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形状記憶合金は1951年にAu-Cd合金, 1959年にIn-

Tl合金が報吾されたが,双方とも東署な形状記憶効果

を示さなかった｡その後1962年になると優れた形状記憶

効果を発現するTi-Ni合金が報告され,脚光を浴び現

在実用化が進んでいる｡｡又それと平行してT主Ni合金

の欠点を補うべく, Niを含まないTi基系, Cu基系,

Fe-Pd系の形状記憶合金の開発,改良が行われてきた

が,それらの合金は形状E]復力,形状回復温度,耐倉睦

などの面で,いずれもTi-Ni合金には及ばなかった｡

Ti-Ni形状記憶合金は,医療分野において,インプ

ラント4),ボーンプレイト5),髄内釘6),既製根管ポスト

7)などに,その形状記憶効果を活かすべく応用研究がな

されている｡特に歯科用インプラントにおいては,比較

･本論文の要旨の一部は第15回日本歯科理工学学会学術
講演套(平成2年4月3日,鹿児島),第240回東京歯科大
学学会総会(平成2年6月9日,千葉),第4回チタン研
究会(平成3年1月18日,東嘉),第17回日本歯科理工学
学会学術講演会(平成3年5月11日,東京)において発表
した｡

的良好な耐金性と1回の手術において確実な初期固定が

行える素材として注目されている｡しかしT主Ni材は

他の歯科用金属に比べ,表面が粗造になると耐倉睦が急

激に低下し低電位溶出を起こすとの報吾があるS'｡さら

に約50wt%含まれているNiの,体内もしくは口腔内

での溶出が問題視されており,大西ら9)によるとin vivo

の実験でTi-Ni形状記憶合金プレートの周囲組織にNi

の溶出が確認されたo Niの溶出はたとえ数量であって

も,著しい活性化作用,組織刺激性があるとの報吾もあ

る｡ NiはRNA酔jメラーゼクロマチン複合体と結合

し遺伝毒性を発現するとも考えられており,また生体成

分と金属キレートを生成するときH+を放出するため酸

性に傾き,組織に対し腐食作用あるいは収飲作用を示

し,発ガン性を有した重金属であるとの報禦)10)もあ

り, Niの溶出を抑制する安全で確実なコーティング法

が切望されている｡

従来薄膜形成技術は漫式メッキなどの化学的方法が主

であったが,その廃液問題やコーティング材の種幾に対

する要求の多様化に伴い,場在では低温プラズマ状態で

の物理素着法(PVD法)が特に半導体産業において利用

-　27　-
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されているo　この方法は敏密な薄膜を形成できることか

