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緒　　　　　官

有床義歯製作過程において使用する廉度の高い歯科用

のベースプレート･ワックス　　　　　　　　には数多

くの製品が市販されている.このベースプレート･ワッ

クスは主成分がパラフィン嘘である1ト17)ことからパラ

フィン･ワックス　　　　　　　　　　とも呼ばれて

いる｡

歯科用のベースプレート･ワックスの所要性薯につい

ては　　　や　　　に定められている規格の他に,そ

の物性　　　や理工学的な性窯　　　についての幸犀吾が

ある｡しかし,臨床上要求されるワックスの扱い方に基

づいた寸法安定性や硬度の変化に関する報吾は行われて

いない｡

そこで,著者らは臨床的な観点からの有床義歯製作に

*本論文の要旨は第223回東京歯科大学学会総会(昭和59
年11月10日,千葉)において発表した｡

適したベースプレート･ワックスを選択する基準を待る

目的で,ベースプレート･ワックスの性状に関する研究

を企画した0第1報28)では溶融前の硬さ,切断速度およ

び削ぎ速度について調査し,次いで第2報29'ではこれら

の材料を溶融し,再硬化させた後の硬さ,切断速度およ

び削ぎ速度を調査して溶融前との性状の違いについて比

較,検討を行った｡さらに第3報30)において,溶融再硬

化時の寸法安定性および硬度変化について調査し,溶融

後のワックスの収縮率や鹿塊製作の操作可能時間につい

て報害した｡

唆合採待,人工歯排乳歯敵形成,埋没などの一連の

有床義歯製作過程において,ベースプレート･ワックス

には溶融や軟化あるいは室温での放冷や冷水での急冷な

ど種々な温度が加えられる｡欧化されたワックスの再硬

化に伴う寸法安定性や軟化あるいは溶融後に,唆合床や

鹿義歯としての操作ができる状態になるまでに要する時

間が臨床上操作性の良いワックスの選択基準のひとつ
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になると考えられる｡

そこで第4報としての本論文ではベースプレート･

ワックスを選択する基準のひとつとして軟化後の再硬化

に至るまでの寸法安定性および溶融後の再硬化に至るま

での硬度変化と時間との関係をとり上げた｡

実験Iとして軟化後に再硬化するベースプレート･

ワックスの寸法変化についての調査を行い,実験Ⅲとし

て溶融再硬化時の硬度変化と時間との関係についての調

査を行った｡また,これらの計測結果と前報までのワッ

クスの所要性質の調査結果とを合わせて,種々のベース

プレート･ワックスの中から有床義歯製作の上で好まし

いベースプレート･ワックスを選択するための総合的な

判定を行った｡

実験I　欧化再硬化時の寸法安ま性について

温度変化による寸法変化の少ないベースプレート･

ワックスは,唆合採待あるいは唆合器上で付与した人工

歯の唆合関係に誤差を4Iじさせることが少ないことか

ら,ベースプレート･ワックスを選択するための条件の

ひとつとして寸法安定性をとり上げ,欧化再硬化時の収

縮について計測した｡

1.実験方法

1)被験材料

本実験のために選択したベースプレート･ワックス

表1実験に使用した材料とその略号

商　　品　　名

6　G B.=＼　　　　上つ〉AR:Ⅵ｢　ANT目上＼Ⅹ

(Normal)

G-C BASE PLATE PARAFFIN ANI) WAX

(All Climate)

G一

(試作品)

〔而至歯科工業株式会社〕

GIG HARD PLATE WAX

〔大成歯科工業株式会社〕

NIl　　　く　　　　LlTトつ1.1RAFHN WAX

〔新見化学工業株式会社〕

PARAFFIN WAX

〔株式会社松風〕

MO]⊃

LAB WAX PINK BASE PLATE WAX

SHUR WAX PINK BASE PLATE WAX

〔MO])　　　　　　　社〕

SP

MM

ML

MS
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は,前報28ト30)までと同様の9種美貢の製品で,その商品

名とその略号を表1に示す｡

2)計別方法

ワックスの収縮量を計測するための装置を図1に,そ

の構造と計測システムを図2に示す｡本装置は第3報30)

