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再び金代用合金に就て供一）

　　Abermals廿bbr　die　Goldersatzlegierungen

　　　　　　　　　　　　　讐學博士花、澤鼎
　　　　　　　　　　　　　　　　　はな　　　ざわ　　　　かなへ

　本年の1月以來本誌に連載しナこ金合金代用合金に關する私の小文は，戦時禮制下に於ける所

謂際物であつ⇒ヒだけに意外の反響を呼んで，一方では構讃激鋤の言葉を頂いたが，他方では叉

かなりに批難攻撃の的婁もなつナこ。併し後者はあまわ學問的の批評ではなかつたらしいから之

を不問に附するこさざし，弦には更に其後に現はれた二三の事實や，銀「パラヂウム」に關する

研究事項を追記して見ようミ思ふ。　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　代用合金に劃する私の見解

　歯科に使用せらる｝代用合金は，それが衛生材料であるだけに決して装飾用の代用合金なさ

ざ同一覗するわけに行かぬこ電は言ふまでもない。從つて一方では口腔内に於て不攣性である

ざ云ふ嚴格なる化學的性質を要求し，他方では硬度ざか強度さか弾性ざか，其他種々なる物理

的性質が要求されるのである。而して20「カラット」や22「カラヅト」の金合金が歯科衛生材料霊

して何等非難の起らない理由は，勿論其有する善良なる物理的性質に基くざは云へそれよりも

重大なのは口腔内に於て維封不攣牲であるためである。若し金合金が多少なりミも口腔内で溶

けて攣色するさすれば其有毒，無毒論は別ざして之を完全なる衛生材料なりざするに難色あり

霊云はざるを得ない。之鷺反封に或る種の合金が縄封に口腔不攣性であるさすれば，他の物理

的性質に多少不満o）黙があつても之を金代用合金ざして其使用を推漿するに何等揮る所がない

わけである二現時倫議論の申心をなせる「㍉ケルクローム」合金にした所が，それが口腔液に全

く不攣性であり，又規格調査會で定められた試藥に不溶解性であるざすれば有害無害論は全く

起らないから，我々は多少製作上の不便を忍んでも之を使用して差支ないざ云へる。

　近時多賀谷工學博士は「ニヅケルクローム」合金が溶解性であるに拘らす，動物試験の結果全

く人膿に封し無害なるこさを圭張せられ，然も此事柄が大阪に於ては「ラヂオ」によつて放逡さ

れ，又各地の普通の新聞に掲載されてかなり世入の注意を喚起した。私は此説の當否に就ては

何等の批評すべき根髄搬ないあで多くを論弗つもりはないが，他方には叉本年の蝟東

京に開かれた大日本歯科馨學會総會の席上で若井博士が動物實験の結果「ニッケルクローム」の
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　有毒有害なる事を聲を大にして圭張された。不幸にして之は「ラヂオ」や新聞に現はれなかQた