ら,医疲分野においてもポロカソードイオンプレーティ

ング法11)35)によるTiN膜,高周波式イオンプレーティ

ング法24)によるアルミナや-イドロキシアパタイト膜な

どの応用が報吾されている｡形状記憶合金にはこの

PVD法を初めとして, CVD法(化学蒸着法),酎ヒ皮

膜形成法などのコーティング法8)12)が試みられてきた

が,大きな変形を伴う形状回復時の耐金性を完全に改善

することはできず,さらに表面粗さが大きくなったり,

エッジ部が存在した場合の低電位溶出を改善することが

できなかった8)｡

そこで著者はコ-ティング膜と基板(被処理材)問に,

より密着した連続層が形成できるダイナミックミキシン

グ法に淫目し,本法をTi-Ni形状記憶合金に応用する

ことにより,曲げ変形および形状回復後の耐食性が向上

しNiの溶出が抑制できると考え,実験Iでは,膜厚が

耐倉旺および形状回復力に及ぼす影響を調べるため,自

然電極電位とアノード分極そして形状回復力の試験を

行った｡実験IIでは基板前処聾(表面形状の差異,エッ

ジ部の付与)が耐食性に与える影響を調べるためにア

ノード分極試験と溶出試験を行った｡実験Ⅲではコー

ティング後の臨床使用を考慮してTiコーティング膜上

の傷の影響と, Tiコーティング後の曲げ回数による影

響をアノード分極試験と溶出試験より検討した｡その結

果,本法の有用性を導きだしたので報告する｡

実験I　月美厚の影響

1.材料および実験方法

1)実験材料

基板(被処望材)には平板状に形状記憶処理を施された

T主Ni形状記憶合金(古河特殊金属工業株式会社製, Ti-

55.47wt % Ni, Af点3.5℃)を用いた｡試料寸法は耐

食性試験では1片が14×14mm,厚さ0.8mm,形状回

復力試験では長さ40mm,幅7mm,厚さ0.75mmとし

た｡基板面は回転研磨機(リファインテック社製,オ-

トマックス)を用い#320, #600, #1200の耐水研磨紙に

よる研磨後,最終的に粒径が0.05//mのアルミナにより

鏡面研磨を行った｡ダイナミックミキシング処酎ま

KAX-1000Cアルバック社製)を用いて行った｡このと

きのイオン源はTiとし,蒸発源は電子ビーム蒸発源を

用いTiを蒸発させた｡また予備実験の結果からTiイ

オンエネルギーを40keV,イオンビーム密度をIOfiA/

cm2,蓋板温度を300±5℃, Ti素着速度を6 ×l(P/ォn/

minとした.試料仮は回転させず7度の傾斜を持って

イオン達人を行い,蒸着源を40度傾斜させた｡Ti膜厚

はイオン達人のみ(蒸着を行わないダイナミックミキシ

ング処理;0.0), 0.5, 1.0, 1.5, 3.0, 5.0/imの6条件

とし,各条件につき5試料作製した｡

未コーティング試料とダイナミックミキシング処理さ

れた試料は,ハンドベンダー(Markeyelet社製,デュ

オマイトHI1-10)を用い中央部で曲げ角度45度(加工後

角度40度,膜表面のひずみ率約4%),曲率半径10mm

に加工した｡曲げ加工は,ボール紙を1枚介在させてか

ら行うことにより,金属製-ンドベンダーからTiコー

ティング面を保護した0 -ンドベンダーにより初期変形

された試料はその後, 55-Cの濫水に浸漬して,形状碁回

復させ実験に供した｡

2)形状回復試験

各々の試料はTiコーティング後拘元治臭を用い,

2. 66×l(T3Paの高桑空焼結炉内にて昇温スピード30-C/

minで500-Cまで加熱後,同濫度で30分間係留し,平面

に形状記憶処理を行った｡その後曲げ変形を加え,さら

に図1に示すように,オートグラフ(島津製作所社製,

DCS-5000)に取り付けられた形状回復力測定装置に装着

した7)｡形状回復力は,試験片の長さに対する寸法依存性

があり,固定点から15-25mmの範圏にその形状回復力の

ピークがあるとの報吾があり17)また装置の大きさなどを

考慮し試料中央部支点より17mmの点を測定点とした｡固

定された試料は,直接試料面上に55℃の温水を浅水し形状

回復を行った｡漫水はサ-モコントロール付き湯沸器によ

り55± loCに保ち使用した｡その時の回復力をロードセル

による測定後,片持ち梁試験に準じ形状回援力(6)を次式

により算出した｡

試料 ホル ダ}
＼

ロ{ ド

水槽

試料^

.
図1形状回復力測定装置模式図

OQ
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3)耐食性試験

耐金性試験は電気化学的測定法により行った｡電解槽

にポテンショスタット　関数発生器,対数変換器および

レコーダー(X-T, X-Y)を接続した装置を用いた｡ポ

テンショスタットはHA30K北斗電工社製)を,対極に

は白金電極　参照極には飽和カロメル電極(SCE)を用

いた｡試料は図2に示すアクリル製ホルダー(lcm2露

出)に固定した後, 37-Cの0. 9%NaCl水溶夜500ml中に

浸漬した｡また寒天ブリッジを介したルギン管の先端

は,試料測定面と　　7mmの距離になるように設置し

た｡脱脂した試料を空気開放下において自然電極電位を

24時間測定後,窒素(S grade,約200ml/min)による脱

気を30分間行い, 30mV/minの走査速度で自然電極電

位より3Vまで電圧を印加し,アノード分極を行い電位

一電流曲線を描記することによって,孔金発生に対応す

ると考えられる不動態破壊電位(Breakdown potential,

Eb)を主に検討した｡

2.実験結果

1)形状回復力

待られた形状回復力の結果を図3に示す｡未コー

ティング試料は,刺定値が290.2MPa(S.D. : 62.5)

となった｡ Tiコーティング試料(ダイナミックミキシン

グ処理試料)は, 0.0/zmで239.OMPa(S.D. : 60.7), 0.5

pmで249.IMPaCS.D. : 70.3), 1.0//mで249.5MPa

(S.D. : 44.9), 1.5.〃mで220.5MPa(S.D∴ 58.3), 3.

FLmで290.8MPa(S.D∴ 59.3), 5.Otunで274.3MPa

10mm

試料　　　[PMMA圏ラバーガスケット

図2　電気化学測定用試料ホルダー
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図3　Tiコーティング膜厚と形状回復力との関係

(S.D. : 51.0)となり,平均値の差の検定を行った結果,

未コーティング試料, 0.0-5. 0｣tfnのTiコーティンク竃料

間では, 5 %の危険率において有意差は認められなかっ

た｡

2)電気化学的耐食性試験

(1)自然電極電位(Ecorr)

各条件の試料の浸漬1, 24時間後におけるEcorrの

測定値を図4に示す｡また比較対照として純Tiの自然

電極電位の測定も行った｡未コーティング試料は1時間

後の測定値は-0.28V, 24時間後は一0.32Vとなり電位

の大きな変動は確認されなかった｡ Tiコーティング試

料は, 1時間後の測定値が0.0〃mで-0.24V, 0.5〃mで

一0.23V, 1.Ofimで-0.18V, 1.5.祈nで-0.21V, 3.0

pmで-0.26V, 5.0^mで-0.20Vとなった｡ 24時間後

の測定値は, 0.0｣imで-0. 14V, 0.5jMiTT?-0.16V, 1.0

pmで-0.03V, 1.5pmで-0.13V, 3.Ofimで-0. 12V,

5. 0〃mで-0. 11Vとなり時間経過に伴う電位の上昇が認

められた｡

0.0
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Tiコーティング膜厚Gum)
Ti-Ni 0.0　0.5 1.0　1.5　3.0　5.0 Ti

図4　Tiコーティング膜厚と自然電極電位の関係
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図5　Ti,Ti-Ni,イオン庄入(0.0fォn)講料の

0. 9%NaCl水溶液中でのアノード分極曲線

Ti-Ni 0.0　0.5　1.0　1.5　3.0　5.0 Ti

Tiコーティング膜摩(〃m)

