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はじめに

現在，ジルコニアセラミックス，特に正方晶ジル
コニア多結晶体（TZP）は審美性，生体親和性に優
れるばかりでなく，金属材料を凌駕する強度を有し
また高い靭性を持つことから，クラウンブリッジや
インプラントアバットメントなどに臨床応用が広
がっている。加えて，CAD/CAM技術の進歩が著
しい昨今，一塊のブロックから自在な形態に切削加
工されたジルコニア製補綴物が衆目を集めている。
特に最近では積層陶材のチッピングを避けるため
に，陶材を積層しない単層（monolithic）TZP が普及
してきている。
一方，インプラントの上部構造体にも，チタン製

フィクスチャーとのガルバニック作用を回避するべ
く，チタン材料を用いるようになってきた。ここ
で，ジルコニア製上部構造とチタン製上部構造が対
合した場合，ジルコニアとチタン間で摩耗を生じる
ことが危惧される。すなわち，比較的軟質なチタン
と超硬質なジルコニアを対合歯に用いた場合，チタ
ンが極端に摩耗して対咬関係が変化する，または摩
耗粉が生体内に拡散してアレルギーなどを惹起する

ことが懸念される。
しかし，これら単層TZPとチタンを対合歯材料

として用いた場合，それらの対合歯の摩耗特性は明
らかになっていない。そこで，本研究はTZPとチ
タンを固定性補綴物として用いた場合を想定して，
TZPとチタンの二体摩耗試験を行い，これらの材
料の摩耗様相を検討した。

材料および方法

用いた材料は，イットリア安定型TZP（以下TZP，
TZ-３YB-E，東ソー，東京），純チタン（以下CpTi，
東京チタニウム，さいたま市），およびTi-６Al-４V
合金（以下TiAlV，東京チタニウム，さいたま市）
であり，鏡面に仕上げて実験に供した。摩耗試験は，
曲率半径５mmの曲面を持つ上部試料（abrader）と
平板を呈する下部試料（下部試料）との蒸留水中下に
おける二体摩耗試験を行った。試験条件は，上下部
間荷重：１０N，ストローク幅：３mm，ストローク
速度：９０回／分として，３０，０００回の摩耗試験を行っ
た１）。摩耗試験後の上部試料の摩耗形状を走査型電
子顕微鏡（SEM）にて撮影し，摩耗面積から摩耗体
積を算出した。同時に，摩耗様相を観察した。ま
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た，一部の試料については，摩耗試験後の上部試料
の電子線マイクロアナライザー（EPMA）分析を行
い，対合歯材料の付着状況を解析した。

結果および考察

各種の組合せにおける上部試料の摩耗体積を表１
に示す。CpTi およびTiAlV 上部試料の摩耗体積
は，全ての下部試料に対して，TZP上部試料の摩耗

体積の２５倍以上の値を示した。これは，TZPが超
硬質（Hv≒１３００）であるのに対し，CpTi（Hv≒１７０）
およびTiAlV（Hv≒２６０）がTZPより軟質であるこ
とに起因すると考えられた。
一方，CpTi およびTiAlV 上部試料のTZP下部

試料に対する摩耗体積は，TZPが CpTi および
TiAlV より硬質であるにも拘わらず，CpTi および
TiAlV 下部試料に対する摩耗体積より小さかった。
これは，同種の材料間で生じやすい凝着摩耗のメカ
ニズムが作用していると考えられた。この凝着摩耗
は，二固体間の凝着部分が摩擦運動によりせん断さ
れることに基因して生ずる摩耗であり，同種の材料
間において大きな摩耗が生ずるとされる２－４）。この
現象は，SEM観察からも裏付けられた。すなわち，
CpTi およびTiAlV の摩耗端の形状は，TZPと摩
耗させた時はシャープであったが，CpTi や TiAlV
と摩耗させた時は不定形であり両者が凝着した後に
引きはがされた様相を呈した。EPMA分析の結果，

表１ 上部試料の摩耗体積（mm３）

下部
上部 TZP CpTi TiAlV

TZP ０．００５
（０．００３）

０．００８
（０．００３）

０．００６
（０．００１）

CpTi ０．２０６
（０．０５２）

０．５３４
（０．０８０）

０．４９３
（０．０６０）

TiAlV ０．３７５
（０．０９３）

０．５０６
（０．０４３）

０．５０１
（０．０５８）

（ ）：SD

図１ 上部がTiAlV のときの下部CpTi の EPMA面分析像
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CpTi と摩耗させたTZPは黒色の付着物が観察さ
れ，そこから対合歯材料成分のTi が検出された。
また，TiAlV と摩耗させたCpTi 表面からは対合歯
材料成分のAl およびVが検出された。
また本研究において，Ti 合金（TiAlV）を上部試

料としたとき，何れの下部試料にもV（バナジウム）
が検出され，Vを含む合金の摩耗粉が付着したこと
を示した（図１）。Vの為害性が報告されていること
から５，６），この合金の使用は摩耗による危険性をはら
むことを示唆している。一方ジルコニアは，チタン
に対しては殆ど摩耗を被らず，ジルコニア間同士に
おいても摩耗量は僅かであった。ジルコニアが殆ど
摩耗しない事実は，チタンとジルコニアを対合歯接
触させた場合，咬合関係に変化を来す可能性があ
り，それに起因する不可事項を惹起する危険性があ
る。
したがって，摩耗粉による為害性から根本的に解

決するには，同種間でもジルコニアによっても摩耗
を被る純チタンやチタン合金の使用から脱却し，イ
ンプラントに関わる全ての系にジルコニアを使用す
ることが推奨される。

結 論

チタン製補綴物は，対合歯にジルコニアあるいは
純チタン，チタン合金を用いた場合，いずれも摩耗
を生じやすかった。一方，ジルコニア製補綴物は，

対合歯にジルコニアあるいはチタン・チタン合金を
用いても，摩耗を生じにくかった。
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