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講 座
＼

　　　　　　　’再び金代用合金に就て（共ご）

　　　　　　　　　　Abermals曲er　die　Goldersatzlegierungen

　　　　　　　　　　　　　馨墨博士花『繹　『鼎
　　　　　　　　　　　　　　　　　鱗な　　　　ざわ　　　　　かなへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　・｝　　　　　　　　〆

　　　　　　　　　　　　　銀「パラヂウム」合金の規格

　銀「パラヂウム」合金の規格εしては犬禮に次のやうなもので差支ないではあるまいか。之は

規格調査委員會に於ける原案（未定項）である。　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　第1　非鋳造用銀「パラヂウム」合金

　本晶は鉤，金屡冠，縫綾歯，架工義歯及び義歯躰等に使用せらる〉非躊造用銀「パラヂウム」

合金なり。

　L　性欺本品は均質にして金属光澤を有し異種物質を以て被覆すべからす。

　2．化學成分　（イ）本品は銀を主成分εし「パラヂゥム」20－30％を含有すべし。（司　本

晶に金を含有せしむる揚合は5％を超ゆべからす。（ノ・）鉤用のものにありては猶爾他の白金

族元素3％以内を含有せしむる事を得。（二）　本品は砒素及び鉛を含有すべからす。・

　3．熱虚理後の性質及び試瞼法試験片は豫め製造者の指示に從ひ熱庭理を行ふべし。特に指

示なき揚合は700度に於て1分間加熱したる後直ちに水中に冷却すべし。但し鉤用のものにあ

わては更に400－450度に於て15分間加熱したる後徐冷すべし。

　（イ）　化學的性質　（1＞　本晶は0・05％璽化水素溶液，　1％乳酸溶液（日本藥局方乳酸1・3

分，水98・7分），0・1％硫化「ソーダ」溶液蛇1％食盤溶液中．に約37度に於て7日間浸漬するも

澗有の色澤を保ち且つ液を著色すべからす　（2）本品は之を躰用「ゴム」霊共に和硫するに著

しく黒攣すべからす。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼：

　（切　機械的性質

　翫．鉤に使用すゐもの’〈1＞抗張力　1zド方粍に付50底以上ならざるべからす6（2）

伸張度　15％以上なちざるべからす。

　b．義翻木に使用するもの　（1）抗張力　1卒方粍に付40庇以上ならざるべかちす。（2）

神張度　15％以上ならざるべからす。

　c．．金属冠及び其他に使用するもの　（1）抗張力　1李方粍に付50妊以下ならざるべか

らす。（2＞伸張度4％以上ならざるべからす。
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　（ノ・）　化學的性質の試瞼法　試験片は（1）に用ふるものは

長さ30粍・幅20粍・厚さ0・5粍，（2）に用ふるものは長さ20

粍，幅5粍，厚さ0・5粍の矩形に作り其全面を零號紙鐘を以

て善く研磨すべし。

爵　（1）壕中に藥液100琵を容れ之に試験片の約牛ばを浸

　漬し輕く栓塞し37度に於て7日間放置したる後其色澤及

　液色を検すべし。

　　（2）石膏の凹型中に圖示（第1囲）せる如く試験片及義

　歯抹用「ゴム」を墳入し之を和硫罐内に容れ適量の水を加へ

　蓋を施し，加熱して室氣を排除し約30分間に100度より漸

　次160度に上昇せし砂，其儘1時間保ちたる後火を去り放

　冷し・然る後型より取り出し試験片を「ゴム」より分離し共表面を検すべし。

　（二）　機械的性質の試験法　（1＞抗張力　試験片はJES金属材料抗張試験片第6號に依

軌て作製し・引張試験機を用ひて試験片を切断せしめ其最大荷重を測定し，之より原試験片の

横断輩位面積に封する冠数を求め之を以て抗張力寛なすべし。（2）　伸張度　抗張力試験後其

試験片の切断部を合はせて標鮎距離を測定し，之を試験前の標貼距離ざ比較し其増加せる長さ

を％を以て表示すべし。

　4・鐙著せるものL性質及び試験法

　（イ）鍼著法　鐘及び鑛著剤は製造者の指示に從ふべし。特に指示なき揚合は鍼には銀「パ

ラヂウム」鑛（金10，銀35・「パラヂウム」20，銅20，「カドミウム」15）を，鍼著剤には瑚砂を用

ふべし。

　鑛著面上の鐘著線を中央電して幅約5粍を除き其他の蔀分を埋浸材を以て埋浸し，室氣及び

石炭瓦斯使用の吹管眉を用ひて片面より鍼著し鍼著後直ちに埋浸材を除き放冷すべし℃

　1　第　2圖　　　　　　（ロ）化學的性質　3の（イ）の（1）及び（2）に掲ぐる所に同

　　　　　　　　　　　　　じ。

　　　　　　　　　　　　　　（ハ）　機械的性質　引張試験を行ふに鍼著部剥離すべから

　　　　　　　　　　　　　す。

　　　　　　　　　　　　　　（二）化學的性質の試験法　試験片は囲示せる形態ざなし3

　　　　　　　　　　　　　の（ノ・）の（1）及び（2）に準すべし。
　　　　1　　　　　　　　　　　　　　1
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（1）　浸漬試験用（第2圖〉

長さ　　　　　　30粍

厚さ、　　　　0・5粍

鐘の使用量約　0・1瓦

幅　　　　　　　20粍

鑛著部の重ね　　1粍
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（2）　和硫試験用（第3個）

長ざ　　　　　　20粍

厚さ　　　　　0・5粍

鑛の使用量　約0・1瓦

（ホ）　機械的性質の試鹸法

幅

・鑛著部の重ね
粍
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　2・化學成翁　（イ）本品は銀を主成分ざし「パラヂゥム」20－30％を含有すべし。《ロ）

