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寧撫執筆し得るやうにみつたのは非常に喜ばしい。

繍同惚翰館燭と前眺のよりも暢な丁
　臨鉢家向ぎに、し涜V・とのこ差であるから，本編も

拙來る愛け理窟を抜きにして書いたつもりである

　が，をれでも最初のヒ第五熔劃」あたりまでぼや’

壌論めv漸が釧のでまだ煉すぎる感じが
ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　するのである。併し鐡の所要性質とか，熔剤の働
　コ　ノノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　　　へ

｛奪とヵ～は銀接の根本問題であるかち歩しは我慢を

　して讃んでやつで頂きたい。　　　　　1　’

・惚撫ら瞭璃る力囎接吻謙來の難
．（着）のごとであるが，＼～ち勉を鍼接とセたのは熔接

餐易響鍮翻畢離；睾顯姜輩
鞭角されて鵬．例べ齢駐麟することを

醜ずムを加硫ずるごと撚和挫ぶが女・齢

あ費と棒嘩正し訪磁めるのがよ韓あ
　るまいか。　　　　　　　　　　．，　　・
　　　　　　　　　　　　　ス　　鵬鰯磯鮮蹴鴛丙田理鱒士の有名
一な研究があ凄泓胴氏の教を受けて，ソチタン

蜘一ダの嗣鞭胤硯燃鉛金嘆接
鱒髄す翻銀や鐵の合金に賑功しなカ・？
旋。其後職争の爲にこの研究そ一一時中止してしま

一つためで・こ・／にはこの騨關する謙媚略す
る。叉電氣鑑接法に就て厳現在爾研究中であるカ・

ち嚢表を後日に護ることムするげ　T
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之ん麟紬科學報が新に生れかはつ孝ので又“

　最御搦た轍接漣勉ミ淘噸接混
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デ憶歯碍に直接必要がないと思捻れるが，、日常の生、

活に關係が深いので滲考ま矯に記述することにし．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弓

　　異種3ζ健同種の金属を接合する方法は色々ある

　が∫これ崖大別して鐡規熔接，鍛接）鋳接璽四

　種とする。，　・　　　　　　　　　・　　　，　／タ

　　魂雛とは難叉は暉噸叉蛤鉦
　鍼を以つて接合する方法である。　　辱　　　・

　　二，熔接とは鐙を用ふるととなく相五の金島を馬

　熔融せしめ瀦態k於て接合ナ肪激いふ．電
　氣熔接，自家熔控と呼ばれるものはこれである。
　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

隼　　三，鍛接法とは主として，槌打によりこ種の金

　馬を撲合せしめる方法で，例へば金充填め亥口鞭
　　　　　　　　ガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち

　あるも叉撰々この方法は熔接と併用されるや

　　西，鋳接法とは鋳蓬作業により峯種の金禺を接

冶せし鵜方灘v・み・例へば金冠を揮るに當り，

雛響そ蝉騨を騨る
　　以下主とし磯接蹴収述べる．ダ　叙

　　　　　　　雛樋接の機梼い・
’銀接をなすには二種の金囑㌃接近せしめ∫其半

　・に熔融鮎低き銀と熔剤とを置き，これを加熱熔融
　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う

　して揺著させるgである。而して鍼接さるべき金

　属を一般碗毎稽す蚤。一

⇒鑛知の聯と牌　　　ぐ．
　・奉坦な固髄の表面に二滴め濯髄をおくとそれが、

　無限に擾がる場合と球撒に止まるとぎとある。扇

　者錫合には灘と離1との徽衛零だ近く・二

　凍を灘鞍面を諭し魁稻する、交液鹸
　　　　　　’球歌鷺なせる場合には一定の接鯛角が現はれ，そ’
　　　　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　ア
’〆の現寒は所謂表面張力にょりて読明されお。今酸

化臓有する鑛の表面畷の舞置きカロ熱レ

て鑑を鋳融す届と表面に籏がちすに球歌に止まつ
　　　　　　　へ　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