　ので・あまり世間に知られすにしまつた。が・併し何れにしても殆んさ時を同ふして全く正反封

　の意見が嚢表されたのはかなりの皮肉であり，我々は其何れを是なりミすべきかに躊躇せざる

　を得ない。更に衛生試験所の技師勝田理學士は歯科用衛生材料ざして「ニッケルクローム」合金

　の有毒なるこミを主張せられ，之に關する氏の見解が翫に「パンフレ．ト」になつて登表されて

　ある。若し之が大髄衛生試験所の意見を代表するものであるミするざ我々は之を無硯して直に

　「二。ケルク1ローム」合金は無害無毒なるが故に使用差支なしさ云ふわけには行かない。

　　思ふに或る種の金代用合金が少く霊も規格調査會の定めたる『0・05％の盤化水素溶液，1％乳

、酸溶液（日本藥局法孚L酸1・3分．水93・7分）6・1％硫化「ソーダ」溶液拉に1％食盤溶液中に約37

　度に於て7日間浸漬するも固有の色澤を保ち且液を著色すべからす』ざの條項に適合し，且實際

　に之を口膣内に使用するも全く不溶解性であるミすれば有害無害論は起らないから我々は安心

　して之を患者に使用するござが出來る。併し「ニヅケ、ルクローム」合金のやうに前記の試藥殊に

　酸に封する抵抗性少く，容易に溶解せられて液は緑色に攣する霊するミ之を以て直に衛生上差

　支なき材料なリミ云ふわけにはゆかぬ。叉銅や眞鍮の如き前記の試藥によりて短時間内に烈し

　く腐蝕されて緑攣乃至黒憂し，口腔内に之を使用して容易に攣化するこさが明に観察される金

属にありては恐らく之を有害なり，有毒なり，歯科衛生材料ミしては不適當なりざするに何人

　も異議なき所であらうが，それにもか｝はらす，か〉る金属を口腔内に使用して果して如何な

　る程度に人禮に危害を及ぼしたりやを實際具髄的に謹明するこさは頗る困難らしく想像され

　る。況んや「二。ケルクローム」合金では酸に溶解される程度が銅や眞鍮に比して遙に少く，且

弦に生じた金属盤は容易に水に溶解し去りて表面に著色性の物質を止めないから，金属面は常

に一定の光澤を有し，皮相の観察に於てはム見何等の攣化が起つたやうに思はれないのである

から，之は眞鍮類よりも遙に無害論が起り易いのである。

　　之を要するに我々は歯科用合金の化學的性質言しては次の如く判断すべきではあるまいか。

　1．酸類殊に盤酸ミ乳酸εに封して全く不溶解性であるもの，例へば高「カラ．ト」の金合金

乃至少くざも25％以上の「パラヂウム」を含む銀合金な普は此條件に全く適合するから衛生材

料ざして何等間然する所がない。其外耐蝕鋼（「ウィプラ」の如き），「コバルトクローム」合金（「ヴィ

　タリウム」の如き）o）如きも物理的性質に於ては幾多の鋏貼を有するのであるが化學的性質ざし

ては何等非難すべき所がない。

　2・現在市販せられて居る「二。ケルクローム」合金は盤酸や孚L酸に封して可溶性であり，從つ

て有害無害論が爾決定を見ないから，我々は之を衛生材料ざしての使用推奨を爾今後の研究に

挨つて定むべきである。

　3・眞鍮類の如きは試藥に封して抵抗甚だ弱く，攣色し易いのざ，銅は一般に有害なり霊せ

られて居るから，之が使用は避くべきである。
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「アマルガム」と錫「アンチモン」合金

　歯科用の「アマルガム」が圭εして銀，錫，水銀ミよりなるこミは周知の通りである。又銅を

多量に含める銅「アマルガム」の如きも存在する。是等の「アマルガム」は何れも盤酸，乳酸，

硫化「ソーダ」等の試藥に封して全く抵抗性を有せす，從って口腔不攣性でないこ霊は云ふまで

もないが，それにもか〉絃らす現時倫盛に使用されつ射あるこ霊は大なる矛盾ざ云はねばなら

な眺若し此金屡がr二。ヶルク・一ム」合金なさのやうに最近に紹介された合金である霊し巽

ち恐らくは無害論よりも有害有毒論が断然勝を占め，歯科衛生材料ざしては不適當なりεして

葬り去られたかもしれない。数年前掲逸の方面では「アマルガム」の有毒論が普通新聞に現はれ，

かなのに世人の注目をびいた。最近に於てもベルリン大學の化學者シュト。ク教授Prof．　Stoek

はZah蝋tztliche　Rundschau　Nr。9－－10，1939誌上に於て水銀拉に「アマルガム」の慢性申毒

電題し水銀申毒による全身の症状や診断を論じ，更に歯科讐自身拉に患者に起る危瞼を述べた

後『願くは近き將來に於て「アマルガム」ざ同贋値にしてしかも無害なる充墳材の出現せんこミ

を希望する。それまでは歯科讐療上銀「アマ）レガム」を使用し其不利を忍ぶ霊しても，各歯科讐

は自身拉に患者が健康上の危瞼に曝されるこざを認識して可及的之を防止せねばならぬ』さ。

　「アマルガム」が有毒である宣の議論の起るのは勿論其申に水銀を含有するためである。殊に

銅「アマルガム」は銀「アマルガム」より゜も有毒なるこざは一般に知られてゐる所である。從つて

歯科讐なり叉は助手なりが日常多量の銀「アマルガム」を煉合し，殊に指を以てするやうな場合

には確に中毒の起る危瞼がある。日本に於ては幸か不幸か歌洲に於ける如くにあまり多くの「ア

マセガム」充唄を施さない唱金屡冠を装置する傾向が盛であるから，水銀中毒問題は外國に於

けるほさ適切でないかもしれない。それにしても我々はDieck，　Schoenbeck，　Wannenm孕cher

氏等の主張せる如く「アマルガム」に封しては次の如き見解を保持すべきであらう。

　1．銅「アマルガム」ば歯科臨鉢上からは排棄すべきである。　　　　　　　　・　　1

　2・水銀を使用するに當のては歯科署は自己の健康上最大の注意を彿はねばならぬ。　　　’

