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金合金代用合金に就て（其五）．

Uber　die　Goldersaltzlegierungen．
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　　　　　　加熱の時間
　25％至Pd，61％Ag，2％Pt，5％Au，

　4％Cu，3％Zn．

　1000度に赤熱し，急冷，詣

．400度に加熱，徐冷

澤
勘 離

　銀「パラヂウム」合金の改善法　　　　　　　　　　　　　　一

　改善VergUtenさは前にも度々述べた通り軟くなつた合金を簡軍な加熱塵置によりて再び

硬く強くするこざである。帥ち赤熱急冷叉は鐘著時の加熱等によりて軟化したる合金を，比較

的低い温度例へば300－450度位に加熱して徐冷すれば硬度，強度，弾性を増進せしめ得るので

ある。但し反封に伸張度ざか凹み性なさの減少を巌すこざふなる。所で銀ミ「パラヂウム」合金

は其成分の如何によりて改善性に富めるものざ，然らざるものざがあるから，よく其使用する

合金の性質を理解して之を利用するやうに心がけねばならぬ。概して云は増鉤用や矯正用のも

のは常に改善悸に富み，金冠用のものは改善性に乏しいのである。

　借改善の結果を最も有数ならしむるには合傘なり・梁塔製作品なりを先づ最初に大禮900度

位で赤熱し，之を水に入れて急冷する，所謂軟化法を行ふこ電が大切である。か美る赤熱急冷

塵置を前以て施行しないざ改善の数果は比較的少く，實際に於ては強度や硬度の増進が目立た

ない。第18圖は塵方第4に示せる鋳造用合金の加熱の時間ざ硬度の攣化言の關係を示したも

のである。自Pち400度で約30分間加熱すれば硬度は120から210位まで増進する。次表は3

種の銀「パラヂウム」合金の改善に必要なる時間ざ温度を示したものである。

　　　　　第18圖　　　　　　 第19圖デク、ソサ會冠の櫨

　　　　　　　　　　　　　　　　　合金周閉幣
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前に表示せる如く改善性の多少は各合金の種類によりて一様でない。Gerlach氏の研究によ

るざ大艦に45－170％の範園で，寧ろ金を含まざるものΣ方が改善性が高いεb而して改善の
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行はる塵聖由は加熱によのて合金の結晶構造が攣化するためである。

　改善を行ふには簡軍な鐵製の箱叉は燈に200－500度の水銀検温器を播入して温度を調節し

つ》加熱すればよい。此際加熱を李等なしむるために砂を箱に入れ，其中に合金又は製作物を

埋浸して熱する方法は實用的である。叉種々なる改善用の燵も登費されて居る（第17圖参照〉。

第19圖はD曙ussa會癒の燃である。　　　　　　　　’　　　　．　　　　　　　　　1

　躊造を行つたさき，殊に例へば義歯林の「ワンピースキァスト」Eins慌ckgussfahrenを施行『

したさきなさには（此目的に銀「パラヂゥム」合金は最も適する）其製作物を坦蝸の中に入れたま

ま，なるべく徐々に冷却させれば自ら改善の自的が達せられて，鑛造鉤の如きにも充分に弾建

　　　　　　　　　　　　　　ミ
ざ強度ざを附與するぴ3が出來る。

　雛著減

　銀「パラヂウム」合金の鑛著法は全く金合金の場合さ同一で差支ない。鍼は同種のものを使甫

するか，叉は普通の金鍼殊に硬鑛を慮用し得る。但し鐵が地金申に籏散して完全な鑛著の行は

れるやうにするには鑛さ地金ざの鋳融鮎の近接したものを選澤する必要がある。概して銀「パ

ラヂウム」合金は鋸融鮎が高いがら，金合金の言きよりも鍼著は容易である傷但し鐡著面を出

來るだけ接近させるやうにする討金合金言銀「パラヂゥム」合金を鐘著するには，錯融鮎の關係

から勿論18叉は20「カラヅト」の金鍼を選澤せねばならぬ。鑛著時に石英の「ピンセット」を使用

すれば理想的である。鑛著終らば之を急冷するこざなく，徐々に冷却せしめ，10％硫酸水に入

れて加熱清掃し，水，，女は「ソ｛ダ」にて洗ひ，研磨する。

　清漂法又は腐蝕法　　　　　　　　　・　一

　灼熱，鑛著，鏡造等を行つた鷺きには，銀「パラヂウ’ム」合金の表面に生じた酸化層を除去す

るために，酸の中に投するこざは金合金の揚合さ同一である。併し銀「パラヂウム」合金は盤酸

殊に硝酸に封しては金合金よりも遙に鏡敏であるから，通例此目的には10％硫酸水（水8分に

濃硫酸乳分を加へる。或は局方稀硫酸をそのま》使用する）が使用される。そして冷い合金を之

に投じて煮るがよい。赤熱したまエのものを入れて急冷させるこ霊は不良である。少く豊も

400度以下に冷ましてから硫酸水中に投すべきである。然らぎれば時に合金を脆弱ならしめて

輝裂を生ぜしむる恐がある。

　鑛造膿に氣泡が澤山出菊ヒ〕シき凹んだ所の酸化層を除去するのは甚だ難しい。のみならす酸

の晶部が此凹みに残留し，之が將來攣色の原因をなすさ云はれる。殊に金屡性の「ピンセ。ト」を

使用する亡一・層攣色が起り易いから，前記の石英「ピンセヅト」の使用を推漿する。酸の申で清潔

になつたら水で煮るか，叉は「ソーダ」水で申和する。若し表面に攣色部が残つて取れなければ

爾一度赤熱して酸化物を破壊してから硫酸に入れる。

　銀「パラヂウム」合金屑の始末法

銀「パラヂウム」合金殊に錯融黙の高い飯又は錬は其切屑を金合金のやうに自分の「ラボラト
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リー」で自由に始末するこさが困難である。勿論酸素吹火管叉は電氣櫨を以てすれば必すしも

