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　　講　　座

金合金代用合金に就て

Uber　die　Goldersatzlegierungen．

欝學博士　花
　　　　はな

澤
勘

鼎
かなへ

　現下の非常時局に際しては金は假令口腔衛生材料ざして必要訣くべからざるものざは言へ，

可及的之が節約を計つて國策に順慮するやうに努むるこざが，我等國民の當然な義務であり，、

出來るなれば金に代るべき良質の合金を作つて之を慮用し，將來は全く金の使用を慶止する所

まで進んで行かねばならぬさ思ふのである。　．　　　　　　　　　　．　　　　n

　所で米，英，佛，瑞西，北欧の諸國の如き比較的経濟的關係に恵津れた國に於ては，衛生材

料さしての金は何等の制隈なく一般に使用せられ，之に代るべき低廉なろ合金の研究（1＞如きも

あまり文獣上に見當らない状況にある。然るに世界の大戦によりて一大痛撃を受けた掲逸は其，

後國民Q異常なる努力によつて今日の恢復を見るに至ったざは言へ，爾其経濟的情勢に於て我

國ε極めて類似する塵があり，金の節約は痛切に叫ばれ，從つて過去歎年此方の文獣に徴する

も如何に金代用合金の研究が盛であるかに驚かされるのである。而して大戦直後経濟月犬態の最

も不良であつた頃には，金の代用ざして盛に或は寧ろ止むを得す眞鍮系の合金が使粛された

が，之は口腔内に於て容易に腐蝕され且著じく攣色を來し，有害有毒であるこミが立謹された

ので，今より4年以前に掲逸衙生局報第5ユ號を以て其使用を停止するやうにミの布告が嚢せ

られた。オーストリー，チエ。コスロバキア，アルぜンチンなさでは掲逸よりも以前に黄金色

をなせる眞鍮系の合金の使用は法律を以て禁止されてしまつた。

　1919年に有名な掲逸のクル．プ會肚の歯科讐長ドクトル・〉・ウプトマイヤ」－Hauptrneyer，

Vorstand　der　KrupPschen　Zahnklinik氏は初めて「クロームニッケル」鋼なる，商品名「ウヰプ

ラ」Wipla－V2A　o）歯科的慮用を紹介したが，當時は飯ざ錬εの2者に過ぎなかつた。何んミな

れば此金属は鋸融鮎が高く（約1，425度），普通の埋浸材（石膏ざ硅酸）ではか｝る高温に耐えな

いので，躊造は出來なかつたからである。然るに1926年に至り磐土Tonerdeを埋浸材に使用

して，「ウヰプラ」鋳造に成数したが，併し牧縮率が2・7％もあり，叉酸水素火娼を慮用しなけれ

ばならぬ不便があつ’た。－1932年にアメリカニューヨーク市Austenal・laboratory　lこ於て

判‘」4ロームコバルト」の合金なる，’商品名「ヴァィ’タリァム」Vitallium　V260を以てする躊造
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が嚢明され，其方法がHauptmeyer氏によりて掲逸に輸入され，盛にクルヅプ會肚でVitalliurn

の鑛造が行はれるやうになつた。更に1938年にはクル。プ會就から前者よりも遙に硬度の低い

新しい「ヴィターリウム」V180が嚢表され，且同時に膨脹率の高い新しい埋浸材が嚢費される

やうになつたので，慮用の範圏が鑛大されたざのこざである。

　かやうにWiplaεVitalliulnの2種の合金は口膣内で不攣性であるので，かなり廣く使用

されるやうになつたが，何れも鐙融鮎が高くく酸水素の使用を必要ざす），作業が困難であるの

で，使用の範園は自ら限定されてゐるのである。そこで歯科馨自身の「ラボラトリー」に於ても

容易に製作し得べき，眞の意味に於ける金代用合金の研究が盛言なり，逡に1932年に至り

Deguss呂會就が初めて「パリアーグ」Pallla霧なる名構を以て銀「パラヂウム」合金を紹介する

に至つた。其後多籔の人々の研究によりて，此合金は金合金の代用物εして極めて優秀なるこ

零が認められ，曽 ｡貝では其市販のものは實に十数種に達し（用途別にすれば30種以上に達す

る），歯科の凡ゆる方面に慮用されてゐる有様である。

　之を要するに現下の掲逸では金を節約する意味を以て，主εして「クロームニッケル」鋼であ

る「ウヰプラ」馬　「コバルトク胃一ム」合金である「ヴィタジウムゴ3，銀「鴻ラヂウム」合金，叉

は金銀「パラヂウム」合金霊を使用しつムある歌勢にありざ言ふこミが出來る。

　　最細本歯科欝師會が諸外國に封し金｛燗合金の使剛犬態に就て照會し舳答文中掲逸歯

牙゜臓顎牌會D旦ut・ch・G・・ell・ch・ギt　f廿・Z・臨Mun面nd　Ki・f・噸ilkund・を代表

して會長ヘルマン，オイラー氏Prof．　D蔦Hermann　Euler，　Breslauが害せた返書を轄載す

るざ次の通りである。

　『1・塗記する如く確實なる新材料現存するを以て之に準じ純金の使用を制限し褥るもの電信

　　　す。

　2．特に此種の良き新材料εして謹明されたるものは銀「パラヂウム」合金なり。

　3・a．耐蝕鋼は何等制限なく使用せらる。

　3．b．然るに銀「パラヂウム」合金に於ては金の含有量に一定の制限あり。

　3．c．「二。ケルクローム」合金は「㍉ケル」を著しく溶出するを以てあまり良き金属にあら

　　　す。之に反し鐵を圭艦εせる「二。ケルクローム」鋼御ち耐蝕鋼）は蓬に其目的に適する

　　　ものなり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　3．d．銅を多量に含有せる合金は衛生上の見地より使用すべきものにあらす。

