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チタン鋳造体の適合性に関する研究*

鋳造システムの比較について

小　田　　　豊　　沈　　　斌　　住　井　俊　夫

東京歯科大学歯科理工学講座

(主任:住井俊夫教授)

年4月5日受付)

年4月12日受理)

A study on the fitness of titanium castings

-怨　　鋸南鑑｡ d Bnhriln　　鋸は止l堕呼雨雲　窒-

Yutaka ODA, Bin SHEN and Toshio SUMII

Department of Dental Materials Science, Tokyo Dental College

(Chief : Prof. Toshio Sumii)

原　　　　著

緒　　　　　言

チタンは優れた生体親和性と耐食性を持つところか

ら,アレルギー性の認められるNi-Cr合金やパラジウ

ム合金に代わる歯冠修復材料として臨床応用も次第に普

及しつつある　　　近年,歯科チタン用鋳造機および埋

没材など様々なチタン鋳造システムが開発市販されてい

るが,チタンは融点が　｡Cと高いだけでなく高温で活

性な金属であるため,従来の金合金や　　　　合金と異

なった鋳型材と不活性雰囲気が要求される｡従ってチタ

ン鋳造用の鋳型材としてアルミナ,ジルコニア,マグネ

シア,カルシア　　　などを主成分とした埋没材が開

発されてきた｡従来の金合金やNi-Cr合金の歯科鋳造

に於いては,合金の鋳造収縮を主に耐火材の主成分であ

るクリストバライトや石英の加熱時の変態による大きな

膨張で補償し,鋳造体の適倉睦を確保してきた9)｡しか

し,アルミナ,ジルコニア,マグネシアは加熱時にクリ

ストバライトや石英の様な変態を生じないため, Zrの

酸化膨張　　アルミナとマグネシアのスピネル塗成によ

る膨張　　　　　　　の変態12)による膨張などが利用

*本論文の要旨は第7回歯科チタン研究会　　年1月
22日,仙台)において発表した｡

されているものの,スピネル生成や　　　　　　の変態

温度は　　以上にあることから,鋳型の予備加熱温度

も　｡Cを越える市販品もある｡この様な埋没材成分や

鋳型の予備加熱濫度の違いは,鋳型の膨張に大きく影響

することから,チタン鋳造体の歯冠修復物としての適合

性に直接影響すると考えられる｡そこで, 4種のチタン

鋳造システムについて,埋没材の硬化時および加熱時の

膨脹を測定すると共に,フルキャストクラウンとMOD

型インレー鋳造体の通倉性を測定することによって,チ

タン鋳造体の歯冠修復物としての適合性評価を試みた｡

実　験　方　法

チタン鋳造システムとして,表1に示すタイキャスト

タイキャストスー

パーR(セレック　　　　　ォートキャスト

(ジーシー　　　　　サイクラーク(モリタ　　　　　の4

種を用いた｡埋没材は各システム専用のクラウンブリッ

ジ用埋没材(略号はシステムと同一)を指定の温水(夜)比

で用いた｡

1.埋没材の硬化時膨張の測定

埋没材の硬化時膨脹は　　　　　　　　の焼石こうの

凝結膨脹試験に準じて20×20×　　　の測定用金属型
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表1　チタン鋳造システムおよび埋没材

鋳　造　機　　　　　　　　会　社　名　　　　　　　埋　没　材　　　　　混水(液)比

TYCAST 3000　　　　　JENERIC/PENTRON Tycast investment

TICAST SUPER R SELEC selevest CB

A　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　lNV

CYCLARC JI MORITA Titavest CB

5　0　3　61　2　1　10　0　0　0

C

 

L

 

A

 

C

Y

 

E

 

C

 

Y

T

 

S

 

G

 

