
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
種々のCAD/CAM システムで切削されたCAD/CAM冠の表面形

状について : 新品の切削バー使用時の表面粗さ

Author(s)
腰原, 輝純; 原, 舞; 佐藤, 亨; 林原, 貴徳; 増田, 智

俊; 新谷, 明昌; 宅間, 裕介; 四ツ谷, 護; 堂下, 茂樹

Journal 歯科学報, 116(2): 149-153

URL http://doi.org/10.15041/tdcgakuho.116.149

Right



１４９ 

臨床報告

種々の CAD/CAMシステムで切削された CAD/CAM冠の


表面形状について


－新品の切削バー使用時の表面粗さ－

腰原輝純１） 原 舞１） 佐藤 亨１）

林原貴徳１） 増田智俊１） 新谷明昌１）

宅間裕介１） 四ツ谷 護１） 堂下茂樹２）

抄録：本研究の目的は，各 CAD/CAMシステムお
よび新品の切削バーの初期使用回数が CAD/CAM
冠の表面粗さに与える影響を検討することとした。 

Lava™ Ultimate（３M ESPE）ブロックを使用し， 

PRODIA-M４５（PRODIA），DWX -５０（Roland），BEL-
LEZZA ４X MILLING MACHINE（i-CAST）の各CAD/
CAMシステムにて CAD/CAM冠を作製した。実験
用に形成された上顎第一小臼歯を支台歯とする作業
模型のスキャンを行い，その後 CADソフトにて各
システムで同一形態になるようにデザインし，CAD/
CAM冠を作製した。完成した試料は３D  -SEMに
て倍率５００倍で観察を行い，頬面の３点を計測し算
術平均高さ（Sa）を計測した。
CAD/CAM冠の表面粗さは各システムで異なる

傾向であった。バーの初期使用回数は表面粗さに明
確な差は認められなかった。

緒 言

平成２１年より実施された先進医療の結果を受け
て，平成２６年より小臼歯の単冠治療に対し，CAD/
CAM冠が保険適応となった１，２）。現在，CAD/CAM

キーワード：CAD/CAM冠，表面粗さ，CAD/CAMシス
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冠用のレジンブロックは複数市販されており，加工
に用いる CAD/CAMシステムも多様である。CAD
/CAM冠用のレジンブロックは，硬質レジンジャ
ケットクラウンと比較して均質な素材で機械的強度
も安定し，艶落ちしにくい材料となっている３－７）。
さらに，ガラスセラミックスより破折しにくい性質
やトレーサビリティの確保，金属の値段の高騰など
から，CAD/CAM冠の需要は高まっていくと考え
られる８，９）。しかし保険導入６ヶ月後の CAD/CAM
冠の臨床成績から，２％の破折と９％の脱離がみら
れるというも報告がある１０）。
CAD/CAM冠用のレジンブロックは種々あり，

配合されているフィラーの成分や形状，重合体の構
造の違いが機械的強度や接着に影響を与えている可
能性があることが報告されている１１，１２）。
また，加工する CAD/CAMシステムも多様であ

る１３，１４）。特に乾式，湿式の切削加工の違いは，切削
時間，ミリングバーの形態や耐久性，最終的には補
綴装置の適合性が異なってくると考えられるが，
CAD/CAMシステムや切削バーの使用回数の違い
による CAD/CAM冠の表面性状についての報告は
少ない。
そこで本研究の目的は種々の CAD/CAMシステ

ムおよび新品の切削バーの初期使用回数が表面粗さ
に与える影響を検討することとした。

材料および方法

CAD/CAM冠用レジンブロックは  Lava™  Ulti-
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１５０ 腰原，他：各システムでの CAD/CAM冠表面形状 

mate（３M ESPE, St. Paul, MN, USA）を使用した。
CAD/CAMシステムは PRODIA-M４５（MODIA Sys-
tems, Koshigaya, Japan，以下 PRODIA），DWX-５０
（Roland Hamamatsu, Japan，以下 Roland），BEL-
LEZZA ４X MILLING MACHINE（i-CAST, Kyoto,
Tokyo，以下 i-CAST）を使用し，CAD/CAM冠試
料を製作した。切削バーは各 CAD/CAMシステム
に準じた未使用のものをセットし，実験を行った。
各切削バーとも作業部径は１mmと２mm，作業部
形状はボールエンド，バーのコーティングはダイヤ
モンドである。
実験用に形成された上顎第一小臼歯を支台歯とす

