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金合金代用合金に就て（期）

Uber　die　Goldersatzlegierungen．

醤學博士　花
　　　　はな

澤
勘 撮

　物理的性質　　　　　／

．1．硬度　此合金は金合金ミ全く等しくそれぞれ用途に慮じて必要なる硬度の合金を作るこ

さが出來る。例へば金冠用ざしての22「ヵラット」金合金は「ブリネノセ」硬度58K9／mm2である

に封し，「エコノール」1では60Kg／mm2であり，叉歴印鉢用εしての18「カラ。ト」金合金は

硬度，軟化122，改善139Kg／mm2なるに封し，「パリアーグ」Bは軟化77，改善1401Kg／mmg

で，作業は18「カラ。ト」金合金よりも容易である。それ故此黙では「二。ケルクローム」鋼，「二〇

ケルクローム」合金，「コバルトクローム」合金よりも遙に優秀である。

　2．比重　は「二。ケルクローム」鋼，「クゴームコバルト」合金よりも多いのであまり理想的で

はない。併し之を金合金に比較する剛δ稚認0％少い0）で，之を容積上より見れば金合金1・0ざ，．

本合金0・7ざがほ穿等しいこざになち。印ち金合金よりも輕くして経濟的に有利である。

　3．抗張力郎ち強度　も亦金合金に甚ガ近い。例へば或る22「カラット」冠用金合金の抗張力ド

は36Kg／mm2なるに封し，「アルバ」Kでは30・5　Kg／mrn2である。而して規格第8號には1

金冠用の飯は抗張力　50Kg／mm2以下ならざるべからすざしてある。叉或る鉤用の金合金は1

62・6Kg／mm2であるに封し，「アルバ」0は71・4　Kg／mm2で，之を改善すれば94　Kg／mm2に

蓬する。其外歴印躰用のものでも，叉は嬉造用のものでも，我々の希望するまあの張度を附與

した合金を作るこεが出來る。

　4．伸長度　例へば或る金冠用金合金の伸は33％，鉤用金白金加合金は軟化’33％，改善15・

％なるに封し，金冠用「パリアーグ」Aは伸36・3％’，鉤用「バリアー列0は軟化27％，改善12

％である。其他の用途に封しても金合金さ全く類似した性質の合金を製るこさが出來る。

　下表は庭方3，4，5に示し・た銀「パラヂウム」合金の抗張力さ伸長度3を測定しリヒ結果で，総で

軟化し矧犬態に於けるものである。

　　　　　鎌｛伸％る購鰍轟矯慧祭膿熱灘鷺

　　　　　　　　　　　　　　ウム」合金を錯融する霊，硬化時に於て「パラヂウム」に富める部，

　　　　　　　　　　　　　分ざ，乏しい部分ざに分離して僅に不均等な構造ざなるのであ

る。併し此程度の構造上の攣化はあまり實際上には意味がないから，何等作業上差支ないざ云

はれる。勿論囲に示せるが如く焼鈍しによりて此不均等なる構造を均等構造に攣ぜしむるこε
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第

a・「ペダガソ」躊造用合金（金彪含ます）嬉造後腐蝕

、

6 圖

b．「ペダガン」躊造用合金（金な含ます）

　　　　焼鈍し7こる後腐蝕

　c・「アルバー」躊造用合金（金含有）躊造後腐蝕　　　　d・「アルバー」鋳造用合金（金含有）焼鈍し後腐蝕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Nach　Gerlach）

は出來るが，之には比較的長い時間を要し，しかも之を施行するこざが實際上困難である。叉

實験上此程度の不均等なる構造では口腔に於ける耐色乃至耐蝕性にあまり影響を及ぼさないか

ら，其まふに放任して差支ない霊思ふ。

　6．電位差　は金合金さ殆んさ同一であるから金合金ミ接鯛しても殆んさ腐蝕は起らない。

其他全く金合金霊同一ざ見倣して異種金屡電の接鯛に注意すればよい。

　7・鋳造性　鋸融温度（液相黙）は1100度未満で容易に蠕造が出來る。叉錆造後の伸長度も

6－8－12％位であるから，窩縁の適合性も可良である。而して或る18「カラ。ト」鋳造用金合金

の鋳融間隔は935－860°であるに封し，躊造用「パンゴルト」は965－896°，「ペダガン」IVは1100

－1040°で，多少金合金よりも錯融鮎が高いのを普通ざする。併し之は實際上には何等の障碍ε

・ならない。

　8・’牧縮率　之は1・5％以下であるから御ち1・2，1・3，1・4％）金合金（李均牧縮率1・25％）ざ

同じ方法で躊造して良好なる結果が得られる。換言すれば「フ．クス」の膨脹ざ良好なる埋浸材
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の膨脹性ミを利用すれば，よく銀「パラヂゥム」合金の牧縮を補ふこεが出來る。