の溶融後の収縮室を計測した装置を応用したもので,読

料を乗せる試料台,ワックスの収縮量を計測するストレ

イン･ゲージ(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温度変化を計測

するための熱電対(坂口電熱社製,シース熱電対T一35

とからなる｡なお,試料台には断熱材として

発泡スチロールを使用した｡

収縮室の計測にあたっては,長径　　　　幅径30

mm,厚さ7mmの試料を1材料につき5個製作し,読

料の中にスチール製の標点を2ヶ所に設定したo　なお標

点間距離は　　　とした｡

試料を50℃の濫水中で十分に軟化L　　　に設定した

室温中にて試料が　　に至るまでにワックスの収縮に

よって起きた標点間距離の変化と濫度変化とをオシログ

図1　収縮室の計測装置

図2　収縮室の計測装置のシェ～マ
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ラム(三栄潮害社製　　　　　　　　　　　に言己録し,

5つの試料の各濫度における収縮率の平均値と95%信頼

区間を求めた｡なお収縮率は50℃における標点間距離と

各温度での標点間距離の変化量とを百分率で表わした0

2.実験結果

各被験材の50℃から18℃に至るまでの収縮率の計測結

果を図3に示す｡横軸には被験材料の種黄を,縦軸には

収縮率を表示した｡各被験材料によって収縮率が巽な

り, MSが鼻も収縮率が小さく,次いで

の順であった｡
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C.I. (95%)

i

実験II　溶融再硬化時の硬度変化について

溶融あるいは軟化したワックスを追加し人工歯排列お

よび歯敵形成を行うが,溶融あるいは欧化したワックス

が硬化し,歯敵形成などの操作が行えるまでにはある程

度の時間を要する｡この操作が可能になるまでの時間は

適度に短い方が操作を行う上で優れている材料と考えら

れる｡そこでベースプレート･ワックスを選択する上で

の-条件としてベースプレート･ワックスの溶融再硬化

時の硬度変化を計刺し,操作可能に至るまでの硬化時間

についての検討を行った｡

1.実験方法

1)被験材料

実験Iで使用した被験材料と同一のものについて検討

した｡以下に用いる被験材料の略号も実験Iと同様である｡

2)計測方法

ワックスの硬化の状態を調査するための装置を図4

に,その構造と計測システムを図5に示す｡本装置は第

3報30)で用いたものと同様で,被験材料を満たす試料

槽,被験材料表面に対して垂直方向に移動可能な荷重梓

(荷重稗先端　雀　　　　荷重梓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温度変

化を計測する熱電対からなる｡試料槽は外界からの温度

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,試料槽の形は幅を　　　深さを　　の箱

型とし,これを内径　　　　外径　　　のドーナツ状に

仕上げた｡

実験はまず,溶融した被験材料を試料槽に深さ

まで注入L　　　に設定した室温中に放置し再硬化を始

めた試料表面に荷重梓先端を接触させ,荷重梓に

の荷重を加え5秒後における荷重稗の沈下室およびその

時の試料の温度とを計測した｡試料の硬化は荷重梓が試

料中に沈下しなくなった時点とし,その時点までに要す

る50℃からの時間を硬化時間およびその時点での温度を

-　75

MS NP GA TH SP GS GNMMML

Materials

図3　ベースプレート･ワックスの軟化後
50℃から18℃に至るまでの収縮率

図4　硬度変化の計測装置

図5　硬度変化の計測装置のシェ-マ

硬化温度とした｡なお,実験に際し各材料ごとに5つの

試料を製作し,それぞれの硬化温度および硬化時間につ

いて計測を行い5つの試料の計測値の平均値と95%信東

区間を求めた｡

2.実験結果

各被験材料における荷重梓が沈下しなくなった時の濫
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図6　ベースプレート･ワックスの硬化温度

(荷重梓が刺入しなくなった温度)
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図7　ベースプレート･ワックスの硬化時間

(溶融後　　から荷重梓が刺入しなくなるまで
の時間)

