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高Alオーステナイト系ステンレス鋼の歯科応用に関する研究*

-鋳造体の耐食性,機械的性質,陶材との焼付性一
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緒　　　　言　　　　　　　　　　　鋳造用合金として使用されているのではなく,加工材の

項在,ステンレス鋼は矯正線,クラスプ線,圧印床,　　形態で用いられているのみである｡この系の合金を歯科

乳歯冠そしてインプラント材などに利用されているが,　　鋳造用に応用する試みはあった｡･2),3)ものの,鋳巣の発

生により耐食性が劣化すること,鋳型材との焼付きが激

*本論文の要旨は,第　　東貢歯科大学学会例会
年6月8日,千葉)において発表した.
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しいこと,などから鋳造用合金として普及するには至ら

なかった｡



632 吉成,他:高Alオーステナイト系ステンレス鋼の歯科応用

一方,ステンレス鋼の耐食性を改善したり,より多く

の生体適合性を付与することを冒的として,合金表面に

アルミナ皮膜を形成する手法が検討されている｡一つは

物理的蒸着法　　　法)を利用して合金表面にアルミナ

をコーティングする方法4)であり,もう一つは高Alフェ

ライト系ステンレス鋼を高温酸化処理して表面にアルミ

ナ皮膜を形成する方法5･6)である.前者は敏密な皮膜を形

成するものの鋳造欠陥部-の均一被覆が困難なこと,後

者はフェライト系ステンレス鋼であるため合金自体が脆

性であること,液相点が高すぎること,などから歯科鋳

造用に応用することには困難性を伴っていた｡

そこで上記の困難性を克服し,鋳造用として応用でき

る可能性のある高Alオーステナイト系ステンレス鋼が

着目され,歯科領域-の応用に関して検討が加えられ,

本鋼の優れた酸化特性が明らかとなった7),8).本報吾で

は,本鋼を非責金属系合金の鋳造方法によって鋳造体を

作製し,溶出試験を行うことにより耐食性を評価すると

同時に,鋳造条件が機械的性聾に及ぼす影響,および陶

材との焼付け性について調査することにより,本鋼の歯

科鋳造用合金としての可能性を検討した｡

実験方法および材料

本実験に用いた高Alオーステナイト系ステンレス鋼

は新日本製蔵社製　　　　であり,その組成およびイ

ンゴット試料の活性薯を　　　　に示す｡本合金を貢

空溶解で溶製し鍛造,熱延ののち,約10×10×　　　の

立方体に切り出して,インゴットとした｡

上　溶出試験

溶出試験は,皮膜形成を行っていない鋳造試料(As

および鋳造体に皮膜形成処理を施した試料につ

いて行った｡鋳造体は,リン酸塩系埋没材(セラミゴー

ルド　　　　　　　　　　　　　で埋没後,鋳型を800

℃にしセラミックスるつぼを用いて高周波遠心鋳造(デ

ンコーオートセンサ　　　　　ー　　を行って作製した｡

また皮膜形成を行った試料には,鋳造体を

minの条件で大気中加熱しアルミナ皮膜を形成した試料

およびAl塗料塗布後9)ァ

ルミナ皮膜形成熱処理を行った試料

を用いた｡各々の条件の試料を, 37℃

溶液　　　に1カ月静置浸溝後,溶液中に溶出し

た　　　　　濃度を原子吸光分析装置(セイコー電子,

にて測定した｡濃度から単位表面積あたりの

溶出重義に換算して条件間の比較を行った｡

2.引張試験

鋳型の調製は　　　　¢×　　　のアクリルロッドを

円錐台に5本植立し,リン酸塩系埋没材(セラミゴール

ド　　　　　　　を用いて塊没し,リングレス法にて

行った｡鋳造雰囲気,鋳型温度および熱処理は

2に示す要因,水準に設定したo鋳造後は埋没材の型離

れ(鋳造体への焼付き)状況,ロッド状鋳造体の鋳造性を

観察した後,引張試験に供した｡

引張試験は万能機械試験機(オートグラフ

島津)にストレーンゲージ式ひずみ測定装置を取付け,ク

ロスヘッドスピード　　　　　　で行った.機械的性質

として,引張強さ　　　耐力,伸びを求めた｡

3.歯科用陶材との焼付試験

陶材との焼付試験は,溶出試験と同方法にて作製した

20× 5 ×　　　の板状鋳造体を用いて行った｡焼付性

高Alオーステナイト系ステンレス鋼の組成および話性賛

組成

｣　　　　Al o.｣　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　上汁:M

液　相　点　　　　　　　　　　　｡C

密　　　　度

熱膨張係数　　　　　　　　　　　×

機械的性質(圧延材)

