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一花澤廻三度金代用合金に就て一 96

．　　　　　講コ座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　　三度金代用合金‘に就て（其⇒

、　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズ
　　　　　　　　　　Nochmals髄ber　die　Goldersatzlegierungen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

　　　」　・　・、　騨鰍蘇鉱罷　　鍛

　　　　一　．　　　6．　「ニッケルクローム」合金の成分

現物間に鞭せられつ・ある馬グ）・如一ム・雌鍼分蹴ては既喋2即撫≒於

て其部輝汎拗であつ蘭期分率や「r・ケル冠如一ム・以外嚥分に多擬しい・

黙が多かつや硬噺しく合傘騰入しζ撮酷頼す齪碑脚手倭ねて蜥

磯難果鯛浮娯れ鍼績を獣の℃弦睡擬顧紳醐鎚こさ・咋偶
N・・2（Bエ）は不幸にして入手出來なカ・つたから鵬のもの旗ま蜴げ＃．叉N・5〈Dド）

は嚢費が申止され弛ので同穣緯薩揚の戒績を再託したが其絡計が9σ・雄％1に逡ぎな駐のは縫に

欄9醜舷齢砧つ燥めε思は禍．而硫N・…（Dドシ）は愈・．5（Dド）噺製

恥聯藤るもので・銅を約・吻含んで居る。之なさは龍問題叫から考一て杯良品’

・ε云はねばならない。，　　　、　　　　　　　　　　　　　　’
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稔する要鮎は大罷iに於て「クローム」の含有量を約3分の2位に減じ，之によりて抗張力を低下

せしめ，金冠の製作を容易ならしめ’たに過ぎない。併しながら反封に口膵内！こ於けゐ耐蝕性が

　　　　ひ不良εなる弊を生じたこミは注自に慣する。更にN・．9（Gス）は他の製品よりも「二．ク～レ」の

　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ

含有量比較的少く，「クローム」は12％以上，鐵は11－12％位で最高を示し，「モリブデン，「タ

ングス勇ン」，「只バルト」等他の合金に見るべからざる成分を含んで居る。之がために他の同種

合金よりも耐蝕性優良であるが，機械的性質梢㌃不良で金冠等の製作困難であるため，之を改

良する目的の下に「ニッケル」の量を増加し，「クロー云」，鐵，「モリブデγ」，「タングステン」等

の量轍じ「コバルト・轍去して合鋳軟か唯郎したらしゆである・拶N←ユ・（G

ス2）である。併し其結果は之亦蒲蝕性を不良ならしめ，他の同種合金よ6も化學的性質優秀な’

りεの特色を失ふに至つ光こεは遺憾である。　　　　　　　　　　　　　1　　　’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　　　　　、　　．　　7．、「昌ッケルクローム」合金用鐡　　　「
　　　　　　　　　　＼

　「二・ケルクローム」合金用鑛εして嚢費せられつ〉ある合金は銀叉は銅を主成分εせるもの

で；分析上次の如き威分を示した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上の成績から見ゐミ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．1，2，6δ）3種は銀を主

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禮さし，N6．3，4，5の31種

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は銅を圭禮εした合金であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。No．3は梢≧多量の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「二。グル』ε「マンガン」ミ

を含める黙が特異である。「カドミウム」，亜鉛は恐らく鐘の鋸融黙を低下せしむる目的に混じ
　　　　　　　　ト
たものらしく，鐵は他の不純なる金属中に混在し・たのが検出されたのであらう。是等δ）白色を