品中爾他の白金族元素叉は金を含有せしむる揚合は次の範園を超ゆく『からす。

　　　　白金族元素一　3％　　　金　　5％　　　　　　　『

　（ハ）　本品は砒素及び鉛を含有すべからす∴　　”㍉．　　　　　　　　　～　　［

．3．性質　廻）．物理的性質．（1）鋸融黙1，100度以下ならざるべからす。（2）・牧縮率

距5％以下ならざ石べからす6　　・　　　　　　　　．　一

　（ロ）化學的姓質（1）本品は0・05％盤化水素溶液，1％の孚L酸溶液，（日本藥局方乳酸1・3

分，水99・7分），0・1％硫化「ソーダ」溶液拉1％食盤溶液中に約37度に於て7日間浸漬するも

固有0）色澤を保ち且液を著色すでぐからす。（2）　本品は之刎木用「ゴム」ざ共に和硫するに著し

一く黒攣すべから凱但し「イラレー〕用のものにあめては本項を適用せす。（3）本品は躊造に

一より攣色するこミあるも其表面に止まり内部に及ぶべからす。

　（ノへ）機械的性質一一一一　・　　　ご・　　　．－F
　a．羊インレー」躊造に使用すrるもの　硬度　トナザネル」硬度150以下ならざるべからす。

．　　　　　　　　　　　　試験片は圖示（第4圖）せる形態

さなし＄の（三）に於ける抗張力試験法に從ひ引張切断すべし。

　　ZF行部の長さ約35粍　　　卒行部（P幅　約15粍

　　厚さ　　　約0・5粍　　　鑛著部の重ね　　1粍

　　鑛の使用量約0・05瓦

　5、注意事項

　（イ）包装には用途（鉤，金属冠及び義歯抹用等），實量，白

金族元素及び金の含有牽を記載し使角上必要なる説明書を添付

すべし。　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　一

　（ロ）　論明書には次の事項を記載すべし。，機械的性質，熱塵

理法，鋳融黙，清掃方法，鍼及び鑛著剤の種類。

　　　　　　第2鋳造用銀「パラヂウム」合金

　本品は「インレr」，鉤及び義歯鉢等に使用せらる〉鏡造用銀

£ノ’三2．ブウ遜」合金なり。

1．性欺一 {繍ま均質にして金属光澤を有し異種物質を玖て

被覆すべからす。一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本
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　b．鉤及び義歯1沐に使用するもの　（1）’抗張力　’i軍方粍に付40冠以上ならざちべから

す。（2）　伸張度　4％嶽上ならざる歳からす。　　9　　’　　　　　．’　　・

　4．試駿法

　くイ）試験片の躊造法　所要の試験片より稽支大なる蝋原型を用ひて鋳型を作り，之に本合

金を鑛入し其儘放冷し㍗る後躊造禮を取め出し・各試験導必要なる試瞼片の大さに作製すべ

し。但し，鋸融黙及び牧縮率の試験には原品を使用すべし。

　（ロ）物理的性質の試駒法　（1）鋸融鮎　試料を「タンマン」管中に容れて鋸融せしめ之に

熱電封を播入し「・両ロメーター」を用ひて放冷の際に於ける温度の攣化を測定し之より得たる

冷去躍線に基き鋸融間隔を求め其卒均値を以て鋸融貼Sなすべし。

　〈2＞牧縮傘　内径約1◎粍，高さ約3粍の石英硲子環中に砺ンレーフックス」を充環し之よ・

り蟻型を作り本合金を躊入し其儘放冷したる後鑛造罐を石英硝子環ざ共に取出し該環霊躊造合

金3g）間隙を測定して牧縮率を求め％を以て表示すべし。鱗造方法は製造者の指示に從ふべし℃

　　　　第5圖　　　（ハ）化學的性質の試験法試験片は（1）に用ふるものは長

　　τ　　　　　丸　　さ30鈍，幅20，厚さ0・5粍（2）に用ふるものは長さ20粍・幅
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ゴ
ム

5粍厚さ0・5粍の矩形1詐棋全面を零號紙鍮以て善く研

磨し作製すべし。

　　（1）壕中に藥液100耗を容れ之に試験片の約孚ばを浸済

　し輕く栓塞し37度に於て7日間放置したる後其色爆及び液

　色を検すべし。

　　（2＞石膏の凹型中に圖示せる如く試験片及び義歯用「ゴ

　ム」を環入し，之を和硫罐内に容れ適量の水を加へ蓋を施し，

　加熱して塞氣を排除し約30分間に100度より漸次160度に

　上昇せしめ，其儘1時問保ちたる後火を去り放冷し然る後型

　より取り出し試験片を「ゴム」より分離し其表面を検す没し。

　　（3）　（イ）に於て得たる鋳造膿の切断面に付攣色の有無を検すべし。

　（轟〉　機械的性質の試瞼法　（1＞抗張力　試験片はJES金屡材料抗張試験片第4號に依

嫉作製し引張識機姻ひて言熾片を購せしめ其最大輝襯定確より原言季翻・）鞘

軍位面積に封する冠数を求め之を以て抗張力ミなすべし。（2）．伸張度　抗張力試験後其試験

片の切断部を合せて標黙距離を測定し之を試験前の標黙距離ざ比較し其増加せる長さを％を以

て表示すべし。（3）・硬度適當なる大さの板歌の試瞼片に就き「ブリネ～幻硬度計を用ひて測

定すべし。

　5．鐘著せるもの』性質及び試験法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’∵　、

（イ）鑛著法鑛及び鐡著剤は製造者の指示に從ふべしジ特に指示なき場合は鐘には鍛rパ
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ラヂウム」鐘（金10，銀135，「パラヂウム」零0，銅20，「々ドミ皇屯」15）

を，鐘著剤には瑚砂を用ふべし。

　化學的試験に用ふる試験片は鐘著面上の鍼著線を中央ざして幅約

5粍欝きメ灘的謙に麗る試騨片は辮線榊央洗長さ
約5粍の牛圓柱形を露出せしめ其他の部分を埋浸材を場て埋浸し室

氣及び石炭瓦斯使用の吹管焙を用ひて片面より鐘著し鍼著後直ちに

理浸材を除き放冷すべし。　　　　　　　　　　…

　（ロ）・化學的性質　3の（ロ）の（1）及び（2）に掲ぐる所に同じ。

但し「インレー」用のものにありてば（2）を適用せす。

．（ノ・）　機械的性質引張試験を行ふに鐘著部剥離すべからす。

（ナ化學的願の試験法講片は圖群る形鯵なし4の
（ノ・）の（1）及（2）に準すべし。・

　　（1）　浸漬試験用（第6囲）

　　　長さ一　・　　30粍

　　　厚さ・　　　　0・5粍

　　　鐘の使用量約0・1瓦

　　（2）　和硫試験用（第7圖）

　　　長さ　．　　　．20粍

　　　厚さ　　　　　0・5粍

　　　鍼の使用量約0・1瓦

　（ホ）　機械的性質の試験法

如く直脛約5粍の圓柱状に作り，

幅　　　　　　20粍

鐘著部の重ね　　1粍

幅

鍼著部の重ね
粍
粍

F
D
¶
⊥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験片は鏡造髄を圖示（第8圖）せる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其中央部を切断して之を鍼著し，