　3・銀「アマルガム」はより良き材料の現はる〉まで充墳材ざして使用して差支ない。

　錫ε「アンチモン」の合金である「アコライト」AcoIite拉に國産品なる「トリオライト」」キャ

スタル」等は躊造專用の合金であるざは云へ耐蝕性に乏しいので理想的の材料でないこさは前

同に述べづヒ通りである。私は寧ろ此種のものよりも銀合金を使用するのが合理的ではないかさ

考へてゐるが，不幸にして「パラヂウム」銀合金以外に適當なるものが見當らない。

「アマルガム」乃至錫「アンチモン」合金に代用し得べき

　　　　　　　　　　二三の銀合金

最近私は「アマルガム」及錫「アンヂモン」合金の代用ざして次の様な銀合金を作つて使用して
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見ナこ。

　1・鋒造用銀合金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　銀　50　°　　「カドミウム」10　　　銅　10　　　亜鉛　30

　此合金の色は少しく黄色を帯びてゐるが研磨すれば全く白色ざなる。あまり展性がないから

用途は蟻造專用であち。

　2．欝造並に銀用の銀合金

　　銀81亜鉛10錫3　「カドミウム」3　銅2　「ニッケル」1
　此合金は白色で展性があるから鏡造拉に鋲用ミして使用される。

　以上2種の合金の鋸融間隔ざ硬度は別表の通のである。勿論耐色性が縄封的でないから永く：

種類
露融間隔 硬HB 度

　　サKC～℃ 徐副急冷
Cu　10

Zn　30 　　　、
T55～630° 127 191

Cd　10

Ag　50

Sn　3

Cd　3
、、r

Zn　10

Ni　1 670～745 76 64

Cu　2
「

Ag　81

口腔内におくざ多少硫化して黒攣する傾向があ

る。，叉試験管内では耐蝕性に乏しい憾があるの

で理想的ではない。但し今日までの口腔内の小

實験の結果では多少攣色にする言しても先づ

「アマルガム」の代用ざして臼歯部に使用するに

は差支あるまいざ思ふ。併し耐蝕性でないざす

るミ銀は別ざして其中に含まる玉銅や亜鉛の巾

毒問題が起るかも知れないから聲を大にして之

を推奨するわけにはゆかぬ。其黙では前同に蓮

べたシェーンベック氏の「チェコメタル」（銀87－89

％，錫9－11％，白金4分の3－1％）の方が，假令同様に耐蝕性に乏しいざしても有毒問題を一

起す危瞼は少いらしい。

「クロームメッキ」問題

　最近「プラヂウム」加工機ざ云ふ妙な名前の機械が大阪方面から登費され’たが，製作所の説明1

する所によるざr「プラヂゥム」ミは「アルミニウム」に於ける「ア）レマイト」の如く銀に「プラヂウ

ム」被膜を作るにあり』ざのこεである。併し，實際は電氣によりて「クローム」を銀に「メ。キ」

する機械に過ぎない。印ち銀を以て金属冠なり叉は架工歯なりを作り，其上に「クローム」を鍍金

して銀の腐蝕を豫防せんミするのである。而して廣告文には機械の納入先ミして我々の學校も

塞げられてあり，叉灰聞する所によるざ私が此「クロームメ。キ」に賛意を表しておるかに宣傳さ

れて居るざのこ霊であるので，弦に此問題を取φ上げて一言私の所信を述べるつもりである。

先づ「クローム」鍍金をなすべき地金の銀に就て考察して見るこさムする。

　元來銀又は或る種の銀合金は鋳造，鍼著，薄飯作業等に適し，歯科技工上からは極めて好まし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜき性質を有するに拘はらす，他面に於ては耐蝕殊に耐色性に乏しく，容易に硫化して黒攣すみ
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ε云ふ大なる鋏黙があるこミは周知0）事實であり，私は前同にも此貼を強調し弛。例へば銀の

