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ＢＥＧＯシステム　金属床フレーム製作の工程
（設計・複印象から金属床完成）

0120-228582過去のアイキャストレター、アイキャストコラムはHPにて公開しております。ぜひご覧下さい。

●仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

ベゴゾル
ＢＥＧＯ埋没材専用ミキシングリキッド

商品構成

※ウイロベストにミキシングリキッド（専用液）は含まれていません。

※ベゴゾルには各  々計量カップ付

ベゴゾル    　1本 1L

    　1本 5L

51090

51091

硬化の開始時間 （ビッカース硬化点測定）

圧縮強度

線熱膨張率

約6分

15MPa

1.15％

ウイロベストプラス      18kg（400g×45パック） 54821

ベゴ ウイロベスト プラス　歯科高温鋳造用埋没材　一般医療機器　２６Ｂ１Ｘ１０００８００１０３４　

20℃での作業時間

流動性

約3分15秒

約120mm

物理データ      DIN EN ISO 15912による材料の特性値

REF

ベゴ ウイロベスト        歯科高温鋳造用埋没材　一般医療機器　２６Ｂ１Ｘ１０００８００１００１　

ウイロベスト プラス
汎用型金属床用りん酸塩系埋没材

ウイロニット

スタンダードグレード 金属床・バー・クラスプ用
コバルト・クロム合金

BEGO ウイロニット　歯科鋳造用コバルト・クロム合金　管理医療機器　221AKBZI00017000　

成分（％）

Co 64.0, Cr 28.7, Mo 5.0, Si, Mn  各々<1.0

1箱 1,000g

BEGO金属患者様用カード
ウイロニット 10枚入

商品構成 REF

50030

 BEGO ウイロニット LA　歯科鋳造用コバルト・クロム合金　管理医療機器　221AKBZI00019000　

成分（％）

Co 63.5, Cr 29.0, Mo 5.0, Si 1.2, 

Mn, Ta, N, C 各々<1.0

1箱 1,000g　

（BEGO金属患者様用カード 
ウイロニットLA 10枚入）

商品構成 REF

50100

ウイロニットLA

プレミアムグレード 金属床・バー・クラスプ用
コバルト・クロム合金

金属床の適合精度の良否は、耐火模型作成時の
複印象の精度から始まり、金属の収縮を補正する
耐火模型の膨張、埋没材の焼成プログラム、
鋳造能力に至るまで使用材料の影響を受けやすく、
使用材料や器機の選定は非常に重要になります。

今回は普段から使用しているBEGO製品を使い
上顎の金属床作成工程をまとめてみました。
参考にして頂ければ幸いです。

BEGO製品の高水準な安定感・安心感は、日々
忙しくするあなたの技工ライフをより豊かなものに
してくれるはずです。

■  黒松慎司 先生
Dental Digital Science 代表

（和歌山県有田市）

１.金属床の設計
金属床を設計するうえで最も重要なことは、
まずどこでどれだけ支持させるかを決定
すること。 「支持」→「把持」→「維持」の順で
残存する歯牙・粘膜に適切に割振り、「義歯
の動揺の最小化」を目指さなければならな
い。 「支持」「把持」の関係が成り立っている
義歯には、「維持」は さほど必要としない。
　

２.模型のブロックアウト 
ブロックアウトには「盛る」・「削る」ことに優れたブロックアウト用ワックス「ブロッキンング
アウトワックス」が最適である。容易に盛り上げることができ、ワックスを一定のテーパーで
削り取るヒーターロッドやワックスカッターとも非常に相性が良い。軟化温度が高く、電気
インスルツルメントを使用してもしっかり形状を保ってくれる。作業用模型をしっかりと乾燥
した後、塊ではなく一層一層薄く盛り上げていくことで、ワックスがしっかりと模型に焼き
付いてくれる。

３.模型のリリーフ 
口蓋ひだのリリーフや粘膜上の細かい凹凸
をブロックアウトするには、柔らかく流動性に
優れた鋳造用ワックス「サ－ビカルワックス」
が便利である。カービングワックスのため、
盛り上げ後のカットバックが容易であり、濃い
色調を活かしてリリーフ厚みを視覚で確認で
きるのもありがたい。