てゐる。然るにこれに適當な鋳麹を加へると鍼は1

金属の表面に捷がつてこれを濡らすやうになる。



1ダ汐　∫　　．ご”　　ご

これは錯葡綴の表薗張力に攣化を與へたのでは

∵なく・翻が瀦の接艦鮒て居つ搬イ騰
・．熔かして清潭な金麗面と溝浮な鐡とを直接接鯛す

る朽にし燐羅ρ槻獅ある・　・
　、一般に濡れる二物質問¢は所謂黍占著力が働くの

であつて・鐵が地金味面を濡韓と粘著力によ

じり二種め金鵬は互に接合するやうになる。實際我

々が燐灘の恥二・励・橿鐵合叙は三
吻レ伽一ム合金（ユ40ρ゜－」3・・°C）を灘の低

噛鍼σ5°°幅65°rC）嚇接映際蹴こ嘩顯
微鏡で槍査、←でも何等爾者間に攣化なく地金と鍼

・とは鰍を維爾るに止まつ矯る。從つ禰者

、の結合は糖力壁舛行爵・てゐるととが了解

　されるめである。　。　　　旨　　“”：

縞灘論金　　・一李一、
　錐接に際しては軍に鍼が亀金の表面融濡らずの

みでなく，雄んで地金申’に滲透し，丈は殿醜

金も鐙申に滲透し磁接部畷と地金との申間合

盆齢ること端る嘩々湘鰍彫しそ病
金畢合金の鐙接は通例か燭申間合金の形威た

毒繍茎鰯欝藩議晶磁舞悉

て碗と勉ば極め醸固な地鎌合鵬ら縄
’わけで・我々はζれを完全鐵接と呼ぶことが出來

貌但し金薦の滲透により銀接が完全に行は耗る

とV・蝕ζども亦地金と申間合金，鍼と中間合金と

雛纒駕熱灘繁誌難；総鉾

　　　　　　　　　第三鐵

　鐵ぱ稀に翠燈の金鵬であるごともあるが，普通

は一定の合金から成つてゐる。、今鑑としての所要

の性質を列雛下見ると次の題り聯る・　．

　ω鑑偉地金の表面を濡らす力ある之と　　ジ

　鍵が熔けたとき熔剤の力によりて表面の酸化物

’力獅痢伺時に地金の表両も清掃されだときに

は識は直に地金の表醜充頒轟効を持つ
’て居れば假令地金と鍮の騨中間合金力・出勅

，くとも粘著力によりて強固な接合の行ばれること

ば髄述の通りである。’ @　r　〆。
騰馳傘と醐縫郷鵬（固溶膿）をイ乍

ρてほし吋妬　、　　，

　、　　　　　　’　　　　　　ダ　　　’　　　　！　　　合．　・

、　鐵と地金との間に中間合金の出來る場合には鑑

撚勧て完全且醐に行帥ることはi騨した

’所である・而し仲鵬金燃鍼分が地金触窯

、へ�搭燉ﾍ鱗P申滲透することによ姓豹，
　るゐであるから，滲透が完全なほ冶，換言すれば

’金厩成分が深く入れば入るほど鐵接ぱ強固に行は’

　れるわけである。更に地金の鐵接部をはつ響りと

’見分吻か癖卵る購の爵力盤のガ
　威分と混晶を作るぢφでなければ取ら癒。即ち混「

継作れ嚇融永雄と見な鴎るのであ砺
ノ　（自）鐵の熔融鐵は地金よりも低いこと　　　、

＿　鍼接は勿論地金が熔ける以前に鐵が先づ熔けて一

　地金の表面を濡らすか或は進んで内部に滲透して

　申鵬金を作ることに妙て右は轟のであるカ∴’