金属冠を作りて口腔内に装置するざ短時日にして黒攣し，歯頸のあたのから腐蝕によりて漸次

破壊されてくるのを見るのである。併しながら弦に生じた黒色の硫化銀は全く水に不溶解性の

化合物であるから，之が局所の組織に封して有害に作用するミは考へられない・叉之を嚥下し

ても非吸牧性である限り中毒症状を來す危瞼は想像されない。

　以上の如く銀は假令黒攣しても衛生的見地からは少しも差支ないざした所で，か〉る不耐色

牲の金屡を直に口腔内に使用し得ないこざは云ふまでもないから，比較的耐蝕性の張い「クロー

ム」を鍍金して銀の黒攣を豫防せんミする企は一寸面白い思びつきであり，叉實際之を口腔内に

試用して相當の数果を塞げ得るこεであらう。例へば銀冠を作つて之に「クロームメ。キ」を施

し，之を或る臼歯に装置したミするざ，其封合歯ざ衝突する咬合面の部分な汐は速に「クロー

ム」の磨滅を來して地金である銀が表面に現はれるざした所で，其後縄えす摩擦の加はる限り其

部の銀は恐らく黒攣する催はないであらう。叉黒攣した霊しても衛生上の見地からは少しも差

支ないのであるから，此方法は頗る合理的であるらしく見えるのである。併し問題は左様に簡’

軍に考へるを）けにゆかない。何ミなれば「クローム」は前にも述べた通り耐蝕性に乏しく，規格に

定められた1％乳酸や0・05％盤化水素溶液に多少溶解する性があるからである・かくして一方

では微量の「クローム」の無害論を唱へる人があつても，他方には「クローム」が「クローム」酸ざ

なりで有毒に作用するざの議論もあるのであるから，我々は此「クローム」鍍金法を何等間然す

る研なき良法霊して推奨するこミは出來ない。か〉る見解の下に私は製作所から此「クロー和

鍍金機の試用を依頼されたにか〉はらす，之を實際患者には慮用して居らぬ。叉豫防法は講じ

’てあるミしても，此機械を使用する際には多少「クローム」酸瓦斯が嚢生してくるう・ら，日常之

を使用する人は中毒を起さぬやう注意せねばならぬ。

金「メッキ」問題

　近時「クロームメッキ」o）代のに銀に金「メッキ」をする方法が企てられ，現に或る特種の金「メッ

キ」機械が「クロームメ。キ」機械ざ同様に畿費されるに至つた。私の見聞し弛ものは鍍金液も

・梢ヒ特種であり，機械はかなりに高贋で，一般の翻木家に封する普及硅に乏しい憾があるやうに

思はれた。・併し軍なる金「メッキ」であるざするざこんな高償な機械でなくミも出來る筈である。

　銀叉は適當なる銀合金を玖で金冠なり架工歯なりを作り，之に金「メ。キ」を施して銀の腐蝕を

’豫防する方法は「クロームメヅキ」の場合ミ異り，衛生的見地からすれば何等非難すべき所がな

・い。之は將來「メッキ」が剥げて銀地金が露出しても何等有毒の物質が生じないからである。併

し何にしても「メ。キ」であるから耐久性の黒讐に於ては不充分であり，叉其製作物を口腔内に装著

してから研磨するミ廣く銀地金の露出する櫻がある。

　まナ三やつては見ないが，金「メ。キ」ざ同じ意味で銀の地金に「パラヂウム」を電氣鍍金するの
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は更に一層實用的ではないかざ思はれるが，之は將來の研究に委ねるこさにしよう。

　　　　　　　　　　　　　ヂニッケルク舜一ム」合金の成分

前剛こ卿姉販の・一・ケル如一ム・合金の分搬は・二・亮ク・一ム・膨事の鑛の％が

不明瞭であつ旗ので，其後に得たる成績を基げて前同の不備を補ふこ電ムし旗。’

