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るのであるoなおトレイは屈擁性の材料葦用V・て

製作し，窩洞歯に自由に適合し得るようにする。

このトレイを使用すると必要部分のみの印象が鮮

明に採得し得られ，しかも隣接面部にもトレイ壁

の裏附けがある爲変型の催れが少なV・。また窩洞

歯のみの印象が可能である故，模型調製時後に詳’

’述する窩洞歯と隣在歯とを切断する必要がなV・。

　アルヂネィト印象材による印象で，最も重要な

ことは，前述した如く，印象材が完全に硬化する

までトレイを一定の場所にしつかりと固定し，硬

化中に決してすらしたり，庄を加えたりしてはな

らないごとである。しかしながら実際問題として

確実にトレイを固定することは困難iで，これを容

易にする必要がある。そこで図12のようなストツ

プの附V・たトレイを製作した。これは両側に突出

したストツプを窩洞歯の両隣在歯にかけて固定を

保つのである。これによればトレイを力強く歯牙

に庄接することによつて，非常にたやすくしかも

確実に固定を保ち得られ，印象材の硬化中不注意

に不当な圧を加えることを絶体に防ぎ得られる。

　　　　　むむりむ　　　　　　§§1§§

図12　ストツプ附

ストツプを屈曲させた

理由はトレイの底が歯

牙に接触することを防

’ぎ両者の間に一定の聞

隔を保ち印象材は所定，

の厚さ（大体2～4mm程度）をもたせるためであ

る。第8．第9．第10．第12図のものは総て有孔トレ

イであるが，これと同種Q網状のものを今製作中

である。なおトレ・イは被印象歯の何れの部分にも

直接接触してはならなV・。必す一定の厚さをもつ

た印象材が介在出來得るようにト財イの適合に注

意す可きである。（続く）
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　われわれが，日常臨床で行う方法なり，これに

使用する機械には，いかにも非進歩的なものが数

多い。その一つは，極めて正確を必要とする・fン

レー，アンレーの如きものの鋳造に際して使用す

る鋳造機である。

　漁潤アスベストを入れた庄迫蓋を以てする蒸氣

庄憲用の鋳造機が，簡便なるの一事を以て，わが

國では30年以上の昔がら現在に至るも，爾依然と

して使用せられてV・る。簡便ではあるが，いかに

も原始的なる点に於いて，之以上のものはないら

しV・。從つそそれだけに操作上不安定であり，手

加減を必要とする，所謂「こつ」とか「馴れ」と

かを会得せねばならなV・。これを会得し充分鋳造

に習熱するまで匠は，多くの失敗を重ね，時間的

徒費を敢てし，術且つ鋳造にあたりその成否につ

いて常に不安の感をもつごとが多い。殊に学校教

育期闇に於いて，この感を深くする所である。不

安定な機械を以て鋳造の「こつ」とか手加減を会

得するための時間的無駄と，不安感とは，何とし

ても除くべきであると考える。鋳造物に対する我

々の要求條件は，大体一定するものであρて，そ

の大小，形態，、種類，部位及び材料の如何によつ
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て相違のあるべきものではない◎叉一定の材料，

即ちインレーワツクスなn，埋波材を科学的に使

用し，安定性をもつた装置を以て鋳造を行うなら

ば，ここに得る鋳造体は格好こそ多少違つても，

その他におV・ては，各人同様なものであるべきで

鋳造に上手，下手のあろうはすもない。

　これらの点からして，錆造なるものに就V・て考

えると，合理的でないのみならす，手加減を必要

乏する鋳造装置のみが，鋳造成果の一律性を乱し

易V・ものであるとV・えよう。

　こ製に於いて我々三名は，現在最も理論的で，

且つ実際的であり，手加減を要することなく，初

心者，熟練者の別なく，万人一様なる鋳造体を得

べき安定性をもつた鋳造装置をとゆう考えのもと

に，こζに以下報告するような鋳造機を，昨年一一

月一先づ試作を完了したのである。

　われわれが，臨床上・インい一，アンレーその他

の鋳造物に対して要求する所の條件は，それが金

合金にしろ，銀合金にしろ，又その大小或は用う

る部位の如何に拘わらす

”1。鋳造体表面が可及的滑沢なること。

　2．鋳造体は窩洞なり，形成歯牙なりに対して

　　完全に適合すること。從つて原型よりも牧縮

　　を來たさす，且つ微細な部分まで鮮明に鋳造

　　されていることである0

　3．鋳造体の辺縁或は内面に当る部分には，粒

　　歌或はヒレ歌の過剰物牽生じないこと。

　4．鋳造体は多孔性ならざること。印ちその内

　　面にガス体及び酸化物を含有しないこと0

　5．鋳造体の金属組織は可及的精細均一結晶を

　　なすこと。　　　　　　’