°，ら識の翻黙聡ゐ熔醜鱒も伽もので・
・なければならぬことはいふまでもなv・。而し《鐘1

〆．と地金どの睡灘㈱耀つて欄合劔出烈
、るには鐵の融織が地金の融黙になるべく遙接して・

　ゐることが必要である。邸ち鎌と地金乏の融鐵の

・差が木なるぼど作業は容易であうけれども，灘

餐鍵雛こ塞灘蕊継鎧ll
漁罐薩しな揃畷畿略昨行くぜ5・

　でぼうま“銀接は望あな｛ハ、即ち永久鐵接は銀の・

液欄繊接褐金雌の固繍地も約五＋麗，
位低V・ときに行はれるのである。要ナるに鐵と地

霧諜灘諜農驚朧驚1誌鑑
　が接近せるほど作業は困難で，地金を熔かナ危瞼

　嫁多V・が3鐘接部は良姫である。　’　　　　　・

　　㈲鐵は流のよいこと　　・ご　＿
　　鋳解しだと鳶表面張力の小ざV・流動性に富める

　鐵を流れのまV・叉は走りのまV・鐙とi欝するム走土リダ

のよv・鍛は容易に希望する個所に流れて行き，鹿、

づで鐙接の不完全な個所や室隙などが嘆ることな汽

．く綺麗な鐙操部が得られ後の仕上げ作業も葦だ容

り易であ観但し鍼の走9の葺悪は鍼自髄め蔀動匪

Q善悪のみによるのではない。このことは後で熔

剤の所で蓮べるつもりである。　一　ツ』　㍉

　⑤鐵は機械的化肇的性質ρよV・ごと　＼’　　弓

　郷出來るだけ腋の擁加申硬灘右し，



　4　　　・　　　°ノ　　　、　　’　・　　・

　　　　、　　＼　、　㍉2　　－　・ノ早

且化學的に耐蝕性に富めるととを必要乏するb例、

へば伸のない鐙ではこれを使用するに醐ど不便で

ある・覗し鑑そ㌣もの磯械的乃至化學的雌が

’不良であつても地金との間に滲透作用旗起つて性
　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら
一質¢）よ“中間合金に攣する場合にはふ玉る鐸はが

　」’る麺金に限り使用しても差支へなv・≒いへるが

實際はこんなことは極めで少ない。＼　　・　　　，

，鎌の耐蝕翻色性に關す腰糧一般の地金に

樹する要求と同一であるからこれを省略する。

・個鎗の色は堆金の色に近似す嘩こと一、
　　

’鍛9色がなるべく地金の色嘩似してゐること

雌美的に必肇ある・例磁絶の命金顔色
め金鱗艶鐵接するが如ぎは避けるがよv・6叉金合

　メ　　　　　ピ

㌔金め揚合でもあまり黄白色の鍼を使用ナると鍼接

齢線として鄭勤ある．乞1　・
　（7）鐡は地金と電位差の少ないとと

　鍼と地金との間の電位差があまり大であると將
　ノ　　　　　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

來鐡接部に寓蝕が起り易い。換言すれば鐡と地金
　　　　　　　　　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ‘とφ威分の差が著しめとか，、或は組織が不均等で、

’ある、とかすると耐蝕性が少なく，・甚だしv・揚合に

厳影る病羅単る・轡うな危陵最
、小眼度にするためには出來る売け鐡と地金との成

、分を近接さ茸るζとが必要である。、、　、

　　∴　　第四鐵．の種類．　一、
　鑓嫁一般に軟鐘と硬鐡との二種に画別される。

軟鐵とは熔融黒占比較的に低く（多くは200°q以下〉

又硬度や抗張力の少なv・白鍼（傘田）の如鴛をv・

ふの酋主として鰻を使つて鍼接作業が行妹れる。
　　　　　　ヘ　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

rれ販し醐と購齢比較的礪く硬黙抗
張力の大琢るもの蓼いふφで，主にガス吹火管に

ょり簿接作業が行はれる。金鐵，錦鱗，眞鍮銀な

どがこれた薦する。歯科駕金厩の鐡接峠義舷に硬

i鐵を以てする方法であるから以下この鐵に重きを

月お込て記述する。　、、，、・、、　　　　　、
　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　に

，・、1 B第五熔3．　’剤
ぐ魂属繊影額鐸て噸例鋼琢るも鎚
種用蓼・燐剤の騰は糞しズ牒前に儲せ
るrヌは作業中高温ρため姓銘地金翠鱗表面

くの鍵Pち酸化脚除去し騰辮区轍ふて峯氣
・を遮断して酸化聖防ぎながら，、清瀞と潅れる地金

煮瀞醜悩瀧更構の鐵とを接鱗せて灘
■　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　1

＼　，　　　　　　・『　　〆　　　　　h　　　　4

　　　　　　唱　　　　　　　　　　　　　1　　　　，　　’・

口接の目的を達せしめるにある。再言すると錆は加・

　熱によりて液状となれる熔剤申に溶げ去るので・

　鐡は錆のなv・金属の表面に接鯛ずるやうになる転

　かぐして熔剣は薄き膜歌をなして鐙接部を被び鑑
　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　　ド　　　ガ