なせる鑛は其成分の上より見て鋸融黙はあまり高いざは思はれないから，普通の「ガス」吹火管

で容易に鋸融し得るに相違ない。併し「』。ケルクマーム」合金の鋸融貼ざはあまりに距りが多

いのでか｝る鐘を以てしては決して完全な鍼著は望まれない。印ち一見鎖著が行はれたらし

く思はれても・ζは所謂「ハンダ」著に過ぎないから鍼著後の引張り試鹸には通過する見込がな

　　　ヒく，從つて゜齢では早㈱勲來す危瞼猷である・其他雌の鋤働て漁陸に乏い1

のミ・「㍉ケリレク血一ム」合金ざは電位差がかなり多いので口腔内に於て容易に溶解され，且攣

色を來すε云ふ大きな弊害がある。殊1と銅を主成分εせるものにありては眞鍮ざ同様に銅の申

　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ毒問題も考慮せねばならぬε思ふ。　　　　　　　　　　〆　　　・　　　　／

Nα睡i釧釧㍊，芸鐵臨1カ「　Il影舗i
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5 ミB 34・20 35・25 1・65 20・42 0・28 8・20
一

100・00

6 サソ 56・06 27・05
一

10・15 0・65 5・74
一

99・65

8・　「クラスプ」用代用合金

近時「クラスプコ用金合金叉は白金加金合金の代用εして畿費せられつふある白色賎金屡合金
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には2種あるやうである。邸ち謡つは鐵をギ成分5せる所謂「ニッケルクローム」鋼叉は耐蝕鋼

ε構せらる誤も0～であり’，他の一つは輩なる「うヶルク貢一ム」合金である。今其二皐0）分析

せる威績を暴げて見るε次の通りである。　　、、

　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　・》　　　’　　　　　　　　　　　　No．

種別 翻晶名 釧；耀゜「制訓劇二需
総
計
」

No．ユ　　’
、。ス 72・40 10・50

1
5
・
7
5
馳

o・15
一

o・⑤3
一一

99・44
　二〃
@ラロ’・　．i

@ケム
牛
|
　
　
～

No．2
　　　’

ﾟ 73・80 09・50 15・32 ・0．16
一

1・16
一

99・94

No．3 　　　一E
74・43　　≧

8・ao 13・01 1・83 0・30 1・63
一

99・7

ニク合ツ．口金

P1　　　　　’

mンム

！臨．4

サ 0・70 87・50 8．83

T

’0・93 0630
1
・
1
6
、

㍗0・47

99・89
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　　，1－3は7

％内外の鐵を圭成

分ざし，之に15％

前後の「クローム」，

♀％内外の「ニヅケ

’ル」を混じたもの

で，大磯に188鋼

に近い組成であ、

る。此種の合金は極めて高い耐蝕性を有し，口腔内に於て溶解叉は攣色を來すこさがない。從

？槻欄欝碇鯛ヒ鋤願に影脇堪格吟格す砂で顯保瞼に方杢ても「ゴム・期

さして此金屡の使用を認めて居るのである。併しながら其理墨的性質ヒ於てば硬度高く且殆ん’

醐生婦つて居ら⑳狛鋪鋤至銀「ぐラヂゥム・合傘砒して嘩上遺埣曝が多い・

蝿騨接に非謁卿之礪著飾誌！郷勅い㌧・・　　’脚
　更にNo．4一5の2種は「ニックル」・を圭成分εせち合金で，普通飯用の』．ケルクローム」合

金ミ異る所が准い5從つτC乳酸，盤酸に封して抵抗弱く，口腔丙では容易に溶解される危瞼

があの謝蝕に關す槻構繍こは合格す蜆込がない・之が蘇騰診痴諌用せらμない、

理由である．のみならす其機械的性質に於ても殆んさ弾性のないこεや，鑛著が完全に行はれ

ないこミは此合金の甚だ不利εする所である。㌧・　　　　　　　・　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