図7　Tiコーティング膜厚とBreakdownpo-
tential(Eb)の関係

(2)アノード分極

各々の試料の標準的なアノード分極曲線を図5, 6に

示す　Breakdown potential(Eb)を電流密度が10-

100/iA/cnvで急増する電位として求めると36)図7に

示すように末コーティング試料では1.34Vであったもの

が, O.Ofimでは1.50Vとなり,膜厚0.5-3.0^mのTi

コーティング試料は2.20-2.39VとなりEbが上昇し

た｡また漠厚5.Ofimと純Tiでは,電圧を3V印加して

もEbに達しなかった｡

3.考　　　察
1)ダイナミックミヰシング法

ダイナミックミキシング法(DMM)とは,基板(被処

理材)表面にTiやNなどの高遠イオンを打ち込むイオ

ン注入法と,物理的蒸着法(PVD)を組み合わせたコー

ティング法である｡図8にダイナミックミキシング装置

を示す｡左下のイオンソースからイオンが飛び出し,ア

ナライジングマグネットにより任意のイオンに振り分

け,トリプルマグネットによりイオンを絞り込み,ス

キャンマグネットによりイオンビームをスキャンしなが

ら,右側のコ-ティング室中の基板にイオンを注入す

るo図9に本法の原理図を示す｡図9-1に示すように

イオン源から加速されたイオンが蓋仮に注入され,それ

と同時に蒸着(PVD)も行われているため,膜と基板間

に,より密着した連続層が形成でき,曲げ変形などに耐

えうる複合材料化が期待できるo図9 I 2で示すように

基板表面は,注入イオンのリッチな層となり,またカス

ケード衝突による多量の点欠陥の発生と熱スパイクによ

る急冷効果が引き起こす協力作用として表層は非晶質化

の可能性も考えられる16)｡

このダイナミックミキシング法の一工程に高エネル

ギーイオンによるイオン注入法が用いられているが,こ

れは半導体の分野での不純物ドーピングに用いられてき

たものである｡特徴として,工程が低温プロセス(非熱

平衡プロセス)であるため基板に熟による影響を与えに

くく,すべての固体に応用が可能であり,イオン種も原

則的に周斯律表の全ての元素が使用でき,溶解度や拡散

係数に俵存しない粒子添加法である13)14)15)16)｡基板表面

をNやCのイオン達人を行うことで,耐摩耗性,耐食性

の飛躍的な向上が認められ,医療分野においても, Ti-

6A1-4V合金の人工大髄骨の関節頭にNやCのイオン注

入することによって,耐摩耗腐食性が大幅に向上するこ

とが報吾されている25)26)｡

イオンソース

図8　ダイナミックミキシング装置

(KAX - 1000)模式図

30
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ダイナミックミキシン

イオン庄入

基板

イオンビ-ム　●蒸着物賛

i.I

潤 ・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・

図9-2

図9　ダイナミックミキシング法の原理図

2) Tiコーティング膜について

本研究ではインプラントへの応用を想定しているた

め,コーティング薄膜には生体為害性が少なく,密着性

が高く,耐食性の向上を目的とする素材が求められる｡

今回は純Tiを選択したが,この理由は純Tiが耐食

性,細胞毒性,組織反応性の面で良好な結果を示すと報

害されており,また金属であるが故に大きな変形に耐え

｣　　　　　　IL‥ ｣
基板　　　　　　Ti膜

図10　3-0^mのTiコーティングを
行った試料断面SEM像

439

得ると判断したためである8)27)28)｡塙の報吾29)によると

Ti表面に存在するTiO;は,他の金属酸化物と比較し

て静電引力が小さく水の値と近い為,生体内のタンパク

賛が吸着するとき,タンパク薯の構造変化が最小限に抑

えられ,生体分子に対する影響が小さい,とされてい

る｡斉藤の報吾16)では鉄にTi+, Si十, Cr^を達人する

と, Zn+, Ar十, N2Hに比べ鉄表面の金属溶出を抑制す

ることが確認されている｡この理由はこれらの金属が酸

素との親和力が大きいため注入面表層に酸化物が形成さ

れ,それにより禾動態化が起こる為と考えられる｡また

Ti十注入では特に庄入表面層の非晶賛化が確認され16)

耐倉睦の向上により有効であると考えられる｡

図10に3. OptmのTiコーティング処理された試料断面

sEM像を示す｡比較的均一な3.0^mのTiコ-テイン

(%)u-!l'雲uaDuoQoiuiovy

20　　40　　60　　80　100　120　140

Ion etching time (min)

図11オージェ電子分光を用いたTi,Ni,0,C
の原子濃度の深さ方向分析結果

Sii　‥
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グ層が確認されるo膜の内部には蓋坂のピットを起点と

する欠陥もなく,良好なTiコーティング層が形成され

ており,またTi膜の剥離は認められない｡図11はダイ

ナミックミキシング法によりTiォO.lfim)コーティン

グを行った試料で, AES(オージェ電子分光)を用いて

Ti, Ni, 0, Cの原子濃度を深さの方向に分析した結果

である｡縦軸には各々の原子濃度を,横軸にはエッチン

グ時間(エッチング速度は約1nm/min)を示す｡ Tiお

よびNi濃度は表層から連続的に変化していることが確

認された｡ Tiコーティング層の最表層面は0が相当室

存在し酸化膜の形成が推察され,また不純物元素である

0およびCは,表層付近から急激に減少し内部には荏か

しか認められなかった｡

3)形状回復力について

インプラント材への応用を想定した場合,臨床使用時

のどの時点でコーティングするかが問題となる.本来の

インプラント法を想定した場合は,保持形態状に形状言己

憶処理を施したあとTiコーティングを行い,水平に戻

しその後濫水により形状を回復させるのが妥当と考えら

れるが,本実験では,コーティング処理と評価試験を容

易にするため基板にTiコーティングを行い,平面に記

憶処理を施した後,初期変形を与え濫水により形状回復

を行うという方法をとった｡

今回各々の試料でコーティング面を圧縮側に曲げ回復

試験を行ったが,荘村らは}TiN,酸化被漢コーティン

グを行い形状回復させた後,耐食性をアノード分極によ

り評価した結果,いずれも圧縮ひずみ側がコーティング

したままの状態よりも電流密度が大きく,特にTiNコ

ーティングにおいては圧縮ひずみ側の表面に亀裂が入

り,分極により孔食が塗じたと報害している｡ダイナ

ミックミキシング法を用いたTiコーティングでは,予

備実験において圧縮ひずみ側,引張ひずみ伽のいずれに

おいてもEbが2.0V以上となり同等の耐食性を示した

が,本実験では膜面を圧縮ひずみ側にして形状回復力試

験を行った｡

形状回復のための初斯ひずみ率は表面で約4 %とした

が,これはTi-Ni合金の残留ひずみが発窮しないひず

み量は約6%と言われており32)一般的なインプラント

材使用を考慮すると3. 3%程度のひずみの付与が妥当で

ある8)との報吾を考慮した為である｡また形状回復力は

形状回復繰り返し数に依存する場合がある｡との報吾も

あり,全ての試料は1回昌の形状回復時の測定値を使用

した｡

環在圏内で使用されてる形状記憶合金のインプラント

材は, Af点が42-Cであり臨床応用する場合13℃差の55

℃により形状回復を行っているが,今回はAf点が3. 5-C

の試料で, 8. 5-C差である55℃により形状回復を行った｡

予備実験において濫度差による回復力の影響をも考慮し

3. 5℃差の50-C, 13. 5-C差の60-Cの濫水による形状回復も

行ったが,末コーティング試料に比べ5%の危険率におい

て有意差は認められなかった｡

未コーティング試料は形状回復力が290.2MPa

(S.D. :62.5)となった｡回復応力は初期変形量,体

積,加熱濫度に依存しており一概には言えないが,木村

31)ら,鈴木1)によるとTi-Ni形状記憶合金の回復応力は

引張試験において約400MPaと報吾され,また4%の

ひずみを与え60℃で回復を行ったとき約200MPaとの

報吾32)もあり本実験の妥当性が示唆された　0.5-5.0

FLmのTiコーティング試料は220. 5-290. 8MPa(S.D. :

44.9-70.3)となり,コーティングの有無に拘らずほぼ

同様の数値を示し5 %の危険率において有意差は認めら

れなかった｡

また長谷川7)によると放電加工により母材表面に生ず

る加工硬化層が, Tiに比べかなり硬貫であるにもかか

わらず,試料全体の厚さの約10%以内なら,未加工試料

とはぼ近似した形状回復力が待られたとの報告がある｡

本研究で用いた基仮の厚さは.平均750〃mであり, Ti

膜厚と基板厚さの関係は厚さ0. 5〃mで0. 07%,工0〃mで

0. 13%｢1. 5//mで0. 2%, 3.0,wnで).4%, 5. 0/umで0. 67

%に相当する｡すなわちすべて試料全体の厚さの1 %以

下であり形状回復に影響が無いものと考えられる0

4)電気化学的耐食性試験測定結果について

金属の腐食は,表面状態,浸漬溶液の温度, pH,演

存酸素室などによって大きく影響される｡本実験におい

て溶液混度は,口腔内腐食環境を想定した37-Cとした.

