
 

１１１１    丸カンを溶接する前に両端が互いに接触

するまでできるだけしっかりと 押し付

けておくことが重要です。 

 Fig.4-2 

2222    ＰＵＫのアースを確実にする

ために、丸カンに直接クランプ

してください。出力は低から中

とし、短時間溶接で最良の結果

が得られます。Fig4.3 

3333    一般に薄いリングは上から溶接

する事が適しています。 

 Fig4.4    

4444    厚みのある丸カンは溶接の出

力を大きくしてはいけません。

中-低出力で両サイドから溶接

します。丸カンの厚みが大きい

とより多くの溶接ポイントが必

要となります。 

Fig4.6＆4.7    

4.14.14.14.1 丸丸丸丸カンカンカンカンのののの溶接溶接溶接溶接 

ＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯ    
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K14K14K14K14 のののの例例例例    



 

4444    肉盛材が母材より 0.3～0.5ｍｍ盛り上が

るようにつなぎ目を埋めるようにします。継

ぎ目の反対側も同じやり方で肉盛します。 

Fig.5.4 

Ｋ14の半円型結婚指輪で 4ｍｍｘ2ｍｍの例 

5.1 リングのサイズ直し 

1 リングを要求サイズに加工して、図のよ

うに開先をつけてください。Fig.5.1 

2222    同一材質の 0.4～0.5ｍｍの金線を溶接部におい

て次にハンドピース先端の電極を当て、金線を溶か

してリングに接着します。Fig.5.2 

3333    溶接肉盛材はできる

だけ平らで緻密に積層し

てください。Fig.5.3 
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8888    ライトを直接当てて、溶接

部に巣がないことを確認して

ください。 Fig.5.8    

5555    溶接板接合部をロータリー

ヘラで磨きます。 Fig.5.5    

6666    ロータリーヘラを高速回転し

て肉盛部分を必要高さに正確に

合わせます。 Fig.5.6 

7777    ポリッシャーやポイント類を用いて

肉盛の凸部を除去するように研磨してく

ださい。 Fig.5.7 

K14の 4ｍｍｘ2ｍｍ半円型結婚リングの溶接例 

5.25.25.25.2    リングリングリングリングののののサイズサイズサイズサイズ直直直直しししし    

ＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯ    
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6.1 ワイヤとツメ 
０．８ｍｍ直径の１４Ｋ断面円形のワイヤの例

1111    折れたつめの溶接をする前に、まず１４Ｋの円

形断面のワイヤを用いて何度か練習をして下さ

い。 

        ヤスリでワイヤの端を正確に整えてくださ

い。残った材料は補助材料として使用できます。

（図）Fig.6.1 

2222    ワイヤは扱い易いように真っ直ぐにしてく

ださい。電極を良く尖らせると正確に溶接でき

ます。Fig.6.2 

 

注意注意注意注意！！！！    新しく磨いた電極は一度テストピー

スで溶接してみること。その後は安定した溶接

スポットになります。 

3333    ワイヤは端面同士を正確に突き合わせて保持しなければなりませ

ん。電極の先端は溶接箇所に直角にセットし、低～中出力でインパ

ルス幅を小さくした組み合わせで溶接を開始します。接合部のほか

の箇所も同様にして溶接して下さい。  Fig.6.4 ＆ Fig.6.5 

4444    できるだけ長持ちする溶接をするために溶接作

業中は相互に押し付けるようにしなければなりま

せん。こうすることでより強くより安定な溶接が

確実にできるようになります。 

 注意注意注意注意：：：：溶接スポットは最終的にワイヤの強度の半

分程度に低下します。 

ＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯ    
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2222    折れたツメをヤスリで削り落としてください。

溶接するワイヤは後で曲げるので石よりも上に

突きでていなければなりません。 

3333    溶接しようとするワイヤはかなり細いので出力

調節の際はこのことを考慮して下さい。 

  粘着テープで石をカバーすれば溶接時の石の

汚れを防止できます（写真） 

  常に小さめの出力で溶接を開始し、必要に応じ

て徐々に出力を上げてください。出力が大きすぎ

ると石を傷めることがあります。 

  