　　　　　　’　　　　　　9．・銀「パラヂウム」合金”　、

　　　　　　　　　　　　　　，　　’ゴ・∵　　　　　・一　　　”　　　　　1

　現時銀「パラヂウム」合金が金代屠合金乳して殆んさ緯て（ワ要求を満ナし，或る男合には郎？

て金合鉱のも暦なる顯鮪するこミを蜘こ多くの人⑳灘鵬る蛭づ漸で穿・る・・

それ故に銀「ベラヂウム」合金は寧ろ金の代用合斜こ非すして立派に舞立した倉金ε見敵すべき

であ為5思ふ。此黙に關しては既に前同に縷々述べたので弦に嫉之を省略するが，今後此方面

の研究が更に進歩を來融ば全く金合金を必要ざしない域に達すろかも知れないδ）である。　・

　　　　　　　梅　　　、a．掲逸製銀ら蛭ヂウム」合金

　掲逸製の銀「パラデウム」合金に就ては既に第1同の報告に於で『ペダガン」，「・測アーグ」ダ

rア・・バ」，「エー此一エル」，「・畑司，』「パンゴル㌧「エルゴー」，rド。ア・一・レ醇の機械

的乃至物理的性質を述べ，次で第2同の韓告では其申「ペダガン」，「パリアーグゴ・「アルバ」，

「パンゴルト」の4種だけの組成，・化學的性質等の研究成績を報告したが，・其後更に「エー薩一
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エル」を入手したので其組成ε化墨試験の結果を報告するこさ脳するゼ’

　「エーケェーぞルJEWLの組成は分析の結果次∂）嫡きものであろこミが明ミなつナこ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左記の祓績によりて案する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》「工蒔洗一エル」は飯用の

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み僅に◎・25％の金を含み，他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の2種は全く金を含有せざる　、

餓で・「・ラ角ム・の含有量は雛用最砂く・弓動蜘では2◎％以耳達してゐ為・思ふ

に鏡造用合金にありては「バラヂウム」の量を滅ε，之に少量の亜鉛を加へて鋸融黙を低下せし

め，∵ ｳ輝力鎌用合金で1ま白金ミrモジブデン」ざを添加して之に弾性ぎ伸さを附與し旗のである

らしい三　　　　　　　’　　　　　　　　　　，　’

吏に化鋤腰鹸査舞ため砒合金に凱鋼に癬る・酵ヂウム、餓襯齢・5

％盤化水素溶液1％乳酸溶液・1％食盤溶液・ρ・1％硫化「ソーダ」溶液申に約37度に於て平

目闘浸漬する」試験を施したるに次の如き結果を得た。’　　　＼　　　　、　　　ヒ
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　　　　　　ヘ　　ロ
筋鰍繍乳酸鰹等に凱ては礁哩化観なか廉が硫化「ソーダ・識によ

りて弾力錬用ε飯用の合金は僅に憂色し，鏡造用のものは攣色が著しかつ売。、之は「パラヂウ

『ム、の含寵が歩ないこεに細筋ので蕩う．ドい゜lh一
猫逸製パラヂウム、合金εしては斜・・示、，・エルゴつ・ド，・一・レ、の3種が未識のま

　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　よ　　　　　　　コ　　ぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あ　　ロ

ま残さ起てあるが，敵洲戦衡似來掲逸は是等貴金薦の國外輪出准維封に禁止した爲最早之を入

事参ち見込がなぐな？てしまつた。併し之までめ研究業績より推論す燕ば残りのもめε錐特に

優秀雄質購つてゐる灘蕊紘セ㌔否私をして端的に去は碑れば銀…ラヂウム・合金

の駕學的姓質に關し℃は現在では我國に於ける研究の方が進歩してゐる注見るべきであらう。．

　　　　　　　　　　　　　　b．日本製銀Fパラヂウム」合金　　　ご　　幽　5・　1
　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

　現時市揚に叢費せられつきあぢ日本製銀「パラヂウム」合金は約10種であるが，之を扮析して
　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　娘　　　　　・

得たる成績は次表の通りであろよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
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Ag Pd
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一 ＿h

99・’17
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2
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3
0
噂