不可能ではないが，それにしても他の不純な賎金属が混合したものを自分の手で精錬するのは

甚だ難しい。それ故に止むを得ざれば之を製造所に途つて新晶ざ交換するか，叉は塵方（3）に

示した飯用合金の切屑であれば，其分量100分に封して銅4，亜鉛3，白金0・7の合金を加へて

露融すれば鋳造用に攣更するこざが出來る。但し市販の國産品は概して飯用のも9）でも鋸融鮎

が低いやうであるから其ま》或は之に低鋳の「メタル」を加へて再製し得るのである。例トば

「パラヂウム」Sは鋲用（金冠用）であるが，其屑鋲20に封して1の割合で市販の「プラスメタル」

を加へて鋳融すれば再び飯用さなり，更に躊造用「プラスメタル」を飯屑3に封し1の割合に加

へれば鋳造用εするこざが出來る。其他製造會肚は種々な配合の割合ミ用途ざを指示してゐる。

　鋳造用合金の不良ざなれるものふ再製に就ては既述したから弦には省略する。

　以上あ如く銀「パラヂウムコ合金は歯科のあらゆる方面に金合金ρ）代用さして使用し得るの

で，此黙は恐らく他の如荷なる合金にも之を見出すこさが出來ない。即ち銀「パラヂウム」合金

は琿鍮的方面よりするも臨林的方面よりするも先づ現在にては間螺する所なき金合金の代用品

虐思はれるのである。而して我國に於ては此合金に封する研究は爾比較的幼稚で，僅に金冠用

ε躊造用の二者が登費されて居るに過ぎない。從つて之に關する臨林家の経験も淺いわけであ

るから，其使用法にも慣れない所があり，充分に合金の良否を判定するの域に達して居らぬら

しい。之に反し掲逸の方面では前述の如く既に過去6，7年の経験を積み，蕾に金冠用，蟻造用

のみならす，歴印休用，「クラスプ」用，矯正用等あらゆる性質の合金が多嶽に登費され，其優

秀なるこεが種々なる方面から謹明されて居るのである。それ故に我々も亦此合金の性質を更

に一層深く研究して種々なる用途のものを作り，大に翻木的の経験を積むべきである。徒に現

在の封犬況のみを以て銀「パラヂウム」合金を不良なリミして排斥するが如きは學問の進歩を阻害

するものミ云はねばなるまい。唯銀「パラヂゥム」合金の二般的普及の障碍言なるのは「パラヂ

ウム」が我國に産しないこミ，債格が比較的高贋なるこざ，世界的の産額が多くないこざの3

鮎である。實際1935年までの世界の産額は1ケ年僅に11萬「オンス」に達しない位であつた。

然るに前述の如く幸にも近年に至りて北米カナダに於ける産額は，豊富なる銅「ニッケル」鑛の登

見ざ共に其副産物ミして探鑛費を要するこざなく突然に多量に上り，鑛山會杜は新に其用途を

求むるの必要に迫らるふに至つた霊のこざである。かくて掲逸の銀「パラヂウム」合金製造所は

今や「パラヂウム」の贋格は安定し，需票に罫する供給は毫も不安がないざ稻して居る。而して

最近我國に輸入された「パラヂウム」の贋格は19約2圓70銭，1匁10圓位であるが，之で

「パラヂウム」25，金5，「カドミウム」5，銀65の合金を作る霊して，「パラヂウム」1匁を10圓，

金1匁を14圓50鏡，「カドミウム」1匁を3・5鏡，銀1匁を卑0銭ミ假定し計算するさ，合金1

匁の原慣はぎ圓36鏡弱である。之を20「カラット」の金合金の原儂約．11圓70銭に比較すれば

かなり安債である。殊に銀「バラヂウム」合金に金合金よりも比重が約3Q％少いから，金合金1
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匁の容積は銀「パラヂウム」合金0・7の容積に比敵する。一そこで金合金1匁ざ同じ容積の銀「パ

ラヂウム」合金の償格を計算する言336×0・7－235・2印ち2圓35銭強さなる。更に金の配合を

中止すれば1匁の原憤は2圓64銭5厘εなり，0・7の債は1圓85銭ざなる6即ち償格の貼よ

りするも銀「パラヂウム」合金は十分に金合金の代用たり得るのではあるまいか。但しかふる安

慣で製作者が販費し得ないこざは勿論である。

　次には掲逸で叢費せられつムある銀「パラヂウム」合金の性質其他を記述するこざさすろ。

　「ペダガン」Pedagan

　之ば銀「歯ラヂウム」合金で，次の5種類さ鍼さがある（表参照）。叢費所はDresdner　Gold－

und　Silbef－S6heide－Ansta1七．’Frit2’u．　Co．である。

露融間隔　℃
硬度「ブリネ
求vKg／mm2

饗、／m夢 延展度・Kg！mm2

伸　　％
用　　途

wIv、、 ’w hv w」v wi．v

凹み
O・25

@mm竄

塗輝用，
∫・ザガン」　．1／540

1200－1150 、60　　63 2冬　29 16　　17． 『48・　44
工3・5　mll1

歴印脈用
「ぺ Lソ’ 1170－1100 81．　150 37　　52 20　　36 、44　　31

12・3

@1nm

欝造用
「ベダがン」・　∬／590 　　翠　　弔L　　風

P0602証も00 》　　　　　　　　　　じ

P55　　280 5豆　87 44　　84 35　　13 ■　　一

合釘バー・用
［ペダガソ」

@　皿
1150－1085

138…298・
54　　103 33　　100 42　　13 一

錦矯正用
「ペダガソ」

@　IV
1100－1040 150　　320 65　　108 45　　105 35　　　6、 一

「ペダガソ」鑛　N二1031

945－880 W＝weichgl荘hen赤熱軟仏V＝vergUtet改鵠15分間450℃

　「ペダガン」1／540ば圭ざして金冠作業に使用せられる。表示するが如く改善は不可能で，自P

ち加熱するも硬化しない。從つて赤熱後徐冷する’も軟で展延性を保持する。故に之を決して急

拾してはならない。’若し急冷を反復するざ飯に輝裂を生するやうになる。軟かい「インレー」｛濤1

造にも使用せられるが，鉛融貼が少しく高吟ので，』普通の吹火管では稗≧困難である。會肚は

此目的に適せる吹火管を畿費して居る。

　「ペダガン」1／640は第一ヒ歴印休に適する。帥ち軟く焼還したるものは著しく凹み性Tief－

ziehfahigkeitを有するので容易に歴印し得べく，口蓋鍛襲の如きも明瞭に印記するこミが出

來る（歴印時に於ける種々なる注意に就ては記載を略する）第二には0・25mmの厚さで金冠に使

用ざれるが，1／540よりも比較的硬いしつかりし・たものが出來る。第3には嬉造牛金冠にも慮

用されるが，鋸融貼が高いので普通の吹火管では梢支困難である。

　「ペダガン」皿／590は主ざして躊造用で普通の吹管沼で容易に鋳融せしめるこミが出來る。「イ

ンレー」，鑛造鉤，固定用「シーネ」，「バー」；義歯林（ワンピースキャ玄ト）等に適する（蟷造時に

於ける種々なる注意に就ては別項参照）。

　「ペダガン」頂は圭さして合釘叉は「バー」等に使用せらる随ので改善性大きく且鋳融黙高き
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を以て鑛著は容易である。器械的性質は白金加金合金に類する。焼鈍しの封犬態に於ては軟く，