　　　　　　　　　　　引張試験機を用ひ鍼著線を中央霊して引張切断すべし。

　　　　　　　　　　　　　李行部の長さ　約25粍　卒行部の直径　約5粍

　　　　　　　　　　　　　鑛の使用量　　約0・1瓦

　6．注意事項

　（イ）包装には用途（「インソー」，鉤及び義歯躰用等）・實量，白金族元素及傘の含有率を記

載し，使用上必要なる論明書を添付すべし。

　（ロ）説明書には次の事項を記載すべし。即ち機械的性質，錯融黒占・蠕造方法・清掃方法・

鍼及び鍼著剤の種類。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　第3　銀「パラヂウム」鐡

　本品は銀「パラヂウム」合金の鐡著に使用せちるる合金なり。

　1．性撒本品は均等にして金屡光澤を有し異種物質を以て被覆すべからす。
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2・化學成分くイ）本品は主さ．して「・・ラヂウム」，金，鑛鍋亜鉛吻霞ウム」等よ

りなる。但し「パラヂウム」及金の含有量は次の範圏を超ゆべからす。

　　　　「パラヂウム」最高　　25％　　　金　　最高　10％

　（の　本品は砒素及び鉛を含有すべがらす。

　3・性質　（イ）物理的性質鋸融黙90G度以下ならざるべからす。

（・）化學的性質（1）本晶を以て鑛著せるものは0・05％盤化水素溶液，“1％乳酸溶液

く日本藥島方乳酸1・3分，水98・7分），0・ヱ％硫化「ソーダ」溶液拉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。〈2＞本晶を以て鑛著せろも

のは之を抹用「ゴム」ざ共に和硫するに著しく黒攣すべからす。　（ハ）機械的性質本晶を以

て鍼著せるものに就き引張試験を行ふに鍼著部剥離すべからす。

　4・試験法　物理的性質の試験には原晶を使用すべし。化學的及び機械的性質の試験は鍼著

後之を行ふべし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　〈イ）物理的性質の試験法　（1）鋸融貼試料を「タンマン」管中に容れて露融せしめ，之

に熱電封を播入し∴「パイロメーター」を用ひて放冷の際に於ける濁度の攣化を測定し，之より一

得たる冷却曲線に基き錯融間隔を求め其李均値を以て鋳融黙きなすべし。

　侮〉鑛著怯　鐡著試験に使用する銀「パラヂウム」合金拉に鑛著剤は製造者の指示に從ふべ

し。特に指示なき揚合は銀「パラヂウム」合金には金屡冠用合金（「パラヂゥム」25％，金5％，

「ヵ｝哉ウム」5－10％，銀60－65％）を，鐘著剤には瑚砂を用ふべし。

　鑛著面上の鍼著線を中央ざして幅約5粍を除き其他の部分を埋浸材を以て埋浸し，室氣及び

石炭瓦斯使用の吹管焔を用ひて片面より鐡著し，鍼著後直ちに埋浸材を除き放冷すべし。

　（ハ）化學的性質の試験法　試験片は圖示せる形態ざなし其全面を零號紙鋸を以て善く研磨

すべし。

不
1
3

馬
、
ミ
ミ

（1）　濃…漬言式験用（第9圖）
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長さ

幅

厚さ

鑛著部の重ね

鑛の使用量

（2）

長さ

幅

厚さ

鍼著部の重ね

30粍

20粍

0・5粍

　1粍

　　　　約0・1瓦

和硫試験用（第10圖〉

20粍

　5粍

0・5粍

　1粍
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　　鐘の使用量約0・ヱ瓦　　　　　　　　　．

　〈1＞壕中に藥液10◎耗を容れ之に試験片の約孚ばを浸漬し輕く栓塞し，37度に於て7B

問放置し弛る後其色澤及び液色を検すべし。

　（2）石膏の凹型中に圖示（第iユ圃せる如く試験片及び義翻糊「ゴム垂墳入し，之を

和硫鍵内に容れ適量の水を加へ蓋を施し加熱して室氣を排除し，約30分聞に100度より漸

次160度に上昇せしめ其儘1時間保ちたる後火を去り放冷し，然る後型より取り出し，試験

片を「ゴム」より分離し其表面を検すべし。

　　　　　第11．圖　　　　　　　　第12圖　　　　　　　　　　’
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圖第

　　　纏［里コ

　（ユ）機械的姓質∂）試瞼法一丁試験片は圖示せる形態電なし引張試験機を用ひて引張切噺すべ

し。金属冠用合金使用の揚合（第ヱ2圖）　　　　　　　　　　　　　　　實

　　　　　軍行部の長さ　　約35粍

　　　　　厚さ　　　　　約o・5粍

　　　　　鑛の使用葦　　　約◎・◎5瓦

鑑造用合金使用の場合〈第13圖＞1　’

　　　　　李行部の長さ　　約25粍

　　　　　鑛の使用量　　約0・1瓦

5．　注意事項　　（イ）

軍行部の幅　　約15粍

鑛著部の重ね　　約1粍

李行部の直径　約5粍

　　　　　　　　　　包装には實量，圭成分（白金族元素叉は金を使用せるもの）は其含有率

及び鋳融黙を記載し使用上必要なる説明書を添付すべし。（ロ）　説明書には次の事項を記載す

べし。印ち鍼著剤の種類友び鑛著後の清掃方法

　　　　　　　　　　　　銀「パラヂウム」合金の組成と性質

　　　，　　　　　一　第ゴ　金冠用鋳造用合金（第4號合金）

蔀同に襲表した二，三φ組成例中（3）に塞げたもの，一印ち「パラヂウム」25％，金5％，「カド
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ミウム」5－10％，銀60－65％は圭して金冠用であるが，其物理的及機械的性質を本校に於て