6.26.26.26.2    石石石石のののの寸法寸法寸法寸法にににに合合合合わせてわせてわせてわせてツメツメツメツメをのばすをのばすをのばすをのばす    

1111    同一素材にヤスリをかけて同じ形状に加工しま

す。ツメの折れた位置によって必要な厚みは異な

ります。補助材料を切り取って溶接に使用してく

ださい。 

可能性のあるケース 

4444    電極が石に触れないようにできるだけ外側から

作業を進めてください。溶接の度毎に石の温度を

指でチェックして下さい。必要ならワークを冷や

して下さい。 

リングを清掃して石のセッティングを仕上げてく

ださい。 

© 2010 SUZUHO 
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2222    長方形の石を囲むようにセットす

る溶接も簡単に素早くやることが

できます。 

Ｌ字型の部材を使い、二ヶ所をス

ポット溶接してあとで適当な長さ

に切断します 。Fig.7.3 

1111    ロー付け前にスポット溶接する方法はワイ

ヤやクリップで止めるよりはるかに優れてい

ます。溶接したパーツはロー付け中に全く動

かないようにしっかり保持されます。ワイヤ

やクリップで留めることが難しい形のパーツ

でも簡単に溶接できます。 

数多くのパーツでも簡単に仮留めして同時

にロー付けができます。したがってワーク

ピースを洗浄するときに著しく時間を節約

できます。 

3333    爪はパーツの底に 1 箇所溶接するだけで簡単に

固定できます。つめは溶接後にきちんとそろえる

ことができます。 

 

 スポット溶接はその後簡単に清掃できます。内側

で溶接すれば見えないので理想的です。 

7.17.17.17.1    ローローローロー付付付付けけけけ前前前前のののの仮留仮留仮留仮留めめめめ    

ＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯ    
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5555    こうしてロー付け前のセティングが完成しま

す。すべてのパーツが正しい位置にあって、や

動くものが無い状態にします。 

8.18.18.18.1    石枠石枠石枠石枠ののののセッティングセッティングセッティングセッティング    

4444    更に二つのＬ字パーツを図に示すように外側のセッ

ティングの中にフィットするようにして下さい。セッ

ティングの中に置くとパーツは石の上で落ち着きま

す。この方法はセッティング時の調整時間を大幅に節

約できます。 

6666    八角形の石も同じようにして簡単に

セッティングできます。 



 

ＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯ    
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2222    石をきれいで平らな場

所に置き、新しいベゼル

をその周りに置きます 

。 

8.18.18.18.1    ベゼルベゼルベゼルベゼルののののセッティングセッティングセッティングセッティング    

1111    角のある石のためのベゼルもご

く簡単にセットできます。 

 

 2 つのＬ型のパーツをスポット溶

接で留めてセッティングします。

 Fig.8.1＆Fig.8.2 

3333    時々わずかなススが発生

するので、小さな紙片で石

を保護してください。    



 

通常、熱伝導率が高いために大変難しいとされている

シルバーやシルバー合金の溶接も、このシルバーモー

ドを使用する事により、容易に溶接することができま

す。 

また、ＧＡＰモードにて、深い溶接や隙間(ＧＡＰ)の

ある溶接も容易に行えます。 

マイクロモードの使用により、わずか 0.1

ｍｍ厚さの板材の溶接や 0.25ｍｍ径のワイ

ヤの溶接を可能にしました。 

このマイクロモードにより、微細な溶接を

可能にしました。 

ＰＵＫはパルス（放電時間）形状を変更

する事が出来る為、滑らかで高品質な溶

接結果を得る事が出来ます。又、電極も

は長持ちし、より安定した溶接結果が得

られます。 

 

溶接速度は出力トランスの効率化とガス

流量の調節によって倍増することができ

ます。 

速 度 

ＧＡＰＧＡＰＧＡＰＧＡＰモードモードモードモード／／／／シルバーシルバーシルバーシルバー・・・・モードモードモードモード    

ソフトスタートと 

  インパルス形状 

マイクロモード 

9.19.19.19.1 3 世代ＰＵＫの特徴 

ＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯ    
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PUK は溶接作業の都度、最新の溶接パラメー

ターを自動的にメモリーに保存します。 

溶接出力ダイアルを押すか、電源をいれる

と、最新の溶接パラメーターを呼び出すこと

ができます。 

"Pluse”の5つのメモリーセルを持つメモリー

機能はユーザー独自の設定を保存できるので

たいへん便利です。これがあれば誰でも同じ溶

接が可能です。 

PUK3 professional には、すでにほとんどの

重要な機能が搭載されていますが、PUK3

professional plus は更に機能が追加されて

います。Professional は旧モデル対比 20％、

professional plus は 40％の出力アップとよ

り高精度の調整能力を実現しました。 

9.2 バージョン３のＰＵＫの特徴 

プログラムプログラムプログラムプログラム    メモリーメモリーメモリーメモリー    

重 要！ 

メモリー機能 

溶接出力増加 

ＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯ    
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通常は「青の LED の範囲」内で作業を始めることを

