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　　　　　　　，杜㌦、　　　　　．　東京歯科讐學專門學校豫授　　養

　　　、　　’　　　　讐學博士花　　澤1　　鼎

　　　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　曹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第十十八八鋼鐘接津　　　　　　　　，（1）鍼

　十八八鋼は大膿に　Cr18，　Ni8残iりFeより成

るオーステナイト鋼で，歯科用にはWip］a（クルッ
　　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　ヒ

プ舗製品IV2A）SUPI・A（大日本歯科技術研究

膿品）などの名磯費さ紅ゐる¢そゐ威分は
怖plaにありては各分枡者にょ亘多少の椙違はあ

るにしても大凡は近似してゐる。　　　　　　、

　・　Cr　　　耳i　　・　Si　　’Mn　　　　　C　　　　　Fe

（1）　20。4　　　8．6㍉　2．5　　　0．4　　　　0．5　　　残iり

　　　　　　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リド

②Lユ8，8・5・9・75．－0・15　”　一、N・，　Au
（3）・9’8・・65αφ906ン・’　　　・．4・・

　，　（2）　In1わusch‘（Z．1㍍，1939，　S。1578）　、　　　　　　　　　　　　2　　　．500

拶

　　（3）遠藤理學博士　　　　　　　　　　　　　　　　　3　　400

　坊間に養費されてゐる十八八鋼製鉤用合金を分

析した結果によるとその威分は次の通りで，㌦クロ

ームの含有量が少なV・。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

‘この合卸用緯主噸琳浴ろ釘合鉱
矯正用線帯鍛等であるρ但し塵印林は特殊の製

作所に模型を邊つて製作を依頼する1より外はな

’V、。製作所ではFバー」，鉤（十八八鋼鉤，コバル

トクローム鉤）等を豚に附著させ，或はゴム，合

・成樹脂等の附著に便なる線叉は金網（何れも†八

八鋼製）を取りつゆ，叉は沐を土重にするなどの　ζ

作業を主として電氣熔接により行ふのであるがヂ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「屡々接合面を滑澤にするため更にその上に鐡を流

すことがあ多。我々の拉工室では十八八鋼‡り成

る鉤を製作する襟に鐵接を必要とする。又矯正用
　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　ダ

線，帯鍛の鐙接も同様である。　　　，

　Cr，　　　　Ni　　　　　Si　　　　　Mn

115．75　　10．50　　0．63　　　0

15．3∠　　，9．50　　1。16，　6

13．01　　’8．50　　1．63　　03

cu〆

0？16

0ユ6

1．63

Fe・

72．40

73．80

74．46

　　　　　　　　ズ接　　法（その：三）

13

　十八八鋼を鍼接するにぱ普通の金鍛叉賦銀鐡で

は鎌接し難V・。即ち鍼め成分とレて鐵と合金を作

り易いNi，　Mn，　siの如きを混する必要がある。

（イ）金鍛鐵合金用錨些ては働泊色であ

るこ捷要群る・ζれκは紗ケルを彬量に

混すればよV・。我々の研究室で金を節約する意味

で作つた次の如き低カラツト合金金鍼はあまり耐、
倉虫‘性力∫よくなv・カ∫，　實月註には差支なv・。　而寸蝕’正生は．

　　　　　　　　　　　　、Cu　　　Ni　　　Zn　　　Mn

ll乙3　　　170　　　170、　　　87

145．　　140r　　140　　　　75

200　　110＿　240　　　50

No・2が比較的良，　No．1は申間，］恥．3は稽不
　　　　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

良である。併し1町o．3は融簿最も低く，プンぜ

ソ燈上で熔けるが，、他の二者は吹火管を必要とす

　　　　　　　　　　　るる・勲これ等め蹴金合金を鐵擁する揚合の金
鍼のやうに流れはよ／くなv・。從つて鐵接の方法が

適當でなかつたときには鐵が思うやうに走らなV・
　　　　　　　　　　　　
で・球ガ炊なる傾向があるから灘を要する・

　〈ロ）銀鍛銀鍼には色々あるが鼓にぱi家の；種

　　　　　　　へ・をあげる。　　　　　、　　　　　　　’