屈擁性で操作は容易である。450康で15分間改善すれば著しく硬度を増し彊固ざなる。

　「ペダガン」IVは皿よりも高き硬度，強度を有し，弾性に富み，且改善性甚だ大である。從つ

て鉤，矯正用弦錬，鑑結紮銀等に輝する。

　「ペダガン」の使用法に就て登費會肚の仕様書を重複を顧みす列基すれば次の通りである。

　1・赤熱軟化Weichgl肺en漂合金飯を火娼中で赤く透明ざなるまで李等に灼熱し，赤み

の言れるまで氣中に放冷し・次で之を水中に投じて急冷する。赤熱する前にに勿論金合金の場

合言同様に躊型金屡（例へば「メロヅトメタル」で歴印したさき）を除く意味で硫酸水に投じて清

掃せねばならぬ。

　2・改善法　熔の中に入れ・450度に15分間加熱し・訳で徐々に冷却させる。高い改善の敷

果を速かに暴げるには製作物を前9）方法に從つて豫め赤熱急冷せねばならぬ。叉一度改善され

旗ものでも卿こ之を灼熱するカ、鍼著するか・何れにせよ加熱する霊再び軟化するから，も一

度改善法を施して所期の硬度ざ強度ざを有するものさする。和硫（蒸和）時の温度は改善に何等

の影響を及ぼさない。

　「ペダガン」1／540（傘冠用〉は改菩するこ霊が出來ない。改善法を施しても徒勢である。「ペダ

ガン」1／640（厘印躰用）はかなりに改善性が高い。若し製作物を卒等に灼熱して鍼著作業を行つ

畑きには直に改善してよい・鋤厚さ0’4興であれば嬉法を行はなくて統分鰯馳

有室る。「ペダダン」∬／590（圭ミして鏡造用）は牽分に改善するこざが出來る。但し鑛造後増禍

を可及的徐冷すれば自然の改善によりて鋳造物は硬度溺魔を増加する。疇造片をつぎ合せ

たり・、叉は鉤磯著し灼し浴き1こは最後に改善法を施す必要がある・450度で，15分間加

熱．徐冷すればよい♂「ペダガン」皿（合釘，「ざ一」用）は同檬に改善性が高い。埋浸して鏡接し

た合釘は躊造後∫君蝸を徐冷するこミにより改善が同時に行はれる。製作物に鍼著を行つたさき

には今み度改善をせねばならぬ。「ペダガン」IV（鉤拉に矯正用材料）は改善性が最も高い。例へば

鍼著作業後には特に赤熱軟化しな、くても直に改善するこきが出來る。方法は450度15分間で徐

冷すればよい。

　3・鋳造法　湯路妹なるべく短くし・鍮入録の太さは1－1・5mmのものを選ぶ。封†蝸上面

の鋸融漏斗Schmelztrichterは李坦に丸くし，傾斜の強い圓錐封犬さしないこミが肝要である。

　鎧に囎面を躊接するには彫刻せる「ワ。クス」6）嚇面を鎧の周豫より少しくはみださせておく

こ霊，鋳造後過剰部を削去する。

　増塙を豫め加熱するにはあまり温度が高く且長くてはいけない。金網の上で直接火焙で熱す

る電合金の性質を障碍するから，必す熔に入れて間接に加熱せねばならぬ。熔の中で「ワックス」

が駆逐されてから15－20分間で湯路が暗赤色言なつた所で宜に鋳造を行ふのである。但し間接

に熔の中で加熱する場合には時間が長くかあつても合金を障碍するこ鷺はない。
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　鋸融時の火婚は酸化焙を使用する。之には吹火管の通氣孔を十分にあけ，「ガス」の出る量を

少しく調節すればよい。かくすれば奔流火焙（第12圖a）さ尖細火焔（c）εの中間の酸化畑b

が得られる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　・

　4．清浮法（腐蝕法）　「ペダガン」1／540ミ1／640さは赤熱後に腐蝕する必要はない。なぜな

れば赤熱しても錆るこさなく，唯艶がなくなるだけであるからである。從つて研磨すれば容易

に本來の光澤を生するやうになる。歴印躰乃至歴印金冠の調製時中途で赤熱軟化する前には其

表面に残留せる躊型金属を除去するために清浮法を行はねばならぬ。之には例外さして稀盤酸

を使用する。　　　　　　『

　「ペタガン」Hで躊造した言きには埋浸材中より取り出した躊造艦は暗灰色又は黒色を呈する

が，之を稀硫酸（硫酸1分水，9分）中に入れて腐蝕すれば明るい灰色ミなる。之には製作物を

酸の中に入れて殆ん瀬縢するまで撚筋．併し融帳い時間煮てはな暁冷掴・蜘

中では清浮は不＋分である。清浮後は細粒の磨砂で磨き，酸化鐵（甥柄）で仕上げをすれば光輝

燦然さなる。

　「ペダガン」皿ざIVεは1夙拘の火娼中で赤熱する言僅に曇りを生じ，蟻造増蝸の中で赤熱す

れば著しく曇りを生する。“製作栃はio％稀統酸中に入れて加熱腐蝕する。赤熱によりて黒攣し

弛ものは酸に入れても完全に黒みは豊れないが，併し腐蝕を忽にしてはならぬ。即ち腐蝕後充

分に研磨すれば美しい銀白の光澤を生するやうになる。

　「ペダガンゴ合金を口腔不攣性ならしむ乙には正しい製作法によるこミ，吸頭を附して鏡造物

に氣孔を生ぜしめないこ霊，緊密なる鍼著を施すこミ等にある。要するに入念な製作さ充分な

宙磨電が耐色性を確實ならしめるのである。「ペダガン」は金合金ミ任意に連結しても攣色や金

屡性め鑛味を感するじミはない。　魑

　「パリアーグ」Palliag　　　　　　　　　　　’

　之は1932年に初めて販費された銀「・》ラヂウム」合金で，’デグ・サ會杜Deutsche　Gold－1md

鏡lber－Scheideanstalt（Degussa）の製品である。而して最初は準，　B，　Cの3種が紹介されたが

後に至りCは性質不良なりし・ため叢費を中止し，之に代ふるにFalkの研究による0が現はれ，

更に金を附加せる「ゴルトパリアーグ」W，P・Mの3種が登費されるに至つた。

　「パリア＿グ」Aは22K金さ等しく圭εして鋲用で，軟く展性に富み金冠の製作に適する・

「パリアーグ」Bは改善性に富み前者よりも梢㌃硬く，墜印休，鑛造金冠，躊造鉤，「インレー」，

架工歯等に使用される。性質は18K金に類似し，600度にて15分間加熱すれば硬度言強度を

50＿80％充進せしむるこさが出來る。「パリアーグ」0は白金加金合金の代用電して錬鉤・矯正

用弾力銀，鎧等に慮用せられる。改善性は高い。

　以上3種の合傘霊金合金ミの性質を比較するさ次の表の通りである。　　　ポ

　金を含有せる1パリアーグ」W，P；Mlの中Wは軟ぐして粘り強ぐ，金冠叉は帯鎧に使用されP
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種　　i類