また試験溶液は,口腔内状況と近似させるため種々の

人工唾液が報吾されているがl机9',腐食に最も関与が

大きいと考えられるアニオン種をCl-イオンに限定し,

0. 9%NaCl溶波(pHは約5. 1)を用いた｡

自然電極電位(Ecorr)の責卑は,他の金属などの導体

と接続され閉回頭が形成された場合,卑な金属はど腐食

が進行し易いことを示しており,コ-ティング試料にお

いて経時的に責な方向に電位が上昇することは耐食性の

観点から好ましい材料と言える　Ti-Niのバルク材は

1時間, 24時間においても-0.3V前後の数値を示して

いた｡ Tiコーティング試料は1時間, 24時間までは上

昇傾向を示し,経時的に貴な方向に電圧が上昇している

ため良好な耐食性を示していることを確認した｡

I 32



歯科学報　Vol. 92. No. 3 (1992)

実験Iでは主に測定されたアノード分極曲線より不動

態破壊電位(Eb)を求め耐食性の判断材料とした｡アノー

ド分極は不動態の研究において用いられ,外部から電位

を与え,金属の酸化反応を行わせるものである｡歯科用

金合金においては不勤態化現象を示さない合金が多い

が. Ti,およびTi基系合金はこの不勤態化に耐食性を

依存している｡また分極により電流が急増される点は

Breakdown potential(Eb)と呼称され,不動態膜が破

壊された点として耐食性を判断する憂要な指標とされ

る｡

未コーティング試料はEbが1.34Vであったが,イオ

ン庄入試料(0.0/zmのTiコーティング)はEbが1.50V

とわずかではあるが上昇が認められたo　これは素板表層

のTiの増加によるものと考えられる. Tiコーティング

膜厚が0.5-3.0〃mの全ての試料は, Ebが2.24-2.40

V内に収まっておりEbの上昇が認められ,麓厚問での

差異は認められなかった｡ 5.0〃mの試料においては,純

Tiの場合と同様に3. OVまで電圧を印加してもBreak-

downが認められなかった｡比較試料としてTiのアノー

ド分極曲線を図5に示すが, l %NaCl水溶液を使用した

荘村8),人工唾液を使用した小田ら19)とほぼ同様な曲線を

描いた｡ Tiの分極曲線とTiコーティング試料とを比較し

てみると,約2.OV迄はTi同様のアノード分極曲線を描

き, Tiコーティング試料は, 2.0V以上の電圧を加える

と,比較的緩やかな曲線を描いて電流が上昇するのが確認

された｡この結果より2. 0VまではTiとほぼ同様の耐食性

が待られたものと考える｡

以上の試験結果から　0.5-5.OfimのTiコーティン

グにより形状回復力に影響を与えず,耐食性の向上が

確認されたが,本法の蒸着速度は, 5.0/zmのコーティン

グで約1. 4時間(6×10‾2jum/min)かかり,可能な限り薄

い方がコーティングコストも経済的である｡しかしイン

スツルメントなどによる把持で起こる傷,またインプラ

表1各種表面処理条件および略号

処　理　条　件　　　　　　　略
【ニ⊃

了j

0. 05〝mアルミナによる鏡面研磨

# 600耐水研磨紙による研磨

ガラスビーズによるサンドブラスト処理

バレル研磨

フッ酸1 :硝酸4 :水5, 1分処聖

エッジ部の付与
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ント埋入時に顎骨との問で起こる傷などの影響を考慮す

ると適度な麓厚が要求される｡これらのことを総合的に

判断した結果3. 0/zm程度の膜厚が妥当と考え,以下の実

験においてこの条件のTi漠厚を使用した｡実験IIにお

いては, Ti-Ni合金の表面形状やエッジの存在が耐食

性にどの様に影響するのか,コーティングを行うとどの

様に改善されるかについての実験を行った｡

実験II　基板前処理の影響

1.材料および実験方法

1)表面処理およびTiコーティング

実験手と同様の基板に,各種の表面処理やエッジ付与

を行った試料と,それらに3.0/zmのTiコーティングを

行った試料を実験に供した｡各種の処理法および略号を

表1に示す｡鏡面研磨(MS)は, Ti-Ni形状記憶合金の

基準として,回転研磨機を用い#320, #600, #1200の

耐水研磨紙による研磨後, 0.05〃mアルミナにより研磨

を行ったものである｡耐水研磨紙#600による研磨処理

(EP)は, JISの耐食性試験に用いられており,表面を

荒らした試料として用いたoサンドブラスト処理(GB)

は,均-な研磨を容易に行うために前述の鏡面研磨に

50,umのガラスtiLズを使用しノズルを試料面より10cm

離し30秒間吹き付けた処理である｡バレル研磨処理

(BF)は,より臨床的に簡便な研磨法と思われる研磨法

として,回転研磨機を用い#320, #600, #1200の耐水

研磨紙による研磨後,バレル研磨機(大栄歯科産業社

製,輝)を用い専用治異に固定し荒研磨用研磨砂を15分
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問用いた処理である｡酸による表面処理(145A)は,実

際臨床で利用されているTi-Ni形状記憶合金インプラ

ントの表面処理に施されている処理として, BF研磨後

フッ酸1硝酸4水5の溶液中に1分間浸活した処浬であ

る｡エッジの付与は図12に示すように,試料のエッジ部

3面を耐水研磨紙にて研磨後, BF研磨処聖を行い調整

した(EG)｡ J以上の処理後厚さ3.0/zmのTiコーティン

グを施し,曲げ,形状E]復を行った｡ EG試料はその後

試験面であるエッジ部(lcm2)以外をレジンとWaxに

て包埋被覆した｡

ダイナミックミキシング法によるTiコーティング

は,多方向からのコーティング処理を行い,膜厚を3.0

〃mとした｡これは,予備実験において表面形状を粗に

した試料に,実験I同様試料ホルダーの回転なしでTi

コーティングを行ったところ1.3V付近でEbを起こし

てしまったからであるo　イオン達人法は直進性が強い

為,単一方向からのコーティングでは未コーティング部

が生じてしまった為と考えられる｡それ故本実験では試

料を50rpmのスピードで回転させながらコーティング

を行った｡イオンビームの位置は回転軸センターより7

(
田
O
S
 
S
A
A
)
I
憲
U
3
}
｡
J

図13　未コーティングのMS, EP, GB処理

試料の).9%NaCl水溶液中でのアノ-ド
分極曲線

図14　3.0#mのTiコーティングされたMS,

E P, G　処聾試料の).9%NaCl水溶液
中でのアノード分極曲線
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度で± 2度の範囲においてスキャンさせながら住人を行