　（1）Ag　53　ρu　18　Z駐18　・Ni　4　Cd　3・Mn　4

　（2）Ag　62　Cu　16　Zn　13　Ni　4、　Mn　5

　銀鐙は前記の金鍼よψも流れは遙死よV・。併し

耐解牲に乏しく，將來黒攣する恐があるが，矯正、、

用馳ど騰搬るに統分である羅ふ・　、
　（2）熔剤

　熔剤としては棚砂の製剤が色々紹介されてゐる

が，通例は棚砂に醐酸と弗化物を加昏たものであ，、
　　　　　ノ　　　　　　　　　コ
る。亙例へば　　　又

　Ra2B467・10H棲0　≧三6　嵐王｝9，40　KF　10　Mnユ0
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　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る

　Ra，B、07・10B，040　H3BO3♀O　NaF　20　B翫F・20

繧さ欝潔鷺愚器螺螺撮
　ロト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　　　　　　　ほ

化膜を生じ易V・¢）で9ζ，れが熔去を助成する意味．

梱酸を混じ，叉鐵合金と結合し易い1との見解か

らヤソガソを加へ差々）であうが，、をの敷果は羅ぱ

レい・鵡の結果から鍋と鐵詮の繭として

は寧ろ棚砂軍味でも差支なV・らしい。‘，　，

紬搬難離難線轟費．
れてゐる．而して直径1．1－1．Omユnは大臼歯用，1

11－o．9ヱ｝m1は小臼歯用，　o．8nuユ1は前歯用である。

この線晦化刈頻の熔液（・・66°C働中磯

鈍し1急冷軟イヒさせたもρを「ダイス」でひV・て

鞠工硬化きせたものであるから・使用跣ち豫め

焼鈍（焼還）する必要はなV・。これを加工殊に槌

打すると著しく硬化し弾性を現はすやうになる。

併し再び赤熱すれば軟化し，1’更に加工すれば硬く

なるも鉤を製作するに當つてはこの性質を知悉す

る必要がある。

翫締鵬接す砺合、．、㌔一
　，各歯牙た鷹じて適當な太さめ線を取9，これを

焼錐することなく直確鐵砧の上で槌打して孚圓と

するか，或はそのま玉蓮法に從つてプライヤπで

鮒，，鋤形を徹偶あま鋼臨同一離

潅曲げると硬化し噛牙髄合し難くな拳・その
ときは5r10秒間位赤熱しで水中に投じ急冷軟化

轟享Σ：重叢畿協鰹鷹蛎髪凝
　　　　　　　　　　　　　　　ベヒ

容易に庫v酸化膜参出來て黒攣するからである6

　次に嫁把柄を権り後述する方法で鍼輩する。1鎌

接時騰帳き噸ると撚難を失つて軟偉、
るから斥礎き麟接鰍に線の部分を輕く槌

器麗1諜鷲灘饗縦葛
で注意せねばなち跳豹とて攣形を恐牲て槌打

が足磁畦強靱師親はれてこ齢・
曳第二の方法は先づ適當な長さの圓線を取ダこ

綜献丁彫翠存殊把棚至把柄とスト
　ップとを鐡接し，これを曲げて鉤の形を作る。曲

げる騨嬢騨勧し砕嘩な弛ある
　　　　　　　　　／ノ

、　　　　　　　　　，　　　　，　　　　　　辱　　　　　44
　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　V・は加熱のため著しく軟化した、ときは輕く槌打，し

　し

優霜協瑠曹雛課矯膿『硬
，　クラスプを作るには堀江教授の主葭するやうに
、「

謔ﾃンラズプを装置すべき歯牙の鯉を易熔合金

　叉はスペγスメクルで作り，これに大鰹に出來上

　つ沙ラメブをゆて輕く槌処て適合を一層良、

　好ならしめるか，あるいは同氏の方法により，易

　熔倉金で陰陽の鋳型を作ρズその間でクラスプを

塵印すれ蟻合娘好ならしめると同時に，・臆

　と）硬度や弾力を與えるごとが出來る。この鮎に關・

　　　　　　　　　　　　　　　　ご
　しては臨鉢歯科學報第二號を参照されたV・．

　　b．レストを附ける場合　　　　　　，噛，

　　鎌γスド（ス妄ツプ）を附脳たは・・先づ＋

　寧形に把柄を鑑接すればよv・のだが，・同一金島で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　鍵造ストップを作るごとは出來な》・。すなわち十

