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・一ﾔ澤＝金合金代用合金に就て一 器

　　講　、座

金合金代用合金に就て（其ご）’

Uber　die　Golder忌atzlegierungen．

馨學博士　花
　　　　はな

澤
肋 幕

三．鐵を主髄とせる合金

　「クロームニ〃ル」鋼（耐蝕鋼，不鋳鋼，十八八鋼，特殊鋼等の別名があるう「．ウィプラ」，Wipla

「プラチノキシー」Platinoxy，「フィ々ミノ・ッ〃ス」Firminox，「プラディン」Pladin等

　1919年クルップ會肚の歯科主任ハウプトマイマー且auptmgyer氏が揚象，中央歯科讐學會に

於て噛科に於ける耐蝕鋼（不鋳鋼）の慮用に就て・む瞭di・．V・・w・ndu璽v・n…tf・ei・m

St・hl　in　d・・Z・hnh・ilkund・瀬せる講灘試み，・初めでク・一ム㍉ケル、鋼を紹介して以

來・世界の到る庭に於て此鋼の優秀なるこざ灘めちれ，現准でなかなりに廣，く慮用せられる

に至つ’た。　　　　　　　　　　　　、

　鐵の防錺に就ては古くから種々なる研究が行はれつ｝あ？たのであるが，1913年に至り英國

のBrearley氏が初めて「クローム4約13％一「コバルト」0・3－0・4％の鋼を叢見し之を不錺鋼

Stainless　steel霊名け，次で掲逸のProf．　Dr．　Straus及びDr．　Mauer雨氏も亦クル．ブ會

肚の研究室に於て「クロームニ。ケノヒ」鋼を登見し，之を前記の如くノ・ウプトマィアー氏が歯科の

技工上に雁用したのであつた。而して現時圭ざレて使用茸られつふあるクル．プ會肚の耐蝕鋼

はウィプラWipla（Wie　Plat無「白金の如し」の略）又は．V2Aざ構せられ其成分は秘密ミせら

ひも鰐には「ク・一ム・2°％・「二・ケ・レ・7二9％，炭素幡％，騰1ま鐵であ凝・）こミであ

る・Imbu・ch氏はf－・ケ…8・1％・「ク・「ム・18％鐵7》73％，．炭素0・06％，・マンガン・

0・6％・硅素0・5％（Z・R・，1937，S．1578）なる分析表鵬げ，遠齢塑學博士は・ク・一ム、20・4

％「㍉ケル」8・6％，硅素2・5％，「マンガン」0・4％，炭素0・5％，残り鐵なりεした。

W五pl・÷V2Aとの關係・・ウハマイアー民の最初の報告（D・M・f・Z。，1920，　S．1）には・ウィプラ、

なる編槻當らない縛らV加ごy2・なる商品名醐げ5れ，次の轍（P・M・£Z，，1921，S．129）では
Y2Aが圭・し噛翻髄すると・カ・襯され，・93』物謙では（Z．　R．，・935，　S．846）V2A（Wi，1・）

が完成されナこの℃Vlmは其使用々屡棄しアこ耀記載しである。’勿生氏は其著書：（歯科材料冶金學403＿404

頁）に於てV2Aの外にV2A－W潜塞げ，之がWiplaでV2Aに比し「ブリネル」硬度低く前者は360
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
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後者は250，膣延180躊造なり（Hauptmeyer）としてあるが，ノ・ウプトマイアー民の論丈にはか》ろ匪別が