度すなわち硬化温度の計測結果を図6に示す｡縦軸に温

度を,横軸に被験材料の種楽を示す｡硬化濫度が最も高

い材料はTHで,次いで

の順であった｡

各被験材料について　　の濫度から荷重梓が沈下しな

くなるまでに要する時間すなわち硬化時間の計刺結果を

図7に示す.縦軸に時間を,横軸に被験材料の種華を示

す｡硬化時間の最も早い材料はTHで,次いでGS,

の順であった｡

冨　　　　　Ea

1.ベースプレート･ワックスの使用日的とその選択基

準について

ベースプレート･ワックスあるいはパラフィン･ワッ

クスとも呼ばれている歯科用ベースプレート･ワックス

はその組成はパラフィン塊を主成分とし,これに密鹿や

セレシンなどの他のワックスが配合されて構成　　さ

れ, -般的に厚さ　　　程度の仮状で提供されている｡

寛在の歯科臨床においては,基礎床は強度があり変形

の少ないレジンが使用され,ベースプレート･ワックス

を基礎床の目的で使用する頻度は少なくなっている｡し

かし唆合採待に必要な塘鼻や唆舎面間記録材,人工歯排

列時の人工歯の固定,歯敵形成時の教組な歯敵の形態の

表現には欠かせない材料である｡また,このワックスは

内部ひずみや変形を起こしやすく,溶融したワックスお

よび軟化したワックスは室虎まで冷却する際に収縮す

る性寛があり,取り扱う場合には達意が必要である4)
ll)13)

LJl

歯科用ベースプレート･ワックスの性寛に関してJIS

12)では中寛と硬葉の2種幾に分戴し,品窯として適度の

濫度で軟化させた時に塑性を生じ,模型圧接時に破折や

亀裂が生じないこと,沸騰水で完全に溶け,残漆があっ

てはならないことおよび加圧短縮試験での各濫度におけ

る短縮率が塊定されている｡また　　　では硬さを3

種頚に分楽し,各温度における流れが示されている｡さ

らに実用上の所要性薯として線膨張率が25℃～40℃で

未溝であること,火頬加熱後表面が平滑になるこ

と,口腔内組織を刺激しないこと,軟化したワックスは

容易に凝集塊となることなどが規定されている｡

しかしこれらは市販されているベースプレート･ワッ

クスを選択する上での基準とはなっておらず,臨床上使

用するワックスの選択にあたって迷うのが環状である｡

また,ワックスの物性や理工学的性薯に関する報告

18ト27)はあるが,切断や削ぎの操作性,部分的な溶融や

広範園に正る軟化時の寸法安定性,操作が開始できる硬

さになるまでの所要時間などの実際の臨床操作に即した

ワックスの性状に関する報吾はない｡

そこで著者らは臨床上の操作性の点から選択基準を得

る目的でワックスの所要性質に関する研究を企画した｡

有床義歯を製作する上では,濫度変化によって生じる

ワックスの寸法変化が小さく,また溶融あるいは軟化し

たワックスが適度な時間で硬化し,操作性に優れた材料

が好ましいと患われる｡

この様な観点から本論文では各種ベースプレート･

ワックスの軟化再硬化時の寸法変化および溶融再硬化時

の硬度変化についての調査を行った｡またその結果と前

報2A)萄0)までの調査結果とを合わせて,総合的に臨床で

応用するのに好ましい材料を選択する必要があると考え

る｡

-76-
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2.軟化再硬化時の寸法まま性について

歯敵形成後の埋没という操作を考えると,ワックス硬

化後,石膏による埋没時に石膏表面を流水下において整

える場合がありその時は室虎よりさらに濫度が下がるこ

とが想定される.その際,温度が低下することによって

収縮が起こり,人工歯排列が狂い結果的に唆倉器上で付

与した唆合関係に誤差が生じる恐れがある｡

この場合のワックスは室温にて硬化しているので,硬

化温度からさらに混度が低下した場合の寸法安定性につ

いても検討する必要があるoそこで,実験Iの　　から

18℃に至るまでに起こる収縮のほかに,ワックスが完全

に硬化している温度すなわち実験Ⅱで求めた硬化温度か

ら　　に至るまでの収縮率を求めた｡

図8に各被験材の硬化濫度から　　に至るまでの収縮

率を示す｡　　　　が収縮率が小さく,次いでMS,

%o･3
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図8　ベースプレート･ワックスの硬化濫度から
に至るまでの収縮率
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の　となり, NP