使用しつつある22K金冠用金合金ざ比較して見るざ次の通りである。

用　　　途
露　融　間　隔　　　　　、罰 抗　　張　　力

@kg／mm2
伸　　張　　度

@　％
硬　　　　　度　　HB 敢縮肇

@％
゜C～°C　　’ 軟化座善 軟化1改善 軟化1改善 直綿

金冠用、躊造用銀し認義翻金

1030－975 34．1
一

30．8

7
95

一
1．27

金冠用2～K金合 910－860・一 24．
一

20
一

64 ㎡　　　　　　一

び66・

　前同のr此合金は鋳融黙が梢ヤ高いので鋳造には酸素を必要ざ参る』ざ書いたが之は全く誤り

であつて，表示の如く鋸融間隔は1030－975℃であるから普通の瓦斯吹管で鋸かして躊造をす

るこざが出來る。之は全く私の研究の不充分なる結果であつナこ。　　　　　　’

　　　　　　　　　　第2　鉤用，弾力録用，合釘用合金（第6號合金）

　次に（4）に掲げた組成のもの即ち「パラヂゥム」25％，金5％，銅4％亜鉛3％P，白金2

％，銀61％より成る合金の物理的性質は之を本校に於て使用しつふある白金加金合金電比較

して見るざ次の通りである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

鋳融　間　隔
抗　　張　　力
@kg／mm2

伸　　張　　度

@　％

硬　　　　　度　　HB 取縮傘

用　　　　　途
゜C～°C 軟祠改善 ・軟矧改善 軟矧改善 直’線

躊造用，矯正用，

齬p　　　　　一 1065－1020 45 97・5 30 10・5 141 185 1・5．

白金加金18K ．・・3・－98・15＆2 加工のま・
V7・5

20
加工のま・

@1・2
105

櫨中冷却　134

1・2

　此合金は鋳造用ざして其性質優秀で，例へば「リンガルバー」叉は「パラタルバー」ミしても充

分な硬度ミ弾性ざを有し，叉鰭造鉤貫なしたる場合にも充分に所要の性質を具へτ居る。唯鋸

融黙が比絞的に高く液相貼1065度，固相黙1020度であるから，之を鋸融するに當りては別項

に再記せるが如き充分なる注意を要する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰍

　更に此合金は之を牽いて錬ざすれば錬鉤，矯正用弾力錬乃至合釘ざし使用するこざが出來る。

殊に改善性が比較的高いから之を軟化して製作したる後改善を行へば適當なる硬度溺軍性を登

揮せしあ得るのである。例へば鉤を製作するに當りては適當なる太さの銀を取り，先づ之を赤

熱してから水中に投じて急冷すれば金属は軟化するから之を加工して必要なる形態ざなし，鐘

著を要する場合には之を行つてから，不純物を含まざる砂の中に入れて400－450度位に15分

一30分間加熱して徐冷するのである。即ち最後の操作法が所謂改善法であつて，之により抗張

力は軟化45kg／mm2より2倍以上の97・5　kg／mm2ざなり，硬度は「ブリネル」141より185ざ
r

なりて著しく弾性を檜すので所謂鉤ざしての必要なる性能を與ふるこεが出來るのである。

　改善をなすには敢て特別な改善用の燈を必要ざしない。最も簡輩なのは鐵叉は「アスベスト」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド等適宜のもので作つた箱で，中に囁氏500度位の寒暖計を立て，下方タり加熱すればよい。而
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して砂を磁製皿に盛り其中に製作物を埋むればよいのである。更にもつミ簡輩な方法ミしては

鐵板の上に「アスベスト」薄板を置き，其上に製作物を載せ，上から「アスベスト」板を被せて下

から加熱するにある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　己

　　　　　　　　　第3　鋳造用，弾力銀用，合釘用合金（第34號合金）

　前掲の叢造用，弾力錬用合金は性質甚だ善良であるが高慣なる白金を含有し，多少時局に添

はぬ観があるので之を「二。ケル」に換へたものを作つて見弛。自口ち「パラヂウム」25％，金5％・

銅4％’，亜鉛3％，「ニッヶル」2％，銀61％である。其物理的性質は次の如くである。

用 途
露　融　間、隔

℃～°C

抗　　張　　力
　kg／mm2

軟化i改善

伸　　張　　度
　　（％）

軟化1改善

硬　　　　　度
　　　　

軟化1改善

取縮率
　％

直　線

鐙翻，弾力剰・・2・－945147・5！85・61・昏514 ・・6い341・・5

　自Pち此合金は白金含有のものよりも鋸融間隔が低く，液相黙に於て45度，固相黙に於て75

度の相違があるから錯融は前者より比較的容易である。抗張力はあまり違はないが，伸は少い。

硬度は低いから之を薄く飯にすれば金冠用εするこミも出來るが，金合金に比して硬いので製

作が困難である。但し「二。ケルクローム」合金で製作するに比すれば容易である。鍼著は金鐘

叉は「パラヂウム」鍼によりて完全に行はれるから鑛著部の剥離するが如きこざは起らない。更

に此合金は改善性が高いので之を弾力鎌ざして使用するこさが出來る。

　　　　　　　　　　　　　第4　鋳造用合金（第35號合金）

前掲1より3に至る合金は何れも蹴1こ適するが錨蝿靴較的高いので之鱗融するに當

りては吹火管の使用等に特別なる注意を必要ざする。然るに次の組成のものは鋸融貼が低くし

て殆んさ20K金合金ミ同一であるから鋳造は甚だ容易である。

　「パラヂウム」25％，金5％’，銅4％，亜鉛3％，「二。ケル」5％銀58％・

　此合金の物理的性質を現在我々の附屡病院で使用申の躊造用20K金合金電比較して見るミ

次の通りである。

種 類

躊造用銀「パラヂ
ウム」合金

20K躊造用金合金

露　融　間　隔

゜C～°C

930－840

抗　　張　　力
　kg／mm2

軟化1改善

32・5

920－860 30・6

63

伸　　張　　度

　　％
軟化i改善

8・3

28

4

硬　　　　　度
　　　　

軟化1改善

87

95

119

櫨中冷却
　109

敢縮傘
　％

直　線

1・48

1・15

　此合金も亦改善性が高いから躊造鉤にも適し，叉錬に牽けば弾力銀，合釘等ざして使用し得

る。勿論伸は少いし叉硬度も低いから第6號の白金を加へた合金に比すれば其性質が劣るざ

思ふ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　第5　裏装銀用合金
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　　次の如き組成の合金は極めて柔軟で殆んさ純金に等しい硬度を持つてゐる。從つて之を裏装

