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最 近 の トピ ックス

標識元素溶解法

‑ チタン湯流れの観察法 一
歯科理工学教室
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チタソの有用性は広 く知 られてお り､特 に生体適合性
に関 しては､ア レルギー反応 を含め､急性､慢性 いずれ
の作用 について も､現在得 られ る最高の材料の一つ と認
め られている｡歯科 において も当然早 くか ら着 目され､
この利用法が研究 されて きた｡ただ しこの金属 は鋳造 が
非常 に難 しい とい う重大欠点があ り､現時点では広 く普
及 してい るとは言 い難 い｡具体的には鋳造体 の内部 に巣
などの欠陥が生 じやす いことと､鋳型 との反応 によ り表
面 に硬 くて脆 い変質層が形成 され る点である｡ この よ う
な問題 を研究す る上で､溶けたチ タソ(
湯 または溶湯)が
鋳型空洞内で どの様 に流れているのか､ またどの様 に凝

チタソ鋳造の研究 が大 き く前進す るもの と期待 され る｡

固 しているのか､知識 が得 られればその恩恵は計 り知れ

標識元素溶解法は分析技術 の進歩 によって可能 にな っ

00
0℃
ない｡ しか しなが ら､鋳型が不透 明であること､2

た方法 と言 って も過言ではな く､元素情報の収集 および

近 い超高温で あ ること､鋳込 みが約0.
1
秒で終 ること､

表現法 とい う側面 に触れてみたい｡元素濃度の嚇所 によ

等か らチ タソ湯流れを観察す るのは非常 に困難である｡

る違 いに注 目しているため､Ⅹ線マイ クロアナライザー

標題 に挙 げた標識元素溶解法 は､ この一 見不可能 とも
り
思 えるチタソ溶湯の流れが観察で きる方法である ｡そ

(
EPMA)が不可欠であるが､従来 は一度 に 1mm平方 あ

の原理は溶湯の流れの途中に金やパ ラジウム線 を挿入 し

領域では､歯冠郡の断面や クラウソ全体 あるいは度弟剥

てお き､鋳込み時 にその線 が溶か され､湯流れに巻 き込

離面 な ど､2
0mm平方程度 の範 囲を一遍 に分析す る必要

るいはそれ以下の狭 い範囲 しか分析で きなかった. 歯科

まれ､チタソ凝固層 にそれ ら元素が少 し含 まれ ることを

が時々生 じる｡共同利用 の装置 と して赤 学部 に設 l
r
E
t
され

利用 している｡鋳造体 を取 り出 し任意の断面 について金

てい るEPMAは最近更新 され､附属 しているカラーマ ッ

やパ ラジウムの元素分析 を行 い､場所 による濃度変化 を

ピソグ分析 によ り､お よそ3
0mm平方の懲戒 を最大 5元

調べ ることで､チ タソの流れの跡 が観察で きる｡す なわ

素の同時分析 が可能 であ る｡ しか も Fi
g.
1 に'
T
<されて

ち､ この方法は煙の流れか ら空気の動 きを知 るのと同 じ

いるように､それぞれの元素の濃度がカラーで表示 され､

原理であ り､歯学医学関係 で広 く利用 されてい るオー ト

情報伝達崖 が旧型 の装置 とは比べ ものにな らない｡欠点

ラジオ グラフ ィーともい くつかの類似点がある｡

と しては､分析す る範囲がほぼ平 らなことが必 要とされ

Fi
g.
1a, b に同 じ形態 のパ ター ソに鋳造 )
‑
j
一
式 を変 え

る点であるが､各研究者 の工夫 によ り､歯科領域 におい

て鋳込 んだ場合の湯流れの様子 を示 してお り､aは差圧

て も有効 に利用 で きる分野が多い と考え られ､ この般先

鋳造機 を使用 した場 合の金の分布 ､ bは遠心鋳造機 を使

端分析技術 を併せて紹介 した｡

文

用 した場合のパ ラジウムの分布である｡詳 しい解釈 は別
の機会に行 いたいが､一見 して全 く異 なった流れ方 を し
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てお り､内部の欠陥の発生状況 も異なると予想 され､
事実
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もその通 りである｡従来はチ タソ湯流や擬E
E
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過程 は､い

解法｣を用 いたチ タソ湯流 れの研究

1.流れの 可

わばブラ ックボ ックスと考 え られ､想像す る他 なかった

視化の原理 と単純な鋳造体への適用.歯材温 9(
4),

のであるが､ この方法によ り現実の問題 として認識 され､
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