およびS Pが他の材料よりも低鑑における寸法安定性に

優れていた｡またTHは50℃からの収縮率は他の材料よ

りも小さかったが硬化温度からの収縮率では他の材料よ

りも大きい値を示した｡

さらに第3報30)の溶融後における30℃に至るまでの材

料の温度が高い場合の収縮率でも　　　　は小さい収

縮率を示していることから,これらの材料は寸法安定性

からは優れた材料であるといえる｡

3.番融再硬化時の硬度変化について

硬化温度すなわち溶融したワックスが再硬化を開始

し,一定荷垂下における荷重梓が試料に刺入しなくなっ

た濫度については,図6で示すようにTHが一番高く29

℃で硬化し,他の被験材はほぼ　前後の温度で硬化し

た.しかし,これらの材料は同様の濫度で硬化したにも

かかわらず,図7の硬化に要する時間すなわち硬化時間

では材料間に相違が認められた｡これは各被験材料の比

熱の違いが硬化時間に影響を及ぼしたものと考えられ

る｡

以上の結果からは人工歯排　歯敵形成などの溶融を

繰り返す操作の多い技工を行う上では,溶融後ある程度

早く硬化する　　　　は再硬化時の寸法安定性につい

て他の材料よりも劣るものの,技工操作時間を短縮する

ことができるという利点はあるといえる｡

4.材料の評価について

義歯を製作するうえで,使用目的に応じたベースプ

レート･ワックスを選択しなければならないO今回およ

び前幸区　　までの調査結果からみてベースプレート･

ワックスは種々の性寛を有していることがわかった｡

表2　材料の判定基準

切 断速度 削 ぎ速度 噛塊製作の操

寸 法 変 化 硬 化 時 間

溶 融 後 溶 融後 硬 化 軟化 後 軟 化後 硬 化 か ら硬

作可能時間 か ら30 ℃ に 濫 度 か ら30 か ら に 温 度 か ら18 化温 度 まで

至 るま で の 0C に 至 る ま 至 る まで の ｡C に至 るま の時間

収縮率 での収縮率 収縮率 での収縮率

◎

以上

◎ ′
上

◎ : 7 分以上
◎ 未満 ◎ 未満 ◎ 未満 ◎ 親 ◎ : 7分未満

○ ○ ○ : 5 分以上 ○ 以上 ○ 以上 ○ 以上 ○ 以上 ○ : 7分以上

SeC以上 See良工 7 分末活 未溝 未満 未満 未満 10分未満

5.0m m /

SeC未満
△

SeC未活

10.0m m /

SeC未満
△

SeC未満

△ : 5 分未満
△ 以上 △ ‥ 以上 △ 以上 △ ‥ 以上 △ : 10分以上
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表3　材料の判定