C

に指定の混水(液)比で練和した試料を満たし,電気マイ

クロメーターと記録計を用いて12時間後まで測定した｡

2.埋没材の加熱時膨張の測定

埋没材の加熱時膨張は直径　　　　長さ　　　の試料

をテフロン製割型を用いて作製し,練和開始より2時間

後及び16時間後に熱膨張計　　　　　　　　　　　を用

い,測定を開始した｡加熱温度,昇温速度,係留時間に

ついては各メーカーが指示する鋳型の予備加熱方法と同

様な条件とした｡

3.適合性の測定

図1に示すフルキャストクラウン用金型(ショルダー

部の厚さ　　　　高さ　　　　テーパー60の支台歯形

態)とMODインレ-用金型(ショルダー部の厚さ1

mm,高さ　　　　テーパー40のMOD形態)を用い,

で欧化したブルーインレーワックスを

で加圧することによってワックスパターンを作製したo

次にワックスパターンの表面処理および埋没(タイキャ

ストインベストメントのみ一次埋没材使用)ならびに鋳

型の予備加熱をメーカー指示の方法に従って行った｡鋳

造は各鋳造システム所定の方法で行った｡鋳型から取り

出した鋳造体を　　　のガラスビ-ズを用いてサンドブ

ラスタ　　　　　　　の空気圧)で活掃した後,金型に

適合させ,金型と鋳造体のショルダー部の間隙を測定す

ることにより鋳造体の寸法変化率を算出した｡尚, MO

D型インレー鋳造体については図2に示すように部位別

寸法変化率を求め,禾適合の要因について検討した｡部

位Aは唆合面下部,部位Bは唆合面内側,部位Cは歯頚

部内側を示しているo

実　験　結　果

1.埋没材の硬化時膨張

図3に埋没材の硬化時膨張の測定結果を示した｡ TY

Cは棟和開始より30分で豪も大きな　　　の膨張を示

し, 12時間後までほぼ一定の値を示した.次にGCAが

練和開始より1時間で　　　の膨張を示し,以後はぼ一

定の値を示した　　　　とCYCはほとんど膨張を示さ

ず12時間後でも0%であった｡

-68-
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図3　チタン鋳造用埋没材の硬化時膨脹
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2.埋没材の加熱時膨張

図4,図5,に4種楽の埋没材の加熱時および冷却時

の膨縮曲線を示した　　　　の場合　　　付近までは

温度の上昇と共に収縮傾向にあるが　　　付近で不可

逆性の大きな膨張を示し,冷却時はその膨張が残存した

まま室塩まで冷却され,室温で約2 %の膨張を示してい

る｡ TYCの場合は　　℃付近と　　付近に可逆性の

大きな膨張が認められ　　で　　　室源では　　程

度の膨張を示した　　　の場合　　　付近と　　付

近に大きな膨張が認められ800℃で　　の膨張を示し,

冷却時は　　付近で可逆的に収縮するものの,室塩で

は　　の膨張を示した｡ CYCの場合　｡C付近で大

きく収縮し200℃付近より膨張に転じた後　　℃付近ま

で連続的に緩やかな膨張を示し　　　付近で大きな膨

張を示した｡冷却時は連続的に収縮し室濫で膨綿がほぼ

0%となった｡
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3.適合性の測定結果

図6にフルキャストクラウン形態の鋳造体の適合性を

示した｡ SELで　　　の膨張を示しているが

で　　　　　　　　　で一　　　の収縮　　　　　では

と大きな収縮を示したo図7にMOD型イン

レ一形態の鋳造体の適合性を示した｡ MOD型イン

レ一形態の場合は全てが収縮を示し

GCAで　　　　　　　の収縮　　　　では　　　　と

大きな収縮を示し,ショルダー部の間隙がフルクラウン

形態の場合よりも大きくなる傾向にあった｡図8に部位

別寸法変化率の測定結果を示した｡測定部位A(唆合面

下部)およびB (唆合面内側)で全てのシステムで収縮を

示し　　　　では　　　　　　　　　　　　で

で　　　　　　　　　　　　　　で　　　　　一

の収縮を示した｡しかし,測定部位C(歯頚部内

側)では全てのシステムで膨張を示しTYCでは

GCAで　　　　　　で　　　　　　で　　の膨張

を示した｡

考　　　　　察

1.埋没材の膨張と適合性について

従来の歯科鋳造理論に於いては,合金の大きな鋳造収
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図6　フルキャストクラウン形態の鋳造体の適合

性
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図　　　　型インレ一形態の鋳造体の適合性
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図　　　　型インレ～形態の部位別寸法変化率

縮を主に埋没材の硬化時膨張と耐火材の主成分であるク

リストバライトや石英の加葬如寺の変態による大きな膨張

で補償し,鋳造体の適合性を確保してきた9)｡チタンは

酸化物の標準生成自由エネルギーがシリカよりも低く13)