４.シリコン複印象 
ブロックアウトされた模型を複印象用シリコン印象材用フラスコ「ウイロジルフラス
コ」の中央にセットする。同梱されているスタビリゼイションインサートを使うことに
より、口蓋の深い上顎の症例でもシリコンの厚みを均一に保ち印象精度を出す
ことができる。セットが完了したら複摸型用シリコン印象材「ウイロジル」を真空
撹拌器で1分間練和後フラスコに注ぎ、無加圧で少なくとも半日は硬化を待つ。
シリコンは初期硬化時が一番変形をきたす恐れがあるため、注いだ直後は注意を
すること。

５.耐火模型作製 
シリコン硬化後、模型をシリコンから速やかに外す。この時エアーなどで模型を浮き上がらせて、
極力シリコンにストレスをかけないように心がける。撤去後シリコンに表面活性剤「オーロフィル
ム」を吹き付け、しっかりとエアーで吹き飛ばす。 耐火模型材には、リン酸塩系精密埋没材
「ウイロプラスS」と埋没材用ミキシングリキッド「ベゴゾル」を使用する。上顎の場合はウイロプラ
スS 100gに対して14cc(ベゴゾル60%・精製水40%)、下顎の場合はウイロプラスS 100gに対して
14cc（べゴゾル80％・精製水20%）を真空攪拌器で80秒間練和し、バイブレーター上でシリコンに
流す。この時、バイブレーターは強くしすぎない。半分流したところでバイブレーターは止めるの
が理想。強すぎる振動は、せっかく均一に攪拌された埋没材の粒子が再度模型の表面と基底面
で分離してしまう恐れがある。
ウイロプラスSを流したシリコンをガラス練板上で2気圧下にて60分間放置する。