晶名IN・IC・iF・IC・IC・IZ・lpblA・．
A　テ 86。1圭 9・72 ◎・43 o・47 1・98 o・◎雛 痕跡 0．◎§05

B　エ 81・99 9・38 i・08 0・42 4・01
，， ，， ，，

C1　サ 82・97 10・47 0・53？ 0・10 0・51
，， ，， 0・0003

C2　サ 83・69 9・86 1・13 0・33 0・41
，， ，， 0・014

1）　ド 81・72 6・91， 0・95 0・29 0・24
’， ，●

り・0005

寧　ネ 95・52 2・28 0・47 Ob29 0・35
，， ，， ，，

F1　ミ 82・60 8・66 1，ら6？ 0．13 0・32
，， ，， ，，

F2　ミ 89。蟹 4・◎9 1・ま2 ◎。33’ 4・24
，， ，， ，，

G　ス 52・53？ 12．39 ・11・77 0・17 0・10
，， ，， ，，

　、

　　　　　　　　　　　　　　　「ヴ汐リウム」の成分

掲逸ク・ら檜社の登費にがはる「コ宅・ルトク・一恥合金皇防「ヴ、タリウム」v26qを分析

して得たる結果は吹め通あである。・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　・

　「コバルト」60・15，’「クローム」23・07，鐵8・98，「タングステン」5・92，rモリブデン」1・50

　前回に於ては「ヴィタリウム」惣「クローム」・マルト」合金ざ記載したが此分析の結果からすれ

ば「コバルト」が圭髄であるから之は「コバルトクローム」合金ミ構すべきである。更に昨年嚢賞

された新しい「ヴィタリゥムjVl80はドクトル大塚豊美氏の好意により掲逸から輸入して貰づ

牝ので直に之を分析して見た結果は次の通りである。

　「シリシウム」0・85，鐵6・67；「絶リブデン」2・67，「クローム」20・80，』バルト」68・87，

　　　　　　　　　　　i
合計99・86

　此合金の耐蝕乃至耐色性は全く間然する所がないから之を金代用合金εして推奨するを揮ら

ない。殊に新レい「ヴィタリウム」は硬度も£ブソネル3160位に低下されたので財ンレ塑」，金

冠等に適する霊思ふ。唯鋸融黙が高ぐ，作業が困難であるから結島特別濠技工所に其製作を委

ねねばならぬ鷺云ふ大なる不便があり，叉金属其ものは比較的安贋である一にか》はらす作業が

困難であるために製作費が嵩哲憾がある。

銀「パラヂウム」合金の有毒問題

鋤こ「パラデウム・，金，「カドミウム・な漉加へ姶金例へば金冠恥して前剛こ墾げ襯

成（「パラヂゥム」25％，金5％F，「カドミウム」5－10％，’銀60－65％）の合金なさは耐蝕性も
　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
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あり叉耐色性もあるので，歯科衡生材料Sして何等鋏貼なきものであるこ霊は試験管内の實験

によるも，叉臨林上の経験からするも疑なき事實であるに拘らす，此種あ合金を以て有毒なり

叉は有害なリミ主張する人のあるのは甚だ不審に堪ぺない。之はあまり學問的の根抵ある議論

でないかも知れないが之に封する私の考を少しく述べて見るこミ♪する。

’　先づ「パラヂウム」は硝酸に封して抵抗性が少いから必すしも口膣不攣性でなく叉其化合物は

有毒ださの説である。元來「ベラヂウム」は白金族の元素中白金や「イリヂマム」や「ロヂウム」な

曹に比し硝酸に侵され易いこ霊は事實である。併し「パラヂウム」の溶解されるのはかなり濃度

の葺い硝酸に逢つた揚合であつて，口膣が堪へ得らる～程度の酸には決して侵される惧はない。

叉ロ腔内に醗酵乳酸や盤酸（例へば胃酸の逆流によ6，女は盤酸「リモナーデ」さして）や食物ざ

しての有機酸（酷酸，果實の酸の如き）なさの現はる〉こεは想定されるが硝酸が口腔内に現1ま

れるこ電は或る特殊の場合例へば硝酸を取扱ふ聯工の如きにあらざる限り一寸考へられない。

從つて硝酸は金屡の耐蝕試験液霊して使用されてゐないのである。かくて「パラヂウム」が口腔

内で硝酸のために侵され有害作用を現はすなさミは何等根嫁のない見解である。若し此筆法を

以てすれば金も王水に侵されるから有毒である電の結論が威立するであらう。

　次は銀の有毒問題で，例へば銀は硝酸に侵されるざ硝酸銀が出來る。硝酸銀は腐蝕性があり

有害有毒であるから銀合金は衛生材料に適しないざの見解である。銀は口腔内で容易に硫化し

て黒色の硫化銀を生すざは誰も知つて居るござであるが，硝酸に侵されて硝酸銀が出來るなさ

ミは珍論である。我々の口腔内に果して銀を溶解するやうな遊離硝酸の現はれる揚合を想像し
　　　　　　　　　　　　、＼
得るであらうか。叉假りに百歩を護つて微量の硝酸銀が生じた電しナこ所で，恐らくは食片乃至

唾液申の蛋白艦鷺容易に結合して不溶解性の蛋白化銀ざなるであらうし，叉微量の食盤があれ
　　　　　　　　　　　ザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

ば直に不溶解姓の盤化銀が出來て何等粘膜に有害作用を及ぼすごさはあるまい。

　元來30％前後の「パラヂウム」を含める銀合金や20「カラヅト」前後の金合金が耐蝕性である

言云ふのは，「パラヂウム」なり，金なのの分子が耐蝕牲のない銀霊か銅さかの分子を包園して

保護するためである霊されて居る。それ故「パラヂウム」や金の量が少くなれば逡には銀や銅の

分子を保護するこさが出來なくなつて耐蝕性がなくなるのセある。勿論合金の組成は同一であ

つても合金の方法が當を得ない鷺耐蝕性に乏しくなる。叉金属を白熱款態から急冷する電「へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とテロ」罷緯なりて同様に耐蝕性に乏しくなるこざがある。我々はかある黙に充分な注意を彿つ