見當らないやうである。そこで並にはV2A自防「ウィプラ」なりとして記述することにしアこ。但し日本に

輸入さ柵こウイプラ飯には一方にV2Aビ他方にWの印苓がある。思ふにV2Aは所謂十入入鋼の総構名

でWは其中の一種であるかもしれない。

　此合金は極めて高き耐色及耐蝕性を有し，從つて口腔内に於ても全く不攣性である。硬度は

「ブリネル」250位で非常に硬く，一強度は，80K9／mm多，伸は46％；ご衝撃抵抗25　K9／cm2であ

る。比重は7・6で純金の19・3に比し著しく少ない。そこで例へば上顎義歯躰を作るざして金

躰であれば0召5mmの厚さをψ要εするのに　雌合金では機械的性質が張いから約0°15　mm

で充分で，非常に輕い霊云ふ大零る利貼がある。色は銀白色で之を充分研磨すれば美しき金屡

光澤を放ち，研磨面は鏡の如くなり，之を歯鏡に代用するこ霊が出來る程である。」又伸長性に

富み（約46％）繊細なる銀εなし得べく，例へば0・2mmの結紮錬すら製るこざが出來る。鋸融

勲は約1400度，牧縮率は2・7％であるから此目的に適せる特別なる埋浸材馬　酸水素吹管の

力をかるに非ざれば鏡造は不可能である。

．耐蝕鋼殊に「ウィプラ」の組織は「アウステニット」AUSもenit（「ぎ一スタナイト」）で之を急冷し

ても硬化しない。而して600度位で焼鈍参る霊耐蝕性を潰失し脆弱ピなる。此理由から通例

ユ160度の高瀞こ灼熱して急冷し矧犬態でのみ使用されるめである。’但し蓮例の眉を以て加熱し

「たのでは著しく酸化されるので，電氣熔を用ひ℃熔融ぜる盤化「バリウム」中に入れて之を灼熱

し，’次で60度の「ソーダ」水（叉は食盤水）中に投入して急冷し，其表面に附著せる盤化「六リウ

ム」を除去する6此操作によりて耐蝕鋼は軟化し且展延性を増加し；加工が容易霊なるのであ

ろ。

下耐蝕鋼∂）鍼著は甚ガ困難である。’金鑛を用ひても完全に鑛著するござは出來ないから・是非

．必要な場合には高rガラット」の白金加金を使用すべぎである。之に反し電氣鋳接器を以て鋸接

をするこミは最も理想的である。・

　耐蝕鋼の最も圭なる用途廣義歯抹痢右，其外「クラスフ」，矯正用銀帯鎧等に使用されるが

金冠にはあまりに硬度が高いめで適當でない。

今左に義麟ざ’しての利黒占を塞げて見る葛前記の如く金に比し比重が・J・きいので，例へば

Sachs氏は14個の陶歯を附著せしめ弛義歯鉢を出來ちだけ同』の形に作りて試験したちに，

「ゴム」林では209，「ウイプラ」では厚ざ0・15mmで229｝金合金では厚さ0」35　mmで36

9を算した。所で陶歯14個の重さは129であつ弛から林だけでは「ゴム」が89，「ウィプジ」

．109，金249で，其比は1：1・25：3であつナこ。’林の厚さはクルヅプ會肚の測定した所によれ

ぜ「ゴム・では・舳m，r「 純O戸・1よα2mml金合鉢晩m寛吸著1ま錨よりも遙に

優駅ある鋤こ訴ある・張聯亦勿ヒ・プ舗の測定によれば「ゴ冷・では5逸Kゆm2・

金は43Kg／mm2ジ「ウィプラ」・．801（9／mm2であるから「ゴム」の約15倍，金の約2倍である。

礎つて適合可良なる「ウィプラ」休にあり1ては使用中に轡曲女は破折を來す恐は全くない。
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　耐蝕鋼は前記の如く金代用合金ざしてかなりによい性質を有するにかふはらす，硬度あまり