高周波真空加圧鋳造器

ノーチラスT　Ver.4.0 

商品情報

ベゴ ノーチラスT　歯科技工用高周波鋳造器　一般医療機器　6B1X10008001011

ベゴ ラバーポリッシャー　歯科用ゴム製研磨材　一般医療機器　２６Ｂ１Ｘ１０００８００１０４３　

ホイールタイプ　φ22×3.5mm

　❶グリーン（貴金属用） 1箱 100枚

　❷ブラック（非貴金属用） 1箱 100枚

ナイフエッジホイールタイプ　φ15.5mm

　❸グリーン（貴金属用） 1箱 100枚

　❹ブラック（非貴金属用） 1箱 100枚

ポイントタイプ　φ6.5×24mm

　❺グリーン（貴金属用） 1箱 100枚

　❻ブラック（非貴金属用） 1箱 100枚

　　 43310

　 　43330

 　　43390

 　　43410

　　 43350

　　 43370

商品構成 　　 REF

ラバーポリッシャー
中研磨用ポイント

❶

❷ ❹ ❻

❸ ❺

ベゴ ウイロジル　歯科複模型用ゴム質弾性印象材料　一般医療機器　２６Ｂ１Ｘ１０００８００１００９　

作業時間

硬化時間（22℃）

ショア硬度タイプA（1時間）

永久歪

収縮率（DIN13913）

約5分

30〜40分

17

0.3％

0.03％

物理データ

商品構成     REF

ベース（白） 1本 1kg、

キャタリスト（青） 1本 1kg

    52001

ウイロジル
複模型用シリコン印象材

ブロッキングアウトワックス
ブロックアウト用ワックス

ベゴ ブロッキングアウトワックス　歯科用ユーティリティーワックス
一般医療機器　２６Ｂ１Ｘ１０００８００１０２５　

1缶 70g 色調：ピンク 40032

商品構成    REF

キャスティングワックス スティップル

スティップルシートワックス

ベゴ キャスティングワックス　歯科鋳造用シートワックス
一般医療機器　２６Ｂ１Ｘ１０００８００１０３３　

1箱 15枚 色調：グリーン シートサイズ：15×7.5cm

厚み：0.35mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm

厚み：0.35mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm

厚み：0.35mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm

❶コース

❷ミディアム

❸ファイン

商品構成

❶ホール大 ❷ホール小

ベゴ ワックスグリッドリテンション　歯科用ワックス成形品
一般医療機器　２６Ｂ１Ｘ１０００８００１０２7　

1箱 20枚　色調：レッド　シートサイズ：70×70mm

❶ホール大　ホールサイズ：直径2.5 mm　厚み：0.75mm

❷ホール小　ホールサイズ：直径2.0 mm　厚み：0.6mm

商品構成

ワックスグリッドリテンション
リテンション用ワックス

❶コース ❷ミディアム ❸ファイン

高さ

最大高さ（上部扉開時）  

幅

奥行き

重量

電源

圧縮空気接続（接続部ネジ山1/4”）

使用コンプレッサー流量

420mm

520mm

610mm

680mm

仕様

約63kg

単相AC230V, 20A,50/60Hz

0.5MPa（5bar）以上

100L/min 以上



ＢＥＧＯシステム　金属床フレーム製作の工程
（設計・複印象から金属床完成）

金属床完成と各部の適合状態

参考文献
・川島　哲：１週間でマスターするキャストパーシャル(上).医歯薬出版,１９９０

・川島　哲：１週間でマスターするキャストパーシャル(下).医歯薬出版,１９９０

・川島　哲：バイオキャストパーシャル.医歯薬出版,２０００

６.

８.
６．耐火模型の処理
 60分の硬化後、トリマーで模型の全周及び
基底面を一層削る。こうする事で加圧鋳造
を行った際に埋没材の通気性が向上し鋳造
を円滑に進められる。トリマー処理後速やか
に210度のドライオーブンに入れ60分間乾燥
させる。 その後完全に溶解させたパラフィン
ワックスに1秒間漬け、ワックスバスを行い、
耐火模型の処理を完了させる。

７.ワックスアップ 
耐火模型にシャーブペンシル（0.3mm）で設
計を複写する。 メジャーコネクターについて
は内側の線はビーディング上、外側の線は
そこから2mm外側に2重で外形線に書き込む
。 複写後、レスト、メジャー・マイナーコネクタ
ーの凹んでいる部分とメタルストップにワック
スを盛る。BEGOのワックスはいずれも高性
能であり、余った切れ端を集めて溶解させれ
ば、どの場面でも大活躍してくれる。

８．メジャーコネクター１枚目
 本症例のメジャーコネクターは3枚法（1枚目0.3mm・2枚目0.6mm・3枚目0.4mm）で最終的な
メジャーコネクターの最大厚みは1.3mm～1.35mmと設定し厚みの管理を行う。まず1枚目は
左右のフィニッシュライン間とマイナー コネクターに向かう箇所を補強するためにシートワッ
クス「キャスティングワックス0.3mm」をメジャーコネクター内側ライン（ビーディング箇所)よりも
少し内側にしっかり圧接し辺縁を焼き付ける。焼き付け後、辺縁を インスツルメントで移行的
にする。この時、メジャーコネクター中央部の厚みには絶対手をつけず、0.3mmの厚みを
確保しておく。

９.メジャーコネクター２枚目 
1 枚目の処理が終わったら、内側ライン（ビー
ディング上）全体にシートワックス「キャスティ
ングワックス 0.6㎜」を圧接し辺縁を焼き付け
、1枚目同様辺縁を移行的にしバー中央部の
厚みには絶対手をつけない。 完成した金属
床を薄く見せるにはこのテクニックは絶対
不可欠であり、十分な時間をかけてこの工程
を行うことが重要となる。

１０.メジャーコネクター３枚目 
最後に外側ライン（ビーディングより2㎜外側）
全体にスティップルシートワックス「キャスティ
ングワックススティップルファイン0.4㎜」を
圧接し、外側ラインより外側で切除した後、
しっかりと焼き付ける。口蓋の深いケースなど
は無理に1枚で張ろうとすれば引っ張られて
薄くなる恐れがある。左右で分けて圧接し
中央で焼き付けるといい。

