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、錫を含める鐡はカドミウムを含める鍼に比して

あまり良好でない。即ち賜鐵を用ひて鐙接部を急

激に冷却ずると著しく強固となるが，伸ほ甚iだし

く減少するも例へばNd．4は軟化歌態に於て（徐袷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　

した≒き）は便14％であるのに硬化歌聾（急冷レ

たとき）では伸雌に1％とな堪だしく脆くな

るが如きである。　　一　　　　　　一　h

・金銀を撰揮するに當りては鍼接レよ．う乏ナる塘．’

金の熔融晦凋構と鑓厳櫻占とあ隔りが紅
5ρ一・㈱位のもρを騨蝉こと臓迦
庚所である・罐つで22K傘を鐵拷す多には雛”

よりもカラツト9働例へば2°、カラ外傘鍛を旨、

用ふべきであると：め考は誤であるb爾者の簡に熔

灘の隔暢れ幽ラバ胴噸も槻瑳嚢
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ぺない。．極端たV・ぱ穿20Kの地金を鐡接ずるに

・21K9）鐵で鐡接してもよV・のであるα

　　　　　　　　　　　　　　，＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
／

　現在我々の學校では金を節約する意味で專ら家

　　　　　　　　くのやう膝1＄カラツ峯金合金を使用してゐる6
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　　　　　　　　　　　　＼
　この地金を鐡接するには第1表の5に揚げた16，
　　　　　　　　レカラツト，カドミウム鐙を用ひてゐるみ，鍼の熔融▼

匠間ぱ760－「721°Cも蓼るから，坤金の固相黙＄52

叉ぬ875。Cと鑑の液相黙7606Cとの隔りぱ920C／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ，一

T至115°Cであろ。部ち鐙ぱ地金ミ’りrも92｛115°C，

も低温で完全に熔けるから慣れない學生がや》うて

二も地金を熔価す恐れなく，鑑接は比較的容易に行

はれるの1ﾅあるb併しもつとカラツトの高い鑑例

へば第1表No．3の18カラツト鍼，・融貼8q8－

788°C用ひても地金の固相黙8529Cと鐡の液相鮎「

898°σとの駒雌゜ρ筋るから少しく臆して，
　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も

鍼接作業を行へば地金を熔かすことなく完全に鐡・

御咄寧る・’．．　・

　更た金冠某他た使用される22勇ラツト金銀金同

合金例へばAp916　A奮21　Cu　63は伸33・5％』蹄ゴ

限・3・皇、kg／mm2抗張力32・・kg／・・畔、硬度64熔融

匠間9ウ6－954°Cである沁・ら，、これを鋤暫るに第

1表N・・220カラツト金鐡液撫占885叩を用％

るどするとう・地金の固相黙との隔りは69°Cでズ

適當と思はれる。併しNo．1の22カラツトのも

のでもそ蠣鵬954％9・9°－351Cであるか第，

分鍼接は出來る。、こ勉と反封にNo．4÷51などを

用V・ると鍼接は極めて容易であるが地金の色に類1

似しない訣勲を生する。　　　　　　〃
　　　　　　　　　ヒ　坊問に獲費されてゐる金鍼用豫備合金にプラ系

メタルなる「ものがあるもζれは多くは適當忙優分’

され旋板金で，これを切9取りその何片を加ふれ

ば何カラットとなるといふやうに工夫されたもの

である。併しその成券は明示されてなy・恥ら．こ

れから作られる金鐡はどんな性質を有するか，叉

、は熔融麗間は何程であるかなどは杢く不明で1唯

汐ラ？ト淀けを正確に配合レ得るに過ぎな焔r，、

　（2）熔剤　　　　　　　　　　1　　・　　　　　　　1ミ
　　　　　　　　　　　なナ　　　　　　　　　　ぽド　コ
　企合金用の熔醜棚砂を以つて足れりとする。

而して棚砂は748°Gで熔けるから鐡の融黙がこれ

以上あれぼよ匝わ嫡である。第1表を見ると］珂o・4

合剤が推奨に債する。
N。．ユ蛎壼、0，．10宜、0＋N。F＋8漉．

まで購融醐が騨の熔融鷺りも高いので問

題はなV、がNα5の固相黙は少し低いので理想的で

なV・。併し實際に於ではこれでも充分に鍼接が出、

來る。これは金合金が他の合金に比し加熱のため

に酸化膜を生するごとが少なv・ためど悪はれる。

　瑚砂はそのま玉ごれを粉卑として，或は水を加

へ泥膏として使用するか，或は焼いて水分塗除き

、粉末として，叉は用時泥膏として使用する。普通

の棚砂は加熱により結晶水が遊出するため泡立ち・
　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　

て鍼片が他の部分に動くことか少なくなV・。これ

を防ぐに峠棚砂泥に少量のデキストリンを加へる

力収瞭醐砂1・脚セリ望2二゜9ノ曳穆とし，

て使用する。、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ
　醐砂の融黙を低め．流鍼をよくし，．且磯砂の節