1に高く，一一般歯科讐の技工室では全く製作が出來ない。叉躊造も鋸融黙が著しく高い結果特殊

な埋浸材ざ装置ざを以てするに非ざれば全く不可能である。叉義歯林を作るに當りても高贋な

る大装置ミ特殊なる操作さを必要ざする故に残々は印像を探得して之を專門の製作所に途らね

ばならぬ不便がある。今左に総義歯休の製作工程を参考のために略記して見るざ次の通りであ

る。

　義齢床の調製に先ちては物論精密に印像を探得せねばならぬ。総義歯には石膏よりも寧ろ

「「モデリングコンパウンド」を以て所謂機能印像を探得するこざが維封に必要である。云ふまで

もなく印像の良否が休適合の良否を左右するのであるから此黙に最大の努力を捧げて・之より

石膏模型を調製し，場合によりては林の外形線を模型上に描きて之を製作所に逡付依頼するの

’である。

　製作所に於ては鉤を要するものは先づ之を調製するのであるが，之には初めに鉤の大騰の形

を錫箔にて作り，此型に慮じて耐蝕鋼の飯から鋏子を以て鉤材料を切り取るのである・勿論熟練

せる入にありてはか〉る必要もなく直に金属飯から切り取ればよい。次で「プライヤ・」」で曲げ

戸「レーズ」につけた研磨器で研磨しつ〉正しく鉤の形を作り上げ，之を石膏模型に適合せしめる。

但し響状の鉤は歯牙に接鰯すゐ面多く鶴蝕を誘叢する恐れが多いので，現今では專ら録鉤を使

用するこεが合理的だεされて居るから，之には錬にひいた適當な太さの耐蝕鋼を慮用すれば

よい。併し何れにしても耐蝕鋼は硬度が高く，揮性に乏しいから歯牙を磨滅せしむる弊害があ

ゐので，鉤材料ミしては理想的ではない。そこで鉤だけは豫め白金加金で作る場合もある。「リ

ツガルバー」，「パラタルバー」の如きも大禮に同山の方法で「プライヤー」で曲げて之を石膏模型

一上に適合せしめて置くのである。

　次に模型より多数の砂型を作る。此際鉤を要するものは鉤をつけた歌態を現はせる砂型さ然

ちざるものεを作つておく。今度は此砂型から歴接用の陰陽型を最少限度5組製作する。印ち

・鉛の陰陽型1組，「スペンスメタル」（硫化鐵ざ硫黄ざより成る〉の陰陽型4組である。鉤のある

場合には之は何れも鉤をかけ矧犬態を現にせる模型である。此外に仕上用の陽型を大禮に2個

ノ作る。此際鉤を必要ミする躰であれば此陽型は鉤を取り去つた状態を現はせる砂型から作るo）

である。仕上用の陽型は後に硬「ゴム」を介在せしめて歴接するに使用する。但し「スペンスメタ

9レ」は硬度充分ならざるために72－94％の「アルミニウム」，．6占28％の銅拉に少量の硅素，「マ

グネシウム」，「マンガン」より成る特殊合金，或は亜鉛を圭成分Sせる硬度の高い合金を使用す

る揚合もある。殊に亜鉛合金は「アルミニウム」合金よりも牧縮が小さいので適合性に富める林

’が出來る電のこざである。　　　　　　　　｝

　借歴印をなすに當りては先づ適當大の耐蝕鋼飯を取り，ζを加工し易からしめん＃めに電氣

1熔にて1200度に熔融せる臨化「バリウム」中に入れて灼熱し，60度の水叉は「ソーダ」水中に投
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じ急冷する。かくして得たる飯を鉛の陽型上に載せ木槌を以て叩き大略の形を作り，過剰部を

除き鉛o）陰陽型にて歴接する。次には再び熔融せる盤化「バリワム」中にて灼熱し，「ソーダ」水

中に急冷して第二の「スペンスメタル」陰陽型にて歴接参る。総て歴接には極めて高度の歴を必

要三するが故に電氣装置による大なる油塵器を以て行ふのである。かくして飯の周園を「グラ

インダー」にて剛り，再び陰陽型を代ぺて細部を出すべく歴接し，外形線に合せて周園の不必

要部を創去し，灼熱急冷して同一方法を反復しつ〉第4，第5の陰陽型を以て歴接し，大騰σ＞1

歴印を終るのである。

　歴印終らば鉢飯を熔融盤化「バリウム」中にて1200度位に灼熱し，冷硝酸中に投じて大髄に

清掃を行ひ，更に王水に入れて清掃する。次で電氣鋸接器を用ひて加強附縁，附録，「ゴム」保

持装置等を錯接し，熱硝酸にて清掃する。之は熔接時に銅極を使用するため多少躰面に附著す

る銅を除くためである。熔融瞼化「バリウム」にて灼熱，冷硝酸中に投じて急冷清掃し，鉤のあ

るものは更に仕上用の陽型を用ひてfゴム」介在による駆印を行ひ，石膏模型上に休を適合せし

めて鉤潮木さを電氣鋸接する。鋸接部は金属結晶の攣化によりて耐蝕性乃至彊度を減弱するの・

　　　らで加強のために特殊な白色の金鐙（白金加金鑛叉は「二。ケル」加金鑛）を其上に流鐙する。

　最後に研磨を行ふには「カーボランダム」類にて荒磨きをかけ，「サンドペーパー」（細粗2種）

にて削り，3種の研磨剤を附して鏡の如くに磨き上げるのである。研磨終らば第7の陽型に適旧

合し，硬「ゴム」を介在せしめて仕上げの歴接を行ふ。但し「パラタルバー」を附する揚合，或は

口蓋鐡襲の多き場合には省多撒の陰陽型を必要εするのである。

　金鉤叉は白金加金鉤も亦耐蝕鋼沐に鍼著するこざが出來る。之には特殊な白色の金鍼を使用

する。鐘著部は加熱のために結晶組織の攣化を來し軟化するから，再び歴接を行つて之を張化．

せしめねばならぬ。

　以上に述べたる油墜器，電氣盤化「バリウム」鋸熔，電氣鋸接器等は何れも甚だ高債なもので’

從つて比較的大なる技工室に於てのみ設備せらるべきものである（是等の機械は昭和9年の歯’

科學報第39巻第5號第79頁に掲載されてあるので参照されツヒい）。叉調製上に於ける操作は

甚だ複雑にして熟練の士に非ざれば殆んさ不可能ざ構するも過言でない。かくして躰の原料た．

る「二。ケルクローム」鋼は憤格低廉なるに拘はらす，製作工費の不廉なちは蓋し止むを得ざるこ

ミざ云はねばならぬ。叉實際「二。ケルクローム」鋼は義歯躰用ざしては卓逸せる良性質を有すみ

も，製作の困難ざ工費の不廉なるこ霊が一般の普及性を著しく阻害するこさは甚だ遺憾である．

　嘗てドクトル大塚豊美氏は掲逸クル。プ會肚より「二。ケルクローム」鋼なる「ウィプラ」を輸入

して林其他の製作に從事し，之を一般に普及せしめた。我々は其功勢に封して衷心より感謝o＞・

意を表するものである。叉「ウィプラ」鉤が耐蝕性を有するために健康保瞼讐療材料ざして探用

され居るこざは周知の事實である。併し不幸にも今次の事攣によりて原料の輸入が杜絶された．

らしく，現在では，0「ウィプラ」叉は「スープラ」Aなる名稔の下に類似の耐蝕鋼を作り，・之を・
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代用ミして居るSのこざである。叉本校の出身卒野井學士も「ブラノール」なる國産耐蝕鋼を慮