１３.金属床ワックスパターンの完成
ワックスパターンの最終確認を行う。特に
金属床のワックスパターンは複雑で連結箇
所が多く、未連結を見逃しやすいので注意
する。今回のメジャーコネクターは3枚法
(0.3㎜＋0.6㎜＋0.4㎜)で行い、鋳造後バー
中央で最大1,3㎜、バー辺縁部で最小0,4㎜
で仕上がる。強度を得るための厚みは一部
にあれば、それで十分強度は確保できる。

１４.スプールイング
幅広のパラタルプレートなどのケースは、耐火
模型を外埋没用フォーマー「モールドフォーマ
ー」の基底部にのせ、「ユニバーサルファンネ
ルフォーマー」を用いてシャワータイプのスプー
ルイングを行う。スプルーには鋳造用ワックス
「ワックスプロフィール2.0×6.5㎜」を使用する。
ワックスアップ部よりレストの位置から5㎜上方
になるよう最大肉厚部に連結し、植立部はスム
ーズな湯流れを意識した連結を心掛ける。

１１.マイナーコネクターのワックスアップ 
マイナーコネクターの厚みは根元で1.4～1.5mmは必要なため、クラスプ用既成ワックス
パターン「ワックスパターンリングクラスプ用ベントタイプ」をベースに使用すれば厚みの
管理がしやすい。マイナーコネクター先端からメジャーコネクターの連結部にかけて徐々に
太くしながらメジャーコネクターに連結し仕上げる。
研磨でなんとかしようと安易に考えず、ワックスアップをおろそかにしないことが金属床の
仕上がりを高めるポイント。 完成をイメージしながら細部までしっかりと仕上げる。舌側の
拮抗腕にはクラスプ用既成ワックスパターン「ワックスパターン大臼歯用」を使用している。

１２.デンチャーベースコネクター周辺のワックスアップ 
レジンとの維持を担うデンチャーベースコネクターには適度な粘着性と柔軟性を併せ持つ
リテンション用ワックス 「ワックスグリッドリテンションホール大」が最適である。デンチャー
ベースコネクターのワックスアップのコツは、人工歯の排列位置に注意しながら小臼歯部は
ワックスパターンを過度に歯槽頂から外に出さない。逆に咬合圧のかかる大臼歯部は一気
に歯槽頂外に張り出し、形にメリハリをつけることで金属床を美しく見せることができる。 
最終的にはレジンの中に入る箇所とはいえ、この箇所の良し悪しで金属床の見え方が
大きく違ってくる。

１５.外埋没(二次埋没)
加圧鋳造では外埋没の加熱時・鋳造時にひび割れ(マイクロクラック含む)
があると鋳造ミスをおこしやすいため気を付けなければならない。そこで、
外埋没には通気性がよく割れにくい汎用型金属床用リン酸塩系埋没材
「ウイロベストプラス」、リングには、外埋没用フォーマー「モールドフォーマ
ー」を用いる。ウイロベスト100ｇに対して15cc(ベゴゾル60%・精製水40％)
の分量。小リング(赤)で400ｇ、大リング(青)で500ｇを目安に、真空攪拌器
で100秒間の練和後リングに流し、2気圧で14分間加圧する。
通気性の観点から14分以上の加圧は望ましくない。

１６.ワックス焼却・鋳造
鋳型を4面ヒーティング式リングファーネス「ミディテルム100/200MP」の奥中央に置き、ワックス焼却
および鋳型の加熱を行う。焼却プログラムは「①室温から250℃まで45分かけて上昇させ、250℃で
90分係留する。②250℃～400℃まで30分かけて上昇させ、400℃で90分係留する。③400℃～600℃
までを40分かけて上昇させ600℃で10分係留する。④1020℃まで60分かけて上昇させ、60分係留
する。」でいいだろう。400℃くらいまではできるだけゆっくりと温度上昇させ、それ以降はフルパワー
で最高温度まで上昇させると覚えておけばわかりやすい。鋳造は誰でも簡単に鋳造作業を行える
高周波真空加圧鋳造器「ノーチラスT」を使用するのがいい。フルプレートならばコバルトクロム合金
「ウイロニットLA」を、パーシャルならば、「ウイロニット」を簡単操作で確実に鋳造できる。