　は比重が高いのでこの膜を通じて鍼接すべき地金一亀
　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

の表面や室隙嘆杯これ嬬らし叉はそめ中に

滲透するのである・．　　’　融“

　　聯接の際喚勝る鯛囎≠し珊碑南
　る。このものは化學上ピロ瑚酸ソρダNa2B407で

　10分子の結晶水を含有するひ高温に於やて熔けて、
レ

　金属表面の酸化物即ち錆を溶解し，綺麗になり海

面轍ふ磁化の鰯礎隊拶ある・かやう
　な錆の除去作用と表面の保護作用との起る理由は

次の謝である♂　∵、一二1
’醐碑。、お、0÷・10HOはこれを熱すると次第に泡、

　　　　　　　　し　　　　　　　　ラ

」立ちて膨脹し，結晶水を失ふに從つて再び牧縮レ

　絡に748QCで熔けて透明な硲子様のものとなる1。

　鯵鍼物瞭細砂N蕊・Bρ・であるカ㍉これ

　をメタ棚酸ソーダと無水棚酸βN濾02・馬03、とに窺

　分けて見るととが出來る諺防棚砂碑・棚酸ゾ

　ーダ）、はま姉分に申和さ醜い騨・過剰瞭
　基B263を含んで居亘，それが金厩酸化物に働V・

　てその金鵬の翻酸臨を作る性質がある。叉一方易

熔安髄メ珊酸ソーダN・BO・は媒騨とレて

　亀この棚酸盤を熔かして自己の艦内に撮取してしま
　　　　　　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　ふので金薦の表面は浮化されるのである♂例へば

　一種の錆であ，る酸化銅に働いた揚合を方程式で示、

　斐と次の通りである・1　ゾ　　’，・1、
　）’
　　・N翫・B・°・r2N批恥’お・9・＋Ch°舗→デN窃BQ2°儀

　lu（BO2）2　　　　　’　　　　∵　’　」　㌦

　　ピロ醐酸シrダニメタ醐醗ソーダ・無水棚酸十、

　　酸化銅」→メン翻酸ソーグとメタ棚酸銅’，　ボ

　　それ故に我々が鐡接作業の絡つた後で金属の表

、面に見られる著色性の硝子嫌物は有色性の他のメ

瑚灘姶碑汐轍ソザと過剰なr醐
　酸ソPダとの混合物である。　　　’一　　、

　　．錆は金犀の酸侮物であり（AgQ・，ZnQ・ρρ0・恥2

　0・，C・qCdO）叉瞳基性酸化物，廣義の聾鞭ある。

　（正しめ意墜の盤基は水酸化物，そρ水に溶けるの

　はナ♪レヵリ）肇基津溶かナには酸を使用すればよ

’咋と騨輔實である岬へ髄゜＋耳・sq匂・



　　、応　　　　　　’　　　　　　．’　1　　＼　　　　　　　－

　　　　　　　　／　　）　　＼卜　　　　　　　　＼

一』ヴCuSo汁耳20併し鍼接時婬熔剤として硫酸

一や盤酸を使用した¢）でぱ錦も湾かすが同時に鐡接

す瞳地金壕面をも離するり鮮麺ほ者除
力蠣悔即ち熔醐地金の表面を保護する湘を

、持つことを要求する。換言すれば熔剃は盤基であ

灘諜簸蒼識謙繧讐贈
が極め鰯酸砺ること赫婁である6翻鹸交は

無水棚酸H380、；B鵡はこれに適合する酸であ

，一 驕E酸禰ある轍嚇な≦・轍性購鰯酸

毬職蹴饗叢ぎ儀掌瓢敷
　　　　　　　　　　　　　　　ノ　ゆ
る臨の外硬咋過剰の酸基を一分子含ん矯ゐる・’

　　・恥Bゆ痴・璽僅ド㌧㌔／

・IN▽ ?潤B鰭8・へ1：τ
　　1　　　・　　　．’B〈o　　．
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要求蝉たさ縄ρ飾る・即醐砂硝子は齢
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くがある。叉化學的性質をしてぱ『α05％盤化水素

溶液，〆1％乳酸溶液，1％食肇溶液拉に0・1％硫
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も固有施激保ち且液蜷色ずゆらず遜乳
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属も鐵接後温度の下降と共に牧縮する（金合金で
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