　9．改善性　は甚だ大である。例へば「エコノール」3は躊造用の合金で，軟化せ翻犬態では

硬度107う抗張力42Kg／mm2伸長度20％であるが，之を改善するさ硬度は185，抗張力85

K9／mm2，伸長度は8％εなる。自ロち伸は減少すゐが著しく硬さや強度を増すのである。叉「ア

ルバ」0は450度で15分間加熱して徐冷すれば硬度を75780％高めるこミが出來る。之は甚だ

必要な性質で，例へば軟き歌態で「クラスプ」の如きを製作適合せしめ，次で改善を施せば大に

弾性のある硬いものが得られるのである。勿論か〉る性質は白金加金合金にも認められる。

　10．鐡著性　普通の金鑛を以てしても，叉は銀「パラヂウム」合金鑛を以てしても容易に鐘著

が出來る。帥ち鑛の流れがよく，叉鑛ざ地金ざの電位差が少いから將來腐蝕の起るこざはない。

　　　　　　　第　　7　圖　　　　　　　　引張試験に際して鑛著部め剥離するこミはな

　　　　a　　　　　　　b　　　　　　c

　a＝「エルゴー」K　b＝「エノレゴー」餓3
　　　振大200倍（Nach　Preissecker）

はるふこεを希望する。

　a金冠用　此種の製品は一般に軟く20－22「カラ。ト」位の金合金ざ同様に操作するこざが出

來る。鋸融黙は1100度以上であるから之を躊造に使用するのは困難である。金鍼で鐘著する

に當り飯をかなり強く加熱しても地金の鋸融する恐は少い。但しあまり鋳融黙の差の多い鐘を

使用したのでは完全な鍼著が出來ないわけであるから，金合金の場合よりも露融貼の高い鑛を

使用せねばならぬ。更に冠用の合金は一般に改善するこざは出來ない。印ち加熱しても硬度が

高まらないのみならす之を度々急冷するε組織の攣化を來して飯に鞄裂を生する恐がある。そ

こで我々は金合金を以て金冠を製するに當りては常に金飯を軟化せしめんがために赤熱急冷す

い。　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　、

　第5圖は銀「パラヂウム」合金「エルゴー」Kを

同種の鐘即ち「エルゴー」鍼3を以て鍼著した部

位を示したもので，鍼ε地金εの間は鋸歯状ざ
　　　　　　　　ノ　　　　　　　　の

なりて結合せられ，鑛散がよく起つて居翻犬態

が見られる。

　用途的性質

　1．銀用　之は通例冠用ε歴印抹用ミの2種

に優別され，前者よりも後者は硬度ざ強度の高

いものを要求する。例へば「パリーグ」Aは冠用

で硬度43，強度27Kg／mm2なるに反し，　Bは

歴印用で硬度軟化77，改善140，張度軟化34・4，

改善50・8Kg／mm2である。國産品には未だ此1

種の明瞭なる用途的匿別を附したるものがない

やうであるが，近き將來に於てか｝る製品の現
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るが，銀「パラヂウム」合金では赤熱して徐冷せねばならぬ。かくすればよく合金本來の軟かさ

