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はじめに

歯科医療は金属，セラミックス，重合体の３種の
固体材料をベースとした歯科材料・器械を中心に支
えられている。歯科医療がカバーすべきニーズの拡
大とともに材料開発とその製造方法，加工方法もイ
ノベーションのスパイラル軌道に沿って発展してき
た。金属材料では，口腔内で腐食し難い貴金属合金
から，非貴金属のチタンおよびチタン合金に焦点が
当てられてきた。チタンやチタン合金は低比重，高
耐食性，生体親和性といった素材の優れた特性に加
えて，超塑性，超弾性，形状記憶，低弾性係数，超
親水性，抗菌性などの機能が合金化や表面処理技術
の進歩で付加されてきた。
他方，コンピュータ技術の進歩は歯科医療におい

ても製造加工方法の革新をもたらし，歯科用CAD/
CAMも切削加工から積層造形の技術へと発展しつ
つある。チタンおよびチタン合金の積層造形による
歯科補綴物の製作はまだ研究段階にあるが，その応
用も視野に入りつつある。本稿ではチタンの歯科応
用の発展を振り返りつつ，最前線の研究を紹介す
る。

チタンの歴史と歯科チタンの研究

チタンは１７９０年に，R. W. Gregor（英）がメナカン
谷で新しい酸化物を発見（menachite と命名）し，
１７９５年にM. H. Klaproth（独）がルチル鉱石から新金

属を再発見（ギリシャ神話にちなんでチタンと命名）
した時から存在が知られていた。しかし，人類が金
属チタンとして手にしたのは，発見から１１９年後の
１９１０年にM. A. Hunter（米）がナトリウム還元法で
純度９９．９％の金属チタンを精錬したことに始ま
り，１９４６年にW. Kroll（独）のマグネシウム還元法に
よる工業的生産が開始されてからのことである。図
１に金属材料を人類が手にした年代と歯科における
加工方法を概略的に示した。鉄（２０００～３０００年前）や
アルミニウム（１５０年前）に比べてチタンは６０年程度
の歴史しか持たない新しい金属といえる。
また，W. H. Taggart が金合金インレーの歯科鋳

造を１９０７年に発表しているが，チタンの歯科鋳造が
可能になったのは，１９８０年代以降である。他方，歯
科臨床でのチタンの利用は，１９６０年代に Linkowが
ブレード型インプラントを紹介したことに端を発
し，現在のようなチタン製インプラントの普及をも
たらした。その後１９７０年代に，Andreasen らがチタ
ンとニッケルを１対１の割合で合金化したワイヤー
で超弾性と形状記憶を示すことを発見し，チタン
ニッケル矯正線が普及した。
図２に PubMed 掲載の歯科チタンに関する研究

論文の発表推移を示したが，１９８０年代後半から歯科
インプラント材としてのチタンに関する研究ならび
にチタン合金の研究が急増している。歯科チタン鋳
造に関する研究も１９８０年代から散見されるが，チタ
ンのCAD/CAMは１９９０年代後半以降である。
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チタン合金の種類と特徴

１）歯科鋳造用チタン合金
チタンは融点が１６７５℃と高いだけでなく，極めて

活性な金属であり，歯科鋳造が難しく，切削加工性
も悪いところから合金化による改良が試みられてき
た。チタンに添加される元素は，チタンの変態点
（８８２℃）を上昇させ α相（hcp）を拡大する α相安定
型元素，逆に変態点を下げ β相（bcc）を拡大する β

相安定型元素，いずれでもない中間型元素に分類さ
れる。β型チタン合金は添加元素の固溶範囲が α型
チタン合金より大きく，合金元素を多く添加できる
ため，固溶強化と融点低下の観点から歯科鋳造用
合金に最適と考えられる。従って，Ag，Cu，Co，
Cr，Fe，Mn，Pd，V，Zr など，チタンの β相拡大

型元素を中心にチタン合金が検討され，引張強さと
伸びなどから，歯科鋳造用チタン合金として有望な
組成が多く見いだされている１）。
航空機用材料としての使用実績から医療用に転用