」グ価ア
A

リパ
r

“
」

ク
【ア

B

りぐノ
「

「パリアーグ」

　　0

22K金合金

18K金合金

18K金合金
＋5％白金

硬　　度
Kg／mm2

wlv
43

．77

132

140

238

58．

122

118

139

200

降伏黙
Kg／mm2

wlv
9・2

22・0 42・1

強　　度
Kg／mm2，

wIv
27・0

34・4

56・0

50・8

8弘5

30

49

05
葺

65

75

伸　　％

wlv
36・3

32・0

27・0

16・6

12・0

33

39

33

34

15

凹み　mm

wl’v
10・3

9・3 7・4

蕗融聞隔

1125－1040℃

1100－1030℃

1080－955℃

1010－980℃

895－880℃
　　■

935－860℃

は硬度中等にして改善牲あり，座印休，，合釘等に適し，Mは硬くして改善性あり，主さして鋳

造用で，「クラスプ」，「バー」，局部義翻木1「インレ門」等に推漿せられる。更にWの鋸融間隔は

1165－1Qgo℃，，　rブリネ沸・」硬度ば44・5　Kg／mmで，　Mの鋸融間隔は1030－960。c，「ブリネル」

硬度は軟化（W）110Kg／mm2，改善（V）215　Kg／mm2である。

　此外「パリアーグ」には2種の鑛があり・一つはH即p㌻｝otβ4で錯融間隔890－730°C・一般

鍼著凧他はReparaturlot　36で錯融間隔730山710℃で修理用である。

　「アルバ」Alba

之はPlatinschmelz　W・C・Reraeus・Hanau　a・M・會肚の登費にかふ、り金「パラヂゥム」銀

合金である。K，　P，　G，0の4種があり，Kは柔軟屈擁性で金冠用に，　Pは厘印躰用で軟化状態

に於て成形し易く，改善性が高い。Gは躊造用で18　K金合金よりも鋳融黙少しく高きも湯流れ

は之ざ等しく，徐冷すれば改善するこさが出來る。0は矯主用弦錬，弾力錬，鉤，「バー」，合

　　　　　　　　　「アルバ」ミ金合金さの比較表（Z．R．，1938，　S．417）

用　途

金冠用

墜印用

躊造用

矯正用

種 類

22K　mittel

22K　mittel

Alba　K

18K’mittel

20K　3％Pt

Alba　P

18K　5％Pt

18K　8％Pt

Alba　G

Orth，］Legier．

Klammerlegie．

Alba　O

露融黙

軍020

965

1200

890、

970

1085

915

940

1035

1005

962

1240

硬度Kg／mm2

軟柘1改善・

　50

83

60

105

115

120

142

1751

130

170

195

165

150

142

200

218

242

205

205

245

240

抗張力Kg／mm2

軟飼改善
27・9

36・0

30・5

38・8

42・4

51・2

61・8

、79・0

42・6

68・0

62・6

71・4

40・4

43・3

61・0

93・4

109・5

64・5

100・5

92・6

94・0

伸　　％

軟化1’改善

30・8

34・0

41・5

34・8

35。0

28・0

3β・8

15・4

13・0

21・8

14・8

32。0

29・0

32・0

16・0

12・8

4・2

10・5

8・0

’5・8

24・0

四捌　mm　　　’

．0・251nm

　銀
　9・5

9・2

10・1

9・2

9・1

8・8
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釘等に慮用せられ，高度の弾性言改善性を有する。此外に．2種の鍼あり・一つは一般用・他は

矯正其他の微細なる鑛著に使用される。

以上の外・ア・レバ」0には播圖の女ロき＋字形をなせる6，N，V，S，Tの5種類の鉤騰があ

り，我々は之を以て容易に種々なる形の鉤を作るこざが出來る。此合金には弾ガを附與する弛

めに多量の白金が附加されてあるちしく，比較的高償である。

　　　　　　　第　　20　圖　　　　　　　・1933年頃に現はれた「アルバ」はA2（金冠用），

等編瀦・ド∵翫騨用臓（鉤用），蠣造用）の蠣
　　　　撃～5ノ∴書で金を含有骸其脚麟防ヂ蝸

葦
響
麟

諭
糠
蕩

　
勲
3

　
　
　
の

　
　
　
3

　
　
　
島

　
　
　
為

　
　
　
る

　
　
　
あ

　
　
　
ヘ

　
　
　
カ

　
　
　
こ

　
　
　
董

〆瀦
孟

　　　　　　　　　　　　　　　秘蝦調騨覇

　　　　　　　　　　　　　　　主ざして金冠用，

・鑛造用で鋸融貼が低い。馳何れも金「パラヂゥ云」銀合金である。

・が論鎗有量購孝6，4・，25％を示舜のこεであつ．
　　　ゆ　ゆ

継灘囎蒲購し罐つて其
郵融毒
婦講　「エコノール・E・・n・r
　ヘド
蟻　　轟　’Heimele　und　M6血le，　Dresden・商會の嚢費

　　　　　　　2・瞳鰍用で18K金合金に類似し・3は

硬度Kg／mm2 抗張力Kg！mm2 伸　　％

種　　　　類 露融間隔
、W　・ ．V W V W v，

「エコノー～レ」1 1120－1050『　　［　　60　・ 一　129 一
33

「エコノール」2 1110－104㏄195』 　　「P38　　　35　層 48 2030

Q0「エコノール」3 1030－　980°　　1　107 185！　42 85
一　、8

　　　　　　　　　　　　　　　サ　此合金は以前は「パロドン．ト」PallOdontなる名構で費られて居つた。金の含有量は5－10％

らしい。

　「工r・ヴェー・エル」EW轟

Bremer　Goldschlagrei　Wilh．　Herbst商店の嚢費する所で金を含有せす，初めは萬能的のも

の霊して唯一・種のみであつたが，後に至り1a，1b，1cの3種εした。・商店の説明によるミ

1aは軟かく且屈擁性で主霊して金冠用であり，1bは躊造用に，1cは弾力を必要さする揚合

即ち鉤，矯正弦錬等に使用鷺られる二物理的性質の詳細なる黙は不明であるが最初に現はれた

ものは次の通りであつた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最近此商店でも亦5％の金を混じナこ
硬度’ jg／mm2