硬　　　さ

弾　性　率:

耐力

引張強さ

伸　　　び:

(新自蔵　　ステンレス･チタン研)
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は以下の2つの手順で評価した｡

1)陶材の剥離性の観察

板状鋳造体を　　　　に示す条件で前処理を行い,

に示す市坂のオペ-ク陶材を専用治臭を使用し

厚さ　　　に築盛した後,メーカー指定の条件で焼成

を行った｡焼成後,陶材側に引張応力が加わるように手

圧で曲げ,陶材の剥がれ方を観察した｡

2)曲げ試験による焼付強さの測定

焼付強さの測定は,剥離性試験で良好な結果を示した

研磨紙　　による研磨　　｡c l時間熟処

理後再研磨)の前処理を行った試料に　　　　　　お

633

よび　　　　　　　陶材を焼付けたものについて行っ

た｡各々の陶材のオペーク,ボディー陶材を　　　ず

つ築盛焼成し試験に供した｡焼付強さは,陶材側に引張

り応力が加わるように試料をセットし3点曲げ試験を

行って測定した.測定には万能機械試験機(オートグラ

フ　　　　　　島葎)を用い,クロスヘッドスピード0.5

スパン長　　　　ポンチ半径,支点半径と

もに5mmの条件を採用したo陶材に鼻初に亀裂が生じ

た荷重(最初に応力の急激な減少を認めた点)をPとし以

下の式により焼付強さを求めた｡

(p:荷重, I :スパン長, b:試料幅, h:試料厘さ)

鋳造および熱処理条件

要　　　因　　　　　　　　　　　　　水　　　　　　　準　　　　　　　　　　　　　略　　号

A　鋳造雰囲気　　　　Al :アーク式加圧鋳造(モリ夕,サイクラーク)

A2 :高周波遠心鋳造(デンコ　　　　　セラミックスるつぼ

A3 :高周波遠心鋳造(デンコ　　　　　カーボンるつぼ

B　鋳型温度

B2 :

C　熱処理　　　　　　Cl :なし

｡C, 1時間(アルミ塗料使用)

Ar

Ceramic

Carbon

800

300

as cast

heat treated

合金の前処理(陶材焼成)

処　　　理　　　法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略　　　号

研磨紙　　による研磨

研磨紙　　による研磨　　　　　時間熱処理

研磨紙　　による研磨　　　　時間熱処理後再研磨

研磨紙　　による研磨,アルミ塗料塗布

研磨紙　　による研磨,アルミ塗料塗布後　　　　時間熱処理

コランダム　　によるサンドブラスト処玉里

EP

EPHT

EPfITRP

EPAL

EPALHT

SB

使用陶材

商　品　名　　　　　メーカー　　　バッチナンバー　　熱膨張係数(×　　　　　　　　略　号

VITA VMK68　　　　　Vita　　　　　　　　　　　1982

松風

ユーロセラム　　　　　クワタハンデント

Ceramco II Ceramco LN2320

VITA DURIN Vita　　　　　　　　　　　　-395

VITA HIICERAM Vita 0313

14. 0-14. 5*　　　　　　VITAVMK

)