されたTi-６Al-４V合金の合金成分には細胞毒性の
強いVが少量含まれることから，生体組織への影
響が懸念されている。従ってTi-６Al-４V合金のV
をNbで置き換えたTi-６Al-７Nb合金の歯科鋳造
も試みられ，Ti-６Al-４V合金に匹敵する強さと伸
びを示している。この合金は整形外科用にヨーロッ
パを中心に開発されたものであり，鋳造性はほぼ
Ti-６Al-４V合金と同様と考えられるが，機械的性
質に優れ，歯科鋳造用として市販されている。（表
１）

表１ 医療用純チタンおよびチタン合金の種類

種 類 組 成 備 考

純チタン（１～４種） Ti９９％以上 不純物で強化効果
（JIS T７４０１－１）

外科インプラント用
α＋β合金

Ti-６Al-４V 高強度，汎用性
（JIS T７４０１－２）

外科インプラント用
α＋β合金

Ti-６Al-２Nb-１Ta （JIS T７４０１－３）

外科インプラント用
α＋β合金

Ti-１５Zr-４Nb-４Ta （JIS T７４０１－４）

外科インプラント用
α＋β合金

Ti-６Al-７Nb バナジウムフリー
（JIS T７４０１－５）

外科インプラント用
β合金

Ti-１５Mo-５Zr-３Al （JIS T７４０１－６）

インプラント用
チタン－ニッケル合金

Ti-５３．５～５７．５Ni 超弾性，形状記憶
（JIS T７４０４）

βチタンワイヤー Ti-１１Mo-６Zr-４Sn 矯正線として利用
TNTZ合金 Ti-２９Nb-１３Ta-４．６Zr 低弾性率
ゴムメタル Ti-３６Nb-２Ta-３Zr-０．３O 低弾性率，高強度

塑性変形能

図１ 歯科用金属の精錬と加工方法の推移

図２ 歯科チタンに関する研究論文の発表推移
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２）超塑性チタン合金
結晶粒径を調整したTi-６Al-４V合金を８５０℃の

高温で引っ張ると元の長さの１０倍以上にも伸びる性
質を超塑性と呼んでいるが，この特性を利用して圧
印成形する方法が考案された２，３）。圧印成形のために
複雑な部分床義歯は困難であるが，チタン合金とし
ての優れた機械的性質を生かした方法と言える。
３）快削性チタン合金
CAD/CAMの普及に伴って，チタン合金を削り

出しで加工する場合に，被削性に優れた合金が求め
られる。チタンは難切削材であり，コストや加工精
度に劣り，合金化による改良が図られている。イオ
ウや希土類元素を分散させた快削チタン合金４）は歯
科用切削器具を用いた場合も切削性に優れていると
の報告５）があるものの，歯科用合金としての耐食性
が懸念されている６）。Ti-Cu 合金は５％Cu以上で共
析組織が現れ，優れた切削性を示すとの報告７）もあ
る。
４）歯科インプラント用チタン合金
ステンレス，バイオガラス，金合金，サファイ

ヤ，など数多くの歯科インプラント材料が検討され
て来たが，最近では純チタンまたはTi-６Al-４V合
金を用いた歯科インプラントが最も普及している。
チタンがインプラント材料として定着してきた理由
には，優れた耐食性８），細胞との親和性９），Ca の吸
着１０），吸着タンパク質のコンフォメーション変化が
少ない１１），アパタイト核形成の誘起１２），など骨との
結合に有利な特徴が数多く報告されてきたことが挙
げられる。骨とチタンの間にカルシウムの介在が大

きな役割を果たしていることが明らかとなってお
り，チタン表面にハイドロキシアパタイトに似たリ
ン酸カルシウムを被覆させたインプラントも多数市
販されている。（表２）
５）超弾性・形状記憶チタン合金
前述した様に，１９７０年代に新しい特性を持った