　八八鋼は我タの技工室では錘造困難であるから・・

　ζれ確代ふるκ曝靱な二雲ケル加傘合金を以つて

　するがよV・と思ふ。’目下金節約り意味で次のやう

　な低％ラワト金合金を作り，私自身の義歯に懸用

　、して見たが，、結果は良好と思はれる。印ちこの合

　金は強靱でi琿性に富み，鑑造も容易で，加熱によ

　　り殆ど弾性、を失駐なv・◎1耐蝕性は良好でロ腔内装

　著後六ケ月め今日何等め攣色も起つてζなV・。

　　Au　500憐910αCu　200耳i　150　Zn　50

、既製品1としては日本歯科合金＋二Kの鑛逡用金

　合金がよV・らしV・。たゴしこれは銀を含まない合

　　　（Au　5∫L50　Cu　3＄．70　Ni　111。40）であるから加　慧
　　　すると彊靱性を失ふ鋏黒占がある。しかし普通の

　金銀銅合金爵り遙た強靱であるかちシストには差

’　支えなV・と思ふ。　　　　　’－

　　　c・鐵接’法　’　㌧・　　，
　　　十八八鋼の鑓操は概して金合金などに比べて困、

1馨瓢羅銚夏聯霧勢写澱

　　噂灘硝融轡髄与諏蠣砂罪騰つ
　　てから加熱を開始し，作業中絶えす醐砂存）菲膜に1

　．、よつて室氣との接鰯を遮断して金厩面を保護する

・勅に鋤べきである誇雄と把柄とを鐵接す

　　る場合の注意を述べて見翠，先づ冬チツキーワ、

ヅス陣劃翠しこ縫蝉％のであるが
　　　　　や
　　　、　　　　　　　　　1＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　卜
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　β

金合金の男合のやうに鑑接部だけ津現はして他の

部分を縞て埋没するやうな仕方は結果が悪V・。・反

封に出來る澄け固定に差支えなv・程度に於て一小

部分だけを填め，火焔が鉤髄や把柄の下方をも自，

由嘩過し磯灘の全鰍行馳たるようにす
るこ、とが大切である。かくして鐡接部に鍼を配置L

した琢らば直に強v・火焔を邊つ℃短時間内に鐡を

流甫させるようにする。元來十八八鋼は金や銀の、

合金と鋤融黒占が13°°°C以上もあるか嘱焔1

を逡つても決して地金の熔噸恐はなVので，加

熱を舞岨強登るやうに心力軌鐵｛難業を

5－1°靹購るや旅すべぎであるゆ’や竿
一すれば加熱ρために地金の軟化することを防ぎ得

て，鉤は本來の碍靱性ならびに弾性を保持すうの

である二もし反封に鐵接死）時間が長過ぎたり，地

金や鐡の表面に充分棚砂の菲膜が存在しな粋とき

鞭く糠蜷灘轟灘讐欝

C位で少くともその開きは400°－600°Cもある）加

熱殿蝿金を熔かす繊は繹脈齢・而辱

響雛塁麟裏欝欝灘瓢驚森翫

るのである。レた輝つて中問合金の出來る鍼接の

場合と違つでこの揚合は絶封に強固であζ壬v・は

れなψ。ぐれのみでなく，もし少しでも爾者の問

葬酸化物が介在した汐すると將來鑓接部が剥離す．

る恐なしとし加・これ餓々郷分に心得てお

，くべき事柄である・但し撮が完全に行は糠と

ミ矧動識を行つても，決し磁接音超が剥離

することはなV・がら安心して可なりで濁る。

　　　　　し　　　ミ

れ欝濃講薯難塗舗瀞齢
2・5％C幽2，3％CuSO・β；、耳・d　4－5なる麟

・の手水嚇撒とし娘好趨る・若し不幸にし
て酸化膜炉出來て鱒接牟朱敗セたら，との液で清

掃してから再麟嘩陣ば蜘・
1前述の低カラット金合金で作つた鑛造レストを

鐵接する要領は翫金鉤の場合と同一で差支なV・。

　　　　　　　　　　　や　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　

　　　　卜　，　　　　　，　　　　　　　　　　・．15
　　∴∫評　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　すなはち鉤燈と把柄とを前記の方法で先づ鍛接す

　　る。この際鍼を稽過剰どレストを附する鉤騰あ部’