15・23 ，a・63 戸＿ 70・5L一 99・83

No．7　（ト） 78ヤ08 ⑳64 0・13
『 一 一

98・85

寅・．串（ノ・3） 68・14 28・25
一〇・70

一
　‘
Q・83

一
99・92

Noド9（ニツ） 67・56 23・86 8・08 ＿r 0・50
一

99・55

N6．10　（ゴン ’63。70 26ζ30 10・00
一 一

＿　「 100・00

、この成績によりて之を

見るセこ　Ng夕　1，　2，　7，　8

ば大部分銀ミ「ベラヂウ

ム」φ）2成分よ南組成さ

れ1金の含有量ば極めて

微量に過ぎない。殊に

No．1，、2，7，の3種の如

きは故意に金を混じ＃の

ではなぐ，銀中に混在せ

る金が分析上偶然に謹明・された！こ過ぎな1いのではあるまいか。No・8、では0’7％であるから之

は合傘の成分εして特に加へたのかも知れぬカ㍉か〉る微量の金を附加した所で銀呪パラヂウ

ム」合金の性質に良好な影響を及ぼすく馳さは母はれ獅・其他の6種は5「10％の傘を含有し

てゐる6又「パラヂクム」の量は20％より初きり最高妹3gそ6に及ぶもg）があう。

次に．N6・・r駒N…9に至為・0種の餓中鞭1塒造朝である斌飾の7齢餐し

て鋸駕購胱して砂しく蠣蝿炉高曝があ為・從つて樋の「姻吹管を以て鰍

する購多少の縮秘肇すち・癖多駒∫パラヂウム・合金に麻鰹鰍耶・二鋪輝

力凱合鋪蜘用・鋤廟嫡廟郷が噸さ縮らないこrは甚ギ趨
’であ乱併し之ミでも必すや早晩市場に紹介せらるべきであらうど”　　　　　　噛

更繊・蛎ヂウム、鋤成分撚げて見る欽の鋤輻お．

Nd成分 奄`・IPdlA・IC・ICdl理i繍
No・工（ゴ）

No♂2（ソう

「No・3（率y

難iiil 0・63

11・00

4・08　7・50

．17・50

16・38・12・18

5・70

・2・50

2・00・

bg．99

99r78

99・98

　以上壌種の鍼中N6．1は僅

に0・03％め金を含有するも，之

亦前記の揚合ε等しく銀中に混

、在せろものが分析上偶然謹明さ

れたのだざ見るべきである。之

に反し他の孝種ば約11－16・5％の金を含み，且禰≧多量の銅が酎加されてある。而して「バラー

ヂウム・の量はNρ・1が約25％で齢9に他の輝は13一踊％位であろ．“，＼

．次却前掲せ鯉パラ称・合金1°働化學的拉に機械的願禰査し嫌果聯？而一

　　　　　　　　　　　　　
←て輝雌恥して即樋騒・撒鰹水に凱不町あ鵠卿ソr獄騨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ砕τは唯3種だけが不攣・他の3種妹極僅に・残りの4種に僅に攣色を來した・・従？で最後の

輝は嚴密転蕊碓ワτダ・言柔験に合胤な曜であるが，鶴間驚しては雌度嘩

色は敢て聲を大にして荒立てるに及ばないではなカらうか。何ε奉れば此硫化「ソーダ」試験は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
銀合劔二凱磁か醐鱒告の⑩であり双硫化銀の形成貼曙攣し演してもそれは

軍に外観上不良であるに止まり，何等有害問題には關係がないからである。併し理想r享しては
ス　　　　　　　　　　　　　へ

　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　、　・　　　　『〆　　　　　　　・　　　、　　　　　　　　　　　1
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1牝　　學　貸的　　性乞質　　　　　　　機∴械　的　性　質　1