EC

CERAMCO

VITADUR

VITAHI

*文献値

-　59　-
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実　験　結　果

1.溶出試験

溶出試験結果を　　　に示す｡本装置における検出

限界を〃　　　　に換算すると　　　　で0.2〃g/

で0.3〃　　　である｡

鋳造試料　　　　に比べて,アルミナ皮膜を形成す

べく熱処理　　　　　　　　　　　　を施すことにより

Ni溶出室が約1/6に滅少した｡ Al塗料を塗布し熱処

理を行った試料　　　　　　　　　　　　からの溶出室

はさらに減少した｡

2.引張試験

鋳造体は全ての鋳造条件で埋没材の焼付きはなく,型

離れは良好であった｡また, 5本のロッドは完全に鋳込

まれていた｡
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に引張強さ　　　耐力および伸びを示

す｡全体的には市販のN主Cr合金と引張強さはほぼ同

等であり,耐力はやや小さく,伸びは大きな機械的性

を有していた｡

熱処理を行うことにより強さ(引張強さ,耐力)が減少

し,伸びは増加することが有意　　　　　に認められた｡

熱処理試料について,鋳造雰囲気を要因A,鋳型濫度

を要因Bとして二元配置分散分析を行った結果を

5に示す｡

引張強さは,要図Aのみが高度に有意であり寄与率も大

きかった｡即ち, Arが最も大きく

の服であったがこの両者には大差がなかった｡

耐力は,全ての要因が有意であったが,これはAr,

で　　鋳型の条件がやや大きな値を示した結
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引張強さの分散分析

635

要　　因　　　　平　方　和　　自　由　度　　不偏分散　　分　散　比　　寄与率(%)

A　鋳造雰囲気

B　鋳型遮.皮

Ax B

E　誤差

合計

113153. 1　　　　　　　2

9434. 1　　　　　　1

2177. 1　　　　　　2

54887. 6　　　　　　24

179651. 9　　　　　　29

56576. 5　　　　　24. 74**

9434. 1　　　　　4. 13

1088. 5　　　　　　0. 48

2287. 0

e
U

4

　

0

　

0

　

だ

U

O

　

4

　

0

　

5

･*p<0.01

耐力の分散分析

要　　因　　　　平　方　和　　自　由　度　　不偏分散　　分　散　比　　寄与率(%)

A　鋳造雰囲気

B　鋳型温度

Ax B

E　誤差

51390. 1　　　　　　　2

10378. 8　　　　　　　1

5574. 6　　　　　　　2

10256. 0　　　　　　24

77599. 5　　　　　　29

25695. 0　　　　　60. 13**　　　　　65. 1

10378. 8　　　　　24. 29**　　　　　12. 8

2787.3　　　　　　6. 52**　　　　　　6. 1

427. 3　　　　　　　　　　　　　　16. 0

･*p<0.01

伸びの分散分析

要　　薗　　　　平　方　和　　自　由　度　　木偏分散　　分　散　比　　寄与率(%)

A　鋳造雰囲気

B　鋳型温度

AX B

E　誤差

合計

341. 9　　　　　　　2

287. 9　　　　　　　1

709. 6　　　　　　　2

1010. 8　　　　　　24

2350. 1　　　　　　29

工0

287. 9　　　　　　6. 84*　　　　　10. 5

354. 8　　　　　　8. 43''　　　　26. 6

42. 1　　　　　　　　　　　　　　51.9

･p<0.05, **p<0.01

異であり,寄与率は要因Aが最も大きかった｡従って全

体的には,引張強さと同様Arが大きな値を示した｡

伸びは, Arおよび　　　　で　　鋳型が大きな値

を示したのに対して　　　　　では　　鋳型の条件が

大きな伸びを示したため,要因AとBの交互作用が高度

に有意であった｡伸びの最も大きな条件は

るつぼ,鋳型温度300℃であった｡

3.陶材との焼付試験

1)陶材の剥離性

に各々の組み合わせにおける剥離性の観察結

果を示す｡剥離形態の評価は, ○ :一部凝集破壊, △ :

曲げ時に剥離, × :焼成時に剥離,とした｡

および　　　　　　陶材の熱処理やアル

ミ塗布を行わない条件において比較的強固な接着状態を

示した｡アルミナ系の陶材は全て焼成中に剥離した｡ま

た,熱処理やアルミ塗布により表面に安定なアルミナを

形成した表面では陶材は熔着せず僅かな力で剰離した｡

2)焼付強さ

焼付強さ試験の結果を　　　に示す｡　　　　　に

おいては　　　　　　　　　　　　　　　　　　　におい

ては　　　　　　　　　　の焼付強さが得られたo　ま

た,臨床的に使用されているニッケル･クロム系合金の

の陶材焼付けシステムである

の組合せにおいては　　　　　　:　の焼付強さ

を示した｡

-　61 -
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陶材の剥離性

前処理

EP　　　　　　　　　△

△

EPHTRP

△

△

SB　　　　　　　　　△

○
△
○
△
　
△
　
<

△
　
△
一
△
　
△
　
△

○
　
△
　
○
　
△
　
△
　
△

×　　　　　　　　　　　×

＼

×

×

　