Ti-Ni 合金線（Nitinol）１３）が導入され，更に１９７０年代
の末に βチタニウム線１４）が紹介されて，歯科矯正分
野ではチタン合金線が汎用されるようになった。
Ti-Ni 合金は超弾性と形状記憶特性を有する合

金１５）としても脚光を浴びた合金であるが，最初に
紹介された矯正用Ti-Ni 合金線は５２％Ni－４５％Ti－
３％Co の組成の加工硬化型Ti-Ni 合金で，この合
金の低い弾性係数と大きな Spring Back 値（耐力／
弾性係数）を利用したものであった。矯正線は歯牙
を移動させるために，弱い持続的な力を発現できる
ような良いバネ特性を備えていることが理想である
が，従来のステンレススチール線やCo-Cr 線では
弾性係数が１６０～２００GPa であるのに対し，Nitinol
は弾性係数が１／３程度と極めて小さく，かつ塑性変
形し難いという特性を示している。
Goldberg と Burstone が紹介したTi－１１％Mo－

６％Zr－４％Sn合金は８８２．５℃以上で安定である
Ti の β相を室温でも安定化させた β安定型チタニ
ウム合金（βチタン）であり，その弾性係数は６０～
７０GPa，耐力は１１９０MPa で Spring Back 値は１．８×
１０－２となり，ステンレススチールやCo-Cr 合金と比
較してよリ優れたものであると言える。

表２ 歯科インプラントと表面処理の種類

歯科インプラントの名称（年代順） 表面処理の種類

Spiral vent（Chercheve，１９６１） IMZ：純チタン・プラズマスプレー
Branemark（１９６５） Integral：純チタン・アパタイトコート
Blade vent（Linkow，１９６８） Bio-vent：チタン合金・アパタイトコート
Ti porous（Hirschorn，１９７１） IAT：純チタン・放電加工
Screw pin（Judy，１９７５） Astra tech：純チタン・Tioblast
ITI（Schroeder et al，１９７６） Screw-Vent：純チタン・酸エッチング
U type（Foscarini，１９７６） Finafix：チタン合金・陽極酸化
Wing blade（Heinrich，１９７６） ITI：純チタン・TPS，SLA
Corevent（Niznick，１９８２） ３i インプラント：純チタン・ダブル酸処理

プラトンインプラント：純チタン・グロー放電処理
エンドポア：チタン合金・多孔質被覆

（多数）
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６）低弾性率チタン合金
チタンはステンレス鋼やコバルトクロム合金と比

較して弾性率が１／２と低い金属であるが，歯や骨と
比較した場合は約４倍程度と大きく，生体内で使用
されるインプラント材としては更に歯や骨に近似し
た，弾性率の低い合金が望まれる。Ti-２３Nb-０．７Ta-
２Zr-O，Ti-１２Ta-９Nb-３V-６Zr-O（mol％）などの組
成を持つ合金は，弾性率が低いだけでなく，一般の
金属材料よりも大きい弾性変形能を持っており，力
を加えて変形しても，力を取り除くと元の形に戻る
ゴムのような超弾性的性質を示す。また，室温で強
加工を行なっても，全く加工硬化せず，９９．９％以上
の冷間加工が可能で，超塑性的性質を併せ持ってい
る。この様なチタン合金を「ゴムメタル」と称して
おり，インプラント材や矯正線としての応用が期待
されている。図３に医療用として使用されている金
属材料の弾性係数を示したが，ゴムメタルはチタン
合金の中でも最も低い弾性係数を示している。

チタン合金の腐食・変色

チタンおよびチタン合金は機能性に優れ，修復物
や補綴物作製あるいはインプラント材料として欠か
せない歯科用金属である。しかし，通常の飲食物や
唾液に充分な耐食性を示すチタンやチタン合金で
あっても，条件によっては容易に腐食が進行し，金
属イオンが溶出する場合がある。この様な事例とし
て，フッ化物配合歯面塗布剤によるチタンの溶解や
変色がある。チタンは生理食塩水や歯磨剤にはほと
んど溶出しないが，フッ化物配合歯面塗布剤や洗口
剤では容易に腐食し，チタンが溶出する（図４）。ま
た，チタン床義歯を義歯洗浄剤に浸漬すると黒色に

