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歯科チタン鋳造システムの評価に関する研究*

-鋳造性と鋳造体の機械的性嬰について-

金　　　聖　泰　　小　田　　　豊　　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7月22日受付)

年8月1日受理)

⊃

on the Castability and Mechanical Properties

Sungtai KIM, Yutaka ODA and Toshio SUMII

Department of Dental Materials Science, Tokyo Dental College

(Chief : Prof. Toshio Sumii)

原　　　　著

緒　　　　　言

ロストワックス法による歯科精密鋳造法は,金合金を

主とした歯冠修復物や補枝物の作製方法として確立され

てきた　｡また,金合金に代わる合金としてPdを主

成分としたセミプレシャス合金やニッケルクロム合金,

コバルトクロム合金など融点の高い合金が開発され,そ

れに伴って高融点合金鋳造用の埋没材や高周波鋳造機,

アルゴンアーク鋳造機などの鋳造機が開発されてきた3)0

チタンは比強度(引張強さ/比重)が大きく,耐食性お

よび生体親和性に優れるところから,歯科修復材料とし

て有望視され　　　年代より金竹4),三浦5)らが歯科応

用に関する研究を行ってきた｡しかし,融点が　　℃と

高いだけでなく,極めて活性な金属であるところから従

来の金合金を対象とした鋳造用臭では鋳造不可能であ

り,高融点合金用鋳造磯や埋没材であっても鋳造困難で

あった　　　年代後半に至り　　　　　　ら6),井田ら7)

は真空装置とアルゴンアーク溶融方式を組み合わせた

チタン専用の鋳造機によって,チタン鋳造体による歯科

修復物や補緩物の作製が可能であることを報吾した｡

らはチタンに銅とニッケルを添加し融点を

*本論文の要旨は第251回東京歯科大学学会例会(平成6
年3月5日,千葉)において発表した｡

下げると共に炭素ルツボを用い,井田らは銅ルツボを用

いるなど,チタン溶湯とルツボの反応を可及的に防止す

る工夫を行っている｡しかし,鋳造機の性能が禾十分で

あったことに加えて,何れもシリカを耐火材としたリン

酸塩系埋没材を用いてチタンおよびチタン合金の鋳造体

を作製したため,鋳造性,鋳巣,鋳造体の物性,適合性

など様々な検討課題が残されており,歯科臨床に応用す

るためには禾十分であった｡従って,鋳造機の改良やチ

タン専用埋没材の開発が歯科臨床に普及するための課題

とされていた.その後,貢空度を改良した鋳造機8),ア

ルゴンアーク溶融と遠心鋳造を組み合わせた鋳造機9),

吸引加圧式鋳造機　　などチタン用鋳造機の改良と開発

が行われ,項在8種類以上の鋳造機が市販されている｡

一方,鋳型材となる埋没材についても,シリが1),マグ

ネシア　　カルシア　　ジルコニア　　アルミナ15)の各

耐火材を各々主成分としたものや混合したものが開発市

販され,チタン鋳造体の歯冠修復物や補綴物が次第に普

及してきた｡しかし,従来の金合金やニッケルクロム,

コバルトクロム合金の鋳造の場合は,鋳造方法や埋没材

の種楽も限られており,鋳造体の性薯もほぼ一定の評価

がなされてきたのに比較して,チタン鋳造の場合は,逮

心鋳造法,吸引加圧鋳造法などの鋳込み方式の違い,お
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Table 1 Casting systems