×

○ :-部凝集破壊, △ :曲げ時に剰離, × :焼成時に剥離
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Stainless steel Unimetal

陶材との焼付強さ

考　　　　　察

上　鋳造可能なアルミナ析出型ステンレス鋼について

ステンレス鋼は耐食性,生体親和性に優れることから

矯正線,クラスプ線,圧印床,乳歯冠そしてインプラン

ト材に,加工材の形態で用いられている｡この系の合金

を歯科鋳造用に応用する試みは　　　　ら1),高橋ら

によってなされたが,鋳造後も展延性が確保されている

ものの,表面のミクロな鋳巣の周りに赤旗が発生するこ

と,鋳型材との焼付きが激しいこと,などから鋳造用合

金としては改良の余地が残されていた｡

-方,高Alフェライト系ステンレス鋼を酸化処理し

て表面にアルミナ皮膜を形成し,生体適合性を付与せし

めるための研究は岡部ら5),大西ら6)によって行われて

きた｡しかし,この系の合金は強固なアルミナ保護皮漠

を生じ易いものの,高塩強度が小さいこと,脆性である

こと,液相点が約　　℃と高いこと,などから歯科鋳造

用に応用することは無理であった｡

そこで鋳造を行っても屡延性を保持し,酸化処聖によ

り表面にアルミナ皮膜を形成して耐倉睦を確保できる,

-62

高Alオ-ステナイト系ステンレス鋼に着目し,歯科鋳

造用合金としての可能性について検討した｡

一般にオーステナイト系ステンレス鋼では,酸化処理

により　　　を保護皮膜として生じるが,酸化膜は比較

的厚く,地金との熱月影張係数の差により熟衝撃を発生し

て脱落する危険性が大きい｡財前ら　はオーステナイ

ト系ステンレス鋼でアルミナ皮膜を作る合金の可能性を

探索してきたが　　以上のCrを含有する鋼に　　以

上のAlを添加することによりその可能性を見い出し

た｡本研究では以上の成果を踏まえて,鋳造材でも安定

なアルミナ皮膜を形成する組成に改良した合金を使用し

た｡

2.耐食性について

鋳造試料においては,鋳造前のインゴット試料と比較

して耐食性が悪化し,溶出量が大きくなった｡鋳造する

ことにより鋳巣が発生し,機械的性質のみならず耐食性

が劣化することは周知であるが,本合金においても鋳巣

の周りに赤窮が発生した様相3'が認められた.これは本

合金の腐食様式が孔食の発生による局部腐食であるため

鋳巣が腐食を助長する役割を果たしていることと,鋳造

用として脱酸剤などの添加元素が詳しく検討されていな

い合金であるためと考えれる｡しかし,皮膜形成のため

の熱処理を施すことによりNi溶出量が約1/6に減少

した.河合11)によれば試作Ni一　　　　　　　　およ

びNi一　　合金のリンゲル溶液

浸漬4週間におけるNiの溶出

萱はそれぞれ　　　　　:　　　　　　　　および

であった0本合金はアルミナ皮膜

形成熱処理により,試作Ni一　　合金からのNiの溶

出量と同等となり, Al塗料を塗布した後に熱処理を

行った試料は更に溶出室が減少することが確認されたo

これらは廠密なアルミナ皮膜が形成されていることを裏

付けている7･S)ものであるが,鋳造体であるが故に酸化
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処理のみでは完全な被覆が不可能なことも考えられ,