変色し容易に除去できないとのトラブルもある。こ
の様なチタンやチタン合金の腐食と変色にはフッ化
水素酸と過酸化物が関係していることが明らかとさ
れている。そこで，フッ化水素酸を生成する酸性
フッ化ナトリウム水溶液と過酸化水素水中でのチタ
ンおよびチタン合金の変色と溶出挙動に焦点を当
て，着色や変色の原因とチタン合金の種類による差
異を明らかにすることを目的として研究を行ってき
た１６－１９）。
１）フッ化ナトリウムを含む溶液中でのチタン合金
の耐食性
齲蝕予防剤によるチタンの耐食性では，酸性の歯

面塗布剤ではチタンが短時間で溶出し，洗口剤では
生理食塩水と比較してやや変色しやすいものの，
フッ化物含有歯磨剤ではチタンは腐食しないことが
明らかとされた２０）。また，純チタンおよび６種のチ
タン合金（CP-Ti，Ti-０．１５Pd，Ti-６Al-４V，Ti-１０
Cu，Ti-２０Cr，Ti-５５Ni，Ti-７Nb-６Al）を鏡面研磨
したものを試料とし，０．２％NaF＋０．９％NaCl（乳酸
で pH３．８に調整）の溶液中での浸漬試験を行った。
浸漬試験を行った後に，色彩計（MCR-A，ミノル
タ）を用いることにより浸漬前後の L*a*b*値を測定
すると共に色差（⊿E*）を算出した。また，浸漬を
行った溶液中の元素濃度を ICP（Vista-MPX，セイ
コー）で測定し，各元素の溶出量を測定した。その
結果，フッ化ナトリウムを含む溶液ではCP-Ti，Ti
-０．１５Pd，Ti-７Nb-６Al，Ti-６Al-４V，Ti-１０Cu の
各合金で⊿E*が１０以上の変色が認められ，Ti-２０Cr
と Ti-５５Ni 合金では僅かな変色であった。また，溶

図４ 齲蝕予防剤中でのチタンの腐食（＊印は検出限界以
下，右上写真は酸性塗布剤中でチタンが発泡して溶
解している様子）図３ 医療用金属材料の弾性係数

小田：チタンの歯科応用１９０

― ４ ―



出量はTi-２０Cr を除いて１μg/cm２以上を示し，明
らかな溶出が認められた（図５）。
２）過酸化水素を含む溶液中でのチタン合金の耐食性
チタンおよびチタン合金は生理食塩水中に過酸化

水素が含有（５０－１５０mM）されることによって変色
を生じ，過酸化水素濃度が高いほど変色は顕著とな
る。過酸化水素を含む酸性溶液中での変色の原因
は，過酸化物によって誘起される酸化膜の形成が主
な原因と考えられた。次に０．１mol/l H２O２＋０．９％
NaCl（pH５．５）とし，過酸化水素を含む溶液中でチ
タン合金の浸漬試験を行った。過酸化水素を含む溶
液では，Ti-５５Ni と Ti-６Al-４V合金で⊿ E*が１０以
上と大きく，著しい変色が認められたが，溶出量で
はTi-５５Ni 以外は１μg/cm２以下とほとんど溶出し
なかった（図６）。
３）NaF溶液と過酸化水素を含む溶液中でのチタン
の腐食挙動
以上の研究成果の詳細とメカニズムを明らかにす

るために，Ti電極とEQCM（electrochemical quartz
crystal micro-balance）を用い，フッ化物や過酸化物
を含む溶液中でのチタンの腐食挙動を解析した結果
（図７），NaF溶液と過酸化水素を含むアルカリ性溶
液中ではTi 電極表面から溶出が起こり，１６時間で
NaF溶液中ではTi が１４００ng，過酸化水素を含むア
ルカリ性溶液中ではTi が１１００ng 溶出したものと推
定された。過酸化水素を含む酸性溶液中ではTi 電
極表面に８００ng（Ti）の酸化物が析出したものと推定
された。