約を箪ろ意味で從來色嫁合剤が推奨された・∫、

　1．、F田kの熔剤Na2お407づ10H20］．O　K2CO3」4．O

　　NaCI　4．0

　2．煎a2B407・ユOH2024　H3君0324　NH4C］（繭砂）

　　・1．2　K：2CO30．5・H20200

　含．Weins七einの熔剤Na2良07（硲話焼V・たも

。1 ﾌ）55H，B6，85　SiO，10　’

　ルッボに入れて熔かし，撹搾してから水申に投

じ噸化ぎせる・速ゆ申よ魏を取咄し・．粉

末とし水叉は油にて泥膏とする。

　4．H留derの熔剤N助B407・10H2030　H3BO3
　　26Na2CO建‡O　N乳HCd310　Na・C110ρa・F210

　　N詔㌃10　　　／

　5．・N・，B・0・ユOH・08・0臨（評H・）HPO・・4H・0，

　　2．0水熔液として使用する。，　　～
　　　　　ユ　　
　我々の材料研究室で研究した所では次のやうな
’
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　NO・2論2Bρ7・10H2（》十N乱Cl十N翫PO3　　・’・
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　　　　　　　　7．　　　ユ　　　2
　　　　　　　　6　　・ゴゼ9一

　　　　　　　　6　　　　　3　　　1

　No．3　　N窃2〕B407010宜20十N勘F十Na2SO4・もBaF2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げ
　　　　　　　　　　　　　2　　　4　　・．2
　　　　　　　　　　　　　　　モ　　　　　　　　　　　　　3　　　　3　　　　1

　No・1－2より　　　　　1　　、外　　三
　　も比較的良
　遙　　　　　　　　　　　　　2　　　2　　　3

　　　　　　　　　　　　　3　　　　1　　　2
　　　　　　　　　　　　　　　　、
・（3）鐡接法　、　　　　覧

　鐡を熔かすには通例石表ガスを用ひるql而しゼ
　　へ金冠の如き小さなものであれば直にブンゼン燈上

にかざして鍼接を行ひラ埋没材に埋淡せるものは・

墜搾室氣叉はフ榊トタローズによ届吹火管を用ひ

る・ガソリンを以つぴる場合に脚にこの目的＼

に作られたガ又リンタ1ングと吹火管とを使用す

る。

　小ぎな製作物例へば金冠の場合に於v・て鐡接す

’づき金属面は清掃され，接合部は緊密に接著且固

定されたならば，鍼接部に熔剤を塗布し・適當に金

鐙のント片を配置してブンゼン燈上にかざして迅速

に鍼を熔融，流布させる6叉縫績歯，架橋義歯の

如き埋没材申に埋没固定したものは前述せる澤意1

霧こ搬撫縫轍疹塞灘妻魯

てて少しく加熱し，鐡片を配置し，細き強火焔をあ

て聴雌を櫛させ・雌礁Pては麟野羅
Pと硬に歯磯接牒を殿する・1イ可榔して幽
も鐡接絡らば直に加熱を中止して全騰を徐々に冷

却させる。決してこれを水申叉信酸申に投じて急

冶して慮なちぬ。即ち鐵と地金との間に滲透作用，

の正しく行はれるには」定の時間を要するのであ

るから，：加熱を止あて急冷ず落ととは鐘接を不完

杢且脆弱ならし陣る原因と除多。殊に餌を含める’