　4．「㍉ケルク雛一ム」合金は現今まで臨林上殆んさ使用され居らす。避

　次に英國歯科醤師會の寄せ・た同答は次の如くである。

　『本會は特に代用金屡叉は合金を推奨したるこざなけれさも英國政府は健康保瞼歯科診療に

使用すべき金屡の規格を左の通り定め居れの。、

　a・1鎧及鉤用霊しては（1）金，白金叉は「パラヂウム」40％以上（其中金15％以上），賎金属
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20％以下0）合金。（2）耐蝕鋼

　　b．咬合低く陶歯を用ひ難き場合叉は義歯林，「リンガルバー」，「パラタルバ＿」，裏装叛等

には（ヱ）金，白金叉は「パラヂウム」33ヲ3％以上，賎金屡20％以下の合金。（2＞耐蝕鋼

　英國の歯科讐は義歯躰用ミして，叉矯正用ミして廣く耐蝕鋼を使用し居れり。銀「パラヂゥ

　ム」合金も亦慮用せらる。「ユ。ケルクローム」合金（耐蝕鋼の形に於ての外は）が使用せられたる

を聞知せす。』

　借て我々は金合金に代用し得べき新なる合金に封しては果して如何なる性質を要求するであ

らうか。思ひつくま》に之を排べて見る馬大凡次の如きものであつてほしいのである。

　　　　1．化學的性質

　批．口膣内耐色性　　b．口膣内耐蝕性　　c．局所に封する無刺戟性　　d．、全身に封する無毒性

　　　　2．物理的性質

　翫．硬度「ブリネル」150度以下20度以上なるこざ　b．比重歯牙の比重ミ同一叉はそれ

’　以下なるこざ　　c．強度豊弾性　用途により一定の張度蚊に強性を有するこざ　　d．伸張

　用途により一定の神張性を有するこざ　　e．構造　均質なる固溶農なるこ霊　　f。電位

　差の少いこざ　　喜．鑛造性　を有し，鐙融濫度110◎度未満なるこミ　　h．牧縮率　1・5

　％以下なるこ霊　　i．改善性　大なるこ霊　　」．鑛著性良好なゐこざ

　　　　3．用途的性質

　剤飯用（金冠，歴印躰等）　　b・裏装鋲用　　c・疇造用（義歯邦木，充墳等）　　d・疇造「クラ

　　スで1用　　e．録「クラスプ」用　　f。合釘用　　9．矯正用（揮力錬，帯鎧等）

　　　　4．債整の低廉

　以下これ等の諸黙について多少の解説を試みるこさあする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　一，化學的性質

　衛生材料ざして∂）金代用合金に我々が最も多く要求する所の性質は，口腔内に於て不攣性

搬認dbest勘d19であるこざである。若し其代用せらるべき金屡が，例へば眞鍮の如く口縢内

に於て容易に腐蝕され，緑青を生する如きものでは，其他の性質は曹れ程優秀でも我々は之を

衛生材料ミして使用するに躊躇せざるを得ない。而して口膣内の不攣性蟹undbest甑digkeit

は之を耐色性Farbenbes癒ndigkeitさ耐蝕性1転rrosionsfreiheitεの二つに分けて考察す

るを便さする。

　a・耐色煙之は言ふまでもなく口腔内で金属がいつでも固有の光澤を失はす，攣色しない

で止まるこ霊である。此攣色には更に2種ある。即ち一つは外界より有色性の物質，例へば煙

草の「やに」の如きが附著する場合ざ，金屡の表面が酸化叉は硫化するこミなさによりて有色性

の菲膜が生する場合である。前者は金属そのもの、良不良にはあまりに深い關係はなく，18「カ
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ラ。ト」以上の金叉は白金加金の如きを使用した言きでも，表面の研磨が不完全であるざきなさ

