扱票」をご利用の上，
通信欄へ「専門講座受講料」と明記し，参
加者名と受付番号をご記入下さい．

【クレジットカード】（VISA, Master, American Express, JCB）
①カードの名義，②カード有効期限，③カード登録電話番号，
④カード番号，をFAX又は郵送にてお知らせ下さい．
※カード利用明細は危険防止のため発送いたしませんの
でご了承下さい．
正式受付は，受講料を受領したときといたします．
お支払後の払い戻しは致しかねますのでご了承下さい．
受講日前日までに受講取消しの連絡が無く欠席された場
合は，受講料をお支払いいただきます．

フォーラムミカサ エコ
〒101-0047　東京都千代田区内神田 1-18-12
TEL 03-3291-1395    FAX 03-3291-1396
JR 線「神田」駅　西口より徒歩 5分
東京メトロ銀座線「神田」駅・丸の内線「淡路町」駅・
千代田線「新御茶ノ水」駅より徒歩 5分
案内地図　http://fm-tohnet.com/access

【開催趣旨】

【期　日】
【会　場】

【プログラム】
【11月 10 日（金）】

ものづくり力伝承講座 ～溶接プロセスの可視化を極める～ものづくり力伝承講座 ～溶接プロセスの可視化を極める～

●主　催
一般社団法人溶接学会　溶接教育委員会／溶接法研究委員会

●協　賛
軽金属溶接協会，自動車技術会，ステンレス協会，精密工学会，石油学会，土木学会，日本鋳造工学会，日本機械学会，
日本金属学会，日本建築学会，日本原子力学会，日本高圧力技術協会，日本材料学会，日本接着学会，日本船
舶海洋工学会，日本鉄鋼協会，日本非破壊検査協会，日本溶接協会，表面技術協会，腐食防食学会，
日本橋梁建設協会，日本鋼構造協会，日本航空宇宙学会，日本複合材料学会，日本プラントメンテナンス協会，
全国鐵構工業協会，日本保全学会，スマートプロセス学会，レーザ加工学会，レーザ協会　　　（依頼中も含む）
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本講座を受講することで，以下のポイントを取得する
ことができます．
IIW国際溶接技術者資格特認コース履修ポイント：
　4.7pt（M1: 2.8pt, M4: 1.9pt）
WES再認証審査クレジットポイント：7pt
受講者には受講証明書を発行いたします．

10：00～10：05　開会挨拶
溶接法研究委員会委員長
浅井　知（大阪大学）

（1）10：05～11：05　アーク溶接プロセスの可視化
田中　学

大阪大学 接合科学研究所　教授

アーク溶接プロセスは，高 １々立方センチメートルという空間
の中で「電極－アークプラズマ－溶融池」という固体，液体，
気体，プラズマの４つの状態が相互に干渉し合う複雑な高温
プロセスである．一方，高速度ビデオカメラや計測機器に代
表されるように，アーク溶接プロセスで生じる現象の「可視
化」技術の進展は著しい．可視化によって，今まで見えな
かったものが見えるようになり，複雑な現象のメカニズムが
瞬間的にイメージで伝わってくる．本講義では，最新の可視
化技術を紹介しながらアークの本質に迫る．

（2）11：05～12：05　レーザ溶接プロセスの可視化
川人洋介

大阪大学 接合科学研究所　准教授
レーザ溶接はキーホールという特殊な溶融機構を有する．本
講義では，この特殊な溶融機構に焦点を当て，接合科学研
究所が有する世界唯一の高輝度 X 線透過型溶接接合機構
4 次元可視化システムや，大型放射光施設 SPring-8 を用い
た最新の研究成果およびＸ線観察結果と数値計算との融合
等の話題を交え，可視化できた溶接基礎現象の理解と産業
応用ができるモニタリングやレーザ適応制御の可能性につい
て説明する．

―― 12：05～13：00　昼食・休憩 ――

（3）13：00～13：40　技術開発における可視化適用例
恵良哲生

㈱ダイヘン　溶接機事業部 技術部長
溶接品質に関わる溶接電源出力制御性能の向上には，対象
となるアーク現象や溶融池の挙動可視化が欠かせず，それ
により現象理解を深め，具体的な制御手法を見出すというア
プローチをとるのが一般的である．可視化にはハイスピード
ビデオカメラや高輝度 X 線透過型可視化システムが用いられ
ており，前者はアーク現象そのものを，後者は溶融池内部
の状態を可視化するのに有効である．本講座では，これら
の可視化技術によって得られた知見を元に開発された溶接電
源出力制御法の一例を示し，可視化技術の重要性及びその
有効性について説明する．

（4）13：40～14：10　溶接プロセス可視化技術の新提案
藤井慎二

㈱ナックイメージテクノロジー　営業本部
溶接現象解明に各種計測手法が用いられているなかで，ハ
イスピードカメラを用いた可視化計測が広く行われるようにな
っている．溶接技術も多様化しており，最適な可視化手法（撮
影手法，機材）が求められる事に加え，近年では溶接プロ
セスを「見る」= 定性観察というものから「測る」= 定量
計測という要求に変化してきている．そこで，本講座では「可
視化」，「温度計測」というテーマにて最新ハイスピードカメ
ラ及び解析アプリケーションを紹介すると共に，新提案とし
てリアルタイム溶接良否判定システムの紹介を行う．