推奨します。  PUK３ Professional では 7ms,

PUK３ professional plus では 8ms に相当します。

あとは出力のみを変更します。もちろん溶接の技術

に詳しい人なら溶接時間を変えることもできます。

パルスタイム/溶接時間の自動制御装置は溶接出力

が何ミリ秒間作用するかを管理します。またワーク

と電極との角度によって熱の浸透深さと溶けた金

属の流れる方向が変化します。 

ワークに直角に電極を当てた時に浸透深さは最大

になります。 



 

3333    高い熱伝導率による問題を避

けるために高出力にすると、局

部的に過熱してしまいます。金

属の融点が低いのでワークピー

スに穴が開いてしまいます。 

    このケースでは金属が溶けて蒸

発してしまうので、溶接品質が

低下し不安定になります。 

ＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯ    
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1111    シルバーはその物理的な特性の

故にどんな装置を使っても溶接

が難しい材料です。 

 特に熱伝導率が高いことがシル

バーの溶接を難しくしています。

これが溶接スポットが小さく、ま

た深くならない原因です。 

4444    ＰＵＫ３pro とＰＵＫ３pro plus

の特殊モジュール＜シルバー・衝

撃＞金属に投入するエネルギー

を制御しています。この制御法は

銀合金の溶接にとって負の物理

特性を大幅に相殺しています。 

このモードを使えばシルバーの

溶接でも綺麗で安定した溶接が

できます。  

Fig.10.2＆Fig.10.3 

  

10.110.110.110.1    シルバーの溶接    

2222    小さいか薄いパーツの作業ではこの特徴ははっきりしませ

んがそれは材料の容積が小さいためです。金属の容積が大き

いと熱が溶接箇所から直接逃げてしまいます。丸カンや薄い

シルバーの溶接にＰＵＫを使うとたいへん良い結果が得ら

れるのはこのような理由によるものです。 Fig.10.1 
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6666    ディスプレー上の「青の領域」は高い出力を意味します。

長いパルス幅（時間）を調整する時は、長いパルス幅と

過剰な高出力は間違いなく避けてください。大きい物や

中位の物を溶接する時は溶接スポットにヘアクラックが

発生することがあります。この場合、同じ場所の別のス

ポットを溶接する時は出力を落とすか、通常よりも低い

設定でスタートして下さい。 

10.110.110.110.1    シルバーの溶接    

10.210.210.210.2    シルバー溶接時の肉盛    

7777    多くの場合ワイヤーがあると溶接しやすくなります。

穴埋めだけでなく大きなものを溶接する時も、こうする

とより大きな浸透深さが得られ、溶接が安定します。ワ

ークピースが熱による強い引っ張り力にさらされる時

でも仮止めで保持できます。 

8888    一般則として０．２ｍｍから０．４ｍｍのワイヤーを

使用しして下さい。ワイヤーが太くなるほど大きな出

力が必要となります。 

シルバーのワイヤーなどの肉盛材料の形状制御による

溶接は、シルバーの冷えるのが大変早いのでお勧めい

たしません。溶融したシルバーは流動性が高いので、

溶接のエネルギーで接合部から流れてしまいます。こ

のことがシルバーを溶接する際の技術が金を溶接する

場合のちょうど対極にある理由です。電極の先端を使

って溶融金属を動かすことができます。 

この技術を使って盛り過ぎた肉盛り箇所を平坦にする

ことができます。これを実施するには出力をわずかに

大きくし、電極先端を肉盛材料の山にほぼ垂直になる

ように置きます。  Fig.10.6 

5555    シルバーシルバーシルバーシルバーはははは（金属中への）熱の浸透深さが金や銅よりも浅い

ことに注目して下さい。溶接をする前に、両側から溶接をする

か、「Ｖ字接合」するがを選んで下さい。   

 Fig.10.4 



 

ＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯ    
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9999    金属をスムーズにするときにも同