　飯ざして使用するこざが出來る。　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽

　　「パラヂウム」75％　金25％

　　此合金の鋸融間隔は1460－1420位で甚だ高いから「ガス」吹火管によりては維封に鋳けない。

　但し銀白色の合金を以て裏装を行ふ揚合には陶歯に多少噌色を與ふるものであるから金に比し
、

　　　　　　　　　　　　　ロロむロ　て此貼は幾分劣るざ云はれるかもしれない。此裏装板の上に鍼を流すに當Oては鍼ざ地金ざの

鋸融黒占の差があまりに多いので完全な鑛著は望めない。併し銀「パラヂウム」鍼であれば同種で

　あるから或る程度は鑛散が起り且鋸翻犬聯結も行はれるから實用上には差支ないらしい。

　以キ髄し渇より4に至る蠣勲銀「バガウム吟傘は何れ揃搬槻季各に適合せる

もので硫化「ソーダ」試験にも通過するのであるから，口膣内に於ける憂色は特別なる事情の存

’せざる限り起らない。而して第1金冠用の合金（第4號合金）は22Kよりは少しく硬く，大艦

20K金位の軟かさで歯頸によく適合する性質があり，金鐡や銀「パラヂウム」鑑で容易に鍼著す

るひεが出來る。但し改善性がないから赤熱急冷しても軟かくならない。金合金よりは少しく

鋳融鮎が高いが「ガス」吹火管で鋳かし得るから飯の切屑を集めて多量の瑚砂を加へ之を鋸かし

て再び飯に延ばすこミも可能である。又之を其のまM濤造に磨用しても差支ない。或は之に2

－3％位の割合で眞鍮（銅6亜鉛4）を加へれば鋸融貼は低下し一層躊造し易い合金ざなる。併

し耐蝕性には殆んさ攣化がない。

　第2躊造用，揮力錬用，合釘用合金（第6號合金）は弾性ざ改善性が高いので錆造ミしては

「バー」，鉤等に適する。硬度は少し高いから「インレー」叉は鋳造金冠等ミしたεきに研磨が梢

困難である。併し一般に「インレー」，「アンレー」其他の躊造に使用して少しも差支ない。但し

牧縮率が少しく多いので「フ。クス」及埋浸材料を充分に膨脹せしむる手段を講する必要があ

る。叉之を牽いて錬ざしたものは錬鉤ざして白金加金錬の代用εなるが少しく白金加金よりは

弾性が劣るらしい。合釘ざしては充分な強度を有する。

　要するに此合金の特色は改善性が高いの言，弾匪に富むこミである。鋏黙ざも云ふべきは鉛

融黙高くして鏡造稚支困難なるこミ，白金を含めるために高儂なるこミ等である。

　第3躊造用，弾力録用，合釘用合金（第34號合金）は第6號合金ざ殆んさ其性質が同一で，

しかも白金を含んで居らぬから慣格は梢≧低廉である。

　第4鋳造用合金（第35號合金）は錯融黙が低く，改善性も高いから「インレー」，錆造金冠，

錐謎鉤，「バー」等にも適する。又銀8して鉤，合釘にも使凧し得るが揮性に乏しく軟かい。

銀「パラヂウム」合金の嬉造法

猫逸に於て叢費せられつ励る嬉造用銀「・杉ヂゥ角合余は一般に錯扇蠕占が高い．例へば
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我々の學校で使用してゐる鏡造用2◎K金合金拉に18K白金加金合金の錯融黙ミ比較して見る