（5）14：10～15：00　溶接アークのシミュレーション
荻野陽輔

大阪大学 大学院工学研究科　助教
アークプラズマはアーク溶接における母材・溶接ワイヤを溶
融するエネルギー源であり，その特性は溶接部の品質・性
能に大きな影響を及ぼす．本講義では，数値シミュレーショ
ンモデルを用いて，アークプラズマの熱源としての特性や，
それが母材における溶込み形成現象，溶接ワイヤの溶融・
離脱挙動に及ぼす影響を可視化した事例について説明する．

―― 15：00～15：15　休憩 ――

（6）15：15～16：05　溶接ヒュームの集団形成過程のシミュレーション
茂田正哉

大阪大学 接合科学研究所　准教授
アーク溶接中に発生した鉄蒸気はガス流によってアークプラ
ズマの外へと輸送される際に急冷され，ナノ～マイクロメート
ルスケールの粒子群（ヒューム）へと変化する．本講座では，
ヒュームが均一核生成・不均一凝縮・粒子間凝集を経て集
団的に形成する過程を数値シミュレーションするためのモデ
ルおよび手法について解説する．

（7）16：05～16：55　溶接プロセスへの粒子法シミュレーションの適用
宮坂史和

大阪大学 大学院工学研究科　准教授
溶接・接合中のビード形成現象の理解は，溶接品質の確保・
向上において非常に重要である．そして近年，従来のアーク
溶接のみならずハイブリッド溶接や FSW などの新たな接合
法が開発される中，最適な接合条件の決定は未だ経験によ
るところが大きく，重要な課題の一つとなっている．一方で，
溶接接合現象のシミュレーション技術もコンピュータの目覚ま
しい進歩とともに向上してきている．その中でも，粒子法は
従来の有限要素法や有限差分法と比較して自由表面を有す
る流体の流動現象の計算に対して親和性が高いという特徴
を持っている．そこで，本講座では，粒子法による接合現
象のモデル化手法に関して，その有効性を示すとともに，ア
ーク溶接とFSWに対する適用事例を示す．

16：55～17：00　閉会挨拶
溶接法研究委員会副委員長
清水弘之（㈱神戸製鋼所）

テキストは当日配布します．
会　員　30,000 円（消費税込）
非会員　50,000 円（消費税込）

※テキスト代を含みます．ただし，昼食代は含みません．
　勤務先が賛助員の場合は，会員扱いとします．
　協賛学協会会員は，会員扱いとします．

50 名（申込先着順で締め切らせていただきます）
溶接学会ホームページからお申込下さい．
http://www.jweld.jp/
本講座を受講された方で，受講時点でまだ溶接
学会の会員でない方は，平成 29 年 12 月末日ま
でに，入会申込みされると当年度会費（年会費：
正員 13,000円，学生員 6,000円）は無料でご
入会いただけます．（ただし，入会金 1,000円
は必要です）是非この機会にご入会下さい．
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-20
一般社団法人 溶接学会　講習会係
電話 03-5825-4073　Fax. 03-5825-4331
E-mail: jws-info@tg.rim.or.jp
受講料は，現金書留または次の口座へお振り
込みください．

【銀　行】　銀行名：三菱東京UFJ 銀行秋葉原駅前支店
　　　　　口座名：一般社団法人 溶接学会
　　　　　　　　　（シャ）ヨウセツガツカイ）
　　　　　口座番号：普通預金　808850
【ゆうちょ銀行】
　　　　　口　座：00180-7-143434
　　　　　加入者：一般社団法人 溶接学会

※ゆうちょ銀行「払込取扱票」をご利用の上，
通信欄へ「専門講座受講料」と明記し，参
加者名と受付番号をご記入下さい．

【クレジットカード】（VISA, Master, American Express, JCB）
①カードの名義，②カード有効期限，③カード登録電話番号，
④カード番号，をFAX又は郵送にてお知らせ下さい．
※カード利用明細は危険防止のため発送いたしませんの
でご了承下さい．
正式受付は，受講料を受領したときといたします．
お支払後の払い戻しは致しかねますのでご了承下さい．
受講日前日までに受講取消しの連絡が無く欠席された場
合は，受講料をお支払いいただきます．

フォーラムミカサ エコ
〒101-0047　東京都千代田区内神田 1-18-12
TEL 03-3291-1395    FAX 03-3291-1396
JR 線「神田」駅　西口より徒歩 5分
東京メトロ銀座線「神田」駅・丸の内線「淡路町」駅・
千代田線「新御茶ノ水」駅より徒歩 5分
案内地図　http://fm-tohnet.com/access

【テキスト】

【申込方法】

【問合せ先】

【支払い方法】

【受講者特典】

【受 講 料】

【会場案内図】

【定　　員】