には屡≧起る現象である。之に反し後者は儀令表面であるにもせよ，金屡其ものが侵されるの

であるからあまり好ましいこざではない。か〉る攣色の中で最も多く問題になるのは銀合金，

「アマルガム」等に見らる》硫化である。若し銀合金が口腔内に生する硫化物のために硫化黒攣

しないものである言すれば，恐らく銀合金は直に金合金の代用に供し得るものざ思はれるので

ある。併し周知の如く不幸にも銀合金は口腔内に於て容易に硫化して黒攣する性質を有するの

で，外観上から我々は進んで之が使用を懲悪するわけに行かない。勿論銀合金の表面に生じた

黒色の硫化銀の菲膜は水に不溶解性であり，叉人磯に封しては全く無害であるから衙生上の見

地からすれば少しも差支ないわけである。

　b・耐蝕性　腐蝕Korrosionざは金屡が表面から化學的に侵されて所謂錆を生じ，或は溶解

によりて金屡自騰が漸次消耗されて行く現象を言ふのである。かふる腐蝕は常に電氣化學的原

因に基礎を有するものであるが，冷い乾燥せる「ガス」叉は高熱の「ガス」による純化學的の腐蝕

も存在する。併し口膣内に起る金屡の腐蝕は圭ミして前者に屡するものミ見るべく，此際金属

が「イオン」ざして液中に溶けて行くのであるから，「イオン」ざなり易いもの程腐蝕され易いわ

けである。叉此意味に於て唾液の介在は重要な役割を演するので，酸，盤基，盤類等の存在は

腐蝕作用を一層旺盛ならしむるのである。但し銀合金が口腔内で硫化して黒色の菲膜の出來る

こざも畢寛腐蝕の一現象ではあるが，之は硫化銀が水に溶けてゆかぬので黒攣εいふ現象が我

々の眼により強く映する。之に反し「二。ケル」や「クローム」の如きものは口膣内で電氣化學的

の原因により漸次腐蝕されてゆくけれさも，其際生する所の化合物は通例唾液中に維えす溶け

て溝失するから，其表面は依然εして金屡光澤を有し，一見何等の攣化が起らなかつたかの如

き外親を呈する。併し假令攣色は起らないざしても，かやうに腐蝕の起る金属では我々は之を

正しい意味に於ける金の代用合金εして，口膣内に使用するこミを推奨し得ないざ思ふ。

　o・局所に劃する無刺戟性　口腔内に使用した金屡が縄えす口腔粘膜に鰯接して居る揚合に，

之を刺戟して炎症を起さしむやうなこざがあつては困るのである。但し此事は前記の腐蝕さ密

接の關係を有するもので，絶封に耐蝕性の金属であれば之は問題にならないわけである。

　a・全身に封する無毒性　金屡が腐蝕されても其際水に不溶解性の化合物が出來たざすれば

く例へば硫化銀の如き），それは生活髄に封して毒性を現はすざは考へられない。併し銅ミか，

鉛ざか，「ク丘一ム」ざかいふ金屡が腐蝕によりて水に可溶性の化合物が形成され，絶えす身艦

中に吸牧されてゆくざすれば，之は有害であり又衛生上かある材料を金代用合金ざして構揚す

るこざは出來ないわけである。

　以上の如き見地から歯科材料規格に於ては金合金代用合金に封して吹のやうな化學的性質が

要求されてゐるのである。

　『（1）本品は0・05％盤化水素溶液，1％乳酸溶液（日本藥局方孚L酸1・3分，水98・7分），．0・1



37　　　　　　　　　　　　　一花澤＝金合金代用合金に就て一　　　　　　　　　　　　　　37

％硫化「ソーダ」溶液蚊1％食盤溶液中に約37度に於て7日聞浸漬するも固有の色澤を保ち且

液を著色すべからす。

　（2）義劇木用のものにありては猫之を褐翻木用「ゴム」ざ共に160度に於て1時間和硫するに

著しく黒攣すべからす。』　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　う　　　　　　　　　　二，物理的性質

　a・硬度　之は用途によりて一様でない。併し最も軟いものを要求する場合は純金を裏装飯

ざして使用する際であるから，先づ代用金の最低硬度は「ブリネル」20度位ざすればよい。次

に尭墳叉は金冠用のものざしては歯牙舷郵質よりも硬度梢≧低く，且生理的の咬耗に追從し得

べきこざを琴求する。若し之よりも硬いざ當該歯蛇に封合歯に員澹の過重を生ぜしめる恐れが

ある。而して歯牙舷郵質の硬度は「ブリネル」150度位であるから之を最高の硬度εすべきε思1

ふ，但し義歯抹用乃至鉤用のもo）なさでは，勿論之より高くても差支ないわけであるから，硬

度はそれぞれ用途に從つて定めらるべきであらう。それにしても150度以上の硬度ざなるざ技

工上の操作が盆く困難ざなるを冤れない。

　b・比重　理想ざしては歯牙ざ同一叉はそれ以下であつてほしいのである。而して金の比重

は19・32で歯牙の比重よりも遙に高いから，あまり理想的でないこミは周知の事實である。そ

れ故に若し金合金であまりに大きな充墳物や架工歯，叉は上顎義歯林なさを作るε，歯牙に封

する員澹過重ざなり滑植に悪影響を及ぼすこざ〉なる。此黙からするミ歯科用ミしては「アル

ミニューム」（比重2・7），又は「マグネシューム」（比重1・70）合金なきが理想的であるε思はれる。

　c・強度と弓軍性　歯科用金属が外力の作用に封して一定の抵抗力，即ち強度Festigkeitを有

すべきこεは言ふまでもない。強度は之を引張りに封する張さ，邸ち抗張力Zugfestigkeit

od．　Zereissfestigkeitざ歴縮に封する強さ，部ち抗墜力Druckfestigkeit　oder　Schlagfestig－

keitざ屈曲に封する彊度，帥ち抗屈力Biegungsfestigkeitざに分けて考へるこεが出來る。

叉破折彊度Bruchfestigkeit，捻轄彊度（廻轄に封する抵抗）Torsionsfestigkeit，強靭性（粘

り）Z5higkeitなさも一一種の張度に属するのである。併し通常は先づ引つ張りの張さ（抗張力）

をきめるだけで充分ざされる。而して抗張力の測定に就き商工省が今同指定した金屡材料抗張

試験片規格中歯科金屡材料に慮用し得べき第6號試験片は次の通りである。

蟹
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　次に引張り試験に就て参考のために記述して見れば，先づ試験片を引張り試瞼機にかけて引

き切れるまでの攣化を見る事霊する。初め荷重（k騒）がかふるミ試験片は伸びて梢孫田くなる。之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は恰も「ゴム」を切れろまで神して見る揚
　　　　　　　　第　　1　圖
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仲邸ち　Deh繊鷺審』をギ婆ジタi語のe麟ちε（eF

snoので示す

Eは弓畢力限Elastizitatsgrenze

Pは比例限Proportional量tatsgrenze

Sは降伏鮎Fliessgrenze

Mは：最高の張力maximale　Zugspannung含防．

抗張力Zugfestigkeit

Zは離鯵1限Zer＄eis§gre籍ze

合ざ等しい。引張りが或る限度を超えな

いミきには金属は「ゴム」ミ同様にもεの

形に立ちかへる事が毘來る。之を鐸力伸

張叉は掻條（ばね）elastiscbe　Dehnun霧

oder　Federungざ構し，此限界を弾性

限Elasもizit蕊tsgτe稔zeミセ・ふのである。

次に引張る力が更に加はれば試瞼片は伸

びて最早もざの形に立ちかへるこεが出

來なくなり，逡に中央部から切れるので

ある。今此攣化を第2圖に就て説明すれ

ば，E黙の所までは試験片は伸びてもプ

其作用するカが無くなれば再び本來の形

にかへるから之が弾姓限である。更にそ

れ以上力が加はればP黙の所までは荷重

k霧ミ長さの攣化（伸）εは同じ割合に上

昇する（比例限Proportionali臓tsgre脇e）。之を超へるミ作用する力kgよりも神びが比較的

早く増加するやうになり，S鮎に達するざ突然に著しい形の攣化が起つて來ろ。此S貼を降伏

貼Fliessgrenzeミ稻iし，抗歴試験のミきには歴潰限Quetschgrenze，抗屈試験のミきには屈

曲限獄egg艶脳eεいふのである。一更に伸は重量k竃の増加につれて増し，　Mに至りて最高に

達する（最高の抗張maximale　Zugspannung）。之をkg／mm2叉はk8／cm2で現はしたもの

が抗張力，自Pち引張りの強さZugfestigkeitである。此M貼からは試験片は作用するカの減少

　　　　第2圖　　するにも拘ら鋪伸びてゆく洪に絞窄部が出來て途にZ

　　　　　　　　　　　　　　　の所に至りて引き切れてしまふのであろ。このZを離臨限
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Zerreissgrenzeざ構する。

　或る金属の折れるざきにも之鷺同じ攣化が見られる。郎

ち作用すゐカが少なければ金属は多くはもεの形に立ちか

へるこ鷺が出來，力が張くなれば伸びて曲つたなりで，も

さの形にもさらなくなり，更に力が壇せば逡に折れるので

ある。此場合には勿論弾性ε粘りが大いに閣係する。

　第2圖は18「カ’ラヅト」歯科用合金長さ50mm，幅101nm，
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厚さ2mm帥ち蘭面積20　mm2の棒の強度を示したものである。此場合降伏貼F（第1圖o）S）