い,蒸着源は回転軸センターより40度傾けた｡またEG

試料においては1.5〃mのTiコーティングを2方向から

2回に分けて行った｡その他の条件は実験Iと同様にし

た｡

2)耐食性試験

(1)電気化学的耐食性試験

実験Iの耐食性試験に準じ,形状回復後のアノード分

極試験を行いEbによる耐金性の比較を行った｡

(2)溶出試験

試料を37-C, 0. 9%NaCl水溶夜25ml中に3ヵ月間静

置浸漬し溶出試験を行った｡測定機蜜には原子吸光分光

光度計(セイコー電子社製, SAS760)を使用し,測定元

素はNiとし, 0.9%NaCl溶液にて検量線を作製し,演

出元素濃度の測定を行った｡

2.実験結果

1)電気化学的耐食性試験

代表的なアノード分極曲線を図13, 14, 15, 16,に,

またEbの平均とその標準偏差を図17に示す｡未コ-

ティング試料のEbは, MS:1.34VCS.D. :0.03),

図15　未コーティングのBF, 145A, EG処
理試料の).9%NaCl水溶液中でのアノー

ド分極曲線

図16　3.0/imのTiコーティングされたBF,

145A, E G処理試料の0.9%NaCl水溶
液中でのアノード分極曲線
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図17　各種表面処理とBreakdown potential
の関係

表2　各種表面処理試料からのNi溶出量

M S E P G B B F

く1.25 2. 75

(0. 10

1.25

0. 03

く 1.2 5 く1.25

く1.25 く工25 く1.25 く1.25 く1.25

コーティング

無　し

コーティング

w o

():S.D.,位ixg/cm'讐2鑑莞r浩05ppm
n25ml)

GB:0.34V(S.D∴0.04),EP:0.72V(S.D∴

0.14),BF:1.32V(S.D∴0.02),145A:0.58V

(S.D∴0.23)｡Tiコーティング試料のEbは,MS:

2.39V(S.D.:0.02),Gl〕:2.25V(S.D∴0.08),

EP:2.30V(S.D.:0.01),BF:2.29V(S.D∴

0.04),145A:2.30V(S.D∴0.05)となり,明らかに

3.0〃mのTiコーティングによりEbの上昇が認められ

たoエッジ試験(EG)において未コーティング試料は

0.89V(S.D言0.23),Tiコーティング試料では2.36V

(S.D.:0.05)となった｡

2)Ni溶出室

Ni溶出室を表2に示すo末コーティング試料でのNi

の溶出量は,EPで2.75//g/cm2,GBでは検出限界の

1.25,ォg/cm2であった｡145A処理は,アノード分極曲線

においてEP,GB同様低電位溶出を起こしたが,溶出試

験においてはNiの溶出室は検出限界以下で確認できな

かった｡MS,BF,EGまた全ての3.QfxmのTiコーティ

ング試料では,Niの溶出は検出限界以下で確認できな

かった｡

3.考察

1)表面形状が耐食性に与える影響

本実験ではTi-Ni合金基板に各種表面処理を行った
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が, EP,GB,145A処聖を行うことにより極端にEbが

低下し,試料によってはEbが約0.3V程度となり低電

位でBreakdownを起こすものがあった.さらに溶出

試験の結果からも判断できるようにEP, GB処理によ

り表面粗さが大きくなるとNiの溶出が促進され耐食性

の低下が確認され,口腔内でのNiの溶出が懸念され

た｡ Maltenら34)は感作性を及ぼすNiイオンの限界濃

虎はO. 06ppmとしている｡本実験の原子吸光法(フレー

ム)における検出限界は0. 05ppm(l. 25/ug/cm2 in 25ml)

でありこの濃度以下の溶出は,感作を生ずる危険性が少

ないものと考えられる｡

本実験では2種楽の耐倉睦試験を行ったo溶出試験で

Niの溶出が確認された試料はアノード分極試験におy
てもEb値が小さい事が確認されたが,アノード分圃

験の方が溶出試験に比べ各表面処理条件により明確な差

を示した｡従ってEb値の測定はより長期の元iの教室

溶出の指針になり得ると考え,以下はEb値に重点をお

いて検討を行った｡

一般的に金属の腐食速度は,荒れた表面よりも滑らか

な表面の方が小さく,滑らかな表面は局部腐食が抑制さ

れ孔金の発生率が低い｡また部分的に仕上げが違うと,

荒い面がアノードとなり腐食が加速されるといわれてい

る　　Ti-Ni形状記憶合金の耐食性は比較的良好とさ

れているが,荘村らB'は,表面粗さを#600-#80に変

化させると,表面粗さが大きくなるにつれ低電位溶出,

すなわちEbの低下を招く確率は高くなると報吾してい

る｡

図18, 19, 20, 21, 22に各種表面処理における未コー

ティング試料とTiコーティング試料のSEM像を示

す｡未コーティング試料のSEM像においてMS試料表

面は滑らかな表面形状を呈しているが, Ti-Niの鏡面

研磨は技術的に困葉である｡例えば, SEM像でも示さ

れるが,研磨材のSiCに由来する黒色の付着物は除去

が困難であった｡ BF試料はGB, EP試料に比べると

滑らかな表面形状を示すが, MS試料に比べると細かい

傷が多数存在している｡ EP試料においては,幅1.5//m

程度の深く鋭い溝が多数存在する｡ GB試料の強拡大

sEM像では, EP, BF試料に比べ約3.0〃m程度のク

レーター状を呈し,また深くえぐれたアンダーカットが

多数存在する｡ 145A試料は,酸処理により組織の露出

が確認される｡ Tiコーティング試料のSEM像におい

てはMS試料は弱拡大ではあまり未コーティング試料

と変わりないが,強拡大になると表面に粒状の堆積層が

確認される. BF試料は細かい傷がTiコーティングに

-35-
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末コーティング試料 Tiコーティング試料

図18　MS処理試料のSEM像

末コ-ティング試料 Tiコーティング試料
図19　BF処理試料のSEM像

末コーティング試料 Tiコーティング試料
図20　EP処理試料のSEM像

より埋められていることが確認される｡ BF試料におい　　　ンダーカットの消失が確認される｡ 145A試料は,酸処

ては,鋭い溝がTiコーティングにより,滑らかになり　　　酎こより組織の露出がTiコーティングにより平坦化さ

鋭角部が消えているo GB試料は弱拡大でわかるように　　　れている｡

クレーター状の表面は消失し強拡大で示すように深いア　　　また図23には表面粗さ測定機を用いて測定した各々の

-36-
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末コーティング試料 Tiコーティング試料
図21 GB処聾試料のSEM像