Machine Investment Manufacturer

ARVATRON PC305T

AUTOCAST HC-Ⅲ

CASTMATIC S

.ARC

TICAST Super R

TITANIUMER 2000VF

TYCAST 3000

Asahivest D

T-Invest

Titanmold

Titavest MZ

Selevest CB

Titaniumvest EX

Tycast investment

ASAHI ROENTGEN

GIC

YOSHIDA

J. MORITA

SELEC

OHARA

JENERIC/PENTRON

よび鋳型温度の違いが鋳造性に大きく影響し,埋没材の

違いはチタンとの反応や鋳造体の性覚に大きく影響する

と考えられる｡従って,同-の純チタンインゴットを用

いても,鋳造システムによってチタン鋳造体の話性質は

大きく異なってくることが推測される｡そこで,現在市

販されている各社の歯科チタン鋳造システムを用いて同

I-形態の鋳造体を作製し,鋳造性および鋳造体の物性を

比較検討することによって,現時点における歯科チタン

鋳造システムの技術的水準評価を行い,より優れた歯科

チタン鋳造システムの確立に寄与することを目的として

実験を行った｡

実　験　方　法

1.鋳造システム

に本実験に用いたチタン鋳造システムを鋳造

機のアルファベット服で示した｡鋳造システムを大きく

分けて吸引加圧方式4システム,アルバトロン(朝日レ

ントゲン),オートキャスト　　　　ジーシー),キャ

ストマチックS(ヨシダ),サイクラーク(モリタ),遠心

鋳造方式3システム,タイキャストスーパーR(セレッ

ク),チタニウマー　　　　オ-ラ),タイキャスト

の計7システムである　　　　　に

本実験に用いた各システム専用の埋没材の主成分と混液

比を示した｡埋没材の主成分は鋳造後の鋳型材をⅩ線回

折した結果から得られたものである　　　　を主な耐火

材としたものが2種　　　　またはスピネルを主な耐火

材としたものが3種　　　を主な耐火材としたものが2

種である｡　　　　　　を除いて主に鋳造床作製用に使

用される埋没材である｡

2.鋳造パターンの形状および埋没

1)メッシュパターン

に示す正方形　　　　　　の

線径　　　　　間隙　　　　　東京スク

リーン)に直径2mmのランナーバーを交差する2辺に

付与し,交点をスブルー接続部位としたものをパターン

とし, -個の鋳型にパターン1個を埋没した｡スブルー

の太さ,長さ,本数およびベントは各鋳造システムの指

示に従うものとした｡

2)円板状パターンおよび棒状パターン

に示す直径　　　　厚さ1mmの円板状パ

ターンをブルーインレーワックスで作製し,更に,直径

長さ　　　の棒状パターンをプラキャストバー

Table 2 Investment materials for titanium casting

Investments Refra.ctories

-D

T-invest

Titanmold

Titavest MZ

Selevest CB

Titaniumvest EX

Tycast investment TM

SiO2, ZrO2'

A1203, LiAISi206

MgA1204, ZrO2, A1203

MgO, MgA1204

MgO, ZrO2

A1203, ZrO2

SiO2, ZrO2*

Mixing ratio

W/P: 0.25

W/P:0.14

W/P:0.23

L/P:0.13

W/P:0.20

W/P: 0.17
L/P:

塞 coating material
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Mesh pattern　　　　　　　Disk pattern

Polyester mesh Wax

上　　　1

Runner bar(2mm)　　Diameter 20mm

Rod pattern

P olystyrene

Length 55mm

Diameter 2mm

Fig.･ 1 Three type patterns in this study

Table 3　Chemical composition and mechanical properties of titanium product.

847

Chemical composition(wt%)

Yield strength(0. 2% Offset, MPa)

Tensile strength(MPa)

Elongation (%)

Ha_rdness (Hv)