４）NaF溶液と過酸化水素を含む溶液中でのチタン
合金の耐食性
更に，EIS（electrochemical impedance spectros-

copy）を用いてフッ化物や過酸化物を含む溶液中で
のチタンおよびチタン合金の腐食・変色挙動を調べ
た。生理食塩水ではTi と Ti-６Al-４V，Ti-７Nb-６
Al，Ti-２０Cr 合金のいずれも緻密な酸化膜の生成に
より同様の大きさのインピーダンスと推定された
が，フッ化物を含む溶液中ではTi-２０Cr 合金を除く
他の合金はインピーダンスが低下し，酸化膜の破壊
が推定された。過酸化物を含む溶液中でも同様に
Ti-２０Cr 合金を除く他の合金はインピーダンスが低
下し，酸化膜の破壊が推定された（図８）。従って，

図５ ０．２％NaF溶液中でのチタン合金の溶出量（横軸）と
変色（縦軸）
（TI：Grade２-Ti，TPD：Ti-０．１５Pd，TAV：Ti-６Al-
４V，TNB：Ti-７Nb-６Al，TNI：Ti-５５Ni，TCU：Ti-
１０Cu，TCR：Ti-２０Cr）

図６ 過酸化水素含有溶液中でのチタン合金の溶出量（横
軸）と色差（縦軸）
（TI：Grade２-Ti，TPD：Ti-０．１５Pd，TAV：Ti-６Al-
４V，TNB：Ti-７Nb-６Al，TNI：Ti-５５Ni，TCU：Ti-
１０Cu，TCR：Ti-２０Cr）

図７ EQCMにおけるチタンのフッ化ナトリウムおよび過
酸化水素を含有する生理食塩水中での経時的な周波数
変化
（周波数の増減は電極の重量に換算され，＋１Hz＝
－１ngに相当する。NaCl：０．９％ NaCl，NaF：０．２％
NaF＋NaCl，４H２O２：１５０mM H２O２＋NaCl pH＝
４，８H２O２：１５０mM H２O２＋NaCl pH＝８）
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クロムを含有したチタン合金では過酸化物やフッ化
物に対する変色，溶出が少なく，チタンの腐食抑制
にクロムが有効であることが示された。
５）チタン－クロム合金の耐食性
チタンにクロムを添加することによって過酸化物

やフッ化物に対する変色，溶出が抑制されること
が明らかとされたが，そのメカニズムをESCAに
よって推定した。図９にTi-Cr 合金のXPSスペク
トルを示した。浸漬前，SALおよびNAFに浸漬

したCr２pでは，いずれのスペクトルからも主に
三価のクロムが存在するが，５７２．５eVから５７５eV付
近の金属状態のクロムに帰属されるショルダー部に
差異が認められ，浸漬前に検出されたショルダー
が，SALおよびNAFに浸漬することによって減
少し，Ti-２０Cr 表面にクロム酸化物の生成が進行し
ている。一方で，Ti２pスペクトルでは，いずれの
スペクトルでも主にTi４＋が存在しているものの，
４５３eVから４５５eV付近でのTi の金属状態のピーク
がNAFで強く検出されている。つまり，チタン酸
化膜が生成し難いと考えられた２１）。
以上のことから，Ti-２０Cr 合金がフッ化物を含む

水溶液にさらされると，チタンの選択的溶解が起こ
り，表面はクロム酸化物に富む表面酸化膜が生成す
ると考えられる。このクロム酸化物に富む表面酸化
膜によってフッ化物に対して耐食性が向上するもの
と考えられた。

歯科チタンの成形加工とCAD/CAM

優れた生体適合性と強度から，チタンは歯科医
療用材料として有望視されてきた。しかし，融点が
高いだけでなく，極めて活性が高く酸素や窒素と反

図８ フッ化物（NaF）と過酸化水素（H２O２）を含む溶液中でのチタン合金のNyquist diagram
（TI：Grade２-Ti，TAV：Ti-６Al-４V，TNB：Ti-７Nb-６Al，TCR：Ti-２０Cr）