用して義歯抹其他の製作に從事せられつ〉ある。前述の休製作法は氏の教に挨つ所大であるこ

言を附記して感謝の意を表する。

四．「クローム」，「コバルト」を主艦とせる合金

　a・タンァン氏合金師ち「ヴィタリウム」（「ヴァィタリァム」）Tammannsche　Legierung，

Vitallium，「クロームコバルト」合金Chrom－Kobalt－Legierung

　既に述べたる如く此合金は歓洲戦雫以前にタンマン氏によりて研究され，掲逸クルップ會肚

では1909年以來他の目的に使用して居つ弛のである。所が1932年にアメリカ，ニーヨク市の

・「オーステナルラボラトリrAustenal　Laboratoryで初めて此合金を以て錆造を行ひ之を歯

利補綴上に慮用した。次で掲逸ではクルップ會肚の歯科診療所圭任Hauptmeyer氏が1935及

び1936年にDeutsche　Zah漁rztlic⑳Wochenschrifち誌上に此合金の性質拉に躊造法等を報告

ゐ，それより約2年問にかなり多数例が義翻木ざして使用され，之に關する文献も嚢表され’た。

　此合金は別にV260なる商品名を有し，「クローム」言「コバルト」より威るざ云ふも其成分は

公表されて居らぬ（大髄に「クローム」60，「コバルト」40，少量の「タングステン」，「ニケ。ル」等

らしい）。硬度は非常に高く「ブリネル」250－2qo度であるから，歯牙に過重員澹を來す恐れが

あるので咬合面の調製には推奨されぬ。錯融黙は1425度であるから酸水素を使用するにあら

ざれば之を使用するこ電が出來ない。吸縮率は2・4％で金合金の1・2－1・5％に比して甚しく高

、い。故に普通の埋浸材では膨脹の率が少なく，且埋浸材中の石膏が高熱のために分解されるの

で成績不良である。操作及び研磨は硬度高きため勿論困難であり，充填には不適當，輩に義歯

躰に用ゐらる〉だけである。口腔内不攣性は甚だ高いらしい。

　Rehm氏は此合金を多籔のi義歯林に慮用したる結果完全に耐蝕性なるこざを確謹し，且可撤

・性局部義歯，鉤等に慮用すれば其成績優秀なるこミを認めた。併し大なる躰には完全なる鋳造

：困難なる故に不適なり電し，且大なる牧縮ざ硬度ざを有するために金冠，架工歯；牛金冠，「イ

γレー」等には適當ならすミし牝。

　Klughardt氏も亦此合金があまのに高き坂縮率を有し之を埋浸材の膨脹によりて補ふこε

ガ出來ないのざ，且硬度が著しく高いので架工歯には推奨出來ないεし，輩に局部義歯躰，鉤

・に慮用し得るだけださした。從つて氏は若し此合金の牧縮を補ふこざの出來るやうな高い膨脹

率を有し，且1400度以上の高熱に不攣性である埋浸材が畿見され，更に他方には合金の硬度

を低下せしむるこεが出來れば，鷹用の範園が一層廣まるであらうミした。

　Elbrecht氏も亦此合金の硬度高きために咬合面の調製，「インレー」，金冠，牛金冠等には慮

用し能はすミし，其適慮せる場合は上下顎義歯躰用「バー」，裏装飯，連績鉤，副木等であるざし

プこ口Geyer氏の意見も殆んさ之ざ同一である。
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　Imbuschの報告によればクルヅプ會肚は昨年V180さ構する新しい「ヴィターリウム」を登費

するに至つたざのこざである。此新製品は硬度「ブリネル」160で奮製品V260より100度も軟

かく，從つて普通の「ボーラー」で穿孔するこざが出來る。口腔不攣性は薔品霊同様完全であり

質は緻密で研磨性が高いから攣色を來す恐れがない。叉硫化するこミもないので表面に硫化膜
　　　　ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