る作業模型のスキャンを行い，その後 CADソフト
にて各システムで同一形態になるようにデザイン
し，CAD/CAM冠を設計した。切削バーは使用回
数１回目として切削したもの（以下１回目），使用回
数２回目として切削したもの（以下２回目），使用回
数３回目として切削したもの（以下３回目）の３条件
で，各 CAD/CAMシステムにてブロックを切削し
試料を製作した。
表面粗さの計測は白金蒸着後，３D-SEM（ERA-

８９００FE, ELIONIX, Hachioji, Japan）にて観察倍率は
５００倍で観察した。各システムで作製された１回目，
２回目，３回目の CAD/CAM冠の頬面の近心部，
中央部，遠心部の３点を計測点とし算術平均高さ
（Sa）を求めた。

結 果

１．各  CAD/CAMシステムで切削された  CAD/
CAM冠の表面粗さについて
各 CAD/CAMシステムで切削された CAD/CAM

冠の表面粗さのグラフを示す（図１）。PRODIAの
表面粗さは平均０．３４ μmから０．５８ μm，Roland の表
面粗さは平均０．３６ μmから０．６２ μmと表面粗さは細
かい結果であった。i-CASTの表面粗さは平均１．２９ 

μmから２．４４ μmで，他の２つに比べて表面粗さは
粗い結果であった。バーの使用回数においては，１
回目，２回目，３回目と使用回数が増えても，表面
粗さに明らかな変化は認められなかった。また，切
削バーの形状に関して肉眼上では明らかな変化は認
められなかった。

図１ 各 CAD/CAMシステムで切削されたCAD/CAM冠
の表面粗さ

２．３D-SEMによる表面観察について
３D-SEMによる表面観察では PRODIA，Roland

と  i-CASTでは，明らかに異なる切削痕がみられ
た。PRODIAでは一定方向に細かい切削痕がみら
れたが，細かな切削痕の他にフィラーが脱落したと
思われる小さな穴が観察された（図２）。Roland で
は PRODIAと同じように一定方向に細かい切削痕
とフィラー脱落痕が観察された（図３）。i-CASTは
他の２つシステムと比べて明らかに表面に粗い切削
痕が認められ，細かなフィラーが脱落していると思
われる穴も観察できた（図４）。

考 察

１．CAD/CAMシステムの違いと表面粗さについて
今回使用した CAD/CAM冠用レジンブロックの

Lava™ Ultimate はシリカナノフィラー（２０nm），と
ジルコニアナノフィラー（４～１１nm）のクラスター
フィラーを８０wt％含んでいる７，１５）。CAD/CAM冠用
レジンブロックの切削に使用した CAD/CAMシス
テムは，PRODIA，Roland は乾式切削加工，i-CAST
は湿式切削加工である。今回の実験では表面粗さは
湿式切削の i-CASTの方が粗い結果であった。SEM
像においては乾式切削である PRODIA，Roland で
は切削痕は細かい像が観察できる。それに対し，湿
式切削である i-CASTでは大きな波打つような切削
痕が観察された。また，表面の状態として i-CAST
ではフィラーの脱落と思われる無数の穴とともに表
面のレジンがささくれるような像が観察された。
今回の切削時の設定を調べてみると（業者より提
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図２ PRODIAで切削された CAD/CAM冠の SEM像（矢印はフィラーが脱落した穴）（×５００）