霊伸展性ざを止むるものである。

　　　　　　　　第　　8　圖
　　銀「パラヂウム」（ペダガン）金冠銀用合金の急冷に

　　よう結果な示す，左，展延性，申央，鶉裂，右，

　　著しく亀裂，左方は上下ざも急冷せざるもの，中

　　央は赤熱して急冷しナこるもの，右方は白熱して急

　　冷しれるもの

　　懸　　、盤、

．9槍s礫蒲εldl9＼　ρ垂ssl9

覆纏
・s麟州ssi9

　鑛著に當りて「ピンセ。ト」を使用する

ミ赤熱中に騰金屡の極めて微量が「パラ

ヂウム」合金中に入りて，將來攣色を誘獲

する恐があるミの見地から，其尖端石英

　擾

angiessen）して差支ない。此黙に就ては後に再説するこミ〉する。

　銀「パラヂウム」合金より製れる金冠は金合金より作れる金冠よりも機械的の作用に封して抵

抗が弱い。帥ち比較的短時日の後に破壊するから實用に適せすなさ堤の説をなすものがある。

併し之はあまりに硬度ε強度の低い合金を選澤し’たか，或は全く金合金ざ同一の塵理法により

て操作した弛めに，合金の性質を不良ならし砺ヒ結果さ見るべきで，其機械的性質に關する比

較實験よりするも決して銀「パラヂゥム」合金が金合金より劣弱なりざは推定し得ない。

　b．墜印躰用霊歴印林用飯合金は軟かく改善し淵犬態に於て高い凹み性Tiefziefahigkeitを

持つてゐるから，口蓋鍛髪の如きをも明瞭且容易に印記するこεが出來，躰の接著は可良言な

る。一般に0・35－0・4mmの厚さの飯を選澤すればよい。通例歴延されたまふ，印ち少しく硬

い飯ざして販費されて居るかち，歴印する前に軟化せねばならぬ。之には数分間李等に赤熱し，

教で赤みがざれてから水叉は10％硫酸水中に入れて急冷する。かくて適當な大さに飯を切り，

角槌にて中央より漸次周邊に向つて槌打し，陰陽型の間に描んで通法の如く歴印する。此間屡

赤熱軟化を反復する必要がある。かくして墜印林が極めてよく模型面に接著するやうになれば

飯は自ら充分なる彊度ざ弾性を有するもの言なり，殊に改善を必要さしないやうになる。但し

後で鉤を鑛著したミきには加熱によりて軟化するから，最後に改善硬化させねばならぬ。改善

0）方法に就ては後述するつもりである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

　2．裏装飯用　銀も「パラヂゥム」も比較的に軟かい金屡であるから，殆ん霊純金ミ等しい硬

度自P「ブリネル」硬度約20の軟かい合金を作るこざが出來る。然も金よりも鋸融鮎を高め得る

ので鑛を盛る揚合に裏装飯の鋸ける恐が少ない。唯色が金飯ε異るので陶歯の色澤に及ぼす

影響に就ては豫め考慮を要する。既製品には「スチールフェーシング」に用ふる裏装飯R廿cken一

より成る「ピンセ。ト」を推漿するものが

ある。

　金冠用「バラヂウム」合金を以てすれば

勿論鍼著金冠，無縫金冠，拉に咬合面躊

造金冠を調製し得るが，然も鋳融黙が概

して高いから直に咀囑L面1（audeckelを

躊造用0）合金で直接に鋳造鋳接（躊接
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第　　9　圖

極めてよく1塗印・ぜられすころ林銀，0。4mmの

銀「パラヂウム」合金

platten　f廿r　auswechselbare　Facettenなさが

ある。

　3．鋳造用　之は飯用よりも比較的錯融黙の

低いものが使用される。金合金ざ異り錯融時に

種々なる注童を必要ざする。其最も重要なこざ

は鋸融するにあたり瑚砂を多量に使用し合金を

よく被覆する事及過熱を避けるこざである。若

し瑚砂を用ふるこ霊なく，宜接の火焔で鋳融す

る言「パラヂウム」合金は容易に酸化し，且火焔

中に含まる》「ガス」契は埋浸材の破壌によりて

生する「ガス」を吸牧して全く鋳造を不可能なら

しむるに至るのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一

　「パラヂウム」虹に其合金が好んで水素を吸版し且硫黄に封して著しく敏感であるこざは既述

した所である。Jedele氏によれば硫黄が「バラヂウム」合金を障碍するのはゴ硫黄乃至其硫化物

が合金中に溶解するために非すして，低鋸の申間髄ざして析出し，著しく熱の傳導を申断する

’ためであるε。Weibk及玉aar氏等の最近の研究によれば此中間艦はPd4Sの集成を有すさ。

か〉る攣化を蒙むれる「パラヂウム」合金の硬度虹に強度は不良ざなの，之を清潔に鋳造するこ

さは出來ない。のみならす甚しい揚合には手を以て破折し得る程度に多孔且脆弱ざなるのであ

る。かムる攣化の起れる霊きには錯けた合金の表面は卒坦且球形ざならす，凝固すれば膨脹し

て恰も熔岩のやうな外観を呈する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　金合金を鋸かすには我々は第12圖のaに示し’たやうな焔で充分に其目的を達するのである・