を生するこ言はない。’ 苡dは菖品8・3に比し8・1で少しく低い。鋸融間隔は1425°－1450°，牧

縮率は2・3であまり相異はない。躊造は酸水素吹管を使用すれば比較的容易であろ。本品は硬

度が低いので「インレー」，金冠，牛金冠，架工歯，裏装板蛇に小なる鑛造作業に適する。但し

局部義歯休，輩純鉤，連綾鉤，膿漏固定副木等の製作には依然霊して奮品V260が適當である

ざのこミである。

　さて普通の埋浸材は1100度以上の鉛融鮎を有する合金の躊造には其中に含まる〉肩膏の分

解を來すために使用に堪えないこざは前述の通りである。そこでクルップ會肚は初めは「ピロファ

ン」Pyrophanミ構するバイエル會肚登費の埋浸材（恐らくは「クリストバリッド」ε硅酸「ソー

ダ」（水硝子）ミの混合物らしい）を推漿したが，昨年に至り「ヴィタリウム」の躊造に適する新しい

埋浸材「ヴィドゥール」Vidurを嚢費した。思ふに之は粘土様のものらしく，之を煉和するに必要な

る液艦（水硝子？）が附随されてある。普通の埋浸材の如く30分以内で硬化し凡そ0・2の「ブリ

ネル」硬度に達し，之を灼熱すれば強度0・5Kg／mm2ミなる。硬化膨脹を來さす却つて僅に牧

縮する。熱膨脹率は極めて高く既に1000度で2・3％以上に達し，800度に降下するも此膨脹を

持綾するからよく「ヴィタリウム」の坂縮を補ふこミが出來るのである。爾著者によれば此埋没

材の叢見によりて我々は比較的大なる義歯躰の粘膜面をもよく適合性ざなし得べく，且大なる

骨酪様義歯skeletierte　Prothese，全顎に亙れる歯槽膿漏固定用副木等をも一暴に鍍造し得る¶

εのこεである。

　以上の如く「ヴィターリウム」は新奮2種の製品によりて殆んさあらゆる歯科の躊造作業に慮

用せらる》に至つたらしいのである。然も此合金は耐色拉に耐蝕性甚だ高く，且製作物は極め

て堅牢で，容易に破折を來す恐なき貼に於て極めて優秀であるミ思ふのであるが，他方に於て

は1編螺占高くして躊造作業の甚だ困難なるこ言，研磨に多くの時間を必要ざするこ馬從つて

合金其もの〉慣格の低廉なるにかあはらす・工費に多額を支彿はねばならぬざ云ふ不利がある。

之が恐らく普及を障碍する最大の理由であるらしい。但し新製品は硬度が低いので薔品よりは

一層廣く慮用されるに至るかもしれない。

　b．「チコニウム」Ticonium，「トリコニウム」Triconium，「ニラニウム」Niranium，「レニ

クローム」Lenicrom等　　　　．

　是等の製品は目下アメリカで叢費されて居るもので・例へば「チフニウム」は販費所の説明に

よるざ，「コバルト」，「二。ケル」，「クローム」，「モリブデン」，「ベリリウム」かち成るので

Coba也N空ke1，　C壇2mium・Molybde蝉m・Berylli里一Ticoniumε名構がづけられた霊の
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こざである。其他のも0）も恐らく類似の「クロ晒ム」合金らしいが其成分，口膣不攣性の如何，

物理的性質等に就ては不明である。用途は躊造用で圭ミして義歯躰に慮用されるらしい。

　　　　　　　　　　　　　　五．錫を主髄とせる合金

a錫「アンチ毛シ・鉾「ア・リ・ト・、A・・lit・「スチボリ∴ト・Stib・li㍉「スタン・リ・ト・

Stannolit

　「アコリット」は叉「アゴライト」ざ構せられアメリカよりの輸入品が我國でかなりに廣く使用

さ鳩弊では之洞一咽産品がキアスタ）り・1トリオラィ膳の名で類されて居る・

是等の合金は通例錫75－70％，「アン弛ン」25－30％よ城り時には2－5％の銅叉は亜鉛を

含むものもある。用途は錆造專用である。

錫「ア詫琴ン・系の鰭齢かなり騨なも醗離軸のεがあるがCh・ul・nt（Z・R・

193狽V18）氏により示されたものは次噸⑳之によ総錫は8％までは「アンチモン・を

溶騨る（結晶1）・之より「アンチ㌣・彫までは合金は不均一曜織鮪し，就中「アンチモ

　　　　　　　　第　　3　圖　　　　　　¶　　　セ」90－50％を有する合金は結晶1ミ皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕0）混合より，50－53％のものは結晶皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　では錫が「アンチモン」に溶解した均一な
400°

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固溶禮言なるのである。此合金の硬度は

　　　　　20　　40　　60　　θ0　　　　　高まり使用の目的に適せないので「アン

チモ槍櫨を25－3°％位融し硬嘩増牡めに銅1・亜辮が蝿に灘ら栃呪’
「ア w恥ト」，「スタノリット」の如きは亜鉛を含むざ云はμる。

雌金9識管内に於ける耐蝕性は充分でない・例へばCh・ulan㌻カミ1％孚L酸＋0％％鰹

・水虹に工％酪酸を以てせる試瞼による貫黒色の斑貼霊金屡の減量が立誼され’たのである。從つ

てζ塑想的9傘代用合鉦して鞭するこ誰出來ない・鋪燗F融大凡25『－32晦躊

造時に起る牧縮は極めて少ない。Chaulantによるミ硬化時に却つて多少膨脹するミのこミで

ある・紛金は慨して購の抵捌虻乏しく瑚鰯であ硫めに破折し易い繍力需ある・

　之を要するに本合金は化學的性質に於ても，物理的性質に於てもかなり鉄貼を有するに拘は

らす一・殺に使用される所以のものは・主ミして「アマルズム」の代用ミして臼歯部に慮用され且

口腔内に於ける憂色性の少きこミによるもの霊思はれる。

与錫葦鉛「ガリウムJ合金　「イソドゥ門ル」Isodur，「イソプラスト」Isoplast∫「ウィガ」Wiga
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　「カリウム」を含める此種の合金は錯融黙極めて低く（Wiga』80°）從つて之を軟化せしめ’矧犬