図９ Ti-Cr 合金をNaF含有生理食塩水に浸漬した場合
のCr２pおよびTi２pXPS スペクトル（As-prepared：
浸漬前，SAL：生理食塩水 NAF：０．２％NaF含有生
理食塩水）
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応しやすい，熱伝導率が小さく加工時に蓄熱しやす
い，加工時の焼き付きを起こし易いなど，その加工
の困難さから，鋳造，放電加工，粉末冶金など様々
な加工方法が検討されてきた。
１）チタンの歯科鋳造
１９７０年代後半に始まったチタンの歯科鋳造は，当
初Ti-Cu 合金２２）で試みられたものの，純チタンの鋳
造体が金合金に匹敵する機械的性質を示した２３）とこ
ろから，純チタンの鋳造を中心に鋳造用機器や材
料，鋳造方法が研究されてきた。チタンは従来の金
合金を対象とした鋳造器材では鋳造不可能であり，
高融点合金用鋳造機や埋没材であっても歯科鋳造は
困難であった。１９８０年代に入り真空装置とアルゴン
アーク溶解方式を組み合わせたチタン専用の鋳造機
が開発され２４），それ以後，真空度を改良した鋳造
機２５），アルゴンアーク溶解と遠心鋳造を組み合わせ
た鋳造機，加圧吸引式鋳造機などチタン鋳造機の改
良と開発が行われ，国際的にも日本の歯科チタン鋳
造技術が先端にあると言える。
２）チタンの粉末冶金
粉末冶金法を歯科修復物や補綴物の作製に応用す

る利点としては，チタンの融点より低い約１０００℃で
焼結できる，成形体を直接焼結するので鋳造失敗や
欠陥のようなトラブルが無い，行程の省力化などが
考えられる。
チタンの粉末冶金は１９７０年代に歩留まりの向上と

経済性の観点から工業的に発展してきた２６）。工業的
な粉末冶金法では粉末粒径が１００μm以上の粗粉末
を用いるが，歯科修復物のように高度な適合性を確
保するためには１００μm以下の微粉末で形状の均質
な粉末が適当と考えられる。近年，チタンの微細ア
トマイズ粉など粉末製造技術も向上し，チタンの粉

末冶金製品も普及してきている。著者らは，粉末冶
金法によって歯科修復物や補綴物を製作する方法に
ついて検討してきた２７－３１）。
チタン圧粉体を加熱すると６００℃付近から焼結収

縮が開始され，粉末粒度が微細なほど焼結収縮が大
きくなる。焼結収縮率は粗粒で５％，超微粉で１５％
にも及び，チタン粉のみでは焼結収縮率が極めて大
きく，補綴物の適合性の観点から何らかの方法で収
縮率を小さくする必要があった。そこで，焼結収縮
を抑制する方法としてアルミ粉の添加を考案した。
アルミ粉を添加すると，アルミ粉の融点付近で異常
な膨張を示し，焼結体の収縮率は顕著に抑制され
る。しかし，焼結体の強度はアルミ粉の添加量とと
もに低下するため，Ti-A１混合粉に銅を添加する
ことによって強度の向上を図った。これまでに試作
された焼結チタン合金の諸性質を表３に示す。イン
レー，クラウン，メタルフレームなどの作製には
isostatic press を用いて等方性の加圧による圧粉体
を作製した後に，真空焼結炉で焼結される。義歯床
の作製用にシート状の混合粉も開発しているが実用
には至っていない。
３）金属積層造形によるチタン合金補綴物
歯科用CAD/CAMは２０００年代に入り，コンピュー

ターや周辺技術の発展と共に目覚ましい改良が行わ
れ，従来の歯科鋳造法や陶材焼成技術を利用しない
で，優れた物性と適合性を持つ歯科修復物や補綴物
が作製可能となってきた３２）。デジタイザーとして
の光学印象システムやスキャナーも普及しつつあ
り３３），その精度も従来のゴム質印象材で印象採得さ
れ，製作された歯冠修復物と遜色ないとの報告も見
られる３４）。
他方，CAMシステムについては，表４に示すよ