Al塗料塗布前処理は必要であろう｡このAl塗料はAl

粉のほかに

を有機溶剤中に含ませたものであり,鋼表面層の

Al濃度を高めることにより初期のアルミナ形成に寄与

する,内部酸化層の形成を阻止する,アルミナ皮膜欠陥

部を補修するなどの効果を有するといわれている9)｡

3.鋳造および高塩酸化処理による引張特性の変化につ

いて

本鋼は前項でも述べたように母組成が歯科鋳造用とし

て開発された合金ではないので,鋳造による機械的性掌

の変化,特に伸びの減少を伴う脆化が懸念される｡本実

験では,厘没材の型離れ(鋳造体＼の焼付き)状況,ロッ

ド状鋳造体の鋳造性を観察するとともに,各種鋳造条件

および熱処理による機械的性葉の変化について検討し

た｡

本合金の鋳造体は　　　　　等のオーステナイト系

ステンレス鋼で懸念された埋没材の焼付き2･3)はなく,

鋳型離れは良好であった｡また,鋳造性も良好であっ

た｡これは鋳造体表面にアルミナ皮膜が形成され,この

アルミナ皮膜がリン酸塩系埋没材と反応しないためと考

えられる｡

歯科用合金のような延性を有する鋳造体の機械的性質

のうち,強さは主に結　粒の大きさに支配され,延性の

度合いである伸びは主に鋳巣に支酉己される12)｡結晶粒の

大きさは冷却速度に影響され,速度が大きいほど結晶粒

は小さい｡一方鋳巣は合金の凝固収縮,空気やガスの巻

き込み,溶湯に溶解したガスの凝固時における放出量,

により影響される｡そして,鋳巣の生成量および形状

は　　溶湯の冷却速度　　鋳造圧　　ガスの溶解室

酸化物の存在室,などの要因に支配される｡本研究では

以上の支配要因のうち　　　　に関与する鋳造雰囲気,

(1)に関与する鋳型温度,について調査した0

本実験で用いた高周波遠心鋳造機は鋳込み濫度を設定

でき,一般に非貴金属系合金用にセラミックスるつぼを

使用している｡カーボンるつぼを用いた条件では,不完

全ながらも還元雰囲気で溶解できるがカーボンによる鋳

造体への悪影響も考えられる｡アルゴンアーク式加圧鋳

造機は,チタン鋳造用に開発されたものであり,不活性

ガス雰囲気で溶解でき,圧搾Arガスにより冷却速度は

かなり大きいと考えられる｡鋳型濫度は冷却速度に影響

し,低いほど冷却速度は大きく凝固時間が短くなるの

で,気泡の核の成長が抑制され,結果的に鋳巣が減少す

るといわれる13)｡また,結晶粒が小さくなる｡
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本実験の結果,酸化皮膜形成のための熱処理により強さ

が減少したのは,岡部ら5)によっても言及されているよう

に結晶粒の粗大化が原因であろうoまた,アルゴンアーク

鋳造で最も大きな強さを示した理由は,この条件が鼻も冷

却速度が大きく結　粒が小さいためと考えられる｡

伸びは, Arおよび　　　　るつぼでは　　鋳型が

大きな値を示したのに対して　　　　　るつぼでは300

℃鋳型の条件が大きな伸びを示したO　この理由は明確で

はないが, Arおよび　　　　るつぼの　　鋳型では

冷却速度が大きすぎるため表層直下に引け巣が4じた可

能性がある｡一方　　　　　るつぼの　　鋳型では逆

に冷却速度が小さく凝固時間が長いので気泡の核成長が

妨げられなかったためと考えられる｡何れにしろ,組織

や　　　　の形態の調査などの精査が必要であると考

えられるo結果的には　　　　　るつぼで　　鋳型が

最も大きな伸びを示し偏差も小さく,展延性の観点から

はこの条件が適すると考えられる｡

以上より,高Alオーステナイト系ステンレス鋼の鋳

造体の機械的性質は,現時点の組成では鈎用,床用とし

ては強さがやや小さいものの,鋳造および熱処理後も伸

びが大きく優れた展延性を示しており,歯科用として十

分な実用性を有していることが明らかとなった｡

4.歯科用陶材の焼付性について

本鋼の熱膨張係数は　　×　　　　であり,アルミナ

の熱膨張係数は8.0×　　　　である｡この複合材に対

して,歯科用陶材がどのような熔着挙動を示すかは興味

のあるところである｡そこで熱膨張係数が比較的大きい

4種の長石系陶材と熱膨張係数が小さくアルミナ皮漠と

連続層を形成する可能性のある2種のアルミナ系陶材

を,各種前処理を行った本鋼に焼き付け,本鋼の歯科用

陶材焼付用合金としての応用の可能性を検討した｡

アルミナ皮膜とフェライト系ステンレス鋼母材との密

着性が優れる理由として岡部らは5),内部酸化物が釘の

ような作用をすると同時に緩衝材の役割をして熱膨張係

数の差により発生する応力を吸収する,内部酸化物が合

金中の空格子点を消滅させるので皮膜･合金界面にボイ

ドを形成しにくい, Zr酸化物のアルミナ皮麓-の混入

が皮膜の焼結特性や塑性変形能を向上させる,ことを挙

げている｡オーステナイト系ではフェライト系に比較し

てAlの拡散速度が小さいため,巽常内部酸化物層が形

成される危険性を有する｡本鋼は　　　量を従来より

増室させて,異常な内部酸化物の形成の軽減を図ったも

のであり,フェライト系と同様な機構によりアルミナ皮

膜の密着性が優れているものと考えられる｡従って複合
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材としての熱膨張係数は母材のそれに近いものと考えら

