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緒　　　　　言

歯科技工操作上使用頻度の高いベースプレート･ワッ

クスには様々な種項がある｡これらの材料が有する性状

のうち　　　では加圧短縮試験による性宴や模型への

易圧接性,熱湯による易溶融性,模型-の無着色性など

の性薯についての規格が定められている.また,ワック

スの物性に関する報吾　や聾工学的な性状についての

報告　　はあるが,実際の戚塊製作,人工歯排列,歯敵

形成などの臨床応用に際して把握しておくべき所要性寛

に関する報吾は行われておらず,材料の選択にあたり迷

うのが現状である｡そこで著者らは材料の選択基準を待

る目的でワックスの性状に関する調査を企画し,第1報

14)および第2報15)において溶融前および溶融再硬化後の

ベースプレート･ワックスの硬さ,切断速度および削ぎ

速度について調査し,報害した｡

さらに本論文では材料の選択基準のひとつとして,

ベースプレート･ワックスを溶融し再硬化させた場合の

寸法安定性および硬度変化をとりあげ,調査した｡

戚鼻製作,唆合採待,人工歯排列および歯敵形成など

ベースプレート･ワックスの溶融再硬化が繰り返される

これらの操作において,正確な捕枝物を製作するという

意味からベースプレート･ワックスの所要性質として溶

融後から硬化に至るまでの寸法変化が少ないことがあげ

られる｡そこでまず実験Iとして溶融再硬化に伴う寸法

安定性について調査したo

次いで鹿塊製作の場合にベースプレート･ワックスを

軟化あるいは溶融後, Ej的にかなった形態に成形するの

に適した硬度に至るまでの時間とその硬度の持続時間が

操作性に関連してくると考えられるoそこで操作の持続

時間を検討する酎勺で実験Ilとして溶融再硬化に伴う硬

度の変化を調査した｡

*本論文の要旨は第220回東京歯科大学学会総会(昭和58
年11月6日,千葉)において発表した｡
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実験I　藩融再硬化時の寸法安定性について

溶融あるいは軟化された材料が硬化とともにどのよう

な寸法変化を示すかは,唆合採得や噛義歯の人工歯排列

を正確に行うことに関わる重要なことである｡そこで溶

融後の温度変化に対するベースプレート･ワックスの収

縮室を計測した｡

1.実験方法

1)被験材料

本実験に使用したベースプレート･ワックスは前報14)

15)までに用いたものと同様の9種楽である.商品名およ

びその略号を表1に示す｡

2)計別方法

ワックスの収縮室を計潮する装置を図1にその構造を

図2に示す｡本装置は溶融したベースプレート･ワック

スを注入する試料槽,ワックスの収縮量を計測するスト

レイン･ゲ-ジ(共和電業社製　　　　　　　　一11)

を応用した2本の変位計およびワックスの濫度変化を計

測する熟電対(坂口電熱社製,シース熱竃対

IC)とからなる.試料槽は長径　　　　幅径　　　　深

さ　　　の大きさの金属製の容器に断熱材であるアルミ

箔を圧接して作製したo収縮室の計測にあたっては,被

験材料を溶融後,試料槽に深さ7mmまで達人し, 2本

の変位計のビーム間距離を　　　　ビームの刺入深度を

1mmに設定し,溶融後　　から30℃に至るまでのワッ

表1実験に使用した材料とその略号

商　品　名

G-C BASE PLATE PARAFFIN AND

WAX (Normal)

G-C BASE PLATE PARAFFIN AND

WAX (All Climate)

G-C BASE PLATE PARAFFIN AND

試作品)

〔而至歯科工業株式会社〕

GIC HARD PLATE WAX

〔大成歯科工業株式会社〕

NIMI PINK BASE PLATE PARAFFIN

AND WAX

〔新見化学工業株式会社〕

〔株式会社松風〕

ヽ　　　　　　lNTく　　　　　　　　　　＼TE

WAX

LAB WAX PINK BASE PLATE WAX

SHUR WAX PINK BASE PLATE WAX

〔　　　　　　　　　　　社〕

SP

MM

ML

MS

図1　収縮量の計測装置
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図2　収縮量の計測装置のシェーマ
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図3　各濫度における収縮率-被験材料

クスの収縮に伴うど-ム間距離の変化をひずみ増幅審

(三栄測器社製　　　　型ひずみ増幅器)および温度変化

を直流増幅器(三栄測器社製　　　で増幅しオシログラ

ム(三栄測器社製　　　　　　　　　　　　に同時記録

した｡なお各被験材料につき, 5つの試料を作製し5回

の計測を行いその平均値と95%信頑区間を算出した｡

収縮率は,各温度でのビーム間距離の減少として垂れる

変化量に対する60℃でのど-ム問距離との比率で表した0
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なお実験は室温15℃にて行った0

2.実験結果

収縮率の計測結果の1例を図3に示す｡横軸に温度

を,縦軸に収縮率を示す｡このGAでは溶融後60℃付近

から収縮が除々に場れ　　　付近を変曲点にしてさらに

収縮率が大きくなっている｡

図4は各被験材料の溶融後60℃から　　に温度が変化

した時の収縮率を比較したものである｡横軸に被験材料

香,縦軸に収縮率を示す｡収縮率の鼻も小さかったもの

はS Pで,次いで

の川貢であった.