態で直に窩洞内に充唄するこミが出來るからアマルガムの代用εなるのである。之を慮用する

に當りては下顎の場合には板歌をなせる本合金δ）適當なる小片を窩洞内に入れ，後加熱せる充

填器を以て金屡を軟化せしめながら充唄するのである。上顎では合金を普通の「アマルガム」輸

途器にて輸途する。即ち此合金を或る金属匙の上で火娼にかざして鋸融し，次で少しく冷却せ

しめて梢丸成形的ミなつ’た所で之を輪途器に取り入れ，『再び少しく火焔にかざして軟化せしめ

た所で之を窩洞に逡りて充填するのである。凝固してから10分間後の硬度は60－90Kg／mm2

に達する。Feiler氏は「ウイ）めWiga「メタル」の充唄に就て述べて曰く此合金は物理的拉に化

學的の性質上から「アマルがム」の代用品ざして種々なる優鮎がある。即ち「アマルガム」の如く

之を煉和するの前準備を必要ざしないばかりでなく，充填後直に研磨するこミが出來る。反「ア

マルガム」ざ異り合金を悉く使用するこざが出來るから，多量に煉合し過ぎたり叉は充墳中に墜

落し’たりするナニあに起る損失を來すこミがない。反「アマルガム」を煉和するこεにより起り易

き術者の水銀中毒は此場合問題ざならないざ。但し他方に於ては「ガリウム」は有毒なので本合

金の使用による有害作用が報告されて居る。　　　　　　　　　，　　　’

六．「アルミニウム」を主髄とせる合金

　「アルミニウム」は延伸，鎚展拉に鍛接するこミの出來る軟い金属で鋸融購は約660度位，著し

く「ガス」を吸牧する性がある。叉牧縮率も高く10％位である。此者を主禮ミせる合金は其数甚

ゼ多く殆んさ枚塞に逞ない程であろが何れも化學的の抵抗性が充分でなく，殊に「アルカリ」に

侵され易いのε器械的性質にも不充分な所があるので歯科用金代用合金ミして推漿される域に

達して居らない。一一般に硝酸には酸化膜を作りて抵抗するために溶けないが，盤酸や硫酸には

侵される。叉塞氣中では其表面に容易に酸化膜を作りて酸化の進行を防ぐ。從つて「アルミニ

：ウム」合金の酸化を防ぐには2％の蔭酸溶液を電解液ざし陽極酸化を行ひ・「アルミニウム」の表

面に被膜を作り蒸氣「タンク」の中で熱ε歴ざを加へて被膜を滑澤εするか，．叉は染料を混じた

漆を皮膜中に塗り込む方法なさが何れも「アルマイト」被膜法ざして行はれて居る。此方法は現

在では時に義歯月木にも慮用される。帥ち「アルミニウム」の鑛造躰を作りたる後其表面に「アル’

：マイト」被膜を作りて化學的の抵抗性を増進せしめ，後で陶歯を「ゴム」にて和硫附著せしめる

のである。此際「アルミニウム」躰の全表面を完全に「アルマイト」の酸化被膜が被覆して居れば

絶封に口腔内で不攣性であるが，若し被膜の一一部が剥げるミ容易に腐蝕されるので未だ理想的

ではない。

　市販の「アルミニウム」は鐵，銅，硅素等を含み，之が腐蝕を助けるので出來るだけ純度め高い

ものを使用する必要がある。而して普通品は99・2－99・6位の純度であるが，最近紹介された

Rafhnade恩構するものは99・998で耐蝕性強く且躊造性に富める故に，「インレー」に適するε



105
一一ﾔ澤ま金合金代用合金に就て一 31

云はれる。がΣる純度の高い「アルミニウム」中の火雑物は最早化學的の方法では謹明されない。

僅に「スペクトル」分析によりてのみ確定し得るだけだεのこミである。但し「アルミニウム」の

耐蝕性如何は加工駄態によりて異る。例へば鎚打したものは普通の火にすら侵されるが癖造し

’たものは遙に抵抗が強い（此貼に關しGerlachはNeue　deutsche　Werksto任e　in　der　Zahn．

heilkundeに反封のこ霊を書いて居る）。

　「アルミニウム」の合金は前記の如く其敷非常に多いのであるが廣汎なる研究の結果によるε

銅，亜鉛鐵，「ニッケル」等の如き重金属を混じ・たるものは口膣内に於ける耐蝕性に乏しくて我

ゐの目的に適しない。唯「マグネシウム」，「マンガン」，「シリチウム」を混じた合金ミ純「アルミ

苧ウム」ミが梢ζ用途を見るだけであるさ云はれる。今其合金の主なるものを墨げるε次0）通

のである。　　　　　　　　　　　弓　　　’　　、　　　　’