ざ比例限P（第1圖P）拉に弾性限さは殆んさ一致し，同様に引張りの強さBε離闘限Rεも亦

相接してゐる6此表によりて試験片の強度は次の如くに測定される。

　　　　比例限　σP：556／20　（σは張のSpannung即ち作用力で其kg藪を断面積mm・

　　　　　　　　　　　　　　で除したもの）＝27・8kg／mm2

　　　　抗張力　σB：966／20　＝　　　　48・3kg／mm2・　　　　　　　．

　　　　離騒限　σz：896／20　　＝　　　　44・8kg／mm2

　　　　抗張限に於ける伸　δB：22・1×2＝44・2％

　　　　離陶r後の伸　　　　δz：22・4×2＝44・8％

　Prof・Schoenbeck氏によれば断面積1mm2の金屡棒の抗張力は焼戻した金では7・8kg／mm曾．

低温加工した金では27kg／mm2，銅は焼戻20・24　kg／mm2，低温加工40　kg／mm2，銀は焼戻10

kg／mm2，低温加工30　kg／mm2であるざのこざである。

　金代用合金の張度に封する要求は其用途によりて一様でない。例へば歯科材料規格調査會委

員會で第8號規格霊して金合金代用非祷造合金に封し要求されてゐる抗張力は1卒方mmに付

50kg以下ならざるべからすε定められてある。部ち之より高いものでは銀銅割18「カラ．ト」

金合金よりも硬くして揮力が強く，歯科讐自身で技工的の作業をなすに困難ミなるのである。

それから金屡の彊さは前述の通り抗張力即ち金屡試験片が引張り試験に際し離断する手前の最

高の荷重を測定し，之より原試験片の横断軍位面積に封する既を求め，之を以て表示されてゐ

るのであるが，叉場合によりては離陶r限度Zerreissgrenzeを以て現はされるこεもある。

　d・伸長度　歯科用合金に二定の伸が要求されるこさは當然のこεである。而して伸長度は

第1囲に示せるが如く金属が揮性限を超へて伸長し，更に最高の伸び（抗張力）を超過して離断

するに至る間の距離，印ち伸びを試験前の標貼距離に封する割合（％）で示したものである。

而して實際には離断せる試験片の雨牛部を離断面で互につなぎ合せ，されだけ伸びたかを測定

し・其得たる数を試験前の金属棒の長さ（標貼距離）で除し，100倍したもので，之を材料の伸び

Dehnung　des　Materials叉は離陶1限に於ける伸（δz）ざいふのである。叉m勲（抗張力）畠Dち最

高の荷重に達したざきの長さを％で示したものδBを破折限Bruchgrenzeに於ける伸びε構、

する（Σ一÷×…％』は帳度五は金騨帳さ自Pち灘麟・は引弓長りによりて生

する金属棒の伸び）。之によりて弾性少にして抗張力大なる金属は容易に伸びるわけである。

　伸びに封する我々の要求は其用途に從つて一檬でない。例へば金冠，鉤等に使用せらる》飯

であれば，伸長度15％似上，鋳造用のものでは4％以上が要求される。

　e・構造　は出來るだけ均質なる固溶禮であつてほしい。即ち之によりて作業は一般に容易

になり，且電位差の生するひ三も少いから腐蝕も起り難いわけである。

　£　電位差　の少きこε。之は合金軍掲ざしては均質な固溶禮であれば差支ないので，之に反
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し合金の技術不完全なる結果或る成分が遊離して居つ・たのでは，唾液に醐れて爾者に局部電流

が起つて腐蝕が起るわけである。叉他の合金殊に金合金ミ併用したざきにも電流が起つて腐蝕

溶解されるやうなものでは困るのである。

　9・藩造性　之絃用途の上から要求せらる刈生質で，少くざも我々の技工室に於て普通の吹

管を用ひて其合金を錯融し且躊造し得るものであつてほしいのである。從つて鋳融貼は1100

度以下でなければならない。之に反し「ウヰプラ」の如き鋳融黙1400度以上もあるものでは一

毅臨林家の要求にそはないのである。

　L牧縮率　之は大膣に1・5％以下なるこさを欲する。之より牧縮傘の高いものでは現在の埋

浸材の膨脹率を以てしては充分に之を補充するこεが出來ない。

　i．改善性総て金屡は其硬度が高ければ高いほさ器械的の摩擦によりて磨滅し難いのであ

ろが，他方には之を以て或るものを製作するこミが盆ヒ困難εなるを発れない。それ故に豫め

之を軟化して作業に便ならしめ，製作が終つた所で再び必要なる硬度に硬化せしむればよいわ

けである。我々はか｝る操作を行ふこミを改善Verg｛ite簸ミ構し，此性質を金属の改善牲

Verg批heitざ呼ぶのである。師ち改善は一種の硬化である。例へば金冠，歴印義歯抹，「クラ

スプ」等を製作するに當りては或る合金を赤熱し次で水申に投じて急冷軟化したるものを用ひ，

製作終らば再び赤熱徐冷して均質なる固溶艦さなし，更に之を300乃至400度位に一定の時間

加熱して後室氣中に徐冷硬化せしむるミ共に必要な弾性を登揮せしむるのを便さするのであ

る。ブ 汕ﾓ味に於て改善性は出來る’だけ大なるこ8が使用上便利であるが，其改善の方法は我々

0）「ラボラトリー」で容易に施行し得うものであり，叉時間もあまり長くか〉らす金属自膣の攣

化（例へば酸化）’ ｵないこミを要する。之に反し改善に一定の装置を要し，30分乃至1時間もか

かつたのでは實用に適しない憾がある。

　j・鍛著性　ざしては鐘の湯流れのよきこε，地金の攣化しないこミ，鐘はよく地金中に旗散

して均質なる固溶禮を作り，脆くならぬこミ，地金ざ鍼さの鋸融黙の違ひ（詳言すれば鍼著せら

るべき合金の凝固黒占（固相鮎）さ鑛の鋳融黙（液相黒占）εの差）は約50乃至100度以内なるござ，

拉に地金ミ鍼ざは同じ色を有するこさ等を必要宣する。術鑛ざ地金ざの電位差少くして將來腐

蝕の起らぬこ霊，引張試験に際して鑛著部の剥離せざるこ鷺等も要求される。

三．用途的性質

　我．飯用　圭εして金冠，架工義歯，駆印林なさに使用せらるふもので化學的には全く攣色

腐蝕せす，抗張力は5◎kg如m黛伸張力は15％以上のものを必要さする。叉鐡著部も化學的に

攣化せす，且引張試験を行ふに鍼著部が剥離してはならない。

　わ・裏装飯用　之は純金霊同じ硬度，師ちFプジネル」硬度計2◎度位であるこざが必要であ

る。叉鋸融鮎は純金珍上であつてほしいのである。
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　α蕗造用　之は「インレー」用，義歯男木用，「バー」用等に使用せらる〉ものであるが，其申