実験II　薯融再硬化時の硬度変化について

ベ-スプレート･ワックスを溶融あるいは欧化後,噛

塊製作の技工操作を行う場合,目的にかなった形態に成

形するためには操作の持続時間がある程度長い方が操作

性の点から好ましい材料であるといえる｡この事項を検

討するには溶融あるいは軟化したワックスの硬度がどの

ように変化していくかを知る必要がある｡そこで溶融再

硬化に伴う硬度変化について検討した｡

1.実験方法

1)被験材料

実験Iに使用した材料と同じ9種楽の材料である.

2)計測方法

ワックスの硬度変化を調査するための装置を図5にそ

の構造を図6に示す.本装置は被験材料が溝たされる試

料槽,被験材料表面に対して垂直方向に移動可能な荷重

梓(荷室稗先端の直径　　　　　荷重稗の沈下量を計測

するストレイン･ゲージ応用の変位計およびワックスの

濫度変化を計測する熱電対とからなるo

試料槽は外界からの濫度の影響を少なくするために断

熱材としてシリコー.ン印象材を用いた.また,一度計測

した部位は荷重梓による圧痕がつき計測することができ

ないため,計測部位を変えて計測できるように,またそ

の計測時に計測部位による濫度差を極力なくすために試

料槽の形はドーナツ状とした｡なお,試料槽は幅を15

mm,深さを　　　の箱型とし,これを内径　　　　外

径　　　の形態に仕上げた｡

実験はまず溶融させた被験材料を試料槽に深さ

まで庄人後　　　に設定した室虎に放置し,再硬化を始

めた試料表面に荷重梓先席を接触させ,荷重梓に

の荷重を加え5秒後における荷重梓の沈下量を

ストレイン･ゲージ応用の変位計にて計測した｡計測は

60℃の溶融している状態から荷重梓が試料内に刺入しな
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図4　ベースプレート･ワックスの溶融後

60℃から　　までの収縮率

図5　硬度変化の計測装置
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図6　硬度変化の計測装置のシェーマ

くなるまで行い,それに要する時間を硬化時間およびそ

の時の温度を硬化温度として計測を行った｡

ストレイン･ゲージ,熱電対,増幅器およびオシログ

ラムは実験Iに用いたものと同様であるOなお,各被験

材料ごとに5つの試料を作製し,それぞれの硬化温度お
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図7　各温度における荷重梓の刺入室
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図8　ベースプレート･ワックスの硬化時間(溶融
後　　から荷憂梓が刺入しなくなるまでの

時間)

よび硬化時間についての平均値と95%信東区間を求め

た｡

2.実験結果

溶融再硬化時の硬度変化の計測結果の1例を図7に示

すo横軸に温度を,縦軸に荷重稗の刺大量を示す｡濫度

が低くなるにつれて刺入室が減少し,このGNは42℃で

荷重稗が試料内へ刺入しなくなった｡

図8に各被験材料の60℃の溶融した状態から荷重梓が

刺入しなくなるまでの時間すなわち硬化時間を示す｡硬

化時間はGNが最も長く,次いで

の順であった｡

%　　　　　*

臨床で用いられている種々のベースプレート･ワック

スの中から使用目的にかなった材料の選択基準を待るた

めにワックスの性状に関する調査を企画し,第1報14)お
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図9　着酎ヒ温度から　　に至るまでの収縮

率の求め方
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図10　ベースプレート･ワックスの硬化温度から

に至るまでの収縮率

よび第2報15)において切断や削ぎが行いやすくさらに溶

融前と溶融再硬化後とでの性状の変化の少ない材料が使

用しやすい材料であるという判断をし,種々のベースプ

レート･ワックスについて検討を加えた｡

本報では溶融再硬化を繰り返した場合の正確な補綬物

を製作するという観点から溶融再硬化における寸法安定

性と硬度変化について調査したo

l.薯融再硬化時の寸法安定性について

人工歯排列,歯敵形成時にはベースプレート･ワック

スは軟化あるいは溶融という藻作が行われる｡従って,

溶融･軟化したワックスが再硬化するまでに起こるワッ

クスの収縮による変形はまぬがれない｡しかしワックス

の溶融部位を限局させ,さらにその溶融による温度の上

昇を鼻中限に押さえることによっては溶融再硬化時の収

縮による変形を少なくできると考えられる｡

そこで実験Iで計測した溶融後60℃から　　までの収
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縮のほかに,溶融による最小限の温度上昇の場合を想定