　a・「ブルミニウムシリチウム」合金　「シルミン」Sil丘min叉は「アルミ．ン」Alumin

　「アルミニウム」に「シリチウム」（硅素〉を加へたものは強度が高く且耐蝕性もかなりに強い。

f・シリチ・ウム」の含有量は11－14％で其組織はなかりに粗大穎粒状であるが，之に「ナトリウム」

叉は「ナトツウム」盤を附加すれば顧粒は小εなり，強度は一層高まり且伸度を増加する。之を

「シルミンガンマー」Silumin－Gammaざ稻する。鋳造は容易であるが硅素の存在するナこめに

研磨は困難であわ叉薄き部分は折れ易い鋏黙がある。

h「アルミニウム・，・シリチウム、，・マシガン、，・マグネシウム、，・勉ン、合金・．・ンタル、Pant。1

（SiO・7％，　Mg　1・4％，　Mn　O。9タ6，　Ti　O－0・2％）

　此合金は「チタ蒜ウム」の附加によつて鋳造醗組織の穎粒の大さが甚だ小ざなり伸展性を増加

する。併し歯科用には少しく脆い憾がある。

　d　「アルミ呂ウムマンガン」合金　「アルマン」Aluman

　1・5％の「マンガ7」を含む合金で強度梢ヒ高く純・「アルミニウム」ミ同一の耐蝕性を有するか

ら或る程度鑛造用に適するざのこ霊である。

　d・「アルミニウム」，「マグネシウム」，「マンガン」合金　「ヒドロナリウム」Hydronalium

　之には2種ある。其一つは「マグネシウム」2・2％，「マンガン」1・4％，「アルミニウム196・4

％（「アンチコロダル」Anticorodalミ構す）で，他の一つは「マグネシウム」5タ6，「マンガン」

0・3％，「アルミニゥム」94・7％1又は「マグネシゥム」7％，「マンガン」0・45％，「アルミニゥム」

92・55％（「ヒドロナル」Hydronalざ稻iす）である。此種の合金は歯科用に最も適するミ云はれ

躊造も容易で充分に研磨するこざが出來，［從つて「ゴム」豚義歯を作る揚合ミ同じ時間で仕上げ

られる。鋸融間隔は液相貼630－600度，固相鮎560－520度位である。從つて如何な場合にも

鑛造時の温度を700度以上に上昇せしめぬこεである。然らざれば著しく「ガズ」殊に水素を吸

牧し，且硬化時に躊造膣中に氣泡を残す恐がある。

　以上列塞せる「アルミニウム」合金の最も有利ミする所は比重の小さいこミで，上顎の大なる
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義翻木叉は大なる「インレイ」等には理想的であゐ。叉硫化するこさなく，酸化も少くダ酸類に