末コーティング試料　図22 145処理試料のSEM'Tiコーティング試料

MS処理試料

BF処理試料

EP処理試料

GB処理試料

145A処理試料

末コーティング試料 Tiコ-ティング試料

図23　各種表面処理試料の表面形状
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ノ

試料の表面形状を示す｡ MS, BF処理は大きな幅を持

つうねりが確認されるが,深さ方向の微細な突起は確認

されない｡ EP, GB, 145A試料の表面構造は,中程度の

うねりと激綿で深い凹凸を有し, MS, BF試料の約5

-10倍以上(0. 5-2. 0/ォn)の荒れが確認される｡またTi

コーティング試料は,未処理試料に比べ深さ方向の粗さ

が平坦化しておりEP, GB, 145A試料はMS, BF試料

の表面形状に疑似してきていることが確認される｡

図24は各種表面処理を行った未コーティング試料のア

ノード分極試験後の実体顕微鏡写貢であるo　これらの試

料は約1.5V電圧を印加した試料で,表面を粗にしたも

の(EP, GB, 145A)は,粗にしないもの(MS, BF)に比

べ孔食の径も大きく,広範団にわたっているのが確認さ

れた｡図25は各種表面処理を行ったTiコーティング試

料の,アノード分極試験後の実体顕微鏡写貢である｡こ

れらの試料は3. OVまで電圧を印加した試料であるが,

大きな孔金は確認されず,測定面に若干の変色を認めた

程度であった｡

以上から鋭い凹凸が存在する表面は,すきま腐食に顛

似した環境が生じ,耐食性の劣化をもたらすものと考え

られる｡本合金の耐食性は不動態の形成に依存している

が,またマルテンサイト変態による形状記憶合金である

ことも,他の合金より表面形状の影響を受け易かった-

因と考えられる｡従って本合金は面が荒れることによ

り,耐食性が著しく劣化する性薯を有し,臨床での使用

にあたっては特に留意すべき点であると考えられる｡し

かし本実験では,結果が示すように,これら耐食性の低

下する表面に,ダイナミックミキシング法を用いた3.0

pmのTiコーティングを施すことにより耐食性の向上

が確認された｡これはSEM像や表面形状からも明らか

なように,コーティングされたTi層が均一に表面を被

覆していることと, Gfl凸を埋め,表面の平滑化をもたら

したためと考えられる｡

市販Ti-Ni形状記憶合金インプラント材はNiの溶出

を抑えるためと称し,現在フッ酸,硝酸などによりエッ

チングを行う方法が採られている｡本実験において同様

な酸処理(145A)を行ったが, Ebが0.58Vとなり低電

位溶出が確認された｡また予備実験において数種の酸に

よるエッチングを行ったが何れの場合においても低電位

溶出が起こった｡これは図26に示すように酸によりNi

が表面から溶出して表面がポーラスな状態になり,孔金

による腐食を助長したためと考えられる｡また48時間の

エッチング面は曲げ変形を加えるとバルクに亀裂が入っ

たり形状回復が不完全であった｡従って本合金に対し酸

による処理を施すことは耐食性の低下を招く可能性があ

る｡

145A試料　【　:
4mm

図24　各種表面処理を行った末コーティング試料のアノード分極試験後の実体顕微鏡写真
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図25　各種表面処理を行ったTiコーティング試料のアノード分極試験後の実体顕微鏡写貢

図26　48時間フッ酸水溶液中に浸漬した試料の実体顕微産写貢(形状回復後)

本実験では耐金性を主にアノード分極における

Breakdown potential(Eb)で判断しているが,どの桂

度のEbまでが臨床上許容されるかが問題となる｡

Ewers20),野元　Yontchev2　禾23)により様々な方

法で口腔内の酸化還元電位や,口腔内異種金属間におけ

る電位の測定が行われているが,それらの報吾による

と,口腔内で想定される金属問の電位差は最高で0. 3'

0.4Vである｡また木村らは33)ァノード分極におけるEb

が0.5VCSCE)で低電位溶出した試料が,インプラント

39

材埋人後木灰事項が生じたと報害しているoインプラン

ト材が装着された環境は過酷であり,局部的な電位上昇

と溶夜の局部濃縮によるすきま腐食が容易に生じてしま

うと考えられる｡また上部構造に金合金を装着すること

により下部構造間との問でいわゆるガルパニック腐食の

原因となる電位の上昇が考えられる｡以上のことを考慮

すると鼻低).5VCSCE)のEbでも危険性を有し,それ以

上のBreakdown potentialを有する材料が要求されよ

う｡
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未コーティング試料

Tiコーティング試料　｢一一　-

図27　EG試料(バレル研繭をnF
エッジ付与)のアノード分極後

の実体束微鏡写貢

図29　EG試料のアノード分極後のEPMAに

よるSEM像と面分析像

日用工､ ∴cl -nr品i'n違尋『
でエッジを付与)のアノード分
極後の実体顕放鏡写妄

2)エッジの影響

今回用いたエッジを付与した未コーティング試料は,

実験n- i)で測定した未コーティングのMS試料(Eb

l.32V)に比べ, Ebの低下(0.89V)が認められた｡ Ti

コーティング試料はEbが2.36Vとなり大きく上昇し

た｡

図27にEG試料のアノード分極試験後の実体顕放鏡

写裏を示すO未コーティング試料は,僅かだがエッジ部

を含め,連なるような孔金が確認された｡これはバルク

表面にエッジを付与することにより電位分布の禾均-が

4じ孔食の発塗が促進された結果と考えられる｡ Ti

コーティング試料には,孔食は認められなかった｡
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図28にアノード分極試験後のエッジ部断面SEM像を