して,ベースプレート･ワックスが寺容融後,硬化を開始

し,実験IIで計測した荷重梓が試料に刺入しなくなった

時点の混度すなわち硬化濫度から30℃までの収縮率を計

測した｡この収縮率を求めるにあたっては,図9に示す

ように,実験Ⅱで求めた硬化濫度の時点の収縮量(a)と

まで温度が下がった時のワックスの収縮室(b)とか

ら求めた｡その結果を図10に示すがS Pが最も小さく,

次いで

THの帽であった｡

この計測結果と図4で示した溶融後60℃から30℃まで

の収縮率とを比較した場合,全被験材とも硬化温度から

の収縮率の方が小さい値を示したことから,最小限の濫

度上昇にとどめる技工操作の有効性が指摘できる｡

また　　　　　の収縮率は硬化温度および溶融後

からの収縮率では他の材料よりも小さい値を示し, TH

は溶融後60℃からの収縮率では　　　　　　よりも小さ

かったが,硬化濫度からの収縮率では　　　　　よりも

大きい値を示した｡

以上の収縮率の計測結果からベースプレート･ワック

スの性状をみた場合は,収縮率の小さい　　　　　が優

れた材料であるといえる｡

2.蕃融再硬化時の硬度変化について

実験Ⅱにおける,荷重梓がベースプレート･ワックス

に刺入しなくなる硬度を臨床的な操作上から考えてみる

と,この硬度は噛堤製作のためにワックスを自由に成形

できるがワックスの自重による変形が起こらない程度の

硬さ,唆合採待において唆合面間記録を採待するために

欧化したワックスの硬さ,また人工歯排列においてワッ

クスの一部分を軟化し排列を修正する場合の人工歯が移

図11虫嵐鼻製作の可能な濫度の刺定状態

93, No. 3 (1993) 323

動しない程度の硬さであると考えられる｡

実験Hの結果から溶融した状態である　　からこの硬

度になるまでの時間は図8から　　　　　　　　が長

いことがわかる.これらの材料は溶融した場合に操作可

能な硬度になるまでの時間がかかるということである

が,戚鼻製作の操作性に関して重要なことは操作に通し

た硬度の持続時間であると考えられる｡そこでベースプ

レート･ワックスの操作可能時間について検討を加える

ことにした｡

図11に示すように鹿塊を作製する場合を想定して実際

にロール状に欧化したベースプレート･ワックスを成形

し,成形可能な時期の温度範囲を熱電対を用いて計測し

た｡次いでその温度範囲から実験IIのベースプレート･

ワックスの硬度変化と温度との計測結果から,この温度

範囲の持続時間を求めこれを操作可能時間としたoその

結果を図12に示すが, S Pが最も長く,次いでNP,

の服であっ

た｡従って, SPが鹿堤製作の操作時間が長く,操作に

あたっては余裕がある材料といえる｡

3.材料の評価について

ベースプレート･ワックスの溶融再硬化時の寸法安定

性および硬度変化からみた強暴製作の操作時間から9種

幾の材料の評価を行ったO材料の評価の判定蓋準は表2

に示すが,溶融後　　から30℃までと硬化温度から30℃

までの収縮率を3段階に分け,収縮率の小さい服に◎○

△とした｡また鹿堤製作の操作時間も3段階に分け,時

間の長いものから◎○△とした｡

表3にこの判定表準から各材料を判定した結果を示

す｡この判定基準から収縮率が小さく,操作時間の長い

SP NP GN ML MS GA TH

M aterial s

図12　ベースプレート･ワックスの

噛堤製作の操作可能時間
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表2　材料の判定基準

寸 法 変 化

噛塊製作の操溶融後60℃か ら30 溶融後硬化濫度か
0C に至るまでの収 ら に至るまで 作可能時間

縮率 の収縮率

◎ ‥ 未満 ◎ 未満 ◎ ‥7 分以上

○ :5`0% 以上 ○ 以上 ○ : 5 分以上

未満 未満 7 分未満

△ 以上 △ 以上 ll △ ‥､5 分未溝

表3　材料の判定

疲験材

寸法変化`

鹿塊製作の操溶融後60℃か 溶融後硬化濫
ら に至る 度か ら に 作可能時間
までの収縮率 至るまでの収

縮率

G N ○ ○ ○

G A △ ○ ○

G S △ △ ○

T H △ △ ○

N P ◎ ◎ ○

SP ◎ ◎ ◎

M M △ . ○ △

M L △ ○ △

M S △ ○ △

材料が好ましい材料といえるo収縮率および操作時間と

も◎であった材料はS Pのみで,次いでNPが収縮率が

◎,藻作時間が○であった｡従って寸法安定性と鹿塊製

作の操作時間から検討した場合はS Pが最も良い材料で

次いでNPが良い材料という評価が得られた｡

総括および結論

多くのベースプレ-卜･ワックスが臨床で使用されて

いるが,臨床で応用する際の選択基準は明らかでない｡

そこでわれわれは,臨床的な観点からこれらの材料の選

択基準を待る冒的で本研究を企画し,種々の性状につい

て検討してきた｡今回はベースプレート･ワックスの溶

融再硬化時の寸法安定性および硬度変化をとり上げて調

査した｡

寸法安定性については溶融したワックスの60℃から30

℃に至るまでの収縮妄および溶融したワックスの硬化濫

度(一定荷垂下における荷重梓が試料に刺入しなくなっ

た時点の温度)から30℃に至るまでの収縮率を計測し,

検討した｡硬度変化については硬化時間(荷重梓が溶融

した被験材料に刺入しなくなるまでに要する時間)を計

刺し,検討した｡

さらに,被験材料の戚鼻の成形可能な濫度範囲の計測

から操作可能な時間を求め,検討した｡

実験に用いた材料は了``

wax" : MS, " modern pink no.3 base plate wax":

MM了`　　　　　　　　　　　　　　: ML (以上

杜),"

wax-all climate-" : GA, "base plate paraffin and