w卜v
1・241・4・

強度Kg／mm2

W V
53・X6野9

伸　　％

．W V
2・3i・争5

「バラヂウ云」合金Gold　EWLを嚢費

するに至つ・た。EWhは恐らくEde1－

m6tall－Weiss－Legieruhg一の略てあら

う6　　　　　－、
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　「パロロ」Parollo

　Erich　Wilhelm，　Berlin商會の嚢費する所で1，2，3の3種がある。1は飯用で主霊して金

冠に，2は歴印林蛇に鉤用に適し，3は蟻造用貫して「インレー」，義歯躰なさに適用される。

詳細なる物理的性質は不明である。但しKorrespondenzblatt　f廿r　Zah舩rzte，1935，　H．3に

は此合金に關する記載があるらしいが不幸にして雑誌が鋏けて居つて調べられなかつた。

　「パンゴルト」Pan－Gold－　　　　　、，　　　　　　　　　　　，　　　・　　　　　　　・　．

　登費所はC・Hafner，　Gold－und　Silberscheideanstalt，　Pforゆeimである。金冠用葛，歴印

1休，「バー」・合釘・・鉤・矯正用ざ・鋳造用εの3種がある。何れも少量の金を含有する。其柳

理的性質は次の通りである。

種 類

金　冠　用
歴印抹，鉤用

録　造　用

鋳融問隔

1165

1048

965

1110、

97与

896

硬度Kg／mm2

W V
、69

116

106

243

180

強度Kg／mm2

W V
39

61・3

44・7

91・3

58・7

伸　　％一

W V“・

37

30

26

一　ワ乱

14

10・1

比　重

‘12・1

10・8

11・84

「エルゴー・E・g・　　　　　　　’．到ミ
　G．A．　Scheid　AfHnerie，　Wienの畿費でK，0，　P，　Hの4種ある。　Kは金冠用，『0は鉤，

矯正暉力銀用，Pは歴印躰用，　Eは躊造用である。其物理的性質は教の通bである。

種 類隣覇燗隔鷹謡機蓋／難蟄伸％凹詔
「エノレゴー」K

「エルゴー」Oh

「エノンゴー」P

「エルゴー」H

1178－1132　　　　　　　55
ゴioOO一㍉959

1057－1010

930－884

148鴨

73

136

26

61・7

37

60・9

10・4　　　，47　　　　　　　9・4
53・9

54・6

20・8

44

16・4

’6・3

9・8

　此外に硬鑛3，軟鑛2の2種がある。此合金は掲逸に併合せらる｝以前オリスリーに於ける

唯一のものであつた。

　「ドゥアロール」Duallor　　　　　　　　　　　橘

　「パリアーグ」ミ同じくDegus甑會肚の嚢費する所で，銀「パラヂゥム」の外に55％の金を含

有するのであるから寧ろ之は金合金に屡すべきものである。但し此合金は色の黙に於て極めて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴよく歯牙に適合し，口膣内に於ては金屡ミして認められない位である。所で銀「パラヂウム」合

金では口腔内に於ける攣色を豫防せんがためには充分に其面を研磨せねばならぬのであるがジ

「ドゥアロール」は構造が均一なる固溶髄で躊造後乃至鑛著後に於ても其構造を保持するから耐

色性が大である。從つて色澤を歯牙に適合せしむる目的で其面を粗糖にしても憂色の恐れはな

いε云ふ利貼がある。比重は14で20K金の16・5に比し少い。此合金には3種ある5第一は主

霊して金冠用で鋳融間隔は1100－1070°であるから硬鍼で危瞼なく鍼著が出來る。灼熱して急

冷すれば軟化して作業が容易さなる。第二は歴印躰乃至合釘用で，鋳融間隔は1050－900°改善
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によりて硬度を161まで高めるこ霊が出來る。第三は圭εして鋳造用で鋸融間隔は995「890°，

改善によ⇔硬度は・216Rg／恥m2『寧なる。　　．　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　す’び　　』

　　・・銀・パラヂウ姶鋸期鋤勺・物琿的乃至聡離勧上よ硯℃殆誌間然す蜥，

なき金合金代用醗である∴脚四’『㌦‘　一　・　『　’こ

　2．「鵡’ヅヶルクローム」鐵合金（耐蝕鋼）ざ「クロルムコバルト」合金この二者は耐蝕性強ぐ甚

『だ擾秀であるがジ其用途は限局的であ軌自己（がラボラトリー」で睾作し得ない不便がある．

女其製作費ほ不廉である5　・1　－　　－　　　　　　　』1，　　，

　3．銅合金は全く耐蝕性がないので其使用を排棄すべきである。

　4．「ユ。ゲルク白rム」合金は耐鱒性に乏しいので理想的でない∴叉物理的乃至叩途的性質

にも幾多（巧）訣陥がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　5汀ア，ルミr舛・合金は歯科用合鉦して最近再雌漿せ5かに至つた・

　．6　低「カデノト」の金合金乃至其他の銀合金は假令耐色性に訣くる所あり軍す疹飯全く無害

無毒である．限り之を使用するこさは毫も差支ない。　』唖　　　　　L　　・

　稿を終るに臨み終始多大の藪宗ざ助飛を添ふしたる本校の助教授藤井理學士に封し深く感

翻意膿する・殊銀「・・ラ塑ム・令金の試作蹴ては戸氏の勤晦つ所め多かつ移ミ

を附記し，併せで之に封する小林助手の助力を深謝する。

　樹「パラヂウ，ム」合金に關する記載はqerlach，　Neue　Tdeutsche　Werksto伽in　der　Z汕n－

heilk幾認e，1938に員ふ所甚だ大であつた。弦に謹んで同氏に敬意を表するものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　職　　∴　　　　　　　　’
　「
　　　　　　　　議・一　　・　・…　　　　ゼニヅケノシ」ゐ9圭覆豊ビせる・含金　　　　　…

　1）拓伽，Die　Verwendung　der　Telapro伍ese　in馳der　zahn註rztlichen　PlattenprQthetik．　Z．　Rら1932ゴS．

　1442．　2）君α麗Z，Die，，　Tela－Prothese‘‘．　Z．　R，1931，　S．931．　3）Lθ”α1dl，　Co鷺tracid　als　Prothesen・

　Basis，　V．　f．　Z．，1931，　S．21．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐵だ生膿とせる合金　　　・
　1）盈z叩伽勿θろ　むber　die　V6rwendung　von層ros七fr6iem　S士ah篭1㎡der　Zah油eilku轟δe．　D．蟹．麦。　Z．，

　1920ジs1・（vortrag’im　Ce耳traLV砲r今in　Deutscher　z孕hn且rzte　am　Septち「1919・in　Jepa）＼2）　翫μμ・

　駕3・ろUb・・G・b量s蜘£・・a・瞬・h憾・・d鱒S£・難LD・M£Z・・ユ921・S・12a　3）恥蜘鱗
　亡ber　wesentliche－Forts¢且ritte　mit　der　Wlpl昏Platte距Pr6thes6　hach　weiteren』10　Jahrenll　D．㌔Z．　W．，

°1931，SFi179．　4）飾7あα1・Gebis5platteh　und　Kroben　aus　Wiか1勘M6ta1L．Z．　f．『、S，，1926，　S．・426．