従来のシリカを耐火材の主成分とした埋没材では,チタ

ン溶湯がシリカと反応し,金属チタンの性寛を劣化させ

ることが予測されるところからジルコニア,アルミナ,

マグネシアなど酸化物の標準生成自由エネルギーがチタ

ンより低い耐火材を主成分とする埋没材が開発されてき

た｡本実験ではシリカを埋没材の主成分とする

-　　　　　　　　　　　　　マグ

ネシアを主成分とする　　　　　　　　　　　　　アル

ミナとマグネシアを主成分とする

を選択して実験を行った｡図3に埋没材の硬化

時膨張を示しているが,膨張室の大きなTYCでも0.2

%程度であり,チタンの鋳造収縮率　　　を補償する

には不十分で,加酎寺の膨張が重要と考えられる｡図

4,図5,に埋没材の加熱時および冷却時の膨縮曲線を

示したが　　　　とG CAの場合は　｡C付近と600℃

付近にクリストバライトや石英の変態によると思われる

大きな膨張が認められ,約　　の膨張を示している｡

SELの場合は,金属ジルコニウムの酸化によると考え

られる大きな膨張が　　付近で発項L　　　　で2. 8

%に達している｡ CYCの場合,アルミナとマグネシア

のスピネル生成によると考えられる大きな膨張が900℃

で発壊し,約　　の膨張を示している11)｡クリストバ

ライトや石英の変態は可逆的であるため冷去田寺には加熱

時の膨張発場と同様な温度付近で収縮を伴い　　　で

は室温で若干の膨張が残るのみである｡しかしGCAの

場合は石英とクリストバライトの可逆変態による収縮が

僅かで,室温でも1 %以上の膨張が認められていた｡金

属ジルコニウムの酸化やスピネル生成の場合は,不可逆

的な反応のため冷却時は温度の下降と共に連続的に収縮

しSELでは室温で約2%の膨張が残っているo Lか

し　　　では加酎寺の脱水によると思われる150℃付

近の大きな収縮と相殺されるために室温でやや収縮して

いた｡従来の歯科鋳造においては金属の湯流れと鋳型の

膨張を確保するために,一般的に鋳型温度は

とされてきた｡チタン鋳造の場合は,チタン溶湯と鋳型

の反応を可及的に減少させる,あるいは結晶成長を抑制

し微細な結　粒を保持するために　室温や低温鋳型を

指定する鋳造システムが多く,本実験の

は室濫鋳型　　　は100℃が推奨されている0本実験

ではC YCのみが　　　　　を鋳造時の鋳型混度として

指定している.従って,鋳造時の鋳型混度での膨張室と

硬化時膨張の和がチタンの鋳造収縮を補償することにな

る｡各々の膨張室を大まかに算出すると　　　　で0.5

で　　　　　　　で　　　　　　　で　　　　と

なり,鋳造収縮を補うための十分な鋳型材の膨張を示し

た埋没材はSELのみであり,フルクラウンの適合性も

SELのみが膨張を示したことと　一致している｡

S E LとCYCの加熱膨張量について既報16)ではそれ

ぞれ　　と　　と報吾されているが,本実験の結果と

大きく異なっている｡そこで,図9および図10に示した

ように埋没材の練和開始より加熱開始までの時間を2時

間と16時間とした場合の加熱冷却曲線を示した

の場合2時間後に加熱を開始した場合はジルコニウムの

酸化による膨張が大きく発現するが, 16時間後に加熱を

開始した試料では大きな膨張が得られていない｡この原

因はSELの結合材がセメント系であり,乾燥とともに

経時的に埋没材の強度が増加するために,ジルコニウム

の酸化による膨張が抑制されるものと考えられる｡

C Y Cの場合は逆に16時間後に加熱を開始した試料で大

きな月封勧†得られている｡この埋没材の場合は,埋没材

の乾燥によって脱水による収縮が減少することと,スピ

ネル生成が生じ易くなる結果として加熱開始時間を遅ら

せた場合に,大きな膨張が得られるものと思われる｡こ

の様に加熱開始時間によって鋳型の膨張室が大きく異

なってくることは,チタンの鋳造体の適合性をコントロー

ルする上で重要な因子として考慮される必要がある｡

型インレ一形態の鋳造体の適合性について

フルキャストクラウンの場合は鋳型材の膨張が直接的

に金型との適合性に影響すると考えられるが　　　型

インレー形態の鋳造体の場合は,適合する金型の内側で

-　70　-
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収縮し,外側で膨張することによって良好な適合が待ら