「「インレー」用のものが最も面倒な性質を要求する。印ち化學的には勿論，耐色耐蝕性で物理的

には鋸融鮎1工00度以下，牧縮率1・5％未満，抗張力は40kg／mrn2，伸張度は4％以上，硬度

は「ブリネル」150以下であつてほしいのである。

　d・欝造「クラスプ」用　之は前者よりも弾力限の高いのを要求する。

　e・銀「クラ冬プ」用　之は硬度150度位で弾力限の高いものであつてほしい。師ち抗張力は1

年方mmにつき60　kg以上，伸長度は15劣以上，屈曲同数は15同以上でなければ充分でな

い。叉改善性が高く容易であれば之を軟化した状態で製作し，後に充分なる弓軍性を畿揮するや

うに改善し得るので甚だ便利なわけである。叉鍼著作業のために，あまり弾性の失はれないこ

ミを必要ざする。

　五　合釘用゜之1ま鋳造用叉は錬「クラスプ」用のものざ同一で差支ない。

　9・矯正用　弾力錬ざしては普通「クラスプ」用のものざ同一で差支ない。叉鎧用のものも録

用言同一の合金を所要の薄さに展延して使用すればよいさ思ふ。

　借而次には圭さして掲逸に於て使用せられたる叉は現時使用せられつ〉ある金代用合金の種

類を墾げて前記の所要性質ざ封照して批判して見たいざ思ふ。

第一　銅を主髄とせる合金

・a・銅亜鉛合金（眞鍮）’「ランドルフ」Randorf，「プラチノイド」Platinoid，「コスモス」Kos－

mos，「プラゴール」Plagol，ドクロムゴルト」Chromgold，「ウrゴルト」Wiegold，「エーデ

ル9 uロンツ幻・Edelbronze，「ドゥロフィソクスメタル」Duro飯metall，「エヌツェーエル」N．

C．L，「クリジット」Chrysit．

　b．銅「ニッケル」合金　「モーネル」Monel

　c．銅「ニッケル」亜鉛合金　「ノィジルバー」Neusilber（洋銀）

　銅の合金は口腔内の酸に侵され，有害ざ見倣されるので國によりては使用が禁止されて居る

こざは前述の通りである。換言すれば銅合金は假令物理的の諸性質が総て我々の要求に慮じ得

るものである霊しても化學的に叉は電氣化學的に口腔内に於て耐蝕性を持つて居らぬこざは此

種の金属の致命傷であるざ言はねばならぬ。1921年有名な掲逸ベルリン大學の歯科金属學の

大家Schσenbeck教授の下で研究され・たDr．　Friebe（むber　das　KosmosmetaU），　Dr．　Wei一

πkart（Erfmlt　das　Randolfmetall　in　der　Zahnheilkunde　Goldersatz－Forschung，　die　an　ein

1）rauchbares　Goldersatzrnetall　zu　stellen　sind？Deutsche　Zahnheilkunde，宜eft　45）の雨

氏は銅ざ亜鉛の合金，即ち眞鍮系統0）合金に關する詳細なる業績を登表し，後者の論文は昭和

8年の歯科學報第8－9號に澤出されてゐる。其結論によるざ「ランドルフ」合金は均質ざ異質

ミの境を彷裡する固溶禮であるから組織的に不良で，叉化學的抵抗は普通の眞鍮より悪い。爾
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此ものは高度の銅を含有するので幾年も口腔に滞在せしむるざきは危瞼を発れるこざは出來な

い。從つて此合金は永久補綴物の製作に慮用するのは不得策である。眞の意味に於ける黄金代：

用金屡さは黄金色のみを代償する謂でなく却つて黄金の有する偉大なる化學的抵抗力を代償す

るものでなくてはならない。而してカハる要求を満すものを銅亜鉛合金を基礎さして作り出す

．こざは不可能である。

第二　「ニッケル」を主髄とせる合金

　a．「ニッケルクローム」合金　「スタンダードメタル」Standard　Metall，「ゾンメラル」Som－

meral，「テラ」Tela，「プラチリディア」Platiridia，「ニッケリン」Nickelin，「コントラチート」l

Kotrazid，「ワイスメタル」Weissmetal1．　　　　　　　　　　　　－

　b・「呂ッケルアルミ弓ユーム」育金　「ペルテリ9ト」Pertelit

　c．「ニッケルウォルホルム毛リブデン」合金’「コロンビァ」Kolumbia

　是等の合金の中には口腔内で攣色しないものもあるが溶解性自口ち腐蝕性があるから理想的で’