金鍼を珀ひたときにこの弊害が多V・．叉鐡接帳

時間を費し，必要以上に張熱を加へると合金の成、

分に攣化を來し鐡接部を脆くする恐がある。

し金合金の鐡接は地金と鍼εの間め滲透作用によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9號

りて新い輔合金が出來，それが混晶喜陽固溶

識シて顧廊mbg・n1の騨を示すやうになる

結賄齢脚噛るから両欺騨すζごど
のなv・永久結合が成立するのである。

　熔融せる鐡ぱ水の如く流下する性質を有するの

であるが，熔剤が一定の粘度を有ずるため石筆叉

は炭素棒鴛鍛を引張る必要を見ることがある。部

ちこれによりて流れこむごとの困難な場所に鐙をい

導き入れるのである。縄粋の塵搾炭素より成れる

25cln位め炭素棒は耐熱性であり，且加熱される

　　　　　　とこと少なく，金属に封じて酸化作用を螢む作用が

ある。　＼一　　　　　　　　　　　　　　　，　＼

　鐙接作業は焼粘土（Sch興〇七七）叉はア子づろト

板の上で具合よく行はれる。朴の木炭叉は普通の

木炭上でも差麦なv・。爽のやうなものは更に便利』

である。　凸　　．　．　、

　石膏ioO．木炭末100　アスベiス・ト、10q　　・

　水で煉つで適當な形に作る。

1鐵が不必要琢部秀に流れることを防でには鉛筆

　　　　　　　　　　　　ヒで地金の王に線をぴ曜よ囑叉テルペンチ苔、

ブラフアト合剤を鐡接の不必要な部分に塗ると一

癬良好で籾唄卸節練もなる・　．、
　　　　　　第九渉銀合金鐡接法　　　‘
　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　ミ
　　　　ピ　銀合金には二種あ駆∵つばパラジウムをカロへ

て耐蝕性としたものであり，他の一つば亜鉛，汐，

ドミウム，、マンガンなどを加へて耐蝕性殊に耐硫’

化悔としたものであ多。前者はパラずウムがマメ

リカから輸入された當時にありては金代用合金と

して盛に推奨されたが現裡では全くその跡を絶つ・

に至つた．綴つて現時使用さ叔ゐるのは主に後

者である6今その一二ゐ例を學げると

　　　　Ag　Cd　ZnSn伸％抗張力熔融匪間
　噛No．1　80　　15、　　5　・」一げ65　25．3　822『ニー8100C（？）

　ユ叉o．2　80　＼　5　14・5　0・5　　－一　、－　7780－7740G、

　ユヨo．し）68　　1．5　　14、0．5　　M］〔116
　　　　　　　　　しび　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

　二般に糎用銀合傘の融黒占はε20－750°負位の範．

圃で，金合金に比較す，ると大禮に150｝200°c位

も低㌧そ轍に金合金掴腰填で撮を行つ
たのでは地金を熔かす危瞼が大である。これが銀

合金め鐡接ぱむつかしいと匝はれる理由め一っで、

　　　　　　ノあろ。　1、　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　〆



　　4

轟讐色々繍曝舞ど多丹れ・

ば流れぽよV・にしても耐蝕性殊に耐硫化性に乏し、

い。例へばAg60　C丘30名n10などはポ般工業用に

」ぱ良V・が耐蝕性の上渉ら歯科用には適しない。

　　．　AglZn　Cd『h　Cゼ融1黒占
　Nρ4／56庵3Hガ舗685・－6756C
　ユ冊b．2　　　65　　115　　　　2　　　8　　　10　　6700一制6640C’

　前者は銅の量庵少なく耐蝕性もかなρ、ある・後

都融蹴比較的良％蹴含醜い銀鋤流
れがよぐなv・やうである∴　　　’

　、（2）熔剤　「，　　　，　、　　盛
　銀合金の鐡操に熔剤として棚砂軍昧を用ふるこ

・とは適當でない。なぜなら銀合金は前に述べた通

F囎艦が82・°－75㈹粒で金合金よ1り縫購

≦．棚砂の熔融無占「748°Cとかな罵り近接してゐるか

ら，棚砂の熔けるまで熱すると地金も熔けてしま

ふ恐が多いからである。叉銀鐵は通例融鮎700一
　　　　な　　　　　　　　　し　　　　　　　ノ

6脚位醐脚融黙りも鞭から翻柳熔け
な娩畷が騨て調吻酸化物を熔撃る作
用や被覆保護作用などが禿分に嚢揮されない。結

局鐵接は失敗に絡るζと玉なる。そこで熔剤とし

では棚砂軍味を使用するよりは或そ程度融鮎を下

げだ棚砂め合剤を使ふことが合理的である。初へ

　　　　　　　　　　　　　　　　なねま．ぼ棚砂たクロールヵりを加5るとその共晶鮎附近．

では10鍍位も騨が下力rる・簸：1・酵の酉論

量は棚砂N鞄B407・10H207．0盤化カリ、　Kq13．O位

藩射潔響麟離1輩護
る款のや独合醗どれ雛奨噸す祝
lN助B407・10i旺ゑ0十、KC1十NaCl　’　　㌧

　　1　4　－　：お　：ゴ’　　㌧1・

　　　　、5　　：』，2：3
　　　　　ト　　　　　　　ヨ　　　ド　　　　　　　ロノ　　　　　　　　　　　　　し

　　　’51『一：∴1、、：∵』’4－、，9’．

　　　　7・　　：い1’：2

Nゆ・0レg職0＋即ナ沸F謎・

　　　　2－8　1－5ユ曄　　・ゴ
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　　第一會場、（講演）個大法丈學部講堂　　1
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