表３ 粉末冶金用チタン合金の組成

用 途 インレー・クラウン用 メタルセラミックス用 金属床用

組成（mass％） ８６．５Ti-７．５Al-６．０Cu
Ti：－２５０mesh

８０．５Ti-７．５Al-１２．０Cu
Ti：－３５０mesh

８５．０Ti-５．０Al-１０．０Cu
Ti：－３５０mesh（４０％）

粒子径 Al：８－１２μm
Cu：－３５０mesh

Al：１６－１８μm
Cu：－３５０mesh

AtomizedTi：－２００mesh（６０％）
Al：８－１２μm，Cu：－１０μm

見掛け密度（g/cm３） ３．０５ ３．０１ ３．７０
焼結収縮率（％） ０．２０ ０．８７ １．２０
降伏値（MPa） ３００ ４２１ ５３０
その他 Hv３３０ 熱膨張係数 １２．５x１０６ 曲げ強さ ５４０MPa
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うに，切削加工システムがほとんどで，除去加工で
あり，形状が限定され，アンダーカットや局部義歯
の様な複雑な補綴物の製作は困難である。また，ブ
ロックからの削り出しによる多量の切削粉の排出，
切削工具の摩滅による精度の低下，長い加工時間な
ど問題点も指摘されており，歯科用CAD/CAMの
発展には新たな加工方法の導入も試みられている。
積層造形法は，切削工具を用いた従来の除去法に

比較して，①ニアネットシェープの造形ができる。
②切削屑が発生しない。③自由曲面やアンダーカッ
ト，空洞の形状が製作できる。④工具磨耗による寸
法精度への影響がない。⑤多数個同時に製作でき
る。⑥完全自動化されたプロセスである。⑦短時間
で比較的低コストでモデルが製作できる。などの優
れた特徴がある。
２００８年に EOSINT M２７０を用いたコバルトクロム
合金のメタルフレーム作製システムが発表され，最
小厚さ０．３mm，相対密度約１００％，引張強さ１０５０±
２５０MPa，耐力７５０±１５０MPa，伸び１０－１６％，寸法
精度±２０μm（メーカー表示値）の焼結体が得られて
いる。現在歯科用CAD/CAMとして実用化され，
Co-Cr 合金粉末による陶材焼付用のメタルフレーム
などが製作されている。
著者らは，コバルトクロム合金およびチタン合金

を用い，レーザー焼結積層造形法と歯科鋳造法で作

製された場合の比較を行った３５）。その結果，引張強
さは，鋳造試料より積層造形試料が高い値を示し，
伸びは有意差が認められなかった。耐力は引張強さ
と同様の傾向を示し，弾性係数は鋳造試料と積層造
形試料で差異が認められなかった（図１０）。硬さで
は，コバルトクロム合金積層造形品（COR-E）の表
層，中央部共に硬さが著しく大きく，レーザー焼結
による影響があるものと思われ，コバルトクロム合
金鋳造体（COR-C）よりO，Cの濃度が高い値を示し
た。チタン合金の鋳造試料（TAV-C）では，表層が
中央部より著しく大きな硬さを示し，鋳造体特有の
α-case の影響が認められているが，チタン合金積
層造形品では，表層と内部の硬さにほとんど差異が

表４ CAD/CAMシステムの種類と加工方法（DMLS：Direct Metal Laser Sintering）

システム名 メーカー 加工対象 加工方法

１ DECSY デジタルプロセス 金属／セラミック 切削
２ GN-１ Aadva ジーシー 金属／セラミック 切削
３ Katana クラレノリタケデンタル セラミック 切削
４ C-Pro System パナソニックヘルスケア セラミック 切削
５ Lava ３M ESPE セラミック 切削
６ Everest KaVo 金属／セラミック 切削
７ PROCERA Nobel Biocare セラミック 切削
８ CERECinLab Sirona セラミック 切削
９ CEREC３D Sirona セラミック 切削
１０ Cadim Advance 金属／セラミック 切削
１１ Cercon DeguDent セラミック 切削
１２ CARES Strauman 金属／セラミック 切削
１３ Zeno WIELAND 金属／セラミック 切削
１４ WOL-CERAM Wol Dent セラミック 電鋳
１５ EOSINT EOS 金属 DMLS
１６ PXS & PXM Dental Phenix Systems 金属 DMLS