(石福金属興業)を用いて作製し,円板状パターン1個,

棒状パターン2本を一個の鋳型に同時に埋没した0円板

状パターンのスブルーおよびベントはメッシュパターン

と同様に各鋳造システム指定の方法とし,棒状パターン

はスブルーを介さずに直接鋳嵩に植立埋没した｡

3.チタンインゴット

チタン鋳造体の機械的性質を鋳造前のチタンと比較す

るために,全ての鋳造体の作製に同一ロットのチタンイ

ンゴットを用いることとした｡本実験に用いたチタン棒

径　　　　長さ　　　　　　　　　　日本ステンレ

ス　　　　　種相当)の試験成績表を　　　　に示し

た｡このチタン棒を　　　ずつ切断して約31gのイン

ゴットとしたものを,全ての鋳造体の作製に供した｡

4.鋳造

以上のメッシュパターン(5個),円板状パターン(5

個),棒状パターン(10本)とチタンインゴットを準備

し,各社の専用システムでの鋳型作製および鋳造体作製

香,各社の研究室あるいは推奨する技工所に依頑し,鋳

造された試料を埋没材から掘り出さずに回収して測定に

供した｡尚,チタン鋳造システムの技術的水準評価を目

的としているところから,今回の鋳造にあたり特殊な方

法の作為を可及的に避けるため,個々の鋳造システムの

性能評価については公表しないことを前提として実験を

行った｡

に鋳型とメッシュパターン鋳造体および円板

状,棒状鋳造体の一例を示した｡

5.測定

1)メッシュパターン鋳造体による鋳込み率の測定

鋳造体を鋳型より掘り出した後, 80〃mのガラスビー

ズを用いたサンドブラスタ　　　　　　の空気圧)で

焼き付いた埋没材を除去した｡次に鋳込まれたメッシュ

の交点の数をカウントし,元のメッシュパターンの交点

数で除した値をパーセントで求め鋳込み率とした｡

2)円板状パターン鋳造体による鋳巣発4率の測定

円板状パターンの鋳造体を1)と同様に清掃した後,

歯科用鋳造体Ⅹ線検査装置(アサヒレントゲン

DCX-　　管電圧　　　管電流　　　　　　　とⅩ

線フイルム(コダック　　　　を用い,ステップゲージ

一17　-
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Fig.2　Mold (back) and cast titanium of

mesh, disk and rod pattern (front)

Fig. 3　Ⅹ-ray radiographs of different two

disk specimens

o

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

O
　
9
　
8
　
7
　
6
　
5
　
4
　
3
　
2
　
1

1

(
%
)
意

TI T2　T3　T4　T5　T6　T7　NI

Casting systems

Fig. 4　Castability of cast titanium and

control (NI)
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刻みに厚みを変えた純チタン板)とともにⅩ線

写真を撮影することによって鋳巣の発生状況を観察し

た｡　　　に鋳巣の発生状況の-例を示した｡次に,

Ⅹ線フイルム上の鋳巣の面積と個数を多目的画像解析装

置　　　　　　日本アビオニクス杜)によって測定し

た｡尚,画像解析装置では濃淡の程度で鋳巣を判定する

ところから,厚さ1mmのチタン鋳造体にたいしてス

テップゲージの濃淡より　　　　以上透過度に差異のあ

る部位を鋳巣として測定した｡鋳巣の発生率は,直径20

mmの円板状チタン鋳造体の面積で鋳巣の面積を除した

値とした｡

3)円板状パターン鋳造体の表面粗さ

鋳型から取り出した円板状バク-ンの鋳造体を

のガラスビーズを用いたサンドブラスタ

cm2の空気圧)で清掃した後,触針式表面粗さ計(-ン

ディサーフ　　　　東京精密)を用い,鋳造体表面の中

心線平均粗さ

を測定することによって,鋳造体の表面粗さを

求めた｡尚,一般的なチタン鋳造体のサンドプラスター

による清掃ではアルミナ粉が用いられるが,アルミナ粉

を用いた場合,鋳造体表面も削除されるため,焼き付い

た鋳型材の除去のみを目的としてガラスビーズによる処

理を行った｡

4 )棒状鋳造体の機械的性賛

恵径　　　　長さ　　　のチタン鋳造体の引張試験

を,オートグラフ　　　　　　島津,標点間距離20

mm,クロスヘッドスピニド　　　　　　　にストレー

ンゲージ式ひずみ計を取り付けた装置を用いて行い,

耐力,引張強さおよび伸びを測定した｡

5 )円板状鋳造体断面の硬さ

鋳造体断面の硬さを調べるために3)で用いた円板状

鋳造体の中央部を切断し,エポキシ樹脂に包厘した後,

自動研磨機にて中央部断面の鏡面研磨を行い,鋳造体の

表層から　　　　　　　　　〃mの部位の硬さをピッ

カース硬さ計(明石　　　　　　測定荷豪

を用いて測定した｡

6 )円板状鋳造体の鋳型との焼き付き状態および鋳造体

表面の観察

5)で作製された円板状鋳造体断面試料を用い,鋳型

との焼き付き状態の観察を　　　　日立　　　　によ

る鋳造体断面の面分析にて行った｡

5.比較対照としての従来の鋳造

チタン鋳造の水準を評価するために,鋳込み率,鋳巣

発生率,鋳造体の表面粗さについて従来の歯科鋳造によ
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TI T2　T3　T4　T5　T6　T7　NI