示す｡ Tiコーティング層がエッジ部を含め試料3面に

均-にコーティングされているのが確認されるoまた

エッジ部においても孔金の発生は認められなかった｡図

29は図28と同試料右上部エッジ部の拡大SEM像と, E

pMAによる面分析の結果を示す｡ BF研磨により多少

エッジ部に丸みを帯びた弧に沿って比較的均一な3. Gym

のTiコーティング層が確認された｡

予備実験として,エッジ吾瞳耐水研磨紙#600により

鋭角にした試料のアノード分極を行った｡図30はアノー

ド分極試験後の実体顕微鏡写貢を示す｡未コーティング

試料はEbが0.7Vと低電位溶出を起こし,平面部はも

とよりエッジ部の孔金も確認された｡ Tiコーティング

試料は,わずかではあるがエッジ部と平面部に孔金が確

認されEbが約0.5Vと改善は認められなかった｡図31

は同試料のアノード分極試験後のエッジ部断面のSEM

像を示す｡ Tiのコーティング層が試料全周にわたり確

認されるが右上部エッジ部において孔金の発生が確認さ

れる｡平面におけるEP処理のBreakdownによる耐

食性の低下はTiコーティングにより抑えられたが,

ェッジ部においては表面における多方向なアンダーカッ

トが存在しコーティング不備部が生じたために耐食性が

低下したものと考えられる｡これはBF研磨と同様の治

異により固定された試料にコーティングした為と考えら

れ, EP専用の治臭を試作またはコーティングバッチを

増やすことにより問題は解決するものと考えられる｡

従って鋭いエッジ部を有する形状には2方向からのコー

ティングでは禾十分と考えられる.回転可能な固定治具

や多方向からのコーティングが必要であろう｡

以上実験Ⅱの結果により本コーティング法を応用する

ことにより,多少表面が荒れてる面でも,またエッジが

存在する形状でもバレル研磨処理により鋭利なエッジを

なくせばBreakdown potentialが2.OV以上となり耐

食性の向上が確認された｡実際に臨床応用する場合は,

インプラント製造工程においてより容易に行える表面処

理でなくてはならない｡そこでより簡易に,また比較的

均-な平面が待られるバレル研磨が有効であることが確

認されたので,以下の実験はすべてバレル研磨を用いる

ことにした｡

付与されたコーティング膜面は,実際の臨床において

様々な要図により損傷が考えられ耐倉睦が低下しNiの

溶出が懸念される｡実験Ⅲではコーティング後考えうる

傷による影響について実験を行い,またインプラント以

外の生体材料として使用する場合も考え,形状回復回

I. No. 3 (1992) 449

数,曲げ角度にどれだけ耐えうるかの実験も追加した○

実験Ill Tiコーティング後の傷

および曲げ変形の影響

1材料および実験方法

1) Tiコーティング後の傷の影響

臨床においては,インプラント把持時インスツルメン

トなどの圧接による損傷,顎骨埋入時の槌打などの圧接

引っかきによる損傷,などが考えられる｡圧接傷の影響

を見るために,ピッカース圧痕付与試料を,また圧接

引っかき傷の影響を見るために,定荷憂引っかき傷付与

試料を用いてTiコーティング膜に対する傷の影響を調

べた｡

ピッカース圧痕試料(VT)は,実験n- Dで使用し

たBF試料に, 3.0mTiコーティングが施された試料

を用いた｡その後,試料の中央に,ピッカース硬さ試験

機を用いてI kgf, 30secの条件で圧痕(対角線の長さ約

100〃m)を3点付与した｡

引っかき試料(ST)は, VT試料同様にBF試料膜上

において,マルテンス引っかき硬さ試験機を用いIkgf

の荷重を加えて,試料中央部に長さ約5 mmの引っかき

傷(幅約70〃m)を10本付与した｡ VT試料は,実験Iと

同様,またST試料は,インプラント挿入方向を考え

引っかき傷に垂直になるように実験Iと同様に曲げ,形

状回復を行った後,実験玉と同様な方法にて電気化学的

耐食性試験および溶出試験を行った｡

2) Tiコーティング後の曲げ変形の影響

BF試料に3.00mのTiダイナミックミキシング処理

を行い,実験Iと同様コーティング膜面を圧縮側にして

曲げ角度45度に曲げ,形状回復を行いそれらを10回繰り

返した試料(lOtB)と,またコーティング膜面を圧縮側

にして曲げ角度75度(75B)に曲げ,形状回復を行った試

料(この試料は完全な形状回復を示さなかった),につい

て実験IIと同様な方法にて電気化学的耐倉旺試験と溶出

試験を行った｡各種処理条件を表3に示す｡

表3　コーティング試料に対する各種処理条件

処理条件 略　　号

ピッカース圧痕(3点)

引っかき傷(10本)

曲げ形状回復(10回)

曲げ形状回復(75度)
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図32　VT, ST処理試料の0.9%NaCl水溶夜
中でのアノード分極曲線
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図33 lOtB, 75B処理試料の0.9%NaCl水溶
液中でのアノード分極曲線

2　実験結果

1)アノード分極

個々の試料の代表的なアノード分極曲線を図32, 33に

示す.またEbの平均と標準偏差を図34に示す｡

ピッカース圧痕試料では,未コーティング試料が

1.03VCS.D言0.18), Tiコーティング試料では2.41V

(S.D. :0.03),引っかき試料は,未コーティング試料

42

が0.38VCS.D. : 0.02), Tiコーティング試料では2.21

VCS.D∴ 0.07), 10回曲げ形状回復試験は,未コーテ

ィング試料が1.03V(S.D∴ 0.19), Tiコーティング試

料では, 2.38V(S.D. : 0.03), 75度曲げ試験は未コー

ティング試料が0.90V(S.D言0.17), Tiコーディング

試料は2.29V(S.D言0.02)となりTiコーティングする

ことにより全ての試料の耐食性が改善された｡

2) Ni溶出

未コーティング試料はST, VT｢lOtll, 75B試料とも

Niの溶出室は検出限界以下であった｡またTiコーテ

ィング試料も全ての試料においてNiの溶出室は検出限

界以下であった｡

3　考　　　察

引っかき試料面は予備実験によりエバンス彫刻刀,

カーバイドバー,カッターの刃などを用いて手圧(強,

弱)により引っかき傷を付与し引っかき幅を測定した結

図36　引っかき試験を行った試料のEPMAに
よるSEM像と面分析像
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果,約50,ォm-100^mであった｡その結果を加味し予備