腰劃義劃鹸劉補犠i和硫試験灘劃勝判瀦部引張試験
，No．1 攣化なし 攣化なし 攣化なし極僅に著色 僅に著色 ’26 33・3 陣著部剥離せす

No．2 ，1、 喘　，， ，， 攣托なし 著　色 段8 43・1
馬，，

No．3 1　　　，， ，， ，， 極僅に著色 僅に著色 30 騙31・1． ，’　　　　．

No．4 ，，
伽　　，， ・　，∫　　、 僅に著色 著色 26 32・4旧 ，，　　　、

Nα・5 弓　　　　，， ♪　　，， ，， 攣化なし 僅に著色 36 、27．8／

，，

No．6髄 警， ，， ，， 極僅に著色 ，， 20 25．0 ，，

No．7 ，， り曾 @　　　、 ，｝ 攣化なし ，， 26 ／3込5
｝　　，，

No．’8
甲’　　　，，

●P ，，
　　　　駒ﾍに著色 著色’ 夢一 一 鐙著部剥離鱈

、No・9 ，， ，， ，，　　、

’　し　、

@　，，
，， 皿 『 ＿　，，

N6．10 ，， ，， o，

乙　　　　，，

一 7 ，，

鍵色しないも9）であつてほしいのであるから，出來るだけ近い將來に是等の製品の改良を策

り，総て規絡に合格した晶を販費するやうにし弛いものである。　　’　　　　・　；

　　　　　　　　　　　　ノ　Nα1よりNo．10に至る合金を鍼著して化學的性質を調査し施結果は大髄こ前表ミ同』で

ある．但しN。．6瞼齢腕て麟音鰻し九図N・．4蝋麟中割漉生じ蘭之
　　　　　　　　　　　　　　　　轄合金の作り方が當を得なかつ売結果らしい。　一　　　曜　　、1

　和硫試験によりて多少攣色するごεは理論上少しも差支ない。否寧ろ硫化柳の生するこ貫に

より「ゴム」茅の機械的接鰯は良好さなるのである。航張力，伸張度に於ては何等批難すべき所

が訟い。No．8，9，10の3種は或る環由の下に抗張力さ伸張度を測定しなかつ巽が・・鐘著部が

騨眈こミは望ましくない額である・　　　　『　　　蟹毫

　　　　　　　　　　　　10ご　「パラヂウム」の産額と使用量

　銀「パラヂウムコ合金9）使用を普及せしむる上嬉支障蔑なる黙は「パラヂウム」が金さ異り日

恥灘肢欝瀦ん薩齪す誰励礪に他の金即副勲斗て聯さ妨縄ぎ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さないので，主r三して之を英領カナダに仰く翼封犬にあるこ芝であろ。両も他の白金屡の元素さ共

に之が一手販費擢を有するのは合衆國のべニカー白金株式會杜で～現在我國1ヒも此會肚の手を

通じて輪入されて居る。所でバーカー會肚の論明によればカ≠ダの「ニッケル」鑛中に含まる㌻らザ

ラヂウム・の量は醗調量で年灘細5勘雛林ンス櫓1・24慣眺達レ・期髄

噛鯛εして轍され？・あつ漁ま月郷゜°°「すンス・・年額4串・°°°1艀和酌4°°貫

目）であつ斧・）こεである・騨此脚歓洲鱒で此髄へ囎出瞬もなく中止さ泌に亙

つ演思は秘から・他に騨琳むる必要が起り誠國の需要曙遡供給を切望しτゐる

鱒’のである・合輝鰹では金瀬めて豊富蘇跨慰猶鞍砂で・・叢恥ラチゥ

ム・代用合金は殆ん鞭用され飾ないらしく，其他の町醐融除いてはあま・嬬要が多’

ぐなゆでび一力碧旗して嗣季に多くの鱗補聯の噸斑あらう・但し他咽

で此醗の使胆砂なゆ噸論傘合傘に鮪す礁⑳みで嚇～認らく鉢「パラヂゥ
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　、

ム」合金其ものに就ての研究が進歩して居らない結果でもあるちしい。

　峠年の7月帥ち歓洲戦雫のまだ起らなかう五頃めベーカー會肚の聲明によれれば日本の需要’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へに凱ては糊な磯濟的蜘の起ちざる働今後5碑位は・パラヂゥム・の綱に鮒繊