じ手法が使えます。この場合はわ

ずかに出力を下げて、電極を肉盛

したシルバーに垂直に当てるよう

にします。 

 

こうすると盛ったシルバーとベー

スの材料が両方共溶けて強くてス

ムーズな肉盛りが得られます。 

Fig.10.7 

PUK2PUK2PUK2PUK2 のユーザーは最高の結果を得

るために「インパルス 1」と平均出

力設定を使用しなければなりませ

ん。しかし PUK2PUK2PUK2PUK2 は薄いシルバーの

ワークピースの溶接や仮付けに適

した機種です。 

最後の大変重要なヒントはシルバ

ーの溶接はできるだけ低いガス圧

でやることです。したがってシル

バーを溶接する時はガス圧を最高

でも 2-3L/ｍに下げて下さい。 

一般的にはワークピースと同じ

材料のワイヤー（0.3mm 以下の太

さの）を使用することを推奨し

ます。あるいは Lampert の提供

する最高品質のワイヤを使うこ

ともできます。 

一般に材料を暖めるとシルバーの溶接は熱伝導率の影響が緩和されて

やりやすくなります。溶接するエリアを暖めるためにはいつでもすばや

く連続して数カ所溶接するのが良いでしょう。 

ＰＵＫＰＵＫＰＵＫＰＵＫ２２２２は特別な「シルバー・モード」がないので、このテクニックは特に

ＰＵＫＰＵＫＰＵＫＰＵＫ２２２２のユーザーに有用です。多分ワークピースはプライヤ、ピンセット

などの道具で保持しなければならないので熱に敏感な石は湿った布で冷

やしてやる必要があります。 

 

10.210.210.210.2    シルバー溶接時の肉盛    

うまくやるためのコツ 



 

１１１１    修理が必要になるものに限って安価素材

を使用した物が多いので、この種のアクセ

サリーは修理するには問題が多く、修理は

やりがいのないものです。 

但しＰＵＫを使えばこれらの修理も短時 

間で可能です。 

 大体のアクセサリーは真鍮、銅、錫合金製

で何らかのメッキが施されています。 

2222    これらの＜貴金属でない＞材 

料はＧＡＰＧＡＰＧＡＰＧＡＰモードモードモードモードが最も適して 

います。 

3333 破片を集めてうまく破損箇所を

突き合わせて数カ所を溶接で留

めます。 

5555    修理箇所の強度を高めるにはＰ

ＵＫ専用のＰｄ/Ａｇ溶接用ワイ

ヤの使用を推奨します。この溶接

ワイヤは＜貴金属でない＞各種金

属に特に適しており、高い安定性

と強度を得る事が可能です。 

4444    アクセサリーの金属は他の金属

よりも溶接部分が黒ずみ易です。

ＰＵＫで良好な溶接をするには

きちんとブラシをかけて溶接部

の汚れを掃除しなければなりま

せん。そうしないとススが溶接に

悪影響を及ぼし、最悪の場合溶接

できなくなります。 

11.111.111.111.1    アクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリーのののの溶接溶接溶接溶接    
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ＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯＳＵＺＵＨＯ    

ピンを適切な位置に溶接するために丸い

先端工具で巣を削る必要が生じることが

あります。 

これをやるためにはワイヤの端を溶接ス

ポットに垂直に当てると溶接のプロセス

で金属が溶けて玉が形成されます。「融け

た」ピン彫った凹みの径よりも少し小さ

くなければなりません。Fig.12.3 

ロー付け部分の巣埋めには注意が

必要です。ロー材は溶接時に急激

に蒸発（低融点のため）するので、

さらに大きな巣ができてしまいま

す。故に溶接条件は常に低出力、

短時間に設定する必要がありま

す。上記の方法で埋められない大

きな巣は以下の手順で行います 

 

巣より少し大きな直径のドリルで

巣を広げ、更に穴の淵を適当な先

端工具で面取りします。次に穴径

に合ったピンを差し込みます。 

次にピンを穴から 0.5ｍｍの位置

でカットします。そこで PUK を用

いてピンと周囲の面取り部分を溶

接します。 

Fig.12.2.1+Fig.12.2.2 

 