れる｡

本実験の結果　　　　　)および　　　　　　陶材

の,熱処理やアルミ塗布を行わない条件において良好な

接着状態を示した.即ち,熱処理やアルミ塗布により表

面に安定なアルミナを形成した表面では良好な陶材の接

着が待られなかった｡このことに関して,易焼結性アル

ミナ(大明化学)塗布後　　℃で1 h熱処理行った試料に

ついて陶材熔着を行ったが同様に剥離した｡これらの結

果は,合金表面にアルミナ層を形成させると熔着性が悪

くなることを示している｡この理由として,熱月影張係数

の観点からは,表面に形成されたアルミナ層が熱膨張係

数の小さいため歯科用陶材との間に局部的な応力を生じ

さた結果と判断される｡しかし,熱膨張係数の小さなア

ルミナ系陶材を使用しても剥離が生ずることから,桑瑚影

張係数の差に起因するよりも,水を媒介として築盛する

歯科用陶材とアルミナ層のぬれがまいことが最大の要因

と考えられるo従って,射影張係数は全体的には母材の

それから判断するのが妥当と考えられ,アルミナ陶材は

余りにも熱膨張係数が小さいため焼成中に剥離したので

あろう｡

以上より,本合金に対する歯科用陶材の熔着は,安定

なアルミナを形成する前にステンレス鋼と比較的熱膨張

係数の近似した陶材を用いることにより達成される可能

性があることが見出された.臨床的には一旦熱処理を

行った後陶材焼成部分のみを再研磨して陶材焼成を行う

べきと判断されたo　しかし,本陶材においてもオペーク

焼成時に微純なクラックがみられ追加のオペ-ク築盛･

焼成が必要な場合があった｡従って,安定な熔着を保証

するためには陶材の熱月影張係数を引き上げるべく改良が

望まれる｡

結　　　　　論

高AlオI-ステナイト系ステンレス鋼を非貴金属系合

金の鋳造方法によって鋳造し,溶出試験を行うことによ

り耐食性を評価すると同時に,鋳造条件が機械的性聾に

及ぼす影響,および陶材との焼付け性について検討した

結果,以下の結論が得られた｡

1.本鋼鋳造体はアルミナ皮膜形成熱処理により, Ni

合金からのNiの溶出室と同等以下となった｡

また, Al塗料を塗布した後に熱処理を行った試料はさ

らに溶出室が減少した｡

2,本鋼鋳造体は,埋没材の焼付きはなく鋳型離れは良

好であった｡鋳造体の機械的性薯は,鈎用,床用として
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は強さがやや小さいものの,鋳造および熱処理後も伸び

が大きく優れた展延性を示しており,歯科用として十分

な実用性を有していることが明らかとなった｡展延性の

大きな鋳造体を待るには,セラミックスるつぼの使用

と,低温鋳型が適していた｡

3.本鋼に対する歯科用陶材の熔着は,熱膨張係数の比

較的大きな陶材を,アルミナ皮膜を除去した面に築盛,

焼成することにより達成されることが見出された｡
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The corrosin resistance, mechanical properties, and porcelainlusing ability of castings of

a new austenitic stainless steel, on which was forming a protective alumina film is formed by

means of oxidation treatment, Were evaluated.

castings with the alumina film released less Ni than in the case with conventionalNi-

20Cr alloys. Corrosin resistance was especially highwhen an aluminum slurry was painted on

castings before oxidation treatment･

Because of the formation of the alumina layer, casting surfaces demonstrated no reactions

､V　　　　　　　　　　一　　　　　　　　､,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　､V

-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼､

applicability for dental use.

Fusing of dentalporcelain seemed possible if porcelains with comparatively large thermal

expansion coefficient were applied to areas of the casting from which the alumina film had

been removed.
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