格ε日本への供給量εを保謹し得る芝のヒ蔦℃あつた。併し不幸にして欧洲戦爾Lの勃登によめ

英来爲替は暴落を演するに至つた光め「ポンド」貨にリツクする圓貨にも影響して間接的に封米

一爲替の下落きなり其當時（100圓を27弗50セントミして）1匁約10圓（1「グラム」2圓66銭）

位に相當した「パラヂウム」は今日では（100圓を鴻弗16分（b7さし『）約11圓70銭εなし甚
　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　ぺ

　しぐ不利ピなつた。併し此位の攣動は犬して我國に於ける「パラヂウム」の使用に支障を來す程

ではなく，例へば或る「万ラヂウム」合金の1匁の原科代を3圓36銭弱（本誌第44巻第5號37

，鯵照）ミ筋詑よりも約蠣狸の縢貴棘し燭合醜る位である・そして鯛政府當

局は賭基準を米貨に顯し23弗・6分の7漂定したから今｛館之以上「・寸ラヂウム・の憤格

の鍮観るこεはあ磯・．而して現在職省燃灘輔工省の了解の下噸大を許可し

つ〉ある「パラヂウム」の量は月額約5貫目，年額60貫鶉で，之が大凡240貫位の合金ミなつで

歯科用に供される繹でありレ又此量は容積からするさ金合金ρ）βOO貫以上に匹敵するのである

から買占めでも行はれざる限り，漸次一般o）需要にま障なく慮ぜられるやう嬉なろε思ふ。又

　此合金の慣格も厚生省の方針で1匁6圓，1「グラーム」1圓70銭以下ε限定されろ蟻至つた・＼

　　更に本年の1月から銀「パラヂウム」合金は一種の貴金屡であり5且其中に金を含有すεの理

由の下に鑛入・）搬薄しく臓省蚊に厚生省の許可椴けて日輔曙師會磯↑す硯

符によ魔非ざれば之嶺傘屡敵は材料商よ備木し得ざるこFε』・なつた・巳ロち日輔曙

囎は切符酪蔀鞭曙囎に分酉己し，道府縣翻麟齢要求礁じて之酪韻に交

附するこ部なっ砺である．女纏校附屡病院に凱ては文部省ε尉省・舩市立病欝．

　　　　　
に凱℃は厚生省よ埴接各嬢礁じて購硲を配布筋こ剤初旗・かる制度より1し

　て購大の手績は少しぐ面倒εなめ，売めに多少銀「パラヂウム」合金の普及を妨げる恐れを生ゼ

寵駆れるが，併し・めデウム、備天量の少吟日にありては脚蠕要閾して癖な

　分配を行はんミする必要上止むを得ざろ手段さ認めねばならぬ。

　　思ふに將來金の使用姪く禁止する1二至らば，嘩に年額60貫目位の「パラヂウム・を轍し

　たのでは，金代用合金εしての全需要に慮じかねるひ三は明である。然らば果してされだけの

　量を必要εすろであららか，・之は甚だ薗難な問題であろが；假りに一昨年日本歯科讐師會に於

℃各人の申詠よ欄査した嚇纐より推定して1ヶ年の金使用量を1・000如琶し・之を「パ

　ラヂウム4に代へるεするε其緬5’分0）1師ち200貫目位あれば事足りろ9）である。之は撮逸が

ナ．妨から轍凍年額の牛分髄ぎな㎏・．・パラ舟ム・・泄界産額量はあまり多くないミ

　しても；・ベーカー會肚φ言明する如く我國しこれ位の量を輪入するのは何等困難を件ふひ三で

　なく，反之が泥めに世界め市慣に攣動を來さしむる原因亡はならないのである。
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　灰聞する所にようε「パラヂウム」の用途は圭慮して露科方面で・其他に嫁僅に装飾晶叉は「ヵ、