て銀「パラヂウム」合金を使用するSすれば有毒問題は全く起らない霊考へられる。　．　亀

銀「パラヂウム」合金の硫化「ゾーダ」試験問題

　歯科材料規格調査委員會に於て暫定的規格三して探用され旗第8號乃至11號案は圭ざして

金合金代用合金に封するものであるが，其申の化學的性質の條下に『本品は0・5％盤化水素溶液，

1％乳酸溶液，0・1％硫化「ソーダ」溶液拉に1％食盤溶液に約37度に於て7日間浸漬するも固

　　　　　　　　　　　　9
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看の色澤を保ち且液を著色すべからすボありながら，他方にはr但し白金族元素を25％以上含

有するものは硫化「ソーダ」試験を適用せす』さ云ふ除外例が設けられてあるために之が畿多非

難の的霊なつ洩甚錫きに至りては之は銀rパラヂゥム」合金を畿費する，極めで少歎の製作所

に封鯵保護案で不純な動機の下に規定され規のだ謎れ丸然のみならす他芳に1ギ本品

中「ニッケル」叉はrク鴇一ム」を含有するこ霊あるも其量35％似下ならざるべからす瞥さの一項

があるため之は全く「ニッケルク耀一ム」合金を歴迫する牝めのもので極めて不公李ださされた。

　實際我々が初めの頃に試作した鋤・穿ラヂウム」合金は比較的耐色性に乏しく・硫化「ソーダ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
識に1抑何にして樋過するミ思1まれなかつ艦娯當時市販の銀「パラヂゥム・合金中にも．

今臼の製品ざ異り此試騨こ及第しないものがあつたこざは事實であろ。それ故に銀「パラヂウ

ム」合金は假令硫化黒攣しても衛生的見地からは毫も有害ではないめであるから，暫時此條項

を適用しないこさにしたのであつ麗。併し今日に於ては研究は以前よりもi遙に進歩し，最早此

硫化「ソーダ」試験を適用して’も立派に攣色しない合金が製作ざれ叉市場にも嚢費されるに至っ

たのであるから，所謂銀「パラヂウム」合金の保護案ミ見られ乖此條項は最早之を削除するも少

しも差支ないのである。但し現在市販の銀「パラヂウム」合金は過去に於ても何等此規格の制裁

なり保護なりを受けておらぬし，叉現今でも同檬で同案が何等二，三の製作者の利盆を齎したわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
けでなく，從つて實際にはあまりやかましく論する程のものではなかつたのである。のみなら

す規格調査委員會で定めた規格は何れも参考案であつて未だ藥局方の様に何等法的の制裁力が

あるのではない。是等の案が何れ厚生省に廻され，やがては政府の手で規絡調査委員會のやう

なものが繊さ馬ζ鰺考寒して討謙定され酵或は現在の日礫局方の中にでも恥

入れられ》ば鉱に初めて法的の数力を生するであらうが，併しそれまでには相當の年月を要す

るであらうから前途は遼遠であるざ云はねばならぬ。唯我々ミしては1日も早くかΣる時の來

らんござを希望して止まないのである．　　　　　　　　　　　　L
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　更に『本品中fニッケル」叉は「クローム」を含有するこミあるも其量35％以下ならざるべから