ざ次の通りである。

種　類
「パサア

[グ」B

「アノレバ」

@　G

　ヂェコノ

[ノレ」3

　「ノぐソゴ

mレト」

ヂペダガ
¥」皿／590

　ギェノシゴ

[一vH
20K金合 18K白金

ﾁ金合金

鎗融問隔
11GO－
@1030°C

1030℃
11P躊cP65一

896℃
106◎－

@1000°C
93◎－
@　884°C

920－
@　860℃

ヱ◎3◎－

@　980°C

　自Pちrパンゴルト」，「エルゴー」Hの外は何れも液相黒舵薗相黙が1000度嶽上であり，20K

金合金に比して約200度も高いから，今まで鋸融黙の低い金合金に慣れた人に霊りては一寸銀

「パラヂウム」合金δ）躊造は困難である。更に私の前掲した鑛造用拉に飯用合金の鋸融黙を塞げ

るさ次の通りである。

種　類
購　造　用
謔U號合金

鐙　造　用
謔R4號合金

躊　造　用
謔R5號合金

飯　　　用
謔S號合金

18K金合金
{5％白金

20K金合金

鐙融間隔 1065－1020℃ 1020－945℃ 930－840°C 1030－975°C 935－860℃ 920－860QC

　部ち第35號銀「パラヂゥム」合金は20K蟻造用金合金ざ殆んさ同一なる鋸融間隔であるか

ら，之なれば金合金電同じ要領で，「ガス」吹火管で鋳かし容易に躊造が出來ゐ。併し第6號合

金であるざ，小なる「インレー」なさにはさまででないが，例へば大なる「リングルバー」等を躊造

するさなるざ一寸困難を感する。何ざなれば普通の吹火管では室氣の出る量が少いので充分な

酸化焙が得られないから，1000度以上の高熱に上せるこざが出來ないからである。そこで経

験のない人はこれを鋳かすために完全に燃嶢しない還元焔を以て長く合金を熱し，苛めるため

に「ガス」を吸牧して鋸融は盆為困難ざなり，躊造は全く不可能霊なるのである。私は是等の黙

に就て既に前同にかなむ詳細に記述し，完全に錯かされたものは第1◎圏の如く凝固後金属の表

面が李坦になの，然らざるものは第11圖の如く不軍坦な熔岩舞犬になるこざを述べた。そこで

鋸融黙の高い銀rパラヂウム」合金を完全に錐融せしめるには次のやうな注意を必要霊するので

ある。

　1．紺禍上面の鋸融漏斗を出來るだけ淺く，李坦に丸くするこε。帥ち深く，傾斜の強い圓

錐男犬さなさ　津るこざ。

　2．最初より瑚砂を使用して合金の表面を被覆し，「ガス」の吸牧を防止するこε。

　3，熱の高い酸化焙を使用し，可及的短時間内に鋸融するこミ。

　要するに我々が日常「ラボラトリー」で使用してゐる£ガス」吹火管は其内部にある中央の室氣

を蓬る管が細いか叉は出口が小さい乖めに，充分に室氣が邊り出されないの蔦不燃焼の炭素

を含まない正しい酸化類を得るこ霊が出來す，從つて温度が上らないのである。力狐ゐ揚合に

鰍贈内9塞氣咄・歓きく蝉するか叉は管を太いゆ較換する渥氣が多量に途ら

れ全部の「ガス」が完全に燃焼して温度の高い大きな酸化熔が得られるやうになの・容易に1200

度以上の高熱を生するから，、躊造は決して失敗するこ鷺なく施行し得られる。かくて我々の経
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験によれば同一の合金を4，5回位反覆使用しても何等合金の成分に攣化を來さす，疇造も毎同

完全に行はれるこミは確實である。

　室氣の途られる量の少い普通の吹火管で完全な酸化娼を得よう言するミ「ガス」の出る量を少

くせねばならぬから，自ら火娼が短くなり，多量の金属を鉛融するには熱量が不充分ミなるを

冤れない。叉強いて室氣を細い口から急劇に途るε焔は断維して盆≧加熱が困難電なる。一般

に室氣は不李均でなく，可及的連績的に途り，常に煩を李均に保たしめるやうにするこ霊が最

も肝要である。此黒占に於て我々は足躇途風器を用ひるよりも歴搾察氣を「タンク」から連績的に

途るこざが理想的である。’

　之を要するに，鋸融黙900度前後（印ち液相黙ミ固相黙ざの李均）の銀「パラヂゥム」合金は金

合金ミ全く同様に容易に「ガス」吹火管で鋸けるから錐i造も容易であるが，1050度前後のもので

は鋸融に特別なる注意ざ熟練ざを必要電するのである。併し之ざて別段困難なこミではない。

蓋し使用せんさする銀「パラヂウム」合金の錯融貼以上に加熱し得ろ吹火管さへ使用すれば他の

問題は全く何等の障碍なく解決されるからである。此黙に就て私は弦に再度銀「パラヂゥム」合

金の使用者に注意を促さんε欲するものである。

i銀「パラヂゥム」合金に封する非難ざして或る雑誌に記載された所によるミ第一には過熱の九

めに「ガス」を吸牧して金属の性質が全く攣化するこεが基げられてある。併し之は前述の通り

鉛融黙の高い合金を普通の吹火管で鋸かそうεするために起る現象で，蓋し術者の罪である。第

2には普通の埋浸材では其の中の石膏が分解して合金を硫化させるため，囑面躊造金冠を作る

ミき埋浸した帯鎧が脆くなつて使ひものにならなくなつてしまふから特別な埋浸材を必要ミす

るやうに書いてある。此記載は帯鎧に囑面を直に鋳接する場合のこミであるらしいが，此黒占に

就て私は前同に『但し此鋳接Angiessen法は増蝸の加熱の仕方に誤りがあるざ帯鎧が攣化して

脆弱ざなり躊接が不威功に終るから注意せねばならぬ』旨を述べ，其豫防法を書いておいたから

弦には省略する。勿論錐接法に嫁らすして，普通の如く囑面を躊造してから帯鎧に鍼著するこ

ざにすればこんなこεは問題にならないのである。更に一般に銀「パラヂゥム」合金の躊造を行

ふに當りては1100度位の鋳融黙の高いものを使用しても普通の埋浸材で毫も差支ない。換言

すれば石膏は此熱度で多少分解するざしても決して合金の實質を侵すほさのこざはないから硫

化を防ぐやうな特殊の埋浸材を使角する必要を認めないのである。之は我々の學校に於ける過

去2ク年の経験が明に之を謹明してゐる。

　第三は攣色に封する非難であるが之も前掲せる規格に適合する合金であれば決して心配する

必要はなく，既に多数の患者に實験し’た結果から耐色性であるこざは確定的である。

　最後に飯用の銀「パラヂゥム」合金に封する非難ミして『…・實際は銀「パラヂウム」合金では

モリソン金冠は作れないのだつた。夫は飯にした銀「バラヂゥム」は鍼著の時に焙にかけるミ

脆くなつて咀嚇力に堪へられなくなる，丁寧に作れば模型は出來るが實用にならない，此黙が
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最大の辣黒占だε知つた。之では第一日本では使いものにならぬざ思つた』云々言書いてある。