タライザー」ミして白金の代用にされる位であゐb從つて今度の歓洲事攣が起つても米國に於け

る1「トηイ、オンス」（約8匁2分9厘）約23弗の償格には攣動がなかつ零。之に反し白金は1「ト

・イォ》ス・36－37弗雄來しマ駄のが現合では42弗位曝縢した・之は白金が囎其他、

ミして軍事上訣くべからざる材料である牝めらしい。。

　　　　　　　U．’錫「アンチモン」合金に代用し得べき二三の銀合金

　　　　　ゴしへ　　　　の　　　ニ　　　　　が　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　く

錫・ナンチモン治金であるにア・ライト、独に國齢なる・回わイト・，「キ・スタ・樽1塒造

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ專用の合金鷺してかなりに廣く使凧されて居るのであるが，耐蝕性に乏しく一般o）代用合金に

封する規格には通過する見込がないo）で，之を理想的材料εして推奨するこさは出來ない。併

し是等の合金は口腔内で多少溶解されるミしても其威分たる錫や「アンチモン」綜あまり有害ミ

思はれないので・恐らく、は其使用が灘されてゐる゜）であらう・私ば調セニ於て雌鉢代用、

し得べき二三の銀合金に就て述くごたが更に其後の新しい研究を報告するこ寧》する。　　〆

　前回に述べた銀合金（銀81，亜鉛10，錫3ゴ「カドミユム」歌，銅2，「ニヅヶ》」1）は展性が

あるので飯用ε銭造用に適するが，耐色性充分でなく・頚腔内で多少黒攣する傾向があり・勿

論代用合金の規格には通過しないのであつた・そこ鈴度で謝霞蝿腫き羅き・蠣嬢嘩

い，rアコライト」に近い次のやうな合金を作つて色々ざ試験して見喪。
　　　　　　・　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　4

研　究

番，’號

No．36

No．40

No．41／

No．42’

N。．43

　　成　　　　　　　　　分

A銭S・岡C宣圃Cd
　　　35　　　　　3540

りも

1・ズ，魂

1硬　　　度

40

40

38

35、

’35

　35
’丁麗「

・22

22

　22

万

3

3

5

89

101、

興
一
9
5

衝　撃　力
（cmkg／cm2）

23

　　25
－一}乏6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・79　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　40
　　　　　　45　　　　径O　　　　io　　　　　　　　　　　　　τマ石一τ一　　　　　80　　　　　　　　34
　　No．44
　　　　　　　　（No．44は赫硫化「ジ」瓦性稻馬く悪し）‘

　　　　　　　　（「トリオライト」　Hb＝55　衝撃力＝感8　c搬kg／c髄）　ξ

　　　　　　　　　　で％食盤溶液に約37度に於て7月商浸漬するも固有の色澤を保ち且液を薯色すべからす』0）條項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に當てばまる性質を有するのであるが，1悲しいかな他方には殆んさ伸展性を有せす，甚だ脆弱

である電云ふ大なる鋏黙を有するので，．之が實用的慣値に乏しい憾がある。勿論此合金の鋳融

騨比較的砥く・充分齪すべき硬凝有し・且礪面の光澤はかな噸秀であるので，せ

めては錫「アンチモン」合金さ同一なる柔靭性を與へ多少粘り強くするひ三が出卒かならば之を

嬉造用電して推奨し得るであらう貫の假定の下に色々電實験を重ねて見たが今日までの所では廟

満足すべき結果を得るに至つてゐな転）。部ち表示せる郊く一定の躊型で同一條件（P下に蠕造し

弛試験片を取り，衝撃試瞼をやつて見艦果1燗「アツチモ1ン」合金（「トリオライト戸）では衝撃

　㍉29
『一

?
U

　以上の合金は

何れも耐蝕性張

く代用合金0）規

∠格邸ち『0・05％

盤イヒ水素溶液，

　1％孚L酸溶液，

0・1％硫イヒ「ソー

ダ」溶液蛇に1
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力48cmkg／cm2　Fであるに比し，銀合金では最良のNo・43ですら36位であゐから未彊及ぼ