はかなり抵抗性を持つて居る。1併し前記の如く「ア1ルカリ」し侵され易ぐ，、器械的性質sしてば

概して脆弱で弾性に乏しい。殊に蝋著は甚だ困難であるから，佃歯さ躰ミは通例「ゴム」を以て

附著するのである。局所に封する有害性叉は全身に封する有毒性は銅ゴ，鉛なさを含有せざる限

り何等顧慮する必要はない。

第七　銀を主禮とせる合金

、銀は色の黒占だけを除いて考へるε最も黄金に近い性質を持つて居る。それ故に若し銀を金に

代用し得るならばこの考から多数の銀合金が研究され，現今では殆んさ，欄然する所なきまで

に進歩しナこのは甚だ喜ばしいこミ弟云はねばならぬ。

元來銀の合金は躊造，鍾著，薄飯作業等に適し，歯科技工上からは極めて好ましき性質を有・

するにか〉はらす，他面に於ては耐蝕殊に耐色性に乏しくゴ極めて容易に硫化して黒攣するε

云ふ大なゐ鋏貼がある。そこで從來此鋏黙を除かんがために錫丁アルミニウム」・亜鉛，「カド

ミユム」ゴ「アンチモン」ゴ蒼鉛，「パラヂウム」，金，白金等種々なる金属を混じて試験して見

当ヒ結果，「ベラヂウム」を25－30％混じ弛場合にのみ硫化を防ぎ且耐蝕性を附與し得るこざが

明ミなつた。而して錫，亜鉛「カドミウム」なさを10％附加すればよく硫化に封する抵抗を

増進せしめ得るが，之だけでは充分でない6叉白金では約60％，金に至りては實に75％以上加

へなければ有敏でないこミが明ミなつた。以下銀合金の主なるものを墾げて見るざ次の通り1

である。

　a．銀錫合金

　「パウゾン」合金Legierung　von　Pauson（金艮3分の2，錫さ少量の金3分の1），「ウイルツ

ブルガーワィス〃ル」WUrzburger　Weissmetall（銀・54％，錫46％），「デグッサ」躊造銀

Gusssilber　der　Degussa（圭ざして銀，残りは錫ε「カドミウム」）・「チェコ，メタル」Checo－、

血。t。11（銀87－89％錫9－11％，白金4分の3－1％，・・。、フ氏の分析1こよる），rジ・・ベリ

ーネ」Silberine（2－3％の金を含める銀錫合金〉，「ドィ，ファ」合金Deufa－Metal1（少量の金ミ

白金εを含める銀錫合金，但しBeeg氏にぶれば此合金は少量の白金を含める錫ε「アンチ

モン」の合金にしてSn　76－82，　Sb　18－24，　Pt　O・1の集成を有すざ云ふ・Zahnarztliche

Rundshau　1935．　S．1376），「ゲーアーエス」銀GAS　Sllりer（銀ミ錫同量）等。

　乏等の合金は概して繭蝕性に乏しく硫化し易い傾向が盛である。換言すれば黒攣レ易いので

歯科用には適しないε云はれるが，併し席蝕の罹度は「アマルガム」に類似す1るか，『或は之よの

も耐蝕性良好なるものもあるので之を賞用する人も少なくない6次表はBeeg氏にぶリて試

みられナこる耐蝕試験の結果である。
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40日後に於ける色澤，，沈澱，重量（9）の減少

合　金

　　1
ウヰノレヅブ

ノレが一ワイ

スメタノレ

熔融黒占

510°

　　∬

ドイファー

メタノレ

　　皿

チェコメタ

ノレ

310°

860°

1％乳酸

（1）

灰白，光澤，

黄白色の沈澱
容易に拭去せ
らろ0・2430

鐵友色，鈍い
光澤，下部灰
黒にして腐
蝕，黄色の沈
澱　0・2722

1％乳酸キ
0・25％NaCl

（2）

1　の　1

ざ同　じ

0・2631

同
強
・

と
ぜ
　
2

1
れ
蝕
8
1

　
さ
腐
鵜

の
，
に
⑩

皿
じ
度

1羅齢総

人工麟1

（3）

隔職欝象…欝除
　（4）　　　　　（5）　　　1　　（6）

1・％乳酸＋｛ま2絡鮒

有
茨
沈

々
鐵
の
2

帯
痔
色
1
3

の
H
黒
℃

色
る
，
0

暗
す
色
澱

牝
呈
澤
－

攣
の
光
し
0
6

の
様
の
な
心

微
色
度
澱
0

僅
褐
強
沈

1の1ご同
じ，されぜ少
しく腐蝕せら
る。接鱗面上
の金は銀白，
白色の沈澱容
易に拭去せら
ろ　0・3347

1　の　1

ざ　同　じ

0・2013

：沈澱なし

　0・0057

鐵瓦鈍光澤報色の鐵祝

皿　の　1

と　同　じ

0・0184

　　　　　i

曇褐色の沈澱
σ゜11°

　　　　　l

暗金色，光澤
あり，：沈澱な

し　0・0151

1の �ﾌさ疑塁
ざ’ｯ　じ　1々生じ強く腐

α3・63蝕鵠益7

　　　　1

皿の1～く同じ

金の接鰯面は
攣化せす
　0・0243

鐵次色
鈍光澤
0・0117

　この中「チェコメタル」Checo－Metallは嘗て我國にも輸λされたこざがあるので，参考のため

にGerlach氏によりて其性質を記載して見るざ次の通りである。

　此合金はベルリン大學のSchoenbeck教授の推奨する所で，口膣液には抵抗性あるも硫化

水素によりて攣色を來す訣貼がある。但し之は適當なる口膣囁生によりて極度に低下せしむる

こミが出來る。熔融間隙は820－910度で，かなりに間隔が多い。0・25mrnの厚さを有する墜

延したる飯はエリクセンErichsen法により凹み試験Tiefungsversuchを行ふに，275Kgの

荷重によりて破壌せられる。凹みの深さは6・3mmを算する。張度は20・9Kg－15・4Kgで，硬

度は「ブリネル」57・9である。即ち銀の硬度の2倍以上である。

　b．銀白金合金　「デンタルアロイ」Denta1－Alloy

　銀3－5分，白金1分の合金で，既に古くから市揚に現はれたが，耐色性が充分でないので

顧みられなかつた。之は爾者が充分に固溶膿を作らないためらしい。叉25－35％の白金を含

める合金は熔融間隔があまりに大きく，且互に比重を著しく異にするために組織が容易に「ヘ

テローゲン」ミなる。從つて鋳造に際し念冷せしめないミ白金が温度の低い鏡型の底壁部に分

離する恐がある。

　白金を銀に加ふれば弾性を檜進せしめ，且化學的抵抗を高め得るこミは事實である。併しな

がら一方には白金が非常に高憤であるから其含有量の高い合金は所謂代用合金言しての利用憤

値が少い。（未完）