すゴ三の一項は「ニヅケルクローム」合金の歴迫案であるさされたが，之は大なる誤解である。何

Sなれば目下市販の「・㍉ケルクローム」合金は別表の如く何れも「ニッケル」の含有量が80％以

上で・甚しきに至りては95％以上のものすらあるので，35％なさ〉云ふ籔字さは相隔るこミ

遠いのである。叉「クローム」は10鬼内外のものが大部分であるから之も35％ε云ふ数字ざは

縁が薄いので，全く「㍉ケルクローム」合金を目標にしたものでないこミがわかるミ思ふ。要

するに之は「㍉ケルクローム」鋼に封する制限で，鐵に之以上の「ユックル」や「クローム」を加へ

る霊耐蝕姓がなくなるからさの見解から此項目を設けたのであつた。其謹檬には此規格案から

此項目を取り除いて見た所で，「二。ケルクローム」合金は其他の化學的蚊に物理的試験に通過

困難であるからである。但し私自身の考からすれば今日ではこんな誤解を生じ易い條項はあの

規格中から全部取り去つても少しも差支ないミ思つてゐる。



、一ﾔ澤＝再び金代用合金に就て一 462

　　　　　　　　　凋逸製銀「バラヂウム」合金の成分と麟験φ成績

前同私は現鯛逸で畿せられつ・あ繊…ラヂウ4・合金蹴て其灘的性質撚兼

が，其後二，三のものを輸入して之を分析し且化學的の性質を實際に検討して見たので，其成績

を報告するこき〉する。

　A　分析の結果

　實瞼に供した合金は次の4種で，成分は別表の通りである。

　1．「ペダガン」Pedagan

之には鋸用，墜鰍用，躊湖冶釘用，・バー・用，鋤錬用の礪難鰹があるが

分析したのは次の3種だけである。

　　　　　　　　　　　　　　　銀　　　　「パラヂウム」　　　銅　’　　　亜鉛　　　　　・含計

　　　金冠用　1／540　　69・29　　29・92　　0・13　．　0・61　　99・95
　・　　　　鱒　造　用　　　　巫／590　　　　　　　56・93　　　　　　　30・75　　　　　　10・07　　　　　　　1。00　　　　　　　99・75　　　　　・

　　　墜蔭p熟用　　　　1／640　　　　　　　67・95　　　　　　　30・06　　　　　　　　－　　　　　　　　1・92　　　　　　　99・93

　此合金中には金を少しも含有して居ないこ霊が特色である。

　2．「パリアーグ」Pa匪1語g

　之には金を含めるもの豊然ら1ざるものミの2種がある。私の試験9たのは前者で共成分は次

の通りである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　金　　　銀　『パラヂウムま銅　　　亜鉛「カドミウム」合計

　　　金冠用W2・03704127・72－　一　一　99・86
　　　金壽i造用　　、　M’　　2●02　　　58。20　　　27803　　　1◎◎51　　　　1●90　　　　・　－　　　　　99●66

　　　　　鑑　　　　　　　34　　　　24・97　　　27・60　　　　13●63　　　　21●15　　　　◎●80　　　　　11．弓◎　　　　99●95

　歴印躰乃至合釘用εしてのPは試験して見なかつた。

　3．　「パンゴルト」P鼻ngold

　之は大髄に4－5％の金を含める合金で，其分析の結果は次の通りである。　　　　　　．

　　　　　　　　　金　　　　 銀　　 「パラヂウム3　　銅　　　　亜鉛　　　　合計

　　　金冠用　3・96　　6舞08　　26・66　　　－　　　0・23　　99・93
　　　塵印駄用　　　　4●86　　　　　　　59．19　　　　　　　28遜0　　　　　　　5・81　　　　　　　1。34　／　　　　　99・60

　　　躊造用　　　　4。97　　　　　　　57σ81　　　　　　　27・06　　　　　　　8。10　　　　．　　2・15　　　　　　100・09

　　　鉤用4・47　58・56　28・89　6・03　2・12　100・07
　蔓．　「アルバjAlba

　「アルバ」には0，G，　P，　Kの4種霊2種の鐘電がある。其中鑛は1種だけ試験して見た。

分析の結果は次の通りである。

　　　　　　　　　　　　金　　　銀　　「パラヂウム」　銅　「コバノレト」亜錯　　合計、

　　　弾、力鎌　　0　　0・40　40・70　　42・16　　10・15　5・35　1・10　99・86

　　　鋳造用G5・3454・94　29・26　8・00一辱2・4199・95
　　　歴1…p練用　　　　p　　　　5●23　　　　55●32　　　　　　30eOO　　　　　　　6．50　　　　　－　　　　　2●75　　　　99・75

　　　金冠用K4。5◎64・09　30。05　0・50－一π0・7099・84
　　　　　動箋　　　　　　　狂　　　34匹。9◎　　　29・35　　　　　11・15　　　　　14。03　　　　－　　　　10332　　　　99・7与
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　B化學的試駿の成績

　上遽の濁逸製銀rパラヂウム」合金，「パリアーグ」，「ペダガン」，「パンゴル稲，rアルバ」の

・4種を『本晶は0・05％慰化水素溶液，1％乳酸溶液細本藥局方乳酸1・3分，水98・7分），◎・1％

硫化「ソーダ」溶液蚊に1％食臨溶液中に約37度にて7日間浸漬するも固有の色澤を保ち且液

を著色すべから．す』の規格に從つて試験したるに，碗％硫化「ソーダ」溶液を除く3種の試験液

中にては合金は全く鍵色せす，且液も著色を來さなかつた。然るに◎。1％硫化「ソーダ」試瞼1こ

封しては次の如き成績を得弛。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・’