之は恐らく日本では既に5，6年以前から市販の飯用銀「パラヂゥム」合金があつて，一部では既

に多藪のモリソン金冠が作られて實用に供されて居るこざを御存じなかつた結果ミ思はれ

る。我々の経験によるも鍼著の時に脆くなつて咀囑力に堪へられなくなるなさざ云ふこミは全

くない。換言すれば銀「パラヂウム」合金が其鍼著試験（別項鐘著の規格参照）に於ても其他抗張

力なり伸張度なり，硬度なりに於ても何等金合金に劣れる黙を見出し得ないo）である。思ふに

濁逸に於ける銀「パラヂウム」合金はかなりに長い試験時代を経て今日の叢達を來し・たので，其

間には多少使用に適しなかつた製晶も叢費されたらしい。例へばPalliagは1932年にA．B．C．

の3種が紹介されたが，Cは其性質不良なりしため登費が中止された如きである。それ故に或

は前記の如き事實もあつたかもしれないが，併し今日ではか〉るこミは全く杞憂に過ぎないの

であるから，我々は此種の見解に惑はさ為網ざなく安心して銀「パラヂウム」合金の使用を推

奨して差支ないこざを断言するものである。

　　　　　　　　　　　　銀「パラヂウム」合金の牧縮率問題

　歯科に使用せらる〉鑑造用の合金が鋸融状態より攣じて固膣ざなる間に於て一定の牧縮を來

すこミは周知の事實であり，其牧縮の割合は長さに於ける％を以て示されるのが普通である。～

（所謂線牧縮率）例へば或る標準の金合金（Au　9　Cu　1）はアメリカに於℃は其李均牧縮率は1・25

％言されてゐるが如きである。從つて我々は「インレー」殊にMOD窩洞に封する「インレー」艦

なさを作るに當りては，其蝋原型ざ埋浸材の膨脹性ざを巧に利用して，必然的に起る金届の牧

縮を補ひ，正しく窩洞に適合するやうな鋳造禮を作るこざに努めねばならぬのである。勿論私

は弦に蟻造の理論に就て詳述せん霊するのではないが，二三の注意すべき事項を列塞して見る

ミ次の通りである。．

　1．蝋原型’を作るには可及的歪みの起らぬやうに注意し，且之を口腔より取り出してから1

37度以下に温度を低下せしめないこざである。何ざなれば「フ。クス」は濫度の低下によりて著

しく牧縮する訣黙を有するからである。

　2．埋浅材の膨脹性利用　a．硬化時膨脹の利用　善良なる埋浸材は硬化時に於て0・3－0・5％

位膨脹する性があるから，之を利用するために埋浸材は必す4，50度位め温湯で溶かし，之で

埋浸を行ふのである。之に反し冷い水で埋浸材を煉つて埋浸するざ蝋原型は牧縮し，硬化時に

起る埋浸材の膨脹も少いのである。

　b．加熱時膨脹の利用　加熱800度位までの間に少くざも1％位の膨脹を來し，600度位に

温度下降するも伺其膨脹を持績するやうな埋浸材を選揮するこざが肝要である。現今我國に於

て類せられつ励る埋浸材が外國，驚異り正しく膨脹曲線を示してないこ別ま甚髄憾であ

ん度＿階加数せろ’эﾀ材を600度似下に冷却せしめるざ著しく牧縮し，再度之を加熱しても
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以前の如き膨脹の起らないこざは最も注意すべき事項である。　　　こ

・埋浸材の膨脹を充分なら“ 撃ﾞる爲に鐵「リヒグ」の使用を避け，「ゴム」の「リング」を鷹用し，

埋浸材硬化後此「ゴムリング」を除き・遠心鏡造器を以て鋳造を行ふこざが理想的であるざ圭張

するものがある。其他之に類する種々なる鋳造法の登表毫られて居るこざは云ふまでもない。

併しながら其根本の理論ざする所は加温による「ワ。クス」の膨脹，硬化時虹に加熱時に起る埋

．浸材の膨脹を利用して金属の牧縮を補ひ，最も適合性に富める鏡造艦を作るこざにあるのであ

るから・其方法の如何に拘はらす，常に此貼に注意をすればよい言思ふ。

　次に實際問題ミして現在我々の學校で使用してゐる20K鋳造用金合金拉に18K白金加金合

金の牧縮率は前掲の如く前者は1・15％後者は1・2％であるが，之が代用ざなるべき銀「パラヂウ

ム」合金では第4號金冠用が1・27％・第6號鉤用，弾力錬用，鏡造「バー」用のものは1・5％，第

34號合金は同じく1・5％，第35號鏡i造用合金は1・48％で，概して金合金よりも牧縮率が高いの

である。他方私の研究過程に於て得たる「パラヂウム」25タ6，金5％，「二．ケル」10％，眞鍮10

％・「カドミウム」5％・残り銀なる組織の第30號鑛造用合金は其牧縮率が1・04％で砒黙では

金合金よりも勲であつたが・化學的乃至機械的性質に不充勉所があつ畑で，之を搬に

推漿するこさは出來なかつ’た。そこで今日までの研究では先づ前述の如き租判欠縮率の高いも

ので一時満足せねばならぬ歌態にあるのである。從つてかふる銀「パラヂウム」合金を以て適合

性に富める鋳造罷iを作るには金合金の場合よりも一暦蝋原型乃至埋浸材の膨脹利用に留意せら

れんこSを希望するものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　す　び

　現今我々が歯科の補綴的讐療を施すに當り其金屡材料霊して輩に飯用帥ち金冠用o）合金さへ

あればよいざ云ふわけにゆかぬこさは多言を要せざる所である。否之よりも更に必要鋏くべか

らざる材料は自己の「ラボラトリー」に於て容易に鋳造し得る合金である。換言すれば鋳造に適

する善良なる合金さへあれば，假令金冠用の合金は無く言も歯科の補綴作業は立派に之を遂行

し得るのである。かふる見解の上に立つて現今の歯科用代用合金を眺むれば何れも…長一短あ

りて，全く理想的のものは存在しないざ構するも過言でない。例へば「二．ケルクローム」鋼ミ

か・「ヴィタリ’ウム」霊かは其化學的，機械的性質に於て特に優れたる長所を有するにもせよ，自

己の「ラボラトリー」では全く鋳造が不可能であり，叉「ニヅケルクローム」合金の如きは輩に飯

用だけで，蟷造は全く望むべくもない。之に反し銀「パラヂウム」合金は假令現時猫幾分不満の

黙を存するざしても，其大部分に於ては我々の要求を満た一してくれるのであるから，之さへあ

れば現時の非常時局に際し傘の使用を禁止されても歯科欝療上さまで困難を感すこざはないざ

思はれるのである。

　銀「パラヂウム」合金は現時尚研究の過程中にあるこミは云ふまでもない。そこで我々は更に
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一層研究の歩を進めて間然する所なき「パラヂウム」合金を作り，更に他方に於ては我々の要求

に適合すべき其他の合金の叢見にも努め，之によりて歯科讐療の完壁を期する豊共に國民禮力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　r