Casting systems

Fig. 5　Porosity of cast titanium and control

(NI)
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Fig. 6　Surface roughness of cast titanium

and control (NI)
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TI T2　　T3　　T4　　T5　　T6　　T7

Casting systems

Fig･ 7　Proof stress and Tensile strength of

cast titanium
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る鋳造体を作製し,同様の測定を行った｡高融点合金で

クラスプ,バーに用いられるニッケルクロム合金(デン

トニッケル:松風)を選択し,メッシュパターンおよび

円板状パターンをリン酸塩系埋没材(セラミゴールド:

で埋没し,高周波遠心鋳造機(テクニトロ

ン:ユニーク光電)で適法に従い鋳造したo

実　験　結　果

1.鋳込み率の制定

各鋳造システムによる鋳込み率の刺定結果をコント

ロール　　としてのニッケルクロム合金の鋳込み率と

共に　　　に示した｡結果は5個の鋳造体の平均値で

あるが,本実験の前提として個々の鋳造システムの性能

を比較することが目的でないため　　　　の配列順序

とは異なり,鋳込み率の低いものから帽に配列した｡以

後各鋳造システムを　　　　で示す｡鋳込み率の最も

低いT lで56%を示したが　　　　　のほとんどが96

の範囲にあり　　　の鋳込み率を示したものは

T 7のみであった｡　　　　までは吸引加圧方式の鋳

造システム　　　　　は遠心鋳造方式の鋳造システム

であった｡従って吸引加圧方式と遠心鋳造方式の比較で

は遠心鋳造方式の鋳造体の鋳込み率が高くなる傾向に

あった｡比較対照のニッケルクロム合金　　の鋳造体

の場合は全て　　の鋳込み率を示した｡

2.鋳巣の発庄率

鋳巣の発生率の測定結果をコントロ-ル　　と共に

鋳巣の面積率および個数で　　　に示した｡鋳巣の発

生率ではT lが　　と鼻も高い鋳巣の発生率を示し,

T 2が　　と最も低い鋳巣の発生率を示した｡また,

鋳巣の個数では　　個の範囲にあり,全てのシステム

で鋳巣が認められた｡鋳巣の個数と面積率で表した鋳巣

の発庄率の関係では, T 6において鋳巣の発生率が少な

いにも拘わらず,鋳巣の個数が多くなる結果となり,敏

綿な鋳巣が多数発生する傾向にあることを示した他は,

面積率で表した鋳巣の発生率と鋳巣の個数は,ほぼ同様

の傾向を示した｡鋳巣の発生率の大小と鋳造システムの

特徴との関係では,鋳巣の発生率が高いT lとT 5が一

次埋没としてジルコニアコーティングを行うシステムで

あること以外は,吸引加圧方式による鋳込み圧の大小,

吸引加圧と遠心鋳造の違いなどによる傾向は認められな

かった｡比較対照のニッケルクロム合金　　の鋳造体

の場合は　　　の鋳巣が認められた｡

3.表面粗さ

各鋳造システムによる鋳造体の表面粗さを　　　に

-I 19　--
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TI T2　　T3　　T4　　T5　　T6　　T7