れるため,フルクラウンよりも精度の高い鋳造体が要求

される　　　型インレ-の適合性では全てが収縮をし

めL　　　　で約　　　　　　　　　　　　　　で0.6

の収縮を示した.フルクラウンとMOD型イン

レ-の適合性の傾向が異なっていたため　　　型イン

レ一については,鋳造体の寸法を直接測定し,部位別の

寸法変化率を求め考察を行った｡金型との適倉睦を考え

た場合,唆合面下部Aが収縮,唆舎面内側Bおよび歯頭

部内側Cが膨張した場合に良好な適合性が待られると考

えられる｡図8に部位別寸法変化率の測定結果を示した

が,歯頚部のC部は全て膨張傾向にあるものの, A部及

びB郭の唆合面では,いずれも収縮を示しており,殊に

B部の収縮がMODインレ-鋳造体の適合性に大きく影

響したものと考えられるoまた　　　では歯頚部のC

部で極めて大きな膨張が認められ,鋳造体の変形が大き

いことを示していることから適合性が悪くなった物と考

えられる｡
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以上のことからチタン鋳造の場合も,歯冠修復物の適

合性に鋳型材の膨脹が大きく影響していることは明らか

で,鋳型の膨脹によって鋳造収縮を補償する従来の歯科

鋳造理論から考えるならば　　　型インレ-などの適

合を向上させるための対策が必要と言えよう｡

結　　　　　論

近年,歯科チタン用鋳造機および厘没材が種々開発さ

れ,様々なチタン鋳造システムが市販されている｡歯冠

修復物の適合性に大きく影響すると考えられる埋没材

は,その主成分がアルミナ,シリカ,マグネシアなど鋳

造システムによって異なっているだけでなく,鋳型の予

備加熱温度も様々である｡従って,チタン鋳造体の適合

性も鋳造システムによって異なってくるものと考えられ

るoそこで,フルキャストクラウンとMOD型インレーの

適合性を,市販されている各社のチタン鋳造システムに

よって測定すると同時に,埋没材の硬化時および加熱時

の膨脹を測定することによってチタン鋳造体の歯冠修復

物としての適合性評価を試みた結果,以下の結論を得た｡

1.鋳造体の適合性は鋳造システムによって大きく異な

り,鋳型材の加熱膨張がチタン鋳造体の適合性に大きな

影響を与えている｡

2.チタン鋳造用度没材は加熱開始時間によって膨張室

が大きく異なる物があり　　　　　　　　では加熱開

始時間が長くなるとともに膨張室が減少し

c Bでは加熱開始時間が長くなると膨張量が増加した｡

従ってチタン鋳造システムでは,鋳型材の加熱開始時間

も適合性に大きく影響する｡

型インレーのチタン鋳造体の適合性は,全て

大きな収縮による禾適合を示し,更に適合を向上させる

ための改良が必要と考えられた｡
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Various kinds of casting equlPment and investment materials for use with titanium castings

have been developed･ and different titanium-casting systems are commercially available.

Distinctive constituents of such investment materials as alumina, silica, and magnesia and

preheating temperatures of casting molds are major factors influencing the fitness of dental

restorations.

The fitness of titanium castings is therefore assumed to depend on casting systems. We

OIILl Ol月　　下いつ-n出111 ＼1川日､ 11日巾　　　-I.＼→rlmP､､　　--　＼-呈･＼

fabricated under different systems･ In addition･ setting expansion and thermal expansion were

measured.

Results

Castng fitness differs dramatically according to casting system･ Furthermore, the thermal

expansion of investment material greatly influences the fitness of titanium castings･ Sometita-

nium casting Investment materials are greatly affected by the time at which of heating begins.

＼＼つ　　甘　　　　　　い　-べ主-"　　　｡白　日.lJ両　白川川　　月　　　日日日

expansion of Selevest C&B decreases, whereas that of Titavest CB increases. Because titanium

castings for MOD inlay are inferior in all of casting systems, the systems themselves must be

improved.
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