の塘進に資せんこざを希ふものである。

　終りに臨み本研究に封し終始多大∂）教示ざ助力霊を添ふしたる本校の助教授藤井理學士に樹

し深く感謝の意を表する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　附　　記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　此原稿をかき終り既に大部分印涕旺に附してから更に新しい金冠用銀「パラヂウム」合金蛇に鐘

の研究が出來光ので蝕に附記する事Sした。自Pち前掲の第4號金冠用合金（Pd　2・5，　Au　5，　Cd　10，

A菖60）の機械的性質は抗張力34・1K9／rnm2，伸張度30・8％，「ブリネル」硬度95で，之を我々

の附屡病院で使用してゐる，．22K金合金（抗張力24　Kg／mm2，伸張度20％，「ブリネル」硬度64）

に比較するざ伸はよいが抗張力が高いので，金冠を作るに當り金合金よのも強靭にして多少操

権し難い黙があるこ鷺は事實である。そこで「カドミウム」の量を5％に減じてPd　25，　Au　5，

Cd　5，　Ag　65の組成晶を作つて之を37號金冠用合金霊名け，其物理的蚊に機械的性質を検査

一したさころ次表めやうな成績を得たのである。

　　　　　　　　第37號金冠用合金の物理的1拉に機械的性質及第4號

　　　　　　　　金冠用合金一，22K飯用金合金ミの比較

種　　類

第
4
號
　
第
3
7
號

Pd　25
Au　5
Cd　1◎

Ag　60

Pd　25
Au　5
Cd　5
Aσ65

22K金冠
用金合金

舘融間隔

℃～°C

1030－975

1120－990

910－860

抗　　張　　力
（Kg／m血2）’

軟化i改善

34。1

29

24

伸　張　度
　　（％）

㈹軟帽改善

30、8

31．5

20

硬　　度

　Hb
軟化｝改善

95

64

64

　表に就て三者の得失を論じて見る霊先づ鋸融間隔に於て第37號は第4號よめも液相貼が90

度も上昇して1120度言なり，普蓮の「ガスバーナん」では一寸鋸融が困難ミなつた。之では切

屑を集めて再び自己の「ラボラトジー」で鋸かし飯に再製する事や，更に之を錆鎧用に代吊する

こミが難しい霊云ふ不便が生じた。然し抗張力は第4號よりも幾分減少したので金冠製作時の

強靭な感じが減つて工作し易くなつた。霊は云へ爾之を22K金合金に比較するざ幾分高いの

で同一覗するわけにはゆかない。但し硬度は第4號よのは減少し｝蔦全く22K金合金鷺同一ミな

つた。そこで結論εしては多少製作上の不便を忍ぶさすれば第4號合金の方が壕造に慮用し得

る購ざ，飯を再製し得るミ云ふ利黙に於て第37號合金よりも優れて居るざ云ふこざになる。



謂 一花澤＝再び金代用合金に就て一 27

我等は是等の黙に關し將來筒一層研究の歩を進めて見たいざ思ふ。

次に前剛訟表し繊…ラヂウム、鑛（第5號合傘）（Pd　2g　Au　10，　Cu’ Q0，　Cd　10－15，　Ag

35－40％）は次表の如く鋸融鮎が865°一＝820℃で少しく高いから，第35號合金（鋸融間隔93◎°

－840℃）の鍼著には適しないので第36號合金βして次の組成のものを作つて見た。

「パラヂウム・15金15銅2P「カドミウム・15録35％．　　．　　　1

　今之等のものを十八K金鍼ミ比較するさ次の通りである。　　　　’　！

種 類

露　融　間　隔

鐘　第　5　號
銀「パラヂウム」合金

865°－820°C

鑛　第　36！號
銀「パラヂウ云」合金

770°－730°C

十入K金鐙

720°－670°C

郎ち鎌5號合金は第4，號金冠用合金，第6瓢第34騰造用鋤録用合金の鑛著1適し，

鍼第36號合金は第35號錆造用合金の鍼著に適する。　　　　　　師

　乱11頁より績く一
　私的企業に雇傭される勢働組合の被保隙組合員は勢務不能の最初の20日問はその賃銀の3分の

2，それ以後は，少くども1年間被保瞼組合員であろならば賃銀総額が支給される。

　1年以下の被保瞼組合員は勢務不能の纒績申賃銀の3分の2が支給されろのであろ。

　1937年3月1日の法律の定めあるまでは職員は一般に疾病の最初の15日問はその俸給の4分の

3，それ以後は全額が支給されナこ。現在，職員は疾病の最初の圓よりその縫績期間中俸給全額彪支

給されくゐる。疾病給付月最高額300ルーブル制は腰止されアこ。

　季節的勢働者は災害及職業痢の場合のみ少くビも前年3月間若くぼ以前の2年間に於て10月間雇

傭されるこビ炬條件として臨時の扶助た受ける椹利があるに止まる。家庭に働く被保瞼者はその勢

働のれめ材料が雇主より支給され，濁立して業務に從事する為條件と・して給付受給の椹利があろ。

　故意に惹起され†こ疾病，假病，まナこは欝師の指揮及検診に封して服從しないならば現金給付はな

されない。勢務不能が泥醇の7こめか若くはそれに因ろ傷害のナこめなる時はその者は最初の5日間給

付はなされないが，それ以後は，その者が從麗者となつてゐないならば蓮常の給付の2分の1のみ

支給される。

　母性給付

　被保瞼者ナこる一切の女子は産前産後の8週間疾病に於けるビ同一の割合でその保障た受ける構利

があろざ雨i親の賃銀が月300ノレーブ〃た超えないならば産衣購入給與として45ノレーブノレ，哺育給與

として90ルーブノレが支給されてゐろ。他の女子は業務期間の長さに關する要件た満す為條件とし｝て

右の諸給與た受給すろ。これらの給與は出産数の多敷に比例して増加される。

　葬祭給付　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　葬祭給付は被保瞼者の死亡に際しその家庭に，家庭の從囑者の死亡に際し被保瞼者に支給される。

都市に於ては，右のすこめ10歳以上の見童に封し40〃一プノレ，10歳身下の見童のアこめに即ノ7一ブ〃

が支給される。農村に於ては10歳以上及10歳以下の者に謝し各々牟額づ》帥ち20ノレーブル及10ノレ

ーブノレが支給される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一以下45頁に績く一