均一になるように溶かしたばかり

の金属をロータリーヘラで面位置

まで潰すか、軽く叩きます。 

巣の大きさによって巣埋めの方法は

いく通りもあります。 

巣を溶接で埋めるにはそこが清浄で

あることが必要です。したがって、

全ての汚れ、研磨材や鋳型石膏を除

去しなければなりません。 

小さな「ピンホール」はわりと簡単

にすばやく埋める事が出来ます。新

たに研磨して先を尖らせた電極と低

出力の設定で行います。 

ハンドピースをワーク表面に垂直に

保持して電極を正確に巣穴に当てま

す。 Fig12.1 

12.112.112.112.1 巣埋巣埋巣埋巣埋めめめめ    
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表面よりもその下の方で広がって

いるような巣は特に悩ましいもの

です。溶接すると表面の薄い縁が

溶けて穴が広がってしまいます。 

このような巣は縁部分を先端工具

で削除してから金属を溶接で充填

することをお勧めします。 

Fig.12.6 

12.1 巣埋め 

4444    鋳巣の範囲が大きい時は先端工具を用

いて表面の金属を全部除去した後に、新

しく（溶接用ワイヤで）埋め戻すように

すると良い。（詳しくはワークショップ

2.1 と 2.2 を見て下さい。「表層を完全

に除去する」だけでは埋めるのが困難な

ほど巣が深い時は、（ワイヤで埋め戻す

前に）ワイヤを使わずに数箇所溶接しま

す。こうすると表面が溶かされることで

溶接し易くなります。 Fig.12.4 

5555    溶接中はいつも電極の先端を凹みを横

切るようにスライドさせてください。

こうすると溶接材料（溶接ワイヤ）を

凹みに補給することができます。溶融

金属は常に電極先端の方向に流れま

す。電極先端を小さな角度で保持する

と、金属はチップの接点位置から電極

の移動方向に流れます。深くてバリ立

った側面の巣はパルスタイムを長くし

て溶接するとよいでしょう。溶接点を

巣の最深部に置くと巣を浅くしたり広

げたりできて、後の巣埋めがやりやす

くなります。 Fig.12.5 



 

溶接前の準備が正しくないと、表面

にくぼみや穴ができてしまいます。こ

れは肉盛りで埋めなければなりませ

ん。 

ワークが太すぎるときはＶ溝を加工

します。こうすればベース金属と同一

材料の溶接ワイヤを何層も 

パーツは最初に 1、2 箇所のスポット

溶接で仮止めします。その後、精密

に位置を修正してから突合せ溶接を

行います。  .Fig.13.3 

重ねて埋めることができます。溶接

ワイヤの太さは0.4mmまでとします。

Fig.13.2 

13.1 接合と突合せ溶接 

溶接スポットの深さは板厚の 2／3 に

なるようにしなければなりません。こ

うすると反対側から溶接した時に溶

接材料間の空洞の発生を防止でき

ます。Fig.13.1 

PUK で接合する時には、材料の溶接

位置にギャップ（隙間）がないことと

正しく作業することが大切です。直前

の溶接でエッジがギザギザになって

いると、そのギザギザは次の溶接の

追加材料として使えます。 
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様々な出力で付き合わせ溶接がで

きます。高出力の溶接では溶接スポ

ットは大きくなり、作業も早くでき

ます。一方このことは溶接域の清掃

に低出力の場合よりも時間がかか

ることを意味しています。 

片側からしか溶接できない時や、厚

みのある材料を溶接する時は以下

の方法を試してください。 

まず通常のパルスタイム 7ｍ/ｓ

(PUK2はインパルス1)で完全に溶接

し、次にもっと長いインパルスタイ

ムで重ね溶接します。こうすると熱

浸透深さを増やすことができます。

13.2 接合と突合せ溶接 

熱の浸透深さを安定的に最大に

保つには、ハンドピースを常にワ

ークに対して直角になるように

持ちます。また電極先端はいつも

前の溶接スポットのエッジにお

いて、溶接部分が重なるようにし

ます。ワークのエッジは他の部分

より少ないパワーで十分なこと

に注意して下さい。 Fig.13.4 

溶接部の小さな穴はPUKを使って電極

チップを穴に垂直に立てれば埋める

ことができます。 .Fig.13.5 

大きな穴は電極チップを穴を横切る

ように動かしてやると上手くいくで

しょう。その時、チップは先に溶接し

た場所にあわせます。こうすると穴を

閉じることができます。 Fig.13.6 



 