6．鋳造体はその金属の有する性歌を害せざる

　　こと。

　　以上の諸項中ユ．2．3．の條件を満たすためには

　　原型用蝋と埋没材との性歌及びその操作によ

　　る点が多いことは勿論であるが，虫5．6．の三

　要件は鋳造方法にも関連をもつものである。

　鍮造法として今日迄に癒用せられたものには大

別して，（1）流し込み法，②吸引法，⑧圧迫法㈲
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蒸氣圧鷹用法，回庄搾室氣圧鷹用法，（ハ器械的直

接圧慮用法，（⇒瓦斯圧憲用法，㈱火藥爆発庄慮用

法）㈲遠心力鷹用法の四種類の方法を挙げ得ると

共に，その各々がすべて長短を俘うものであるこ

とは，周知の事柄であるo

　それでは我々が現在鑛造理論に基V・て鋳造方法

と，装置に対して要求する條件を考えてみると。

　1．，鋳造庄が充分なること

　鋳造庄は用うる金属の種類によつて相違を來た

すが，金および銀合金の如く，比重が大きく，

表面張力の大なるもの，印ち概して熔融時に球歌

を呈するものにあつては，その圧は比較的小にし

て足り，一糎早方凡そ10ポンド以上とゆわれて》・

る6インレー，アンレーの如き比較的小鋳造物に

対しては，10～15ポンドを以てその鋳造圧は充分

である。碕この鋳造庄力に関係をもつものとして

は，埋渡材の性歌であつて，鋳窩内の室氣が容易

に遁出し得る丈の氣孔に富んだ埋渡材でなけれ

ば，反庄を生じるから，その鋳造庄も，亦更に一

暦大なることを要するであろう。漁潤アスベスト

圧迫蓋による圧迫鋳造に於いては，アスベストの

漁潤程度とリングの加熱程度によつて，叉そのリ

ングに対する庄迫方向なり，強さによつて，こ玉

に生する蒸氣庄の強さに相違を來たすことになる

即ちかなりの手加減を必要とするのであつて，完

．全に鋳造し得たかどうかについて，初心者は大な

る不安を感するものである。

　2．鋳造圧は可及的熔融金属面へのみ集申する

　　方法が望まし》・。

　鋳造圧は熔融金属面にのみ必要なのであつて，

これが湯の表面と他の鉗窩埋没材表面にまでも同

様に加わる時は，実際の所要鋳造圧を一定せしめ

得なV・～二とにもなるし，叉鉗窩埋渡材表面より埋

没材中に一過性に圧入せられる膨脹蒸氣圧は，第

一図の如く，一部分は，湯の流入を妨げんとする

であろうことが考えられる。との理由を論明する

ためには，われわれが実験によつて得た模写図第

二図に於いて示すように，スプール線と同様な直

径をもち，しかもこれと蓮続して大なる屈曲を以

て，その先端が鉗窩表面に現われた場合には（金
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属の量にも関係はあるが）圧迫鋳造法に於いては