・5）痂厩ん；INi・ht・b忌tδ・4er『・St・hr面：Nl・k61　Ch晦L6gi・カ・hg・・（W・i・謡・t・玉1の，巳ei・V・・g1・i・L・

ろR・1937・S・157㍗ゴ6）漁擁・・S圃・・Steel－D・・t・・e・・Wipl・・」・ゆ・Aヅ1934・P154手・’・7）

穆・晦・D三・玲騨・ch・（V2み）－W呈画V・簸k・・琴・，且£S・，1933β41α18＞G鰍S圃b聴・ト

　prothesen．』Z．五S．，1933，層S．765．9）翫吻伽θ〃θr，　Die　mundbest温ndigen　Nicht6delmetallb　Wipla

　・und　Vltallium　mユhref、　Vervollk6mmung　und　B6d6utung　f廿r　die　Zahnheilkunde．　Z．　R：，4935，　S．

琶45－981・10）脚・ろ・Wlpl昂V絵P工轟t㌻e・・叫ゆ・・n・？D・Z・・R…19彫…§・26傘1‡）』S・ゐ畷ゆiミ
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4

Verwendung　des’rostfr6ien　Stahl　f肚die　totale　Prothese．’Z．　R．，i929，　S．1382．：12）LθωαZδ，　Stahl」

肩・9・1・蜘・・en・Z・R・・エ9＄多・S・’8i9・・3）吻r硫・bi・・k・rettier・・S・ahl・…h・・e・，、Z・琴・聯S・

1915．．14）S・hδ・ゐ・・ん，、倉ber「d・・L6t・n　d・・V2A・S圃・・im．al19・m・inen　uhd　di・・K・mbinaゆ

G・1母・St・hl・D・Z・W，・1P33・S・633・15）K欄・P・・W…皿・・th・dg・ti・rh・ApP・ギ・t只・au・Ψipl・・

、Z・旦・，1938，＄・288，「16）8・・1…珠pderth・lb　J・hre　E・f・h・・ワg　mit耳F・pP・Wipla一呂t・hl琴・bir・eρゼ

Z．R．，1926，　S．ユ07．　16）召απθr，むber　F6hler　beim　Lδten　des耳ichtrosゆdeρWipla一βtahls「名u

．orthodontischen　ZweckehξZ．　R．，1936，　S、1745．　　17）巳Scんωα？2．R．匪　耳」ingualbogen　un（l　Schlo島皐us

Wiplam6tall．　Z．　R．，1936，　S．769．、　　＿　　．　　・　　　　・　　　、　　　　　r

　　　　　　　　’　　　　・　　　　　　　　　　「ヴ渇タ’リウム」　　　　　　　　 ’　　・　　　　　ひ
　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

1）．Rθん祝，　Uber　die　Verwendungsmδglibhkeiten　des　Vitalliums．　D．　Z．　W．，1936，　S．783．2）．　H伽ρ孟・

鵠吻θr，Wesentliches　und　Neues　von　mundbest銭ndigen　Nichtedelm6tall6gier亘ngen。Wipla“und

”Vitallium“．　D．　Z．　W．，19S5，　S．601－627．3）S伽εア，　Uber畠die　Ahwendungm6glichkeit　von　Vital・

li・m・D・客・M・u・K…93学・H・9・4），恥伽・隅Wi・la　und．Vit・lli・m・i・4　A・・⑳・ch・t・仔・．d・・

Vierlahresplanes．　Z．　R．，1938，　S．386．5ン伽衡μ7π鯉θゲ，　Uber　das　Gussmetall　Vitallium　bei　abnehm－

baren　und　festen　zゆersatz，｝ndgnderheit　parti母len　Prothesen，　Kronen　und　Br近ckep．　p．　zr　Wl，

1936，S．108．　、6）1初う包scん，　Die　Stellqng　des　Vitalli買ms、．in　der　Zahnheilkuhde，nach】」ヨge　der

g6genwi壮tigen．Verarbeitu　ngsmethoden．　D．　Z．　M廿．　K，1938，　Sβ85．．7）KZ⑳8紘γ協，　Brnckenarbeiten．

Zbl．　Z．　M．　K．，1936，　S．289．　8）EZγε6んちArbeitsgemeinscha衰f廿r、恥o‡hetik　und　Werksto鉦kun46乳

D．Z．　W．，1937，・S．648‘　9）θθ御，　Erfahrungen　mit　dem脚en　Werksto鉦Vitalliu血．・KorbL

Zahnarzte，1937．　S．・241．　　　　　　　　　　　・　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「アルミニウム」だ圭禮とせる合金　　　　　　　　”

1）P吻θ殆，、Uber　Alminium　als　FUIIungsmaterial．　D．　Z．　W．∫1935，　S．1173，2）磁1θゲ，　Die　Ah－

w6ndung　des　Silumins　und蓋hnlicher．　Al一エegierungen　in　der　Pro亡hetik画d’Orthop益die．　D．　Z．　W．，

1935．S．225．　馳3）nrθ雪e¢，2ahn註rztliche・Arbeftsweユse　mit　demg　Austauschwerkstof［Aluminium．
　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　

Z．R．，1938，　S．410．　4）L翻cω言，　Neuere　Vσrtschritte　bei　der　Herstellung　und　Verarbei加ng　von

Aluminium　und　Aluminiumlegierungen．　D．　Z、　W．，1937，　S．918．5）Cα脚ゐe〃，　The　cast　swaged

alminium　base　den加re，　J．　V．　D．　A．，1936，　Page屋264．　　6）Cα祝pわψ，　The　cast　alminium　base

denture．　J．　A．　D．　A．，1936，．Page．2082．．　　　　　　　　．　　　　　、

　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　錫ゐ9主畳豊とせる合金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1）Fθ茗1θゲ，つie　Wiga・Schmelz面etallegierung，　eihe　neue　F廿Ilmethode．　Z．　R．，1934，　S．267．’2）

Cんα％Zαη古，Gusslegierungen　auf　der　Basis　Zinn・Antimon，　insbesondere　ein　neues　Gus3weissmetall

，，Stanolit‘‘，　Z．　R．，1934，　S．718．　F　3）ノisc乃θ7？π叩η，　Zinn－Anti血on　Gusslegierun自en．　Z．　R．，1914；S．
　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

966．．　4）αα％1απ渉，Zinn・Ahtimon　Gusslegierungen．　Z．　R．，1934，　S．1113．　5）αα％1απ舌，・Gallium・

verbindung　als　Ersatz　f近r　Amalgam．　C．　B．　f．　Z．，1930，　S，438．　　　　　　　、

　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　銀炬主禮とせる合金　　　　　　　、

・1）∠4scんθ7盟α伽5　Deufa・Metall　oder　Silberzinn？－z．　R．，1932，　s．143Q．　2）（穿γδscんeZ，　Untersuchunヨ

gen近ber　die　Verwendungsmδglichkeit　einer　Silb6rzinnlegierung　zu　GussfUllungen．　Z．　R，1932，　S．