・分噂燐してお噂こ、疇造レ邸を囎耽
　　し，鍼接部だけを現はして埋湊し，鍛接する。即・

　　ち鏡準レス｝を鉤艦に直接鍼接するので璽なく，

　、金鍾とレろドを鑑接するゐであるd

　　’＋八八雛麟正用と’して充分鯛に堪える、F

　、線の簿接には暫簡的で毒る潜ら前掲の銀鐵で充分

　　と思ふ6鍛接法は鉤の揚合と同一でうるd鐡接が㌧

　　五秒以内ζ行齢妨線の弾蹴殉翌惣れな・
　　v・。若し軟化したら輕く槌打すればよv・。十八八

　　鋼を薄母し軟化さ蹄もQ購銀とし鳶使用．
　　し得る。鐙接法は線の場合に準する。　　　　，

　　’　第十胃　コバルトクロ繭ム合金鐙接法・
　　　この合鋸・Yi翻雄n・と呼ばれるもので初

　　　　ミ　　成分は次の通りである5　　　　，、　　・、，

6繍7論響紬）欝

　　用諏るのである眠こ纏線に醐ば鉤矯正
　　騨力纏，合雛魔する．吠塚氏sbp1。　c線ど

欝畿霧撚撒翫欝1∫
　　飾Fel　W3　Ni2◎の線を作つて克たが實用になる

　　と思はれた。　　　　¶　　　　　へ

・こ吟金騒鞭難熔み；化學的性質艘

　　良，融貼は1300°C位であるから鑛造は酸水素ア

レ　セチヒで，特殊な埋濠材や装置を以？てしなけれ：

　’ば行はれなv・・かやうに鋳造性を除くの外は性質

β、がよゆで，鉤用，矯正用離奨に債することは’

　・勿論である。唯ゴバルトとか，モリブヂソとか，
　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

誌藷灘獣も酷謡碧総
　　鶴を得ない1

　　　鍼雛駐として＋λ欄に轡る．’鐡は前掲

・の金銀例尺ばAu500　du145　Ni140　Zn140恥75

　’鞭勝る・大駈白金鵡よ臨橋醐線であ．
　　れば銀鐵奏95＄Cu18　z・18　Ni鴇，Cd3　Mn4翻

　　ひて差支へなV・。この合金は十八八鋼と違つて加



　　　　　　　ド　　　　　へりし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リノ　　　　　　　　　　　　ノノ

　　16　、　　．　　　　　　　・　　　　　　　　　　一・　　　　　　　’　　　　　　46聴

熱によ蝋騨ること少く，騨性もあま’と紬る詠が殉熊麺出職け迅’
り失はれなv・利黙があるb　’　　　　　・　　　　速にやら癒v・と黒色の酸化膜か出來て鍛接が菌難

・＼雛二鋸用新ニツケ～レ㌍唾　　になるf頃向がある・そこで酸化を灘する目的で
　　、七，1　・鐵合金鐘接法’　　　　　　　　　鑓接部に充分熔剤を塗鈎吹火管で強火焔を邊つ

・私噺究から鰍この新餓の成分照の通て短時間酢業を完了輻の力磁あ観もレ

リ輔る。、　＿＿．　＼　　　不幸鵡酸化膜めため鎌が困鞭なつたら・ク
　Ni　24－％C・・←・6耳・’62－58　C呼α2　朗ム酸を含んだ前記の王水で酸洗びを1して鑛

・｝5qgC唖イと刈艶申で繍し6・°Cの水で急・面縮搬てから醸鍼馳試みるべきである・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第拒ニツケル榊一爾蝉灘、・冷軟郵させた薄板である。この合金の鍵接法は＋

一八八鋤そ藤轡る諺P醐ど砿’齢鐡例へ　これ繭掲の鐵合金栓個檬筋るから記q
ぱIAu4・b　C亡・73　Ni・7・Zu・7・LMn87獅・熔’を翻する6、　幅’ご1，，

剤にね棚砂又はNa露B407・10H20　S＄H3　BO310、　　　曳第千囲軟鐘接、法　　け

Mn2礁勝る6鱗は耐触上雄り灘でな　／ユ・軌鋤　・∴
い。ギニ　　　，、　も　〔　、　，　　　　　軟鐡中最も多く使用されるものは，鉛錫合金で

　金冠を作るだ癒先づ通法のやうに帯鎧の爾接創　　ζれを白鐡または孚田と稻する。主として銅・’銅

縦充分樒接きぜ繍時職楓やう鐵線で縞合金・洋銀・鉛錫亜讐の鵜蹴用諌る’