が，錯融黙の少しく高い銀「パラヂウム」合金にはか｝る火眉は不適當である。何さなれば銀「パ

ラヂウム」合金を鋸かすには可及的「ガス」を含まない完全に燃焼せる酸化焔を用ひねばならぬ

からである（圖のb）。鄙ち普通の吹火管では室氣の放出口があまり小さいので，火焔中に爾不

燃焼の「ガス」を含み，之が合金中に溶けて行くので，合金の性質を攣化せしむるこさ｝なる。

のみならすか〉る火眉では熱が充分に高まらないから，勢長い間加熱する必要が起り，其’ため

に合金はますます「ガス」を吸牧して錯融鮎が高まり，如何に加熱するも牟ば鋳け’た，軟かい餅

のやうな歌態に攣じて躊造は全く失敗に終るざ云ふこミになるのである。

　焔の使び方が正しいか，躊造が正しく行はれたかは，合金の鋸けて行く有様を注祠すれば…容一

易に判断される。帥ち娼の使ひ方が正しければ合金は容易に球歌ざなつて光輝を放ち廻轄する。

但し品位の高い金合金ほさは廻轄しない。之に反し間違つた娼で長く合金を苛める言「ガス」な

吸牧して攣化し，丸く廻轄する歌態ざなすこミがますます困難ざなり，之を其まふ凝固させる

さ前述のやうに不卒坦な熔岩歌さなるのである。勿論かやうに攣化した合金でも，之に多量の
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第　　10

ζ恩

圖

　　＼秘

適當に鋳融せられ7こる銀「パラ

ヂウム」合金

　　　第　　11　圖

第 12 圖

　不適當なる火焔の作用によりて

　露岩朕に攣i化せる銀「パラヂウ

　ム」合金

難であろから，結局之を製造所に依託せねばならぬこミムなる。

　正しい不燃焼の「ガス」を含まない，酸化娼を普通の吹火管で得るには室氣の入る辮を充分に

開き，「ガス」の出る量を少なくすればよい。Schneider氏は此目的に適するdの如き吹火管を

製つ’た。氏によれば此吹火管を用ひるさ鏡造用合金を容易且正しく鋳融し得るばかりでなく．

鋸融黙の高い飯用の銀「パラヂゥム」合金（約1200度）をも躊造に慮用し得るミのこεである。畠P：

ち此吹火管では室氣が多量に途られるから全部の「ガス」を完全に燃焼せしめて，普通の吹火管

よりも温度の高い遙に大きな酸化娼を作り得るのである。

　鏡造をなすに當り埋浸法，躊入線の立て方等は金合金の揚合さ全く同一で差支ない。湯路は

金合金のさきよりも梢ヒ短く太くし，且吸頭をつけるがよい。但し鋳造艦は之を急冷するより

も可及的徐冷せねばならぬ。かくすれば躊造禮は自ら改善せられ，硬度が高まるのである。

　鏡造艦に室泡が形成せられるざ將來攣色が起り易い理由は下の通りである。自Pち躊造禮を清

掃するために10％硫酸水中に入れるさ，水で洗つても酸印ち金屡盤溶液が微細なる室泡中に残

留し，之が電解質さして作用し，腐蝕を起す原因ざなるのである。氣泡の生するのを防ぐには

　　a　’　　　　b　　　　　　c　　　　　　d

　abcの三者は善通の「ガヌ」吹火管によりて得らろ》種々なる

　焔の形，aは金合金の舘融に適する沼，　bは銀「パラヂウム」合

　金の鋳融に適せる，「ガス」た調節せる沼，cは鞭著に適せる尖

　細なる紹，dは多量忙空氣々逡り得る　Frico吹火管，殊に銀
　「パラヂウム」合金の鋳融に適す

瑚砂を加へて「ガス」を吸牧させない月犬態ミなし，熱の高い酸

化焔を以て再鋳融するざ，其申に含んでゐる「ガス」が漸訳逸．

出して，再び鑛造に役立つものεなる（第10及11圖参照〉。

併し硫化物が這入つた電きには其性質を恢復せしめるに困
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第　　13　圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