’ざろこざ遠しである。併む將來若し此方面に一層研究の歩を進めて高償な「パラヂウム」奉さを

混ぜすして耐蝕性のあるジしがも灘的に満足すべき額の銀合金が得られ演じ燃らば・1

それは歯科界に大なる福音を齎すであらうε信する。ド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ

　　　、　．　　　　　　　　　絡りに臨みて

　前々號に記載し弛私の「二・ケルクマ」ム」の使用量に關する見解に封し最近本誌愛讃者の一

人から次あやうな端書を薦し弛．倶し匿名であつ髭漉遺廉する∴’　　甲＼

前略鯛先生の貴重な翻究論文に封確方の一開籍εして満腔の感謝を捧ぐるもの1こ有

　之候殊に12月號學報誌上第3厨目の歯科用白色合金の件非常し教へらるい所多ぐ興味深

、〈纈欧喉唯其の中にア離合金使用量蹴き2噸云規有之候も實郷使用する

量蝿に之よ・り・も舛舳自分の技蜥に於て摩して恥捨rる部分雌3分の2位

　にも及ぶこεあ存ぜられ候　從つてさこに於ても牟分は捨て去られ，實際に使用する量は

　10噸以下ε思考いたされ候無論之にても齪用の誹は見れすε存じ赤面い弛し居り候もの

　機分なり湘分割責任を轡らしめん勧偲ひのま吻申上騰館許下された

　喉飴徐も轡開籍に鰍戦賜らん事願上候　一討
誠陵讃者の一人の御臆卿くに「三。ヶル如一ム、・合金は金合金瞑り鑛蝋瀬る高

く〒般の・ラボ瓠リー、では切屑を始末するこ瀞出鶏いの紬るから蝕こ捨て去られる，

量の少ぐなしこεは事實であゐ。叉此合金は賎金屡であるざの観念から金合傘の如くに鄭重に

取扱はれす，εかく粗末にされ易いので，患者のロ腔内に装著される量は孚分位に過ぎないε

囎察断しい覗るべきであらう．更に之からすれば「一・殉h学峡合金・獅木諏

りまぜ4個の金屡冠を伶るミの計算は之を2個叉な3個李均さ訂正する必要があるか1も知れ・な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　い。＼否寧ろr齪用の誹は発れざるも幾分弛リミも責任の輕きを感すろ』虐云ふ愛讃者の方の奇特

なろ御考に封し私ば喜んで此計算を訂正する義務ありさ思ふのである。・　　一　　・コ　　・

　併し私の眞に云はんミす義所はか賄使用量o）如何にあるのでな！’こεは云ふまでもない・

換言すれば私は現今の歯科醤療があまりにも金屡冠を作るこ霊にのみ捕はれ・魅歯牙其のもの一》

治療なり充墳なりの施術が輕覗せちれつ》あろ傾向に封し大なる不満を有するミ共に・其装置

され旗ろ金屡冠が眞に正しい適慮症の判断の上に立つ弛ものが少ないこミに遺憾の意を表する＼

ものであろ。’ 汕ﾓ味に於て私はあくまで現今使用せられつ・〉あゐ「ニッケルグローム」合金の量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「’．は眞の必要章にあ’らざるこざを強調し且愛讃者の御厚意に感謝す1る次第である。

　更1ヒ私の見解に封して或る他の方面力ち何等根稼の勾い中傷的な批評がなされたが之は机上

の塞論に過ぎないのでわちかち他日實験的の基礎の上に立て為正しい意見の嚢表を期待しづ｝

弦に之を黙殺すろこピメする。最後に本研究にi封し藤井助教授の多大濠ろ助力を感謝する。　’、