その表面に開放した孔からも強V・室氣庄を受ける

から，金属の流入を妨げて不完全な鋳造物を得

る。この点からすると，圧迫鋳造法ば，その蒸氣

圧或は庄搾室氣庄などの何れにせよ，合理的では

ないoこれに反し，遠心鋳造にあつては，鋳造庄

に相当する遠心力は，鋳造すべき熔融金属にのみ

集中されるから，その遠心力を一定し得るし，叉

湯の流入を妨げなV・から，用うる金属が比較的多

量であれば，先端が鉗窩表面にまで連続せる場合

にも完全な鋳造物を得ることが出來るo第二図，

（註…この場合屈曲せる部分に進入した金属にも

遠心力が作用して，流入方向、と逆な方向に，鉗窩

表面に向える鋳窩への湯の到達を遠心力みつから

が妨げんとすることは，一容易に考えられるのであ

つて，用うる金属の量と遠心力の強弱にも関係を

有することは勿論である）しかし圧迫庄力は，元

來比較的直線的であつて，横の拡散力が弱V・に反

し，遠心力は，これが強V・といわれている。從つ

て第一図の如く，鋳入方向と逆な方向にある辺縁

は，圧迫鋳造に於いては，湯の到達しない場合が

起り易V・。この点に於いても，遠心力鷹用の優つ

ている点を挙げ得るo　　　　　　、
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　3．鋳造圧は熔融金属が完全に鋳窩を充し・硬

化するまでその圧力が持続することである。もし

湯が鋳窩を完全に充たさないうちに，庄が消失す

る時は∫不完全鋳造物を得るのであつて，この場

合は，庄の不足であるが，又もし湯が鋳窩内を充

たすと同時に，庄が消失する時は，湯が凝固に際

して取る所の第一段の牧縮を自由ならしめ，完全

に適合しない鋳造体を得るであろう。これらの点

は圧が一過性である庄迫鋳造においては，とかく

ありがちなことである。遽心鋳造に於V・ては，湯の

場合は勿論，鋳入金属が全く凝固するまで，少く

とも機械の廻輻する間は，持続して遠心力が作用

してV・るのであるから，一一過性の圧迫鋳造に比し

て，鋳造金属の不慮の牧縮を來たすことがなv・。
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　　痢一屋力噸ト生部時間と潴失佼路

鋳造庄の作用する時間が長v・。（第三図）

　4．鋳造方法が金属を急激に冷却せしめないこ

　　とである。　’

　熔融金属を急激に冷却せしめる時は，鋳造の不

完全を來たしたり，或は鋳造体に予期しなV・牧縮

を來たすことになるのであつて，この点は，圧迫

鋳造法中，漁潤アスベストによる蒸氣庄鷹用法と

器械的直接庄迫鋳造法とのみが，えてしてこの危

瞼性を有するのである。

　5．鋳造時埋没材を冷却せしめることなく，鋳

　　造し得ることである。

　埋没材は何れもその加熱による最大膨脹を示す

温度に於V・て，これを冷却せしめることなく，鋳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱗
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図

還心鋳造
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第
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造を行うべきであつて，もし最高膨脹を示す温度