度々舘融しすごる銀「パラヂウム」合金の

鰍瀦鮒るに動掲もの漱力傍！
　　　　　　　　　　　　　　　　～い餅嵌となりて躊造に不適ビなる

第　　14　圖

第10圖に示し7こやうに攣化しナこ合金潜

還元捌附加の下に木炭上に露融して再

び使用し得る朕態に恢復せしめナこもの

第 15 圖

「フンピースキァスト」によりて作れる上顎局部義歯

　　　　　第　　　　16　　　圖

　　　　（私の上顎に装置しつ》あるi義歯）
中央「パラタルバー」は金10％を含有せろ銀「パラヂウ
ム」合金，左右の休は5％金含有の銀「パラヂウム』合金

（塵方4）にて躊造，金餓にて鍛著。右は金合金釘々金
鐘にて鐙著し，有管陶歯々「セメント」にて附著，鉤は
同種の銀「パラヂウム」にて躊造，右小臼歯は銀用銀「パ

ラヂウム」合金（庭方3）にて有管陶歯の如く調製，鑛著

せる合金釘と「セメソト」にて蓮結，白金加金録鉤に「ス

トップ」な附し，金鐙にて鑑著。

耐蝕耐色性た試験せんがれめに故意に成分の異れる合
金々集合して製作し字こるもの，凹照部に僅に黄褐色の

攣色々來しナこる外異常なし，鑛味な感ぜす。装置後約
6ケ月。

1云ふまでもなく湯路Gusskana1の太ささ長さ，吸頭Saugk6pfの形成に注意すればよい。

　金冠叉は縫綾歯を製るに當り先づ囎面飯を鏡造して之を帯鎧又は合釘に鑛著す為代りに・帯

鎧叉は合釘に囎面飯を直接躊造鋸接する方法は躊接Angiessenざ呼ばれ，銀「パラヂウム」合

金の揚合にはかなりに實用に供せられる。之には先づ通法に從つて帯鎧を作り，「ワックス」を以

て塒面の模型を彫刻し，之を帯鎧叉は合釘さ共に埋浸して躊造するのである。之は銀合金のざ

きよりも銀rパラヂウム」合金は酸化するこさが少ないので，雨者の鋸接がよく行はれる。殊に

囎面を鏡造する際「ワ。クス」を少しく絵分に帯鎧の周縁外に食み出すやうにすれば，熱の傳導を

良好ならしめて鋳接が容易ミなる。蟻造が終つた後で此過剰部は創り去ればよい。但し此疇接

法は，増蝸の加熱の仕方に誤りがあるざ帯鎧が攣色して脆弱ざなり，躊接が不成功に終るから
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注意せねばならぬ。帥ち増蝸を豫め加熱乾燥するに當り，例へば金網の上に載せて直接に「ガ