はない。又一般に硬度が高いのざ鋸融黙が高いのε鑛著が困難であるのざで其慮用が限局され．

る。其外「二。ケルアルミニウム」合金は無氣泡拉に鑛澤なしに鋳造するこざが困難である。

　「ニッケルクローム」合金は現時我が日本に於て最も問題ざなりつ〉ある金属であるが，掲逸に

於ては私の調査したる範園では二三の文献はあるが賛成者は極めて少ないやうである。從つ℃

現在では眞鍮系の合金ざ等しく全く過去のものざして葬り去られた感がある。叉英國に於ては二

全然使用されて居らぬこεは前述の通りである。

　現在我國に於て盛んに使用せられつふある「ニッケル」を圭艦ざせる合金は其種類甚だ多いや・

うであるが其主成分は次の通りで「ニッケル」が少いものでも約82％，多いものでは實に95％

以上に達してゐる。但しGは「二。ケル」を52％，鐵を約40％含んでゐるのが特異であるが，

之は後で別に述べるつもりである。

　　　　　　　　　　　　市販の「ニッケルクローム」合金の主成分分析表

品名ト・ク・レ・「ク三ム」「コ鋸1鐵

　　86・11A
B
C」

C2

D

81・99

82・97

83・69・

81。72

9・72

9・38

10・47

9・86

6・91

0・19

2・24？

1・13？

鋼「一・ケ・レ・

皿E　　　9552・
F
F2

G

82・60

89・01

52・53

「クロ

　ーム」
　2・28

8・66

4・09

12・39

「コバ
　　　　　鐵　ノレト」

39・92？

　東北帝大の加瀬博士著歯科金属學187頁には市販の「ニッケルクローム」合金の名稻成分がも

つ貫詳しく述べられてある。

　Imbusch氏の論文（Z：R．1937，　S．1577）中に示された2種の「二。ケルクロァム」合金自Pち

Weissmetall　I　u．　IIは次の如き成分であるさのこミである。



43 一花澤臨金合金代用合金に就て一 43

Weissmetall　I．

Weiss拠e七all　II．

83％「ニック・ル・」　　12・9％「クローム」

1・27％「マンガン」　　0・9％’硅素

78％「ニッケル」　19・7％rク採一ム」

◎・94％「マンガン」　0・37％硅素

1・7％鐵　0・19％炭素

0・9％鐵　0・19％炭素

　借か》る成分の「ニヅケルクローム」合金を前述した金代用合金所要の性質に比較して見るε

先づ第一に化學的性質即ち耐色ざ耐蝕の二つであるが，之は次表に示し’た通りに酸によりてか

なりに著しく腐蝕され，浸漬部は相當溶解し金属光澤を失つて灰色ミなり，又甚しい場合には

黒褐色さなり，液は緑攣してしまうのである。硫化「ソーダ」試験には攣化はないが鑛著部は黒

i攣する。食盤試験には攣化がない。

　　　　　　　　　　　　　　「ニワケルクロ脚ム」合金の化學的性質

規

，製晶番號

格

22K銀銅等量

　　　1

　　2
　　3
　　4
　　　5

　　6
　　7
　　s
　　9

0・05％盤酸

金麗は光澤な保ち液の著色
せざるな要す

　　攣化　せ　ず
金囑光澤を失ふ。液は緑攣

金罵黒福色ビ六り液は緑攣

金届は叛白ビなり液は線攣

　　攣化せ　す
金屡光澤な失ふ。液は線攣

金届光澤を失ふ。液は線攣

金驕灰色ざなり液は線攣

金属光澤々失ふ。液は線攣

金驕黒褐色亡なり液は線攣

1％乳酸

前　　同

　攣化せす

金囑光澤な失ふ

上
上
す

　
　
せ

同
同
攣

金囑光澤た失ふ

上
土
上
上

同
同
同
同

0・1％硫化
「ソーダ」

前　　同

轡
圭
圭
圭
圭
上

化
　
同
同
詞
嗣
同
同
同
同
同

攣

1％食璽

前　　同

掌
圭
圭
上
圭
上

化
　
同
同
同
岡
同
同
同
同
同

攣

　　　　　　　　本表申22Kは勿論金合金，4は鐵「ニックルクローム」合金（耐蝕鋼）

　上表中1・2蚕3・5・6・7・8・9は市販の「ニッケルクローム」合金で4は鐵「・・ックルクロー

ム」合金である。試験液拉に試験法は昭和12年6月改正の歯科材料規格によつたものである。

　大阪帝大の多賀谷工墨博士及び大阪電氣局歯科の山上博士が「二．ケルクローム」合金（「サン

プラチナ」飯）を以て腐蝕試験を行つた結果によるε盤化水素蛇に乳酸溶液中にあつては相當0）

腐蝕を受けるが硫化「ソーダ」蛇に食盛溶液にては何等の侵襲作用を受けないミのこミである。

而して腐蝕による鑛の減量は第f表の鰍◎腐蝕液中に溶解昧鑛の量々ま第壊の鋤

である。更に絃・ケルクローム」の溶解量を試験片の軍位浸漬面積に就て表はし，叉全溶解減

量に野する「㍉ケルクローム」の百分率を示したものが第3表である。

　　　　　　　　　・　　　　第1表　腐蝕減量9／cm237°C　7日問

寿

第　　1　回

第　　2　同

0・05睡化水素
原 材 餓 著

0・00598

0・00539
ー 6．00598

0・00553

1　％　乳　酸

原 材 鑛 著

1 0・00631

0・00617

0・00646

0・00617
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第2表腐蝕溶液100cc中ρ溶存量

0・05盤化水素 1　％　乳酸

原材憐著 原材障著
第　1　同 0・0357 0・0362 0・0404 0・0415

第、2　同 0・0325 0・0332 0・0398 0・0396

第　1　同 0・0087 0・0086 0・0066 0・0066
「〃　　ロ　ー　　ム」

第　2　同 0・0078 0・0082 0・0064 0・0065

第　1　同 ナ　　シ ナ　　シ ナ　　シ ナ　　シ

銀
第　2　同 ナ　　シ ナ　　シ ナ　　シ ナ　　シ

魔1同 痕跡 痕跡 痕跡 痕跡
銅

第　2　同 ，， ，， ，， ，，

第3表　「ニッケル」及fクローム」の溶解量g／cm2

第1同

第2同

「ニックノレ」

「〃ローム」

「ニッケノレ」

「クローム」

0・05％一魎化水素

原 材

溶解量
9／cm2

0・00476

0・00111

0・00432

0・00104

全減量に
封する比
牽　　％
　79・6

19・4

80・2

19・5

鍼 著

溶解量
9／cm2

0・00482

0・00114

0・00442

0・00109

に
比
％

量
ろ

減
す

全
封
牽

㎝8
19・1

79・9＿

19・7

1　％．乳

原訂 林

溶解量
9／cm2

0・00539

0・00088

0・00531

0・00085

に
比
％

量
る

減
す

全
封
牽

485

14・2

86・1

13・8

　　　　　　し＿

鑛酸 ?P

溶解量
91cm2

0・00554

0・00088

0・00528

0・00087

に