から，これを冷却せしめる時は，漸次牧縮を來た

すのであつて，その牧縮径路は，膨脹を示した経

路よりも，遙かに低い割合を示すものであり，冷

却により牧縮を來たしたものを，再び加熱しても

最初の膨脹経路を辿らないものであるから，最高

膨脹率を示す加熱温度から，少しも冷却せしゆて

はならな》・。この事を無覗するならば，如何に金

属の鋳造牧縮を補ひ得るだけの大なる膨脹率を有

する埋没材を使用しても，到底完全に適合する鋳

造体は得られないことになるDこの点につV・て配

慮せる鋳造機は，今日迄皆無と言ぴ得るであろ

う。われわれは，この点に最大の関心をもつもの

　　　　　、である。

　6．鋳造操作が機械的で，一律安定性をもち，

　　「こつ」とか手加減を要せす，且つ確実性を

　　有することである。

　この点に於V・ても蒸氣圧慮用，火藥圧鷹用な

どの方法は，これに該当しなV・こと嫉，上述の如

くである。Bam鼠Sa七tler．その他の諸氏が考案せ

る庄搾室氣庄慮用の鋳造機及びヱルジン氏の吸引

力慮用の装置は，この第6の條件を満たレ得る

が，第5の條件をみたし得ない0

　7．鋳造方法と鋳造金属組織との関係につV・て

は，～二れまで実瞼された発表が，ないよ・うである

が，元來鋳造された金属組織は，精細で均一結晶

をなしたものほど，口腔中において理化学的抵抗

が強V・。東京歯科大学保存学教室で実瞼せられた

結果によると，少数例ではあるが，遠心鋳造によ

るものは，その金属組織が庄迫鋳造によるものよ

りも一般に細かいo殊にアコライト系の合金にあ

つては，著しくその差を認める。（第四図）

　叉遠心鋳造に於いては，熔融金属は遠心力によ

つて鋳入されるので，瓦斯体を含むこと少なく，

鋳造金属が多孔性となることが少い。

　遠心鋳造の場合と圧迫鋳造の場合との本質的相

違は，熔融金属の凝固時の庄力分布が違う。師ち

圧迫鋳造の場合は，自然鋳造の場合に加はるに，

全体的に一様の庄が加わる分布であり，湯口表面

も相当の圧力を有するが，遠心鋳造では，あくま

で湯口ぱ大氣圧で，その深さの増すにつれて甚だ
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しく圧力分布が上昇すうこと匹なる。その圧力分

布を図示すれば，次の如くである。（第五図）

隆亀．鋳亀

　←PB－→
Pβ二隊＋ろど

遠鳩鋳也

トー一一PB詮→
　　　　γωr乳R，
　PB二
　　　　　号

　從つて圧迫鋳造の場合には，余分な部分の加圧

が甚しいために，鋳造体に，ヒレ状の過剰物や，

型に小亀裂を誘起し易いものと思われる。遠心鋳

造の場合は，それが生じないので，鋳造面がきれ

V・である。

　以上の事項から推して考える時は，わが國古來

の漁潤ナスベス1・圧迫蓋による鋳造法は，今日の

鋳造理論からしても，該当しなV・ことが多く，甚

不安定な装置であると言い得る。又鋳造方法に対

する一般の要求條件からして，何れの圧迫鋳造法

よりも概して遠心鋳造法の優れる点が多いことを

認め得るのである。

　　　　　　　蝿遠心鋳造装置

　この種の鋳造機にも亦数種類があつて，自輻車，

の片輪を鷹用したもの，手振りのもの，ローチ氏

の機械の如”く紐を引張つて回韓桿を縦回輻せしめ

るもの，動力に歯車を用いたものや，スプリング

を憲用したものなど，われわれが実物を見たもの

だけでも八種類ある。何れも遽心力を憲用した点

では，同一理論である。そのうちで，手振りのも

のが最も簡軍ではあるが，振り廻すために安定性’