実験において未コーティング試料に長さ約5mm,幅約

70仰1,測定面積中の約0. 5%を占める溝を1本付与した

ら, Ebは0.71VCS.D∴ 0.15)であった｡ところが測定

面積中に占める割合が5 %である10本付与試料はEbが

0.38Vとなり,耐食性の低下は測定面積中に占める傷の

割合による影響と考えられた｡しかしTiコーティング

試料では1本付与試料, 10本付与試料ともにEbが2.21

･2.26Vであり差が認められなかった｡

3.OyumTiコーティング後にピッカース圧痕付与,

引っかき試験を行った試料のアノード分極試験前の

EPMAによるSEM像と面分析の結果をそれぞれ図35,

36に示す｡ピッカース圧痕面の対角線の長さは約100仰l

であるが, Niの存在はなくTiの麓が破れず圧接されて

いるのが観察された｡引っかき試験の試料は,溝底面に

沿ってNiが存在し母材の露出が確認された｡しかしNi

の存在があってもコーティングされた試料のEbの低下

は確認されなかった｡図37は未コーティング試料とTi

コーティング処理された引っかき試験のアノード分極試

験前後の実体由微鏡写真を示す｡末コーティング試料は

1. OVの電圧を印加したが,引っかき傷に沿って広範園に

わたり多数の連続した孔金が確認された｡ Tiコーティン

グ試料は, 3.0Vの電圧が印加された試料であるが,計測

末コーティング試料

Tiコーティング試料

I No. 3 (1992) 451

面は全面に若干の変色を認め,また付与された傷面に

沿って約30-40抑1程度の小さな孔食がいくつか確認され

た程度であった｡ Tiコーティング試料において･引っか

き試験によりT主Ni合金母材が露出しても耐食性が低下

しなかった理由は明白ではないが,孔金の成長のような

機序が存在せず母材において孔金が発生しても周囲に存

在するTiの影響で孔金の成長が阻害されるのではない

かと考えられる｡いずれにしてもTi-Ni合金は荒い表面

処理と同様に引っかき傷にも大変弱く,耐食性の低化が

確認され,未コーティングのままでは顎骨内挿入による

不快事項が懸念される｡

曲げ回数の影響を調べるために他の試料と同様の曲

げ,形状回復を10回(lOtl〕)行い,また曲げ角度の影響

を調べるために曲げ角度75度(75B)に曲げ,アノード分

極試験を行った｡未コーティング試料はIOtl〕でEbが

1.03V, 75Bで0.90VとなりBF試料(Ebl.32V)に比

べ若干の低下が確認された｡これらの試料のうち曲げ変

形を与えた試料中央部に沿って孔金が確認される試料も

あり, Ti-Ni合金は過度の変形が与えられると･その

変形が加わった部位より孔食が誘発されることがある可

能性が示唆された｡ Tiコーティング試料はIOtBでEb

が2.38V, 75Bで2.29Vとなり,この程度の変形では耐

食性の低下は起こらないことが確認されたoしかし10回

.<|.!iこ㌦-.一・--1
V:-AAj廿､L/LjiLト恒帖.:.両^<J品蝣.ti-.''/^'.''J'-fv;
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以上の形状回復にはどれくらい耐えうるか, 20, 30, 50,

100回曲げ,形状回復を追加し,アノード分極試験を

行った0 20回ではEbが2.31Vとなり, 30回では約2.00

V, 50, 100回の試料ではMS未コ-ティング試料同様

の1.35V付近でBreakdownを起こし,コーティング

効果は認められなかった｡ 75B試料は曲げ変形が多すぎ

たせいか濫水につけても15度までしか形状回復しなかっ

たが耐倉睦の低下は確認されなかった｡この結果から曲

げ回数が増大すると耐倉酎こより影響を与えることが確

認され,実際に使用する場合は安全を見越し20回程度の

形状回復にとどめておくべきと考える｡

大きな変形を伴うTi-Ni形状記憶合金のNiの溶出を

防ぐため,項在までに様々なコーティング法が試みられ

てきたが,何れの場合においても確実な方法はなかっ

たo　この理由はコーティング膜が示す脆性的性質と,

コーティング膜と被処理材との密着性が不足しているた

め形状回復時に膜の逼傷,あるいは剥離が塗ずることが

主たる原図12)であった｡さらに従来のコーティング法で

はエッジ部が存在する場合は顔著な低電位溶出を示した

が8),本研究で用いたダイナミックミキシング法により

以上の問題は解決した｡これは本法が母材と連続層をな

すいわゆる傾斜材料を創製し,多大な変形を伴う材料に

おいても膜が追従する為である｡さらにはより臨床的な

条件を加味して行ったコーティング後の傷に対する試験

においても耐食性が低下することはなかった｡ J以上より

ダイナミックミキシング法はT主Ni形状記憶合金への

有効なコーティング法であり,本法の臨床応用が可能で

あると考えられた｡

結　　　　　論

Ti-Ni形状言己憶合金にダイナミックミキシング法を

用いてTiをコーティングを行い,膜厚が耐食性,形状

回復効果に与える影響,および被処理材の表面形状,

エッジがTiコーティング試料の耐倉酎こ与える影響を

検討した｡さらに,臨床的な使用条件を考慮して, Ti

コ-ティング後の圧接,引っかき傷の影響, Tiコー

ティング試料の曲げ回数,および曲げ角度の影響を調査

した｡その結果,以下の結論が待られた｡

1･本ダイナミックミキシング法を用いて,膜厚

0.5-5.0〃mのTiコーティングを行った｡その結果Ti

コーティングによる形状回復力の低下は認められず,

Tiコーティング膜厚の差による形状回復力の差異は

認められなかった｡またその全ての膜厚において,

Breakdown potential(Eb)は基板(被処理試料)で約

1.35Vであったものが,コーティング試料では約2.2V

以上へとなり耐食性が向上した0

2. Ti-Ni形状記憶合金は,表面を粗造にするとEb

は0.8V以下になり耐食性は低下した｡特にガラスビ-

ズによるサンドブラスト処理を行った表面処理試料は約

0.34Vに低下することが確認された｡しかしそれら全て

の試料に3.0〃mのTiコーティングを行うことによりEb

が約2.2Vと向上した｡また溶出試験の結果Tiコー

ティングによりNiの溶出が抑えられた｡

3･より臨床的であると考えられるエッジを霧出した

バレル研磨試料は, Ebが約0.9Vとなったが, 3.0m

のTiコーティングを行うことにより約2.4Vと耐金性

の向上が認められた｡またSEM像によりエッジ部にお

いても弧に沿って均一な薄膜がコーティングされている

ことが確認された｡

4.顎骨厘入時に想定される傷の影響については,定

荷重引っかき試験で傷を付与した未コーティング試料は

Ebが0.38Vであったが, Tiコーティング試料ではEb

が2. 36Vとなり耐食性の向上が認められた｡

5･形状回復を10回行った試料,および曲げ角度75度

を付与した｡試料のEbはそれぞれ1.03V, 0.90Vと

なったが, Tiコーティングを行うことによりEbがそ

れぞれ2.38V, 2. 29Vとなって耐食性の向上が認められ

m

以上の結果より,ダイナミックミキシング法による

Tiコーティングは, Ti-Ni形状記憶合金に対し有効で

あることが確認された｡
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This study aims to evaluate the applicability of the dynamic mixing method in order to

improve the corrosion resistance of the Ti-Ni shape memory alloy for use in dental implants.

The dynamic mixing method (DMM) is a superior technique combining ion-implantation and

physical vapor deposition (PVD). Since the coating layer produced by this method has no

clear boundary to the metal substrate, composite materials could be expected to be highly

bendable and therefore to conform well to shape memory applications. In this experiment,

corrosion resistance was evaluated mainly on the basis of breakdown potential (Eb) caused by

anodic polarization and Ni released in a 0.9% NaCl solution.

Results

1. A coating of Ti (0.5-5.0/im), produced by means of the dynamic mixing method, improved

corrosion resistance of Ti-Ni alloy without influencing shape recovery force.

2. Roughening its surface by means of #600 SiC paper, sand-blasting by 50fim glass beads,

and acid etching reduced the breakdown potential of the Ti-Ni substrate t0 0.3…0.8V (vs SCE).

But a 3.0lira coating of Ti applied to all the materials improved this value to about 2.2V.

3. In cases in which edges were exposed with barrel finishing, breakdown potential was

lowered to about 0.9V. But a coating of 3.0(im of Ti raised corrosion resistance to about 2.4V.

4. Coated alloys possessed superior corrosion resistance even when subjected to the kind of

scratching and bending- foreseeable in clinical conditions.

These results lead to the conclusion that Ti coating produced by means of the dynamic

mixing method is effective for use with Ti-Ni shape memory alloys.
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