ス」の燈に長く鰯れさせる虐，　「ガス」が埋浸材申の石膏に作用して之を分解し，作用力に富

める硫化物を生する。かある硫化物は還元力を有する「ガス」ミ共に銀「パラヂウム」合金に作用

して之を破壌するのである。それ故に銀「パラヂウム」合金の製作品を埋浸せる増蝸を加熱乾燥

するには．常に宜接に「ガス」の火燈にあてるこざを避け，一定の熔を使用せねばならぬ，第17

圖はFricO會肚の燵で同時に改善にも使用される。勿論もつざ簡輩な鐵製の熔でも差支ない。

　　　　　第　　17　圖　　　　　大なる義歯1沐を躊造する際には錆造堆蝸は少くεも1時

1警ン饗芝黙鰻望鷺麟灘薪繍1
　　　　　　　　窯、　止め懐，なるべく徐々に冷却すれば鉤は難のある

　　　　　　　　還　　　　　1　　ものミなる。帯歌鉤又は錬鉤の如きは寧ろ後で鍼著する
　｝　　　　「　　　「　　　　　　　　　　　　」

1　　・　．。　　　　一　がよい・

い識嘱

　躊造し残れる金属は再度之を使用しも差支ないが，あ

まり度々鋳融を反復するさ前記の如く合金は攣化する恐

ある故に，使ひ残りの合金を木炭の凹みの上で多量の瑚

砂を加へて酸化焙を以て錆融し，精製する。或は使用残

りの合金で再度鏡造する際には新しい合金を同量だけ追

加して鋸かす方法でも差支ない。何れにしても鋸融によ

りて合金を熔岩状に攣化させないこざが肝要である。我

々の経験からするざかふる失敗は少しく練習するこざに

より容易に之を防止し得るさ信する。

　4．合釘蛇に「バー」（横桿）用　之には鋸融貼の稚R高

い，著しく改善性に富める合金が使用される。換言すれば機械的性質が白金加金のやうであつ

て欲しいのである。而して使用時には先づ之を赤熱急冷して軟化し，作業に便ならしめ，訳で

400度前後に加熱徐冷して充分なる強度さ硬度εを與へるのである。合釘に鰭接を行つたざ

きには躊造後増蝸を極めて徐々に冷却せしむれば容易に改善するこざが出來る，叉合釘に躊

接をなすには埋浸せる増禍を加熱する際に特別なる注意を必要ざするこミは前述の通りであ

る。あまりに高く，永く加熱せざるこさ，赤熱，自Pち700－750°位で15－20分間位が適當で

ある。

　5．鉤鼓に矯正弾力銀用　此目的には前者よりも一層硬度ざ張度の高い合金が要求される。

例へば「ペダガン」皿は合釘，「バー」用であり，「ペダガン」IVは鉤虹に弾力錬用であるが其硬度

さ抗張力霊伸さを比較して見るざ次の通りである。
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硬度Kg／mm乳Hb． 抗張力Kg／mm2 伸　　％