Casting systems

Fig. 8　Percent elongation of cast titanium

示した｡中心線平均粗さの測定結果ではT 4で

と最も大きく,次いでT6が　　　と大きな粗さを示

した｡また　　　　　はほぼ同様に小さな面のあれを

示し　　　　　　の範囲にあった.比較対照のニッケ

ルクロム合金　　の鋳造体の場合は　　　の　､線

車均粗さを示した｡鋳造システムの特徴との関係では,

粗さの大きな　　　　はアルミナを主な耐火材とし,リ

ン酸塩を結合材とした埋没材の鋳造システムであった｡

4.耐力および引張強さ

各鋳造システムによる棒状鋳造体の耐力および引張強

さを　　　に示した｡棒状鋳造体の引張試験の結果,

耐力は　　　　　　の範囲にあって,全てが

に示した鋳造前のチタンインゴットの耐力　　　より

大きな値を示したoまた引張強さは　　　　　の範

園にあってT lを除いて全てが鋳造前のチタンインゴッ

トの引張強さ　　　より大きな値を示した｡ -jt配置

分散分析では耐力および引張強さには有意差

が認められたものの鋳造システム,埋没材による特徴的

な傾向は認められなかった｡

5.伸び

棒状鋳造体の引張試験後の伸びの測定結果を

に示した｡棒状鋳造体の引張試験における伸びは

T4で約　　と大きな値を示したが,鋳造前のチタン

インゴットの27%から大きく低下していた｡

では約4%と著しい伸びの低下を示した｡

6.ピッカース硬さ

円板状鋳造体中央部断面の表面から

pmの各部位におけるピッカース硬さの測定結果を

9に示した｡鋳造体表面から50〃mの部位の硬さ

でT3が最大値624を示し, T5で312と最小値を示し

た｡いずれも鋳造前のチタンインゴットの顔さ170より

著しく増加し,ほとんどが約2倍の値を示していた｡鋳

造体表面から　　　の部位の硬さ　　では, T 3で最

大値　　　　で最小値194を示し　　　の部位の硬さ

より著しい滅少傾向にあった｡ 200〃mの部位ではT3

で　　　　で174と次第に内郭に行くに従って減少傾向

を示した｡また,鋳造体中央郡の　　　の部位では,

の範囲にあり鋳造前のインゴットの硬さよりや

や大きい程度であった｡

7.鋳型との焼き付き状態および鋳造体表面の観察

鋳造体を鋳型から掘り出した庖後の状態では

ド0　-　VOIL.っ＼信出hl恒t=川t目性-日日つつ卜→-U=同日古舶　　用旧
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Fig･.10　The appearance of cast titanium

followed　80　pm gLlass beads sand

blasting

は局所的に埋没材の焼き付きが認められ,

では全面的に埋没材の焼き付きが認め

られた　　　　に円板状鋳造体のガラスビーズによる

サンドプラスター処理後の表面状態を示したo T 7が鋳

型との焼き付きも少なく金属色を呈した他は全て着色し

ており　　　　　　　　　　は窯色を皇L

T6は褐色を呈していた　　　　　　.12にガラス

ビーズによるサンドプラスター処理後の円板状鋳造体中

央部断面の　　　　の面分析の結果の代表例を示した｡

851

厚さは　　　　　と異なるものの,全ての鋳造体の表面

に埋没材との反応層と患われる埋没材成分の存在が認め

られ, T4の試料ではチタン表層に約30〃mのA1,

の濃度の高い層が認められ

の試料では約　　　の　　　　　の濃度の高い層が認め

られた

考　　　　　案

1.鋳造システムの特徴について

チタンは従来の歯科用合金と比較して,融点が　　℃

と高く,溶融のための熱源も高周波誘導加熱やアークが

必要である｡更に,酸化物の標準生成自由エネルギーが

シリカよりも低く16)従来のシリカを耐火材の主成分とし

たルツボや厘没材では,チタン溶湯がシリカと反応し,

金属チタンの性質を著しく劣化させることが予測され

るo　また,高塩で活性であるところから大気中での溶融

は困難で,貢空あるいは還元雰囲気か:不活性ガスの雰囲

気が要求される｡従って　　　　　に示したようにチタ

ン用鋳造機は溶融雰囲気,ルツボ材料とその形態,溶融

方法,鋳造時の鋳込み方法の異なったものが市販されて

いる｡溶融雰囲気に関してはアルゴンガスを用いた機種

が殆どであるが,タイキャスト　　はヘリウムガスを用

いている｡ヘリウムガスを用いた場合,アルゴンガスよ

りも低圧でアーク溶融を行うことから,鋳造欠陥を減少

させることが可能と考えられるものの,アルゴンガスよ

Fig. ll SEM and EPMA characteristic X -ray image of cross sectioned cast titanium (T 4 )
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Fig. 12　SEM and EPMA characteristic X-ray image or cross sectioned cast titanium (T 5)

Teble 4　Some features of casting systems

Machine Atmosphere Crucible 〕寺･･口-＼11-号

Mold

temperature (oC)

ARVATRON PC305T Argon

AL A　　圧'　　　　＼l･gOn

CASTMATIC S Argon

CYCLARC Argon

TICAST Super R Argon

TITANTUMER2000VF Argon

Mold with

ZlrCOnla

Copper/
Tilt

Copper/
Tilt

Copper/
Tilt

Copper/
Tilt

Induction Gas pressurc　　　700

Arc Gas pressure Room temp.