比
％

量
る

減
す

全
勤
傘

㎎8
14。7

85・6

13・5

Imbusch氏は「ニッグルクローム」合金の口腔内に於ける不攣性の如何を検査せんがために充

分よく研磨せる飯を1％乳酸0・25％食盤水液中に浸し20度の室温にて一定時間試験したるに

「ウヰプラ」は全く不攣であつたが，2種の「二。ケルクローム」の合金は著しく腐蝕せらるふこ

ミを見ナこ。

Weissmetall　I

Weissmetall　II

’Wipla

1dm2の表面上に於ける「ニックノン」の溶解量

24時間

0・00045

0・0010

48時間　　　』72時間

0・0017　　　　　　　0・0021

0・0015　　　　　　　0・0026

96時間

0・00239

0・0029g

　以上の如く「二。ケルクローム」合金は硫化し難いから銀合金のやうに黒くはならない。叉腐

蝕されて緑色の錆を生するが，之は水に可溶性であるから口膣内であつたざするミ維へす溶失

して恰も試験液中に浸漬されてある部分ε等しく金属光澤を僅に失つて梨子地ミなるだけで一一

見した所では何の攣化も起つて居らぬやうに思はれるのである。此意味に於て我々は臨林上か

ら金属の攣色ざ腐蝕ざを唾別しで観察せなければならない。

　腐蝕によりて溶けたる「二。ケル」や「クローム」は局所の組織に封して有害なりや否やは重大

な問題であるが，臨沐的には之によりて起れる粘膜の潰瘍なさが報告されてゐる。叉全身に封

する有毒問題であるが，之は恐らくは量の如何によるので，之を實験的に謹明するこざは困難
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ε思はれる。例へば銅は有毒であるから銅器を以て食物を煮るこεは禁止されてゐるけれさも

一方には青豆の罐詰には其青色を保有ぜしむるために或る程度の銅の混入が許可されてあるさ

いふ矛盾がある。實験上では極めて少量の銅は人禮に無害なるのみならす却つて好影響を及ぼ

す電も言はれる。叉鉛は有害であるから陶器（食器）の粕藥中に鉛を含有せるものを使用しては

ならないのである。併し安い陶器には随分鉛を含んでゐるものがあるが之で三度三度御飯を

喰べて有毒であつたεの謹明は非常にむつかしい。同檬の意味で眞鍮や「二。ケルクローム」合

金で金冠を作り架工歯を装置しても果して之による全身の中毒作用が起るかさうかを實際的に

立謹するこざは殆んさ不可能ではあるまいか6但し銅，鉛，「二。ケル」，「クローム」等の有毒

なるこざは種々なる方面から實謹されてあるこざは事實である。最近に於て衛生試験所の配布

した「パンフ凹・ト・には「二・ケ・レ・・「ク・一ム・鮪翻題に關する文献が集められてある・

　假令「ニッケル」や「クローム」が無害無毒のものであるざ假定しても口腔内に於て腐蝕性ある

此種の金属を衛生材料ざして使用するのは好ましくないこεは恐らく何人も異議なき所であら

う。叉厚生省なり或は歯科讐師會がかある材料の使用を禁するこざは不可能であるざしても恐

らく其使用を公認し叉は推奨するこざには躊躇せざるを待ないざ思ふ。

　：次には「ニッケル」を主禮εせる合金の物理的性質であるが，之は主Sして飯用であるから之

を標準ざして論するさ「ブリネル」硬度は薄い飯のまふでは測定が困難であるので不明である

が，抗張力は次表に示鷺る如く50kg／mm2以上のものがi多く特に（9）のものなさは78，5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　kg／mm2で，之ではあまり硬度や弾性限度が高
　　「ニッケルクローム」合金の機械的性質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く技工室に於ける作業は甚だ困難であるε思は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れる。叉金冠の歯頸部に於ける所謂「なじみ」に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乏しく弾性のため跳返へる弊があるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伸長度は飯用のものでは15％以上を必要ε

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する。1ざ7貫は辛じて之に合格してゐる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍼著部の引張試験は概して不良なのが多い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電位差については此種の合金は鑛著が困難で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるために通例18乃至12「カラ。卜」の金鍼を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用せねばならぬ。然るざきは「二．ケル」叉は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「クローム」ざ電位差が大であるために，實験上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍼著部附近が先づ腐蝕溶解せられて剥離するの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である。銀鑛叉は之ざ類似の鑛を以てしても同

様な結果を生する恐れが多い。叉隣在せる金合金或に「アマルガム」ミ接鰯しても電氣化學的腐

蝕が起り易いわけである。

　Imbusch氏は後述せる18－8鋼自口ち「ウヰプラ」Wipla（8・1％「二・ケル」，18・0％「クロー

1抗張力kg／mm2

伸張度％ 鑑著部試験
製　　規
@晶　　格
@　番
@　號

50・0以下 15・0以上
引張試験によ
闢ｨ著部剥離
ｷべからす

22K金合金
i銀銅等量）

31・3 29・2 優　　良

18K金合金
i銀銅等量）

48・Q 45・0 同　上

1 41・0 15・0 良

2 56・9 25・0 不　　良

3 56・9 25・0 同　上

4 59・3 28・0 同　上

5 60・4 28・0 同　上

6 62・5 23・0 同　上

7 62・5 15・0 良

8 64・1 25・0 同　上

〕　　9 78・5 25・0 同　上，
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ム」，72・73％鐵，0・06％炭素，0・6％「マンガン」，0・5％硅素）ざ前述せる「ニッケルクローム」