がないことと，場所をとる点と，“かにも粗野な

点とを認めざるを得なV・。

　　　　　　　　　　四

　　　東歯型遽心鋳造機の機械学的解読

　われわれが試作したものは，既往の遠心鋳造機

の各長所を取入れて，更に部分的改良を加え，機

械学的に構威したものである。
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駄鍵

　　　　　　　　　鏡琶微木イ本
第六図　東歯型遠心鑛造器の外形及び各部Q名称

　遠心力の発動力は，スプリングの揮力を鷹用し

た。第六図はその全形である。

　その最も特徴とするところは，次の三点で在來

の遠心鑛造機には，その類を見ない所である0

　1・保熱装置（瓦斯用及び電氣用）を併置した

　　点である。

　鋳造時埋没材を冷却せしめる時は，その加熱膨

脹率大なるクリストバライト埋湊材と錐，牧縮を

來たし，金属の必然的鋳造牧縮を補ぴ得なV・こと

になる。在來の鋳造機の最大欠点は，この埋湊材

の最大膨脹率を冷却によつて，著しく減少せしめ

た点である。

　2．関節をもたしめた点である。

　廻輻桿にこの関節をもたしめることにより，始

動廻韓と同時に，関節腕が遠心力の発現に対して

無理な抵抗を受けることなく，自由に調節をとる

ために，熔融金属をして鋳窩内への流入方向に順

慮せしめるから金属がルツボ外に振り出される作

用が解消することと，これによつてルツボを浅く

し金属の熔融を容易ならしめた点である。若し廻

韓桿に関節を作らす，一直線の横廻り式に於いて

は，その始動時遠心力が発現せんとする際に，湯

がルツボから振り出されるために，これを防止す

べく，ルツボは片壁を高く，而も屈繋性とせねば

　ならなV・，片壁を高くすると，ブローパイプの火

焔の通過が極めて悪くなり，金属熔融に困難とな

　る。この弊を除くためには，ルツボを可及的浅く

一し，火焔の通過をはかるこどである。ルツボを浅

　くし，而も湯の滑出を防止するために，関節を作

　り，横桿が始動時関節腕部は抵抗を受け流して，

牛廻薄にして直線状の位置をとり，遠心力を発現

す、るに至るのである。－

　　3・発條固定桿を有効に且つ操作上安全な部位
　　　　　　　　ぽ
　　に装置した点である。

　ガウンターウエイトを持つて発條を巻く際，こ

の固定桿（レバー）は，大体任意な点で常によく

逆行をとめるよう，且つ又スプリングの緊張を解

く際廻傳桿に触れる危瞼のないよう。レバーを長

く且つ安全な部位に装置したのであるo

　伺本機の発動力は，Springを用うるもので，

本体の申央上牟に装置し，主軸に固著せしめたも

のである。

　わが國に於いては現在迄，遠心力による熔融金

’属の庄力は，一一般剛体の遠心力算出式（下式）を

以て解かれているが・熔融金属は一の流体である

から，剛体の遠心力算出式

　　∫＝鵬ω2γ

　　　但し　伽＝その物体のmass
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　　　　　　”＝angularJeloci七y（角速度）

　　　　　　γ＝fadius　of　gyration（回輻動径）

　以上の式では無意味且つ不合理である。熔融金

属の遠心力は，流体内庄であるから，一般流体の

庄力の式（Euler　eg服七ion）から解析すべきであ

る。部ち　一

　　　盲

k

　　　　　　　　第　七　図

鋤一言漁∴Pr参”2～而斎・ザ＋・

4韓γ一硯で昨毒・バ翫y一留
　　　　　　（石12一21～ん十ん2）

恥はγ一醗昭r翻町し帳はさ
　　　　　　般う。

　しかしてオ点に於ける庄力は大氣圧でGauge

PressはOB点では以上二式から　　　　’

P－
P窪一ん一毒瀞一命・1（E2－21㍗ん十ん2）

一　一翻212詐劉而して聯と
　　　　　　　すれば

　　　　　　＝．乙ω漁＝2二，。・Eん

　　　　　　　29　　　　9
　但しγ＝Weigh七〇f　metal　per　uni七e　volume・

．以上の庄力算出式を以て解析すべきである。

　以上の結果かち，熔解金属の注入された時の内

庄分布は湯口上面オでは，大氣圧po脚ちguage

庄p＝oで，A点から深くなるにしたがつて，圧
　　　　　　　　　　　　　　　　　γω2Eん
力は増加し任意の深さんではPB＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
る。第七図

　故に圧力を大きくするためには，回輻角速度”