軟化1改善 軟化i改善 軟化i改善
Pedagan　III 138 298 103 42

R5

13

Pedagan　IV 150 320
器1

108
16

　更に市販の「クラスプ」用蚊に矯正用銀「パラヂウム」合金の性質を列基して見るミ次の通りで

ある。

名 構　　用　　途
㌦／mm拝㌦岱m罫報，鑑m許伸塗馴

軟化瞬靴瞬靴1鰭靴｝改善
露融間隔

「デク㌧サ」矯正用

ﾁ殊合金
矯　正　用 151 耐230 53 88 70 93 30 14 1030－940

18K金合金＋
T％白金

矯　正　用「クラスプ」用

118 200
一 一

50 75 33 15 935－860

「〃ルップ」V2A

ｸ正用「スープ
堰v鋼

矯　正　用 140 175 22
一

55 70 40
一 一

「パリアーク㌔IIO
矯　正　用「クラスプ」用

141 225 51 85 66 94 　馬Q4 14 1130－1000

「パリアーグ」0
矯　正　用「クラスプ」用

132 283
一 一

56 81．5 27 42 1080－995

「ペダガソ」IV
矯　正　用「クラスプ」用

150 320 「一
＿　　L 65 108 35 6 1100－1040

「ノ冊ン！ゴノ1／1、」2035 矯正「グラス
v」合釘用

116 243 11 74 61 91 3σ 14 1048－975

「エ・ノーノヒIIID
矯　正　用「クラスプ」用

107 172
一 一

40 75 20 12 1080－1040

「アノレバ」0
矯正用「〃ラスプ」用

165 240
一 一

71・4 94 32 24 1240一

　鉤ざしては帯状鉤，錬状鉤，種々なる「アタッチメント」，矯正装置εしては歯宵錬，弾力錬，

帯鎧等が銑製品εして叢費されて居る。而して鉤言矯正用の錬ざは其要求せらる刈生質が殆ん

霊同一であるから，藪には圭ざして矯正装置に就て述べるこさ〉する。從來矯正用の合金宣し

ては圭さして白金加金合金が理想的のも0）ざされて居つ牝。最近耐蝕鋼（18・8鋼）が代用品ざし，

て現はれたεは云へ，表示せるが如く其鍼著性乃至改善性に至りては爾白金加金に比肩すべく

もない。此黙に於て銀「パラヂウム」合金は正に100％白金加金に代つて我々の要求を満たして

くれるのである。1936年Gerlach及Moickeの雨氏は金白金加合金，銀「パラヂウム」合金，

T二。ケルクローム」鐵合金（耐蝕鋼）の三者に就て研究し・た結果，耐蝕鋼は其弾性ε屈曲性Bie－

gefestigkeitに於ては断然優秀であつ・たけれさも，鍼著を施せる弾力指錬の附近の屈曲性は不

良であるこさがわかつた。元來矯正用の材料は蕾に弓軍性を必要さするばかりでなく，或る程度

の屈曲性を有せねばならぬのであるから，鍼著せる叉は改善せる弾力指錬が一定の屈曲性を潰

失してしまつては困るのである。

　Jantzen氏は（Erfahrungen　mit　weissen　Edelrnetallegierungen　in　der　Orthodontie，

Z．R．，1937，　S．2178）銀「パラヂゥム」合金「バリアーグ」IIIOの矯正上に於ける慮用性に就て
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實験したる結果此合金が蕾にあらゆる技工上σ）金屡作業に慮IBし得るばかりでなく，之を矯正

の方面にも充分に使用し得る。其作業法に注意すれば，弾性ざ張度さに於て内外歯寄録其他電

して満足すべき敷果が暴げられる。叉慣格の貼よりするも他の金屡に比較して高贋霊は思はれ

ない。何鷺なれば此合金は比較的僅なる減少の下に再用し得るからであるざ。

　Weiss（VergleicheDde　Unters耳chungen　Uber　die　8rauchbarkeit　der　Palladium－Silber－

1e霧ierungen　fUr　orthodontisches　Bo霧en－und　Fingerfederchen－Materia1．　D．　Z．　M．　u．

K．，1937．S．725）氏は8種類の矯正用銀「パラヂウム」合金に就て，白金加金合金及クル。プ會

姓のV2A「ズプラ」鋼ざ比較研究を試み，其際弾性，強靭性，耐抗歴性蚊に弾性率等を測定し

た結果，「パラヂウム」合金は改善したる駄態に於ては其弾性に於ても又耐抗墜性Dauerbrueh－

festigkeitに於ても極めて可良なるこミを立謹した。而して強靭性は勿論赤熱軟化せる黙態の

ものが最高であつ弛。從つて銀「パラヂウム」合金で矯正装置を製るには合金を先づ赤熱軟化

し，装置を製つてから改善するこミを推漿する。弾力限測定の結：果銀「パラヂウム」合金の種々

なる歌態によりては何等著しき差劉を見なかつ弛。V2Aドズプラ」鋼は比較的高い弾力限を有す

るので・同一の太さの鋼鐵製装置は銀ギパラヂウム」製の装置よりも比較的に強い力を及ぼすこ

霊が出來る。それ故に同一一弾性を叢揮せしめるには鋼鐵製の装置は「パリアーグ」蚕0より製

れる装置よりも20％細くすればよい。此事は内外の歯宵鎌には適用されるが，揮力指錬には熟

練ざ大なる注意ざを要す8。

　Busse（Die　Eignung　der　Pallia霧1egierung　O　f茸r　Klammern　und　Fin霧erfedem．　D．　Z．

W．，1935．S．438）氏も亦銀「パラヂウム」合金殊に「パリアーグ」0の鉤蛇に弾力指錬ミしての

性質に就て種々なる實験を試み，且他方には臨林的の成績をも基礎豊して満足なる結果を得た

るこさを報告して居る。（未完）

　　　　　　　　職員健康保瞼法施行上心要なる勅令案要綱、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保瞼院総務局企書課

第一　糖則關係

　　法案第二條第＝項關係

1、職員健康保瞼法第ご條第二項の俸給，給料叉は賃銀に準ずべきものの範園は左の通ざするこど

　（の事業圭よ参常時叉は定期に受くる給與其の他の利盒

　（2）事業圭以外の者より受くる報酬な主7こる攻入とする巻に付ては其の常時受くる報酬

　前項の規定に拘らす左に掲ぐるものた除くこざ

　（1）三月た越ゆる期間毎に支給する賞與叉は手當

　（2♪通勤手當　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　（3）住居に閣する利盆叉は住宅料にして俸給，給料叉は賃金の額の決定に影響なきもの
　　　　へ
、（4）其の他厚生大臣の指定するもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下43頁に績く）

’