PUK３では出力を調整できるだけで

なくインパルスタイムの調節もでき

ます。これは出力の継続時間を示し

ています。PUKの溶接「ポイント」

は独立していますが、アークの時間

は周囲に影響するので、どの位ある

かが極めて重要な決定要因です。イ

ンパルスタイムはディスプレーに

「Ti」(time)で表示され、標準は「7

ｍｓ」（ミリ秒）です。PUK２でもイ

ンパルスタイムはインパルスⅠ（～7

ｍｓとインパルスⅡ（～18ｍｓ）間

で調整できます。 

15.1 インパルスタイム 

その上、シルバーの溶接では少し

だけ長いインパルスタイム（12～

18ｍｓ）にすると良好な表面が得

られることがあります。 

Fig.15.1 

出力調節では溶接スポットの大き

さが変化しますが、インパルスタ

イムを変えると主として溶接深さ

に影響します。 

衣装用ジュエリーのような貴金属

でない材料の溶接においては、イ

ンパルスタイムを長くするとある

種の合金は溶接しやすくなり、逆

に短い方がより上手くいく場合も

あります。Fig.15.2 

片側からしか溶接できないような

壊れた掛け金(latch)品物の場合は

インパルスタイムを長くすること

が特に有用です。 

Fig.15.3－Fig.15.4 

実際には、ほとんどの溶接は標準

の 7ｍｓのインパルスタイム（イ

ンパルスⅠ）か、更にできるだけ

短い設定で溶接することが多い。 
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インパルスタイムを短くすると、溶接

深度が浅くなるだけでなく、敏感な材

料は傷ついたり、薄いワークなら溶

け た り す る 危 険 性 が あ り ま す 。

Fig.15.4 

故にインパルスタイムを短くするの

は、薄肉の中空製品か、石のすぐ近

くの部分の修理をする場合に限られ

ます。 Fig.15.5 

熱に敏感な材料の近くで溶接する

時や、特に細いワークを溶接する

時は、常に短いインパルスタイム

（4ｍｓ）で溶接してください。 

このように微細な溶接では電極は 10

回以内の溶接で研磨する必要があ

ります。 Fig.15.6 

このような低い設定では電極の状態

に注意する必要があります。電極の

ほんのわずかな汚れでも溶接がうま

くいかなくなることがあります。 

この「汚れ」はほとんどの場合顕微

鏡でも見えないほど微細なもので

す。 

15.2 インパルス タイム 

代表的なマイクロモードの設定 

更に溶接の度により大きなエネルギ

ーが加えられるのでワークの温度が

上がり易くなります。 

多くの場合、熱の浸透深さを増すた

めに、インパルスタイムを長くする代

わりにＶ字型開先にすることができ

ます。                      

その後ワイヤを使って埋め戻すこと

ができます。PUK に慣れたユーザー

は余分な時間を掛けずに効果を挙

げながらこの方法でよい結果を出し

ています。 

ワークショップ 2 と 5 も参照してくださ

い。 

大部分の仕事では標準の 7ｍｓが理

想的なインパルスタイムなので、これ

を変更する場合は十分注意深くやる

必要があります。しかしインパルスタ

イムが長過ぎると悪影響を及ぼすこ

ともあります。 

インパルスタイムが長くなると溶接ス

ポットは酸化が進んで巣が増える傾

向があり、脆くなる金属もあります。

また溶融金属の表面張力で互いに

離れてしまい、ワークが接合できな

いこともありえます。 
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その上溶接される枠の外側の端部は

ヤスリで斜めに削り、Ｖ字がたの溝を

形成すればより深い溶接ができます。

Fig.16.2 

 

古典的な方法で石をセットする代わ

りに PUK を使ってセットすることがで

きます。 

そうするために枠は少し小さく作り、

枠と底板部分の間に最小限のギャッ

プが残るようにします。こうすると枠

は引っ張られながら溶解できて、石

はしっかりと保持されます。 

セッティングの底板は枠より直径が

大きくしてあります。余分な金属は

溶接で溶けて強度を上げるのに役

立ちます。 

Fig.16.1 Fig.16.2 

底板の枠の外の部分を枠に溶け

込ませるためには十分大きな出力

にする必要があります。 

PUK の溶接では手で枠をしっかり押し

付けることによって石がしっかり固定

されぐらつかなくなります。最初に二

つのパーツを二箇所溶接して固定し、

その後残りの部分を溶接します。 

16.1 石枠付きリング 
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