　1．「ペダガン」

　0・1％硫化「ソーダ3試験　液は著色せす。

H釧金
　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

冠　　用
1／540

i　　墜印駄用
　　　　1／640

液上の金屡面攣色する
も殆んさわからず

　　　同　　上

　　　同　　上

　　　同　　上

　　　同　　上

」　　鐙　造　　用’
　　　∬／590

液上の金屡面や、攣色

　　　岡　　上

金圏全面や、攣色

　　　岡　　上

　　　岡　・土

　　　商　上

力
録
風
I
V

一

金罵面や》攣色

同 上

面や、攣色

岡・ 上

同 上

同 上

£．　「パリアーグ」　　　　　　・

〈）・1％硫化「ソーダ」試鹸　金属面微に攣色するも液は著色せす。

日敷1　躊　造　用　M’

　1

金　冠　用　W

2

3

4

5

6

7

液上の金驕面や～憂色

同　　上

同　　上

金罵全面攣色

同　　上

同　　上

液上の金薦面や㌧攣色

同　　上

同　　上

同　　上

｝司　　上

同　　上

　　　ヤ3・「づンゴルト」

0・1％硫イヒ「ソーダ」言式験 液は著色せす。

日釧 歴印抹用「 金　　冠　　用 鉤 用 錆i　造　　用

1

液上の金罵面や》攣i色

液上の金驕面攣色
液中の金屡面や、攣色

液上の金麗面や》攣i色

金罵全面攣色

液上の金罵面や〉攣色

液上の金驕面攣色
液申の金罵面や》攣色

液上の金驕面や》攣色

金驕全癒攣色
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4

5

6

7

同　　上

液中の金鴎や㌧溶解せ
り

同　　上

同　　上

同　　上

、同　　上

液中の金罵や》i溶解ぜ
り

同　　上

同　　上

液中の金圏や》溶解せ
り

同　　上

同　　上

同・　上

液中の金囑や》溶解ぜ
り

同　　上

同　　上

4．「アルバ」

0・1％硫化「ソーダ」試験　液は著色せす。

日釧鶏金冠用 B騨購刷q勤獺陣躊造用
1 液上の金罵面攣色 金屡全面攣色 液上の金驕面やト攣色 金閣全面攣色　F
2 同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

3 同　　上 同　　上 同　　上 ・　同　　上、

4 同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

一　5 同　　上 同　　上　　　一 同　　上 同　　上

6 同　　上 同　　上 同　　上 同　　上

7 同　　土 同　　上 同　　上 ，同　　上

　以上の所見からするミ眞に硫化「ソーダ」試】瞼により攣色しないものは「ペダガン」1／540金冠．

用だけで，次に「ペダガン」1／640歴印躰用のものも先づ差支ない程度である。然るに其他のも

，のにありては総て此試験により攣色する。此黙からナるミ現在我國で研究された製品の方が優

秀である。（未完）

　（25頁より績⇔一『ご　　…’

　ソヴイヱツト冠會保瞼制度の現在の状態は他國マ）それざ根本的に異る。工業，商業，敏育，文牝若

くはその他の企業及機關は國が直接にか，協同組合，勢働組合及公共機關た通じて間接にか所有経螢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1してゐるから，冠會保瞼は全然國の螢むビころである。その保瞼給付もま7こ他國のそれざ軌た一にし

てゐない。金庫の使途はまナこ現金現物給付の外，託見所，夏期「キヤムプ・サチトリウム」，休養の家，

旅行宿舎，競技場，「文催休養の姻・の建諜備麗のナ・めに常て弛てゐる・基傘の2分の震

3分の2の間の額がより嚴格な意味あ保瞼給付に當てられ，その残額は娯樂的丈牝的な費目に振當

てられてゐろ。この費目に振當てられる金額は中央政府の補助による追加金ざ併せて組成諸共和國

内の健康敏育及紅會保障委員，に撒布せられるのである。

　適用範團
　撰，協肩組合，公的若くは私的機關及企業（外國人た包含す）の一切の勢働者被傭者，蛇に學生にし　1

て年金な受領してゐうもの若くは現在職業修業中にて從前に雇傭されてゐナこ†こめに給與まナこは賃金

一為受けてゐろ學生なぜが制度に「カバー」ぜられてゐる。年齢の制限はない。正規の職業た有しない

者，集團農場の農夫及人口の60％た占める私的農夫なさは，制度から除外せられてゐる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下次號）
　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ「’