合金WeissmetaU　I及JIさの比較試験に於て電位を測定し・たるに次の如き数を得た。

　　18「カラット」金　　　十〇・449Volt　　「ウヰプラ」（V2　A－Supra）　十〇・404　Volt

　　18「カラッ．ト」金鍼　　十〇・449・　　　Weissmetall合金1　　　　十〇・097・

　鄙ち金ざ「ウヰプラ∬の間の電位差は極めて少く僅に0・045V．に過ぎないが，金及「ウヰプ

ラ」ざWeissmet批llざの間の差は0・352－0・307でかなの大である。從つて「二。ケルクローム」

合金を金女は「ニッケルクローム」鋼ざ接鰯せしむるこ霊は不可であるざ。

　鋳造性　之は「二。ケルクローム」合金では鋸融貼が1300度位であるから普通の吹管を以てす

ゐ加熱装置では不可能である。從つて之が篶造をするには酸素を使用せねばならぬ。之では埋

浸材も普通のものでは使用に堪へぬから今の所では此合金による鋳造は不可能である6今日の

歯科技術では金冠は製作し得なくεも躊造さへ出來れば恐らく歯牙の讐療上差支ないざ思はれ

る位であるから，叉金冠を齪用するこざは色々な弊害を生するのであるから，「二。ケルクロー

ム」合金で鑛造の出來ないこざは此合金の慮用上に於ける大きな訣貼ざ言はねばならぬ。

　改善性　「ニッヶルクローム」合金は改善性が甚だ少い憾みがある。　　　　、

　鐙著性鍼著が困難であるこざは周知の事實である。即ち鎖さ地金ざ∂）錯融黙の開きが大き

いため鐵が地金中に籏散し難いから所謂牛田附けになり易い。從つて之を口腔内に装置後幾何

もなくして剥離するざいふ結果εなる。叉金鍼を使用する電金飯を金鐘で鍼著するミきよりは

鍼を2－3倍も多量に必要盲するのである。かふる金鑛が全然同牧されすに慶棄される量も相

當多いさ見ねばならぬ。叉金鑛乃至銀鍼S「二。ケルクローム」ざの電位差の大きいこミが腐蝕

の原因さなるこざは前述の通りである。

　次に「ニヅケルクローム」合金の用途的性質に就て考察して見るこざ》する。

　乱、銀用　現在此種の合金が主に飯用ミして使用され，殊に其大部分が金冠ざして慮用されて

ゐるこさは事實である。私は昔から金冠の弊害を主張してゐる一人で寧ろ我々の歯科醤術から

金冠の大部分を取り去つても決して讐療上経濟上差支が起らないさ思考するものである。蠕蝕

によりて崩壌された歯冠の恢復は金冠によらすざも「インレー」其他の手段によりて大部分補綴

せらるべき筈である。叉其他の：補綴的操作にしても金冠を以てせざれば不可能であるざか叉は

経濟上からも實行不能であるさかいふやうな場合は極めて少いのではあるまいか。就中前歯部

に金冠を装置するが如きは現代の歯科讐學の進歩に逆行するものであり，叉審美的の方面から

も宜しく慶棄すべきである。

　現在我國に於ける歯科讐術はあまりにも金冠を作るこ虐に囚はれ歯牙そのものふ治療が輕硯

されて居る感なきにしもあらすである。勿論私は徒に金冠の製作を呪ふものではない。其適慮

症にして誤らす，歯冠の形成は圓塘叉は圓錐歌に行はれ，歯頸に於ける鎧の適合が完全に逡行

されるならば金冠必すしも不良ではなく，却つて遙に他の充填なさに立ち優る揚合のあるこざ
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は言を倹たない。併しながら事實に於ては正しい歯冠の形成は其操作の甚だ困難なるために多

くは等閑に附せられ，從つて歯頸の適合の如きも甚だ不完全なるもの多く，ために歯牙支持組

織の疾患を誘嚢する場合を見るのは誠に嘆しいこSである。

　h　裏装厳用　霊しては此合金はあまりに硬いので慮用するここが出來ない。’

　G鋳造用　之も不可能である。

　己鏡造「クラスプ」用　之も同様不可能である。

　q錬「クラスプ」用　之は弾性或は他の黙に於て適當か否か實験して見ないので不明である。

　五合釘用　には差支ないざ思ふが鍼εの接合が不良であるから理想的ではない。

　9矯正用　之は暫間的のものであるから或は使用に堪へるのではあるまいか。

　最後に償格の低廉問題であるが「尋。ケルクローム」合金は此黙に於て断然優秀である。先月

の新聞の経濟欄に出て居つた所によるさ「ニッケル」の中値は100kg・325圓であるから，1kg・

が3圓25銭，19．は實に驚くなかれ3厘2毛5統である。自Pち1匁を3・759．ざする葛　1

匁の「二。ケル」の贋格1銭2厘絵である。之に「二．ケル」よりも償格の安い「クローム」其他の賎

金属を合金するざして其費用を計算しても先づ2銭以内のものに相違ない。純金1匁を14圓

50鏡ざして20「カラ。ト」合金を使用するミ，金の償格だけでも11圓60銭につく。之では全く

比較になちない。

　「二。ケルク管一ム」合金の中で今まで述べたものさは梢丸異つたものに「コントラチート」

Kontrazidさいふ合金がある。之は製造會肚のいふ所によるε「ニッケル」58％，「クローム」15％，

鐵14％，「タングステン」5％，「コバルト」3％・「モリブデン43％乳「マンガン」3％から成つ

てゐる・此者依一時我國にも輸入され或る別の名構を以て費られたので實物を既に使用された

人はかなり多いミ思ふ。併し支那事攣のために輸入が禁止されたので今では入手が困難である

らしい。是は主ざして飯用であるが，其耐色性，耐蝕性に於ては「二。クルクローム」合金より

遙に良好である。而して現在内地製市販のものに前掲の如く「二。ケル」約53％，「クローム」約

2％，鐵約12％，其他より成る白色合金がある。此者も亦他の「二。ケルクローム」合金よりは

耐色性，耐蝕性がi遙に強い。例へば試験片を0・05％盤酸水中に7日間浸漬するに，「二・ケル

クローム」合金では腐蝕によりて試験液が緑色を呈するが此合金では殆んさ無色で試藥により

て僅に「二。ケル」等の溶解が謹明される位である。此黙からすれば此種の合金は「二。ケルクロ

ーム」合金よりも遙によいさ思ふ。但し此合金さ錐軍に飯用ミしての用途があるのみで，躊造

性なさは全く望めない。叉他の器械的性質にも不充分な所がある。

　掲逸ミンヘン大學の教授ファルク氏Prof．　Dr．　Karl　Falkはi936年Deutsche　Zah語rzト

ユichen　W6chenschrift誌上にGoldersatzlegierungen　und　ihre　Bewertungミ題せる論文を

嚢表し，日本に於ける眞鍮き「二。ケルクローム」合金εの2種をかなり痛烈に批評した。之は

あまり我國の名碁でないらしいo）でわざさ課文を掲げないこεふする。　　　　　（未完）