熱簸部の酬蘭噸分瀧騨を塗り・力嚇鐵鍋アルミ昌ウ碍の接叙は適しな
、輕く熱して紛撚灘せる．次磯の・1・片樋㌦・鉛鑑金の織圖ぱつぎに示した鋤で・Pb

當に醍し徹燈磯曜火瀧邊つ唯速に，37％Sn63％の勲共融作り・1酬磯鰍
一加熱，．流鑑さぜ，徐々に放冷する。囎面はメロッ　　鮎を有する。　　　　　　　　　　　・

トメタルで塵印し，他方鰐の外縁鰯に鎗削し　　　　　一・　’　　　抽
畑面板噸に勲囎さ照換言すれば蹄。
塒薗板が帯銀を少しく被ふやうにする。かくて蜘　32ガ

熱敵離開し恥やう畷撫酵を轄に糸螺3°°
・砺（初めに結紮した帯鍛の鐵線を除くと帯鍛の鐡　250　　　　　　　　　　　　　　　　23げ

接部が離れることがあるから注意を要する）前叫　・200

・痢灘爾の酬面疏分購醜塗玖少しく15。
繍して紛を蒸聾畝鱗ρ小腋数慨1。。

・置ﾊ轟雛轡讐灘輪るには50
　　　　　　　　　　　　　し鋤ダ・一の爾鵬面と冠の接合面と舶色金鐙　01。2。3。4。5。6。7。8。9。Z醗
　を流しておき，・ウックスにて假着して通法の如ぐ　’　砺　ノ　　　　　　　　　’　　　　　　繊1

蝦し，ワ・ク礁去後，接合部に熔醜塗狛　　　　　　　　鰍
1魚金鑑で迅速に加熱鍼接する。　＿　　　　・　　　　　　　　　，．

簿時姓し襟襟を除く繊†八八鋼の拷”・
合に揚げた王水を使用ずれば説v・。（HC13・HNP32・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω』鉛二，物（Pb　67％Sn　33％）の白蹴

5％C「03｝2，30％duSq　3’耳204一5）　クロー胞　　液相黙247°C固相黒占183°C，熔融匠間65°Cで軟

酸を含んだ王水でなv・と清掃の目的が充分に達せ　　化時簡長さが故た水道鉛管等の盛上げ鐙接作業に、

ら鵜い濃駄諦の王腔用畝り・飾時適するら㌧・　、　　　・
間煮劾すると地金葬びさせる弊がある・　　・㈲銑・錫一，（1）’b　50％　Sn　50％）附近のも

’本合金あ歓黙ま加熱により梢著しく酸化し易v・　　のは饅による鐙接に適するもの聡，一般電氣用品，

　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
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銅，銅合金，ブリキ板等の鐙接に慮用される。た

．だし坊間に販費されている牛田は値段の關係上鉛

60錫40％の位の品が多V・ので注意を要する。

畜　（c）　　鉛一錫二皇Pち共晶黒占工》b　3「7％　Sn　63％附

近のものは，融黙曇も低く流動性も大であるから

熔錫い鑛の搬噸用される・
　以上の外易熔合金自Pち，Pd．．Sn∫Biの三元合金

も特殊の甥合に軟鍼として使用されるとまたPb．

Sn．　Cdの三元合金例えばSn7　Cd8　Pb85，ある

1顛はSn10℃d10’Pb8qあるV・はSn2　Cd12　P夢86

も翻髄する◎∬塵　、㌧・〉
　　　　　　　　ノ　　　　　サ　濁逸に於ける白鐵の標準規格　　「　．“　　　’

　配合％　　　　　用　、　途
　　Sb　Pb　，　　．　　・

　　25　75’焔鐙接に適蔦，鎭鐙接には不適

　　30　70粗亜鉛板またばブリ午仕事　　’