93．3）翫んθ伽ρA・Die　Verwendung　des　W廿rzb苞rger　Weissmetall　ill　der　zahn翫ztlichen　Prothetik．

D．Z．　W．；1934，　S．4ぎ1．4）Bθ噛Vergle元hende　Untersuchungen貢ber　K6rros童on　und　Farbst琶ndig・

keit　sogenanhter　Weisきmetalle　im　Testreag6n乞ien　und　Kontakt　mit　anderen　Metallen．　Z．　R．，1935，

S．1376．5）GθrJαcん，’ letallgraphi』che　Sthdie看ber　dieむheco・’ iA念・Sn－Pt）Legierung．　D．　Z．　W．，

1933，S．234．6ジ伽8cんε’，ドKro血en　und　BrUcken　au忌『WUrzburger・Weissmetall．　Z．　R．，1932，　S．165£．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆
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7）・研・・鳩’P・・f・・M・t・11・N・uer←E・f・坤gρ・u・d　V・・w・n中・g・ゆ91i・h琴母i右・n・D・Z・W・・1933・

S．1167．β）∴郡・猛E・f・h・・ng・n　u・d、耳rf・lg・．mit　d・卑Chec・・理・重・ll・D・名・W・・1923・S・249・9）

s繭・卿彿，E・f・h・・ng・n炉6i　der　Verw・ゆ9中・chec・モ・gi・f・ng・D・z・、W…923・S・，83・1σ！

瞬嘱IDi・耳6・ρP・ll・d瞬皐ilb・レL・零ig・u・g．・・P・lli・g“．　i準d・r．Z・h・≧φ1ゆnd・耳・ξ・S・・重P3影・＄・

幽．ユi肋蜘W61ss6噸・瞬耳d・1ゆILLρgi6・up・6・制i←「zah唄・そ・ll・h・．　P…戸・・’ド・

D二乞W．，1933，S．739：・r12）跡θγ2，幽Eihfnhrung　in　die　zahnarzthche　Mβta110graphie・11D・Z・W・，

エ933，＄》・1153．13＞Cゐb燃ちDi・Ver面・ndung》6・・P・11・di・魚一G・fd－Silも…L・g｝・ゴung6・・in　r　der

Zahnheiik面ae．　D、　Zl　W．ヅi933，　S．』1165：’14）Cんo％励ポE｝きatzsto欝面Goldl6gierungeh．’D．　Z．　W．，

1934，S．1177．15）1耐ん，　Ersatzstb任fUr　Goldlegierung．　D．　Z．　W．，1934，　SJ　1007．16）Cゐo物Zαηち

Neue　Erfahrungep澁ber　die　Legierungen　auf　der　Basis　Gold－PaUadium・Silber．　D．　Z．　W．，1934，　S．

1105．17）Cん・伽ち・・6b・・die・1・・ti・c真・n・Eigβ・・ch・ft・n・v・n・d・・in尋・n・ah・arztli・h・・P・・th・tik

verwen4et6n　Llegierungen．　D．　Z．　W．，1933，　S．．1163．　手9）1）θ8％5εα，　qoldersatzmetalle　in　der　zahn一

五rztlichen　Prothetik．　D．　Z．　W．，1934，　S．1178．，20）Ge∫εγ，　Zur　Frage，　der　Ersatzm6talle　in　der

zahnarztliψen　Prothetik．　D．　Z．　W．，1934，　S，914二21）Gε伽，　Noohnlals　Gqlders母tzlegierungenr’

D．Z．．　W．，1935，　S．14。22）Bπsミρ，　pie　Eignung　der　P註Iliagl撃ieru肩g　O　fUr．Klammern　und　Finger・

feldern．　D．　Z．　W．，1935，　S．439．23）磁θ7，　Uber　die　Verwendungsm6glichkeit　von　Palladiumlegie－

rungen　in　der　Prbthetik．　D．1Z．　W．，1935，　S．1235．24）0θ面c乃，　Palladium・Silber・Legierungen　in

de士Zahnhe｛lkund己一D．7Z．　W．，1935，　Sl　887、25）五δsごんe，　Die　Verw6ndqng　I　n6uerer層（｝olabrsatz・

me亡alle　zu　g6gossbnen　Paradentose島chienel－D．　Z．　W．，1935，　S」816．26）Cんo％ZαπちSpezialgolde．

Sbargol4e　und．ro忌tfreier　Stahl．　D．　Z．W．，’1935，・S．632．、’27）皿α伽θη伽αcんθγ，　Gfenz6n　d6r　Gold・

einsparung蔓nd　des　Goldersatz6き，諭D必W．ゴ1935チS．224．　28）Spαππθr，　Palladium－Silber－Legie－

rungen　f廿r、Zahnersatz．　Metallwirtschaft，　D．　Z．　W．，1935，　S．540．29）Pθ」1んo勉ジGoldersatzmetalle．

D．Z．　W．，1935，　S．485．　30）σε唇θちl　Uber　die・Anwendungsm6glichkeiten　von　Palladium・Legierun－

gen　in　der　Prothetik．　D．　Z．　W．，1936，　S．177．31）．B剛θゲ，　Erfahrungen　mi重Goldersatz一瓢etallen．

D．Z．　W．，1930，　S．452．32）1輔，　Goldersatzlegi6rungen　und　ihre　Bewertung．　D．　Z．　W．11936，　S．

100．．33）η剛θ7，Die　weisse　E4elmetallegieでung”Alba’“．　p．　Z．　W．，1936，　S．846．34）Scゐδπ6θcん，

Ober　dl・、w・iB・n　Ed・1叩・t・11・琴i・…琴・n・舳・i・≒9・m・i・・ch・ft　f近・P・・車旦tik・・d甲・r琴・tg鉦k・・d・・D・

耳・W・，1937・S・645・β5）肪・・Z…E・f・与・ung・n　mit　der　Ed・lm・t・11・琴i・・u・琴乳・EWL　I‘・1・Wρrk・tg鉦

f直rGussfUllungen．　D．　Z．　W．，1938，・S．247　36）Scんoθπゐecん，　Die　verfUgbaren　Materialien　und

ihre’ ue面6ndung　in　den　6ih2el　Gebieten　d6r　Zlahnheilkunde．　D．　Z．弓W．，1938，　S．1001．”37）

D‘θ爾cん，Meihe　Erfahrungen　mit　dem　neuen　Palloro－Metall．　Z．　R，1934，　S．』1543．　38）備Zんθ伽，

Erfahrungen藍ber　Palliag－Metall　bei　Br蕊cken，－Klammern－und　BUgerst廿ck－Konstruktionen．　Z．　R，

1934，S．1815．・39）1吻卿s，　Zur　Metallfrage　in　der，zahn議rztlichen　Praxis．　Z．　R．，，1934，　S．2009．