Arc　;eapsrepsrsessurc' 800

Arc　;eapsrepsrsessure' 700

Arc fCoerncterifuga1 100

Magnesia Arc

TYCAST 3000　　　　　　Helium Copper Arc

り高価である17'｡ルツボ材では鋼を用いたものが多い｡

アーク溶融ではタングステン電極とチタンインゴットの

間で高電流による放電が生じ,チタンインゴット上部か

ら溶融するため電気伝導性に優れた銅が用いられる｡ま

た,インゴット下部はチタン溶湯との反応を避けるため

に熱伝導性が良く冷却され易いことからも銅ルツボが選

Centrifugal

force

Centrifugal

force

Room temp.

Room temp.

択されている.システムによっては炭素を介在させるこ

とによって鋼ルツボの損傷を防いでいるものもあるo　ア

ルバトロンは鋳型上部の鋳嵩で溶融するシステムである

が,シリカを主な耐火材とした厘没材を用いているた

め,ジルコニアコーティングによってチタン溶湯との反

応を防いでいる｡鋳込み方式は鋳造性にもっとも大きな
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影響を与える要図であるが,サイクラーク,キャストマ

チックはチタン溶融室と鋳型をセットするチャンバーが

別になっている2室構造で,サイクラークとキャストマ

チックは　　　　　　　　のアルゴン圧と上下室の差圧

を利用している｡オートキャスト　　　　　アルバト

ロンは1室構造でオートキャストHC-丑=ま高圧の7

のアルゴン圧,アルバトロンは

のアルゴン圧によって鋳込む方式を採用している｡従っ

て,オートキャスト　　　　　アルバトロンは鋳込み時

の初期圧が高いことを特徴とする｡チタニウマ-,タイ

キャスト　　はバネ圧を利用し,鉛直方向に回転させる

遠心鋳造方式であり,タイキャストスーパーRはあらか

じめ　　　　.で水平方向に回転させた鋳型にチタン

溶湯を回転中心部から炭素の湯達を介して鋳込む方式で

ある｡

鋳型となる埋没材の主成分も　　　　に示したように大

きく異なっており,シリカを主成分とする

と　　　ト　　　　　　　の場合はチタン溶湯とシリ

カの反応を避けるためにワックスパターンにジルコニアの

コーティングを行った後に埋没する方法を採っている｡

と　　　　　　　の場合はアルミナとマグネ

シアを耐火材の主成分とし　　　　　℃の高濫加熱を行

い,スピネル生成による鋳型の膨張でチタンの鋳造収縮を

補償している｡　　　　は　　　　　を添加すること

によって　　　の高温で変態膨張を起こし,鋳造収縮を補

償している｡また　　　　　　はマグネシアに金属ジル

コニウムが添加されており,埋没材の加熱過程でジルコニ

ウムの酸化による膨張が生じ,この膨張によって鋳造収縮

を補償する方法を採っている.今回の実験では鋳型材の膨

縮による鋳造体の補綴物としての適合性を評価していない

ため,この様な鋳造収縮の補償方法の差異は測定結果に直

接的な影響はないものの,埋没材成分が異なることはチタ

ン鋳造体との物性の関係を考察する上で憂要と考えられ

る｡

2.鋳造性について

鋳造性の測定方法として,コイル状のパターン　　直

径の異なる棒状パターン　　換状バク-ン　　メッシュ

バク-ン21)などを利用した鋳込み率測定方法が報吾され

ているが,メッシュパターンによる鋳込み率測定方法

は,パターンの作製と鋳込み率の評価が簡便なところか

ら,歯科用合金の鋳造性や鋳造条件の評価に用いられて

きた　　　　しかし,この方法はメッシュサイズの選択

が重要で,メッシュが粗大すぎる場合は全てが　　の

鋳込み率を示し,メッシュが敏密すぎる場合には全てが

94, No. 10 (1994) 853

0%となるために,鋳込み率の大きく異なる条件では鋳