図３ Roland で切削された CAD/CAM冠の SEM像（矢印はフィラーが脱落した穴）（×５００）

図４ i-CASTで切削された CAD/CAM冠の SEM像（矢印はフィラーが脱落した穴）（×５００）

供），PRODIA，Roland においては，切削回転数最
大２６０００回転である。実際の切削においては，荒削
りでは先端２mmのバーを使用し，回転数１８０００回
転，削りピッチは Z 軸（高さ方向）が０．３mm，X，Y
軸が０．８mm，仕上げ削りでは先端１mmのバーを使
用し，回転数２６０００回転，削りピッチ全軸０．０５ mm
であった。I-CASTにおいては，荒削りでは先端２
mmのバーを使用し，削りピッチ０．５～０．３mm，仕
上げでは先端１mmのバーを使用し，削りピッチ
０．１～０．０５mmで，両回転数は平均４００００回転であっ
た。

今回の表面粗さおよび SEM像を観察してみると，
表面粗さが粗い i-CASTの表面は削りピッチに近似
した粗さになっているとも考えられる。表面粗さ細
い PROIA，Roland では削りピッチに一致した表面
は観察できなかった。これらを考えると切削バーの
回転数，削り深さ，削りピッチなどの切削ソフトの
設定，切削バーの目の荒さとセッティングバランス
などが，CAD/CAM冠の表面粗さに影響すると考
える。また今回のミリング機器は接地面の振動の影
響を受けないものを使用している。これらを考える
とミリング機器の剛性も CAD/CAM冠の表面粗さ
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に影響すると推察している。
乾式切削，湿式切削においては，湿式の方が粉塵

の飛散を防ぐ等の特徴があるが，今回のCAD/CAM
冠の表面粗さでは，各々の有効性は見いだせなかっ
た。
２．切削バーの使用回数について
CAD/CAMシステムは各システムによって切削

バーも決まっている。各システムとも最低２種類の
切削バーを使用している。今回使用したバーの作業
部形状はボールエンドで，コーティング材質はダイ
ヤモンド，作業部径は１．０mmと２．０mmで同一であ
る。使用回数に関しては PRODIA，Roland の切削
バーで１００回程度まで，i-ACSTの切削バーで２００回
程度までと推奨している。繰り返し使用することで
バー表面の切削性が低下することが推測されるが，
今回の３回目までの使用では，各システムにおける
表面粗さの明らかな変化が認められなかった。今後
は切削回数を増やし，２０回目付近あるいは４０回目付
近の観察を行い，使用回数と表面性状の関係を検討
していきたいと考えている。
３．まとめ
今回は切削した CAD/CAM冠表面の観察であっ

たが，異なるシステムで作製された CAD/CAM冠
の表面研磨性および表面滑沢性に違いがあるのか，
切削条件を設定するソフトの違いが表面性状に大き
く影響するのか，また同一システムでも使用するブ
ロックにより CAD/CAM冠のその性状が異なるの
か，その研磨性はどうなのかなど，今後の検討課題
であると考えている。
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The purpose of this study was to examine the influence of various computer-aided design and
computer-aided manufacturing（CAD/CAM）milling systems and the number of times a brand new milling 

bar was used on the surface roughness（Sa）of CAD/CAM-produced crowns． 

The LavaTM Ultimate（3M ESPE）block was used as a CAD/CAM block resin． The PRODIA-M４５
（PRODIA），DWX-５０（Roland），and the BELLEZZA 4X MILLING MACHINE（i-CAST） were used as CAD/
CAM milling systems． Working models of the maxillary first premolar that had been prepared in the
laboratory were scanned． Subsequently，CAD/CAM crowns that were designed  to have the  same  form
were produced using each system． The fabricated specimens were observed using 3D-scanning electron 

microscopy at５００times magnification，and Sa was measured at three points on the buccal surface．
The Sa values of the CAD/CAM crowns varied between CAD/CAM milling systems，but were not

markedly affected by the number of times the milling bar was used．
（The Shikwa Gakuho，１１６：１４９－１５３，２０１６）
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