　　33　　　67　　〃　　　　　　　　　　　　　　　’　　塾

　　40　60眞鍮及び錫引鐵板鐵接

5°5° ｣灘鑑嘉霧欝露
　　　　　　接　　一

　　60　40熔け易き金厩品または電i氣工業に於

　　　　　　ける細かき鑑接

　　90　10，衛生上の見地より食器等の鐵接‘

　　　（アルチモンSbほ錫54あに封し3・6の割

一合に相當するまで加へて差支ない。）

　2，　熔　 1齊『　　　　　　～

騨軟鐵接の熔剤には腐蝕性のものとしからぎるも

のとがある。前者は遊離の酸を含有し，金属酸化

物を除去するのみでなく，多少地金をも侵す作用

があ筍ので，鐡接後は熔剤を中和（石鹸またはソ

’一 _）または洗去する必要がある。

　翫．盤化亜鉛ZnClガ．は軟鐡接に最も多く硬用

’される腐蝕性熔酎である。通例稀盤酸に亜鉛を梢

多量に加えて藪時聞放置し，盤化牽鉛となりたる

液を使用する。幾分遊離の盤酸を含んでゐるので

腐蝕性があり作用は迅速である。勿論純埣の擁化

亜鉛を水に溶かして使用しでも差支えなv・6鍼接

時た於ける本齊ゆ作用1は先づ加熱のために水分蒸

襲し，次坐で固形分は熔けて梢粘性蓼帯びた融液

となり・酸イリ物を溶去Pて金鵬面を清掃するぱカ｝

7ー

　　りでなぐ・奉面琶保誰して酸化を防止するに》る。－

　　　b．樹脂（主として松脂または杉脂）そのま，

　　またはアルコ肝ル溶液として使用する。燃嶢によ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ．　る炭素の還元力により酸化物除去と表面保護の作

　用を有するも，、そのカは盤化亜鉛に劣りかつ高温

　縄斌曝黒占がある・’　、、　　。
　　　c．獣脂その作、用は樹脂と同一であるが，樹

　脂より・も劣る。

　　　dぜ盤化アン妊γXH4Cl（噛砂）高温におV、

　　てクロ・一ルを襲生し，金属酸但物を盤化物とする

　カを有するも；自縢熔融しなv・ので熔剤としてゐ

　　　　　　　　　　　　　　完全な働ぎを現わさな“。

＼　e．糊状熔剤（パスタ類）盤化亜鉛を主威分ど

　もたものと，樹脂峯主域分としたものとの二種あ

　　る。前者は盤化亜鉛の外に盤化アンモニア，樹脂，

　獣脂等を含み，これにアノレコ幽ル，・紡フイソ，

　オリーブ油，ワゼリソ，，グリセサン等を混じて液

　歌または糊状としたものである。後者は樹脂を茱

難藩憾繊鍵どと難繋もr
　　次略金厩髄合ナる熔剤を學げて見ると

　　銅，眞鍮，砲金等　　　　　盤化亜鉛，樹脂

　　鉛　　’　層　　一獣脂，樹脂　・

　　亜鉛及び亜鉛引鐵板　　　　盤酸（これは盤化

　　　∵　　　　’　　　　．亜鉛を生するから．

　　　　　　　　　　　　　　　である）．

　　錫及び錫引鐵板（ブ、リキ）㌃盤化亜鉛，樹脂

　　鐵，銅等　　　　　　　　踵化アンモニア

　　銀，蒼鉛等　・し　　　『　　盤化亜鉛　　一

　　　91鍛接法　　㌧

　　・軟鐙接には饅またほ焔を使用するg饅は普通銅

　製で，鎗形，斧形のものがある。通例，ガスその

　他にょわて加熱し，1これを熔剤，例えば盤化亜鉛，

噛水中に浸して饅の尖端を清漂となし，直に白鍼上

　を擦るとその部分は鑓引さ航るζ亀玉なる。一そこ

　で二方には清浮となせる鐡接金属面に木片婁の他

　によりて僅少の熔剤を塗り，加熱鐡引された饅を

ワ接すれば容易に鐙接が行はれるρ旋穿し大なる金

　属を接合ずるには片手に饅を，〒片手に白鍼俸を持

　つて蓮績的に作業を行うこともある。まだ長V・接

合部には白鐡線を横たえて蓮繍肱鍼接を行うと



　　18　　　　　　　　・

！と．が出來る。　　　L　　　　　、

　　鎭は作業中時々加熱せねばならぬのであるが，

そ㊧都度鐡引きをする必要がある。ただレ白鑓の

つv・たま玉度々加熱すると饅の尖端に脆v・合傘や

酸化物が出來て鐡引きが困難となり，・鋸で削去せ

．ねばならぬやうになる恐がある。　’　　　一

　鋤連績的に力嚥し，作業能率を高める鋤に

峠ガス饅，電氣饅などが使用される。

　輝を軟鐡接に鷹用ナるには吹火管による場合と

　トーチランプTo曲】ampを用ふう揚合とある。

　トーチランプの燃料には主としてガソリンを使用

チる幡蹴ベガー夙石油ア加一，壕ど
　も用いられる。

　二個の鉛管を鐵接するには，銀接面を創りて清

潔となし，これに牛脂を塗り，また周園の境界部’