wax　-normal-": GN, "base plate paraffin and

試作品　　　　以上　而至歯科工業株式会社),

"　　　　　　　　　　　大成歯科工業株式会社),

株式会社松風)および

: NP(新見化学工業株式会

社)の9種類のベースプレート･ワックスである.

結果は以下に示す｡

1.溶融後60℃から30℃までの収縮率は, SPが最も小

さく,次いで

の服であった｡

2.硬化温度から30℃までの収縮率はS Pが最も小さ

く,次いで

の服であった｡

3.溶融後　　からの硬化時間はGNが最も長く,次い

で

の服であった0

4.旭堤の製作のための操作可能時間はS Pが最も長

く,次いで

の服であった｡

5.収縮率および旭堤製作の操作可能時間から,材料を

評価した場合, 9種癌の中でS PおよびNPが収縮が少

なく操作時間の長い材料であった｡
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打つI.旧つ･in7　-

In selecting baseplate waxes for denture materials it is necessary to pay due attention to

ease of processing and dimensional stability･ As is reported in the first and second papers in

this series,we have evaluated several baseplate waxes for hardness, cutting speed, and chipplng

speed before and after melting･

In this, our third, report we evaluated dimensional stability and change of hardness in

those waxes with rehardening after melting･ Evaluations were based on measurements of

hardening･ temperature, hardening time, and shrinkage rates･ Hardening temperature was the
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temperature at which a loading rod could not be inserted into melted then rehardened test

materials･ Hardening time was the time required for the rehardening material to cool from

60℃

rates were determined by measuring changes in dimensions from 60oc to 30oC and from

℃

wax rim by maasuring the range of temperatures within which it was possible to work the

Wax rlm.

The following 9 brands of baseplate wax were examined : "Shur wax pink base plate wax"

(Modern Materials MFG); MS, ''Modern pink No. 3 pink base plate wax" (Modern Materials

MPG); MM, "Lab wax pink base plate wax" (Modern Materials MPG); ML, "Base plate

つ　　　　　　　　　　　　　　　　　"

)　　　　　　　　　　　　　　了`

(G-C Dental IndustrialCorp.); GS, "Hard plate wax" (Taisei Shika Kogyo Co.); TH,
㍑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"

1く　　　　‥　　　上NP.

Results

l. Shrinkage rate from 60℃ after melting to 30oC: Shrinkage was the smallest in the case

ofSP. Itwasfollowed byNP, GN, ML, MS, GA, TH, GS, and MMin thatorder.

℃

caseofSP. Itwasfollowed byNP, GN, ML, GA, MS, MM, GS, and THin thatorder.

mt　　　　:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　､ l

MS, GA, MM, TH, andGS in thatorder.

4･ Working time required to make a wax rim : SP took the longest time to make the wax

rim･ Itwas followed by NP, GN, GA, TH, GS, ML, MS, and MM in that order.

5･ In terms of shrinkage rate and working time required to make a wax rim, SP and NP

are the best of the materials investigated.
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