40）Pγθ蟹，Die　neuen　Palliag・Legierμngen二M・und　W・Z・・R・，1955，　S・125・41）D7θ雪θγ・・Metallo・

graphische　Untersuchungen廿ber　PaIliag　M．　und、、W．　Z。　R．，1935，　S．683．，42）．P剛θr，　Metallo・

graphische　Untersuchungen孕n　Lgten　und　Lotn且hten　bei　Palladlum・S鐸ber－1」egierungen．

S．1294．　　43）Pγε∫∬θcんθγ，Silber．Palladlun匹一L、egieru耳gen．　Z．　R．，．1935，呂．1472．

Erfahrungen　mit　der　neuen　h互rtbaren　Edelmetallegierung，，　Pallor‘‘．　Z．　R．，1935，　S．

1）rθ〃εゲ，むber　Palladiumhaltige　Legier面g6nl『Z．　R．；1936，・S．283．　46）5ραππθγ，

Winke　f伽die　V6rafbeitung　Von　Palliag　und　anderen　weissen　Edelm6tallegierungen．

S．499．－　47）K鵬zθ¢，P6daganジeine　Edelmetallegierung’fUr’di6　Kronen－uhd

Stelle　von　Gold．　Z．　R．，1936ゴS．875．48）正石伽s8Zθ偽　Zur　Mun

Palladium－Silber－L、egierungen．　Z、　R．，1937，　S．1078．　－49）、7「α蛎zθηう　Erfahrungen

Edelmetallegierungen　in　der、Orthodontie，　Z．　R．，1937，　S．2178．　50）

Legierung，，　Alba‘‘in　der　Zahnheilkunde．　Z．　R．，1938，　S．415．．51）ααsεゲ，．Die

Legierung　und　ihre　Verarbeitung　in　der　t註glichen　Pエaxis．．Z．　R．，1938，＄．420．

　　　　　　　、

　　　　　　　　　　　　　　　BrUckehtech

dbestan（叉igkeit　und　Verwendung　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mit　weissen

　　　　　翫ρρθ，Palladium・Silbβr・Gold・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　、weisse　Palliag－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52）　5c乃δμπθ2r，

．Z．耳・，19＄5，

44）　1）乞ε孟短ch，

　1507．　、45）

　　Praktische

Z．R．5’1936，

　　　　　hik　an



331 一花澤＝金合金代用合金に就て一 47

Grunds註tzliches　zum　Austausch　von　Gold　durch　Palladium　und　Bericht廿bef　den　Werksto旺

，，P“alヌor‘‘．　Z．　R」11938，　S．51生　　53）T⑳β」β乳　Aush銭rtbare　Pall母diqmlegierun含en．　Zeitschrift　f廿r

Metallkunde．1938，　Heft　5．　54）肪擁Zθ％Aufbau　der　Legierungen　des　Berylhums　mit　Silber，

Padladi興m　und　Gold．　Zeitschrift　f廿r　Metallkunde，　Heft　5，1938．　55）Wε乞s8，　Vergleichende　Unteレ

…h・・g・面b・・di・β・au・hb・・k・｛t　d・・P・ll・di・m－Silb・・1・gi・・u・g・・f廿・加th・d・・ti・ch・・B・9・撫unポ

Fi・g・・壬・d・・ch・副・tβ・i・L　D．　Z．　M．　K．，1937，　S．72556）伽・砿Di・n・u・P・ll・di・靴Sil厩

Legierung，，　Pa耳liag‘‘in　der　Zahnheilkunde．　Z．　f．　S．，1g32，　S．1474．　57）Rα伽ε？～］Nicht　anlaufende

Delltallegierungen　von　geringerem　Feingehalt．　Z．　f。　S．，1934，　S．1104．58）Pγε253θcんθ7，　Goldersatz－

mefalL　Z．£S．，1936，　S．881．’ T9＞Kη∫5乙乃θ釦8碗，　Mぼterialkunde　der　Zahntechnik．1934．　　60）

GθγZα改Neue　4eutsche　Werksto鉦e　in　der　Zahnheilkunde．1938．61）加瀬勉，歯科金團學．　62）

羽生長一郎，歯科材料冶金學．

　　　　　　　　　職員健康保瞼法施行上必要なる勅令案要綱

（前號43頁より績く）

4・標準報酬は毎年6月1日の現在に依り之た定め7月1日一より翌年6月30日迄其の数力炬有す

　るこ定ビすろこと但し被保瞼者の資格々取得し7こる際に於ける標準報酬は其の資格た取得しれる

　日の現在に依り之な定め其の日より6月30日迄其の敷力な有することヒすること　被保陰者の

　報酬に著しき増減あり†こるビきは保瞼者は前項の規定に掩らす標準報酬の攣更た爲すこと

　職員健康保瞼法第二十七條の規定に依る被保瞼者に付ては第マ項Q規定に拘らす引績き從前の

　標準報酬に依るこビ

　職員健康保瞼組合は第一項の規定に拘らす標準報酬の決定に關し規約だ以て別段の定な爲すこと

　な得るござ

5・被保瞼者の報酬月額は左の各號の規定に依り之な算定するこ芝

（1）年に働報醸定むる場倉に於ては標鞠酬決定の日の現布に於ける年額の1紛の1

　（2）月に依り報酬拶定むる揚合に於ては標準報酬決定の日の現在に於けろ月額

　（3）前2號の外一建の期間に稼り報酬彪定むる1場合に於ては楳準幸艮酬決定の日の現在に於ける其

　の報酬の額な其の期間の日数な以て除して得ナころ額の30倍

　（4）日，時間，稼高叉は講員に依り報酬々定むる場合に於ては標準報酬決定の日前3月間に受け

　す二る額の3分の1但し現に使用ぜらるる事業所に於て報酬な受けナニる期間3月に満†こざるときは

　其の受けれる報酬の額奄其の期間の日歎な以て除しれるもの々30倍して得アニろ額

　（5）前4號の規定に俵り算定し難きものに付ては標準報酬決定召）日前1年間に於て受け7こる額の

1饗の1但し現に使恥らるる事業卵こ於て報酬綬けす・る輔1年1こ瀬・ざ馨きは其の

受けアこる報酬の額秘其の期間の日撒な以て除して得アこる額の30倍　「

（6）前各號の二以上に該當する報酬な受くる場合に於ては其の各に付的各準の規定に依り算定し7こ

　る額の合算額

　（7）同時に二以上の事業所に於て報酬を受ける場合に於ズは各事業所に付前各號の規定に依り算

定し7こる額の合算額

被保瞼者の報酬月額が前項の規定に依り算定し難きざき叉は前項の規定に依り算定しアこる額が著

　しく不當なうときは前項の規定に拘らす保瞼者に於》（適當の方法に依り之々算定する事　保陰者

　が職員健康保瞼組合なる揚合に於ては前項の算定方法は規約層以て之な定むること（裏面へ績く）