を大きくすることは勿論，回韓の腕丑’を大にす

るとともに，相当の湯口の高さんを必要とするこ

一とがわかるo

　手振り式の最も簡軍な遠心鋳造の解析一例。

振り廻し牛径R＝40cln・振り廻し回数1秒間
η＝6～4（亭均5）．埋没湯口の高さん＝ユ5mln．

使用金属の量γ＝8gr／cm3なる時は前式からその

116

圧力を換算すると

　　　P＝剛2翫＝8×（31・4）2×40×1・5

＼　　　　　　9　　　　　　　980
　　　　＝α48kg／CDユ勲＝6．81bs／口”　　　　　　　　　　一

　われわれが試作した上図の如き遠心鋳造機は

R－・3・mm故…》畜から必要ゆを

求めるとω＝55　1秒闇の廻輻数　鴨＝8・6を得

る，これに該当するスプリングを決定したのであ

る。Springの発隼する廻輻速度は理論的に

　　　一2π吋器、・in4器

　但し1＝arm部分の慣性能牽．　b＝springの巾

ん＝spring．の厚さ，　E＝springのYoungs　Mo－

dulus，　乙＝springの作用する長さ2・E＝spring

を入れてある円筒の牛径，％＝springの巻きi数o

　角速度”を大にするには

（1）廻輻部分の慣性能率を可及的小とし軽くす

　ることo
（2）spriD9の厚さを増すことなどによつて，所

　要の圧力発生に充分なωを得せしめることが

　出來た。

　　この鋳造機は，カウンターウエイトを持つてス

プリ・ングを巻くごと7回，5gr．の金属を用い，

湯口の高さを15m皿とした時は，上記一般流体

内の庄力の計算式によつて流動金属に加わる遠心

庄力は，12ポンドとなる。

　　　　　　　　　　　五　　　　　．

　　　　　　　この鋳造機の操作法

八　電熱用保熱コンロを使用する時は

　　～二のコンロは通電45分聞で，その内部は300°C

に至る。

　　インレーワツクスは，250°C内で焼書する。

　　クリストバライト埋渡材は，何れも300°C～

330°Cで急激に膨脹を來たす。　　　　　　　診

　250°Gでwax’を焼審した埋波材は，リングと

共に，この電氣コンロ中に挿入し，リング台上に

置き，関節に近V・リング受けを移動して緊密に堅

く両リング受け間に固津する。

　　（埋波材が充分硬化後スプrル線を抜取り，保

熱コンロ申に入れて通電し，リング台上に固定せ

　しめたま玉，waxを盤し（約30分間を要する），
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更に15分闇引続き加熱する時は，埋渡材中央の

盗度は330°Cとなるから，～二の時鋳造を行つて

もよレ・）爾機械上にリングを入れたコンロを固定

する前に重垂を持つて約7回スプリングを巻V・て

おくρ機械の廻簿と同時にコン費のコンセツトは

容易に抜ける。

R　瓦斯用保熱バーナーを使用する時は

　この聯バーナ「は充分にガスを出し，火焔を

直接リングに当てる時は，内部埋波材の中央温度

は300°C以下に冷却することなく，5分間以上に

及ぶと，埋没材中央盗度も亦300°C以上に達す

る0

1・カウンターウエイトを持つてスプリングを右

巻き約7回で止め，waxを僥書した埋湊材をリン

グ台上に置き，両リング受け間に充分堅ぐ，はさ

み固定せしめる。

2．直に保熱バーナーの両火焔をリング申央にあ

て，埋湊材の熱度下降による牧縮を防ぐ。

aキヤツプをゆるめ，回韓桿が水亭位置をとる

ようカウンターウエイト（均衡重垂）を移動せし

めて，B撮翫nceをとつてからcapを締める。

（Bal翫nce　を取らなV・と，　始動がi渥く，回韓時

震i動がi菩しV、）

4次V・で可及的関節より先方を廻韓桿に対して

直角となし，直に重垂を以てスプリングを巻V・た

方向の反対に桿を移動して，リングを保熱バーナ

一の火焔にあてる。（しかし関節より先方廻轄桿

に対して直角とすることは，必すしも緊要なこと

ではないが，直角にしておいた方が最も安全であ
る。）

5．所要金属をルツボ中におき熔融せしめる。

6・金属が熔融した時レバーを右先方に押し，ス

プリングの緊張を解く，廻韓桿が二三回完全に廻

韓し終るまで，レバーを押したま玉で，その後は

押す手を放してもよい。

7．廻樽桿の始動と同時に保熱バーナーも浩火す

るo

　　結　　　び

　われわれ峠インレー，アンレーの鋳造を目的と

，して，以上のような遠心鋳造機を昨年の一月に試

作を終えて，学生の実習にも，亦臨床に於いても

日常使用してゐるのであるが，バーや全部床の如

き大きなものに対しては，只機械全体が大きくな

るのみで，構成上には相違することはないと考え

る。この遠心鋳造機が完全無欠なものだとは考え

ない。逐次部分的改良の歩を進めて行くつもりで

あるが，現下入手し得る材料を以て，可及的安慣

に，しかも理論的であり，又実用的なものをとゆ

う考へのもとに、一先づ試作を終へたのである。

　この報告を終るに際し，この遠心鋳造機の試作

に対し松風会祉寄贈の研究費の一部を與えられた

ことに対して深く感謝の意を表する次第である。

東京歯科大学学会ニユρス

東京歯科大学学会は、旧年＋二月十四日設立され、役員は以下

のとおり決定を見たo

’

長
長
、
事

会
会
副
幹

溝上喜久男

杉山不二、生田信保

北村勝衛、津崎孝道（常）、高　達、松宮誠一（常）、

米沢和一、松井隆弘．長尾喜景（常）、関根永滋（常）、

三崎針郎（常）、金竹哲也、山田守、山本義茂、山崎謙、

佐藤直房、村瀬正雄、竹内民勝、藤村　博、（常）は常任幹事

第一回ならびに第二回例会は、東歯大第二示読室にて開催した。
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