図１０ 積層造形品と鋳造体の引張強さと耐力，降伏比
（TAV-E：チタン合金積層造形品，TAV-C：チタン合
金鋳造体，COR-E：コバルトクロム合金積層造形品，
COR-C：コバルトクロム合金鋳造体）
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認められず均一な成形品が得られるものと考えられ
た（図１１）。また，コバルトクロム合金積層造形品
（COR-E）の組織では等軸晶と微細な析出物が観察
され，コバルトクロム合金鋳造体（COR-C）では粗
大な樹枝状組織が観察された。チタン合金積層造形
品（TAV-E）の組織では微細な等軸晶と析出物が観
察され，チタン合金鋳造体（TAV-C）の組織では粗
大な板状晶が認められた（図１２）。以上の結果から，
レーザー焼結積層造形試料は微細な合金粉末を使用
するところから，鋳造試料より微細な組織が得ら
れ，機械的性質も高くなると考えられた。しかし，
延性の低下や積層方向による組織の異方性が認めら
れており，さらなる評価が必要と思われた。

４）Ti-Cr 合金の積層造形
前述したように，フッ化物や過酸化物の存在下で

は，チタン合金の中でもTi-Cr 合金が最も優れた耐
食性を示すところから，歯科用チタン合金として
Ti-Cr 合金が有望と考えられた。そこで，著者らは
積層造形によるTi-Cr 合金の試作を行った。積層造
形に適したTi-Cr 合金の粉末は，現在のところ製品
がなく，入手困難なため，チタン粉末（TILOP-４５，
大阪チタニウムテクノロジーズ）とクロム粉末（脱ガ
ス電解金属クロム粉－４５μm，光正）を混合した粉末
（組成比約Ti-１７Cr）で合金化の検討を行った。金属
光造形複合加工機（Lumex Avance-２５，松浦機械製
作所）を用い，レーザーのスポット径：０．３mm パ
ワー：１２０W 積層厚さ：０．０５mm テーブルヒー
タ温度：１２０℃とし，レーザー走査速度，ハッチン
グピッチ，エネルギー密度などの条件を変えて作製
された試料を比較したところ，チタンとクロムの混
在が認められ，合金化が進行しているものと推定さ
れた（図１３）。
レーザー焼結によるコバルトクロム合金のメタル

フレーム作製システムが歯科用CAD/CAMとして
実用化されてはいるものの，生体適合性に優れたチ
タン合金への応用には克服すべき課題も残されてい
る。歯科用CAD/CAMに三次元積層造形技術が加

図１２ 積層造形品と鋳造体の組織比較（合金の略号は図１０と同）

図１１ 積層造形品と鋳造体の硬さ比較
（合金の略号は図１０と同）

歯科学報 Vol．１１４，No．３（２０１４） １９５

― ９ ―



わることによって，歯科用CAD/CAMが更に発展
すると共にチタン合金の応用範囲も広がるものと考
えている。

まとめ

チタンは新しい金属材料であるだけでなく，周辺
の技術の進歩と共に歯科利用が可能となってきた。
一方で，フッ化水素酸のような錯イオンを形成する
酸の存在下やアルカリ性過酸化物の存在下では容易
に腐食することなど，歯科用合金としての材料特性
もこれまでの研究で明らかにされている。コン
ピュータ技術の進歩は歯科医療においても製造加工
方法の革新をもたらし，歯科用CAD/CAMも切削
加工から積層造形の技術へと発展しつつある。チタ
ンおよびチタン合金の積層造形による歯科補綴物の
製作はまだ研究段階にあるが，その特性を十分に生
かした歯科応用を期待している。
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