被験材 切断速度 削ぎ速度 戚塊製作

の操作可

寸 法 変 化 硬化時間

溶融後60鋤 ､ら30 溶融後硬化温度か 軟化後50℃から18 軟化後硬化温度か から硬化濫度

能時間 ccに至るまでの収 ら30℃に至るまで ℃に至るまでの収 ら18℃に至るまで までの時間
縮率 の収縮率 縮率 の収縮率

G N ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

G A ○ ○ ○ △ ○ ◎ ○ ○

G S ○ △ ○ △ △ ○ △ ○

T H △ △ ○ △ △ ◎ △ ◎

N P ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ △

SP ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○

M M ◎ ○ △ △ ○ ○ ○ △

M L △ △ △ △ ○ △ ○ △

M S △ △ △ △ ○ ◎ ○ △

そこで,臨床上その使用にあたって好ましいベースプ

レート･ワックスを選択するために,本論文における寸

法安定性および硬化時間の計測結果と前報までに調査を

行ってきた種々の計測結果から,総合的に9種東の材料

の判定を行った｡

表2に9種度のベースプレート･ワックスを評価する

ための判定基準を示す｡それぞれの調査項目の評価の基

準は,第1報28)および第2報29)の切断速度および削ぎ速

度では操作の能率から速度の早い材料,第3報30)の魔境

製作の操作可能時間では操作時間の長い材料,溶融後の

収縮率では収縮率の小さい材料,さらに今回の軟化後の

収縮率では収縮率の小さい材料,硬化時間では時間の短

い材料が好ましい材料という判断の基で◎○△の印でラ

ンクを付け,評価した｡なお,切断速度および削ぎ速度

は溶融前と溶融後とでは各材料とも速度は変化するが,

材料間での速度の順序の傾向は変わらない　　ことから

溶融後の材料の計測結果を用いた｡

この基準での各被験材料の判定結果を表3に示す｡そ

の結果,総合的にみた場合, S Pは削ぎ速度, 50℃から

に至るまでの収縮率および硬化時間に関しては○印

の2番目のランクではあるが,その他の項目は◎印の1

番目のランクであり他の材料と比較して優れた性寛を有

している材料であるといえる｡またNPは硬化時間は△

印の3番目のランクであるが他の項目では1番目のラン

クが多く,次いで, GNは一番目のランクは少ないが3

番目のランクがないことから,これらの材料もある程度

の優れた性葉を有している材料であるという結論を待

た｡

総括および結論

有床義歯製作においては数多くの種寿があるベースプ

レート･ワックスの中から,適切な材料を選択するにあ

たっては操作性および寸法安定性などを考慮して選択す

る必要がある｡

本論文では材料の選択蓋準として臨床的な観点から被

験材料の軟化再硬化時の寸法安定性および溶融再硬化時

の硬度変化をとり上げた｡

寸法安定性については　　　に軟化した材料が18℃に

至るまでの収縮率および硬化温度(一定荷重下における

荷重梓が試料に刺入しなくなった時点の濫度)から18℃

に至るまでの収縮率を,また硬度変化については硬化時

間(溶融後50℃から荷室梓が試料に刺入しなくなるまで

に要する時間)を計測して検討した｡

実験に用いた材料は, "

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

MM, "　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

社

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

: GN, "

wax -試作DFH一　　　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"
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新見化学工業株式

会社)の市販あるいは試作品として供されている9種数

のベースプレート･ワックスであるo

結果は以下に示す｡

℃に軟化した材料が　　に至るまでの収縮率は,

MSが最も小さく,次いで　　　　　　　札　S P,

の順であった｡

2.硬化濫度から18℃に至るまでの収縮率はNPが最も

小さく,次いで

の順であった｡

3.硬化温度は, THが最も高く,次いで

の服であった｡

4.硬化時間は, THが最も早く,次いで

の　であった｡

5.以上の結果と前報までの切断速度,削ぎ速度,溶融

後の寸法安定性および強暴製作の操作可能時間の調査結

果とから,臨床的に好ましいベースプレート･ワックス

の選択に関して総合的に判定を行ったところ, S Pが最

も優れた性寛を有する材料であり,次いで　　　　　が

良い材料であるという結果を待た｡
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Folつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

waxes available, it is necessary to pay dJle attention to ease of processing and dimensional

stability. As reported in the first an,d second papers in this series, we evaluated various kinds

of baseplate wax for hafdness -and speed in cutting and chipplng before and after melting. In

the third paper, we evaluLaf6d -baseplate waxes for dimensional stability after melting and

rehardening. Dimensionalstability was determined by measuring shrinkage rates; changes in

hardness were evaluated on the basis of the amount, of time needed to make a wax rim.

In this fourth and final report, we investigated dimensional stability following reharden-

ing after softening and hardening time after melting. Evaluations were made by measuring

hardening temperature, hardening time, and shrinkage rates. Hardening temperature was the

temperature at which it was impossible to insert a loading rod into the melted, rehardening

℃

become so hard that it was impossible to insert a loading rod into it. Shrinkage rates were

℃

℃.

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

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

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

paraffin and waxIAll climate" (GIC DentalIndustrial Corp.); GA, "Base plate paraffin and

waxINormal" (G-C I)ental Industrial Corp.); GN, "Base plate paraffin and wax-Special" (G

IC I)　　　　　　　　　　　　　了`

つ: SP,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　くog1　,

Ltd.);NP.
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Results

℃　　　　　　　　　　　　℃

was followed by NP, GA, TH, SP, GS, GN, MM, and ML in that order･

2･ Shrinkage rate from hardening temperature to 18℃ was the smallest in the case of NP･

It was followed by SP,MS,GA,ML,MM,GN,TH,and GS in that order･

3･ Hardening temperature was the highest in the case of TII･ It was followed by ML, SP･

GS, GN, GA, NP, MM, and MSinthatorder.

4･ Hardening time was the shortest in the case of TH･ It was followed by GS, SP, GA, GN･

NP, MS, MM, and ML in that order.

5. 0n the basis of the experimental results of this investigation and of the study series on

cutting speed, Chipplng speed, time required to make a wax rim, and dimensional stability

after melting, SP was shown to be clinically the most suitable of the 9 waxes studied･ It was

followed by NP and GN.
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