１８.キャスト後の割り出し②
耐火模型の露出が完了すれば、残りはより慎重に割り出しを行わなければこれまでの
苦労が台無しになってしまう。まずクラスプやマイナーコネクター周辺の耐火模型をサンド
ブラスター(アルミナ50μとガラスビーズを半々で混合)で除去すれば、簡単に耐火模型と
鋳造体が分離してくれる。この段階まで来て、一か八か耐火模型に衝撃を加えて割り出し
を行ったり、効率がいいからと100μ以上の粗いアルミナでサンドブラスト処理をすること
だけは絶対やめよう。サンドブラスティング後、スプルー切断用ディスク「セパレーティング
ディスク」にてスプルーを切断後、研磨用ホイール「パーフォレーテッドジスク」で表面を
ならす。

１７.キャスト後の割り出し①
キャスト後の鋳型は室温で最低60分は放置する。鋳造体を割り出す際にエアチゼル、
もしくは小型ハンマーで外埋没材を破壊し、耐火模型のみにする。割り出しの鉄則は、
エアチゼルでも小型ハンマーでも、押し湯やスプルーを叩かないこと。耐火模型周囲の
外埋没材だけを少しずつ破壊していき、慎重に耐火模型のみを露出させる。外埋没には
通気性のいい「ウイロベストプラス」、耐火模型には微粒子タイプの「ウイロプラスS」を使用
しているため、ルールさえ守れば耐火模型が簡単に露出する。

２１.中研磨→適合→仕上げ研磨

粗研磨を行った箇所については、ラバーホイールやラバーポイントあるいはシリコーン

ポイントを用いて「中研磨」を行う。ラバーホイールやポイントには中研磨ポイント「ラバー

ポリッシャーホイールタイプブラック」や「ポイントタイプブラック」を用い、クラスプやクラスプ

内面など繊細な部分には、「ラバーポリッシャーポイントタイプブラック」→「ラバーポリッシャ

ーポイントタイプグリーン」の順で研磨すると良い。

常に研磨器具は「大から小へ」用いることで、使っている研磨器具の径が徐々に小さくなっ

て終わるのが鉄則である。

１９.鋳造体の確認

一度全面に覆われた酸化膜をサンドブラスタ

ーで除去後、鋳造体の確認を行う。一般的に

加圧鋳造は遠心鋳造と比較して面荒れしやす

いという特徴をもつと言われるが、ノーチラスT

で鋳造→割り出し→サンドブラスト処理のみで

これだけの鋳造面が得られる。ノーチラス鋳造

器を20年使ってきて、スプルー植立のミスやル

ツボのセット不良など、人為的ミス以外で鋳造

エラーが出た記憶がほとんど見当たらない。ノ

ーチラスTの鋳造器としての安定性と確実性に

毎度のことながら脱帽させられる。

２０.粗研磨→電解研磨

粗研磨を行う箇所は、スプルー線のカット部・

メジャーコネクターの辺縁・フィニッシュライン

部・肉眼で確認できる気泡等あるが、少ない

ほど良い。言い換えれば、粗研磨が最小で

済むようにワックスアップの段階から考えな

ければならない。粗研磨が終了したら、マイ

クロスコープによる拡大観察下で粘膜面の細

かい気泡をハンドピースを用いて除去し、研

磨傷を滑らかにすることを目的に再度粗研磨

によるサンドブラスティングを行い、電解研磨

を行う。

BEGO製品・システムを正しく使用すれば、

誰でも簡単に高精度な金属床が作製可能です！

是非一度、その適合精度をご体感ください！

・川島　哲：Ｔ．Ｋ．Ｍ．キャストパーシャルのすべて.医歯薬出版,２００５

・川島　哲：新１週間でマスターするキャストパーシャル.医歯薬出版,２０１２

・川島　哲：“創”義歯の時代 Ｄｅｎｔｕｒｅ Ｄｅｓｉｇｎｅｒへの道.医歯薬出版,２０２１

　