には油煙を塗布して∫鍼の不必要な蔀分にまで鑑’

がることを防ぐ。別に鐵鍋に熔融しでおv・た白鐵

を湯注ぎに聖りて鐵接部に流し，〕厚き布片で捏ね

て鑓を厚く盛り上げるのである。との際鐵として

臓熔融匿間の贋V・印 烽ﾌ，、 �ｿPb67　Sn33％’の白

鍼㌃使甲し，作業に便ならしめる。叉鐵の熔融に

は前記のトーチ残プを脇るζともある．一

　　　　　第十四　アルミ’ニシム鐵接法

　アルミニウムの鋒撚こはまだ完全な方灘・翻

さ，れやない2’　，　　㌧
，’ ｵゆして現在では硬鐵，．軟銀の二者が用v・られ

る。硬鍛は熔接と軟鐵接との中間にあるもゐで熔

接が甲難啄ときにのみ利用されるが結果は1あまり

良好でなv・。軟鍼接は灘氣に封して耐久性がない

騰がある・御てア・峠ニウム騰接姻瀦

接がよいと購れる・轍鋤二三陣げる老，

　Al　8n・Zn　Pb　C・顕C“熔融匿断．
　11．6　　　62．0　　　15．0　　　8，0　　『3．〇　－　　1　　で一　　223－5030G

l：1禦繋゜；・望㌦叢載襯

　5・0蘇86・0．β〇ニーご一200－4蹴
亀25－35　1昌一25　10－：20　5－152〔）－35　－　．一　　’＿＿・　　＿

　鐙接の方法はます表面を鑛または砂紙にて清掃

し∫その上に鐵を置き，ガス吹火管にょり加熱し

森難禦増㌶諺欝豪魏劣讐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48

　ある。このときに地金表面の強固な酸化膜は破壌

されζ，鎌は地鉾表面嬬らすこと・なる．こ．

一れを鱗引きと樗する。かくしぞ鍼引きされ旋表面

！同志の鐡擁ば晶般の敵鍼接のやうに鎭と鐙とで行

　はれる。或は叉銀引面を孚田をもつて鐵接しても

　差支えない。　、　　r　　　　l　、’

　　ナルミ動ムの表敵鋤ツ秘施してカ・狛

鐡で鱒接する方法は銅メツキ層と、アルミウム暦と

　の粘著が比較的弱V・ので，灘i氣に封する抵抗もあ

　まり芳しくなV・。

　養アルミニウムの鐵接には通例熔剤を使用し濠

　V・。しかしときには獣脂，樹脂，クロール亜鉛，

’砂糖等が用いられる。（完）

　正誤
　本講座前號掲載の記事に誤りがありましたので

次の如く訂正V・たします。　　　　　9

　前號ユ頁第一一表の耳02Au　883は833，　Cu’34

は70に訂正V・たします。．

　下顎前歯の翻Fに起因する鯖支持繊疾患

　　J．ムD．A恥ch　i．↓947　R。we’S，、、ith¶。

　下顎繭の進雛の爾腓は減入聴いて屡
々観察されるが，このような歌態は，非衛生的，・

非機能的であつて，その結果歯牙支持組織疾患が

意ぎ起されたり塘悪したりする。

　こρ下紬歯の翻陸浩滅せしめ勧ならば，

齢支持灘躍醐する葡な治灘の一つど
して数えること牟出來・しかも下顎前歯隣接面蝕

鰯威立の豫防にも役立つ。

　かムる爲L排の原因はまだ完全に明らかにせられ

てV・ないが，下顎智歯殊に近心た異常傾斜レてい

る智歯の出齪，歯牙の有オる近心移動ρ自然傾向

が異常に促進されたもめ等の場合が考えられる゜

の姦驚も騨糠欝灘雰婁
程大き之なv・ごと，遺傳，、内分泌異常等も原因’ ﾆ

．なり得る。本症の最も効果的且つ簡輩な療法は翫

排の程度が甚しぐ・煽醜支持組織疾霧へ繰し

易V・歯牙を撰〃で抜去することである。犬歯はε、

g騨掘べ弊い・瞬擁～r