造性を評価することが困兼である25'｡従って今回の実験

ではあらかじめ予備実験を行い,ニッケルクロム合金

(デントニッケル:松風)を高周波遠心鋳造機で鋳造した

場合は　　の鋳込み率が得られるものの　　　　のチ

タン鋳造システムでは　　の鋳込み率が得られなかっ

た　　　　　　　　　　-TIl15を用いて鋳込み率を評

価した｡鋳込み率の測定結果では最小で　　　最大で

の鋳込み率のシステムが各々1システムずつあ

り,他は　　　の範囲にあったo鋳造システムを吸引

加圧方式と遠心鋳造方式で比較した場合

T 7が全て遠心鋳造方式の鋳造システムであり,鋳込み

率では遠心鋳造方式が高くなる傾向にあったo一般的に

溶湯が鋳型空洞を満たす時間(鋳込み時間)より鋳造体の

凝固時間が短い場合,鋳込み率は低くなる｡窯田26)らは

加圧式鋳造と遠心鋳造の鋳込み時間を測定した結果か

ら,加圧式鋳造法は遠心鋳造法より鋳込み時間は短く鋳

込み能力が大きいと評価している｡また,井田27)は従来

の各種鋳造機を比較し,鋳込み時間を左右する鋳造時の

初期圧は遠心鋳造より加圧鋳造の場合が大きく,加圧鋳

造が有利と述べている｡しかし,本実験の結果は,この

様な従来の歯科鋳造の鋳造性評価とは異なる傾向を示し

たo　この様な従来の鋳造と異なる傾向は高橋28)のチタン

鋳造に関する報吾でも認められている｡この理由とし

て,チタン鋳造用の遠心鋳造システムの場合,前述のよ

うにチタニウマ一,タイキャスト　　の場合は初期圧を

高めるための強力なバネ圧を利用し,タイキャストスー

パーRは大きな遠心力を得るために,あらかじめ

で回転させるなど従来の遠心鋳造機の初期圧を

向上させる工夫がなされ,鋳込み時間が大幅に短縮され

ていることによるものと考えられる｡更に,チタン溶湯

の湯流れの方向と鋳型内部のガスの排出について考察す

ると,凌辺29)は幾似のメッシュパターン鋳造に於けるチ

タンの湯流れの観察から,遠心鋳造と加圧鋳造では溶湯

の充満過程が異なり,遠心鋳造では遠心力の作用する方

向から服序よく充満されるが,加圧鋳造では方向性が定

まらないと報害している｡遠心鋳造の場合,鋳型内空洞

のガスは鋳型材とスブルーの両者を通して排出される30)

が,加圧鋳造では鋳型材を通して排出されるのみであ

る｡従って鋳型内部のバックプレッシャーもメッシュパ

ターンの先帝までチタン溶湯が満たされるか否かに大き

く影響し,本実験のメッシュ形態では遠心鋳造のほうが

バックプレッシャーも少なく,先席まで溶湯が充満され

やすいパターンであったものと考えられる｡
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吸引加圧方式の　　　　　は鋳造圧九　チャンバーの

構造などが巽なるものの,一定の傾向は認められず,

T lで鋳込み率56%と最小値を示した｡開田31)は鋳造圧

力が増すほど鋳込み時間は短くなるが,約　　　以上

では大きな効果は無いと報曹している｡何れの鋳造機も

上　　　　の鋳造圧を加えていることから,鋳造圧の

差異よりも埋没材の通気性が影響しているものと考えら

れる｡ 2室構造の吸引加圧方式の場合は,鋳型内空洞の

ガスは埋没材を通じて排出される必要があり高い埋没材

の通気性が要求される｡一方, -室構造の鋳造システム

の場合はあらかじめ鋳型内部が十分に滅圧されていなけ

ればならず,埋没材の通気性は低いものが要求される｡

T lにおいてはこの様な埋没材の通気性と加圧のバラン

スが悪く,鋳込み率が低くなったものと考えられる｡

このメッシュパターンは鋳造システムの相対的な差異

が表れることを目的に実験を行っている｡チタンの補綴

物を鋳造する場合にはベントやスブルーの太さ,本数,

植立部位は各システムによって異なっており,この測定

結果がチタンの補綴物を鋳造した場合に直接的に反映す

るとは考え歎く,鋳込み率の低いT lでもスブルーの工

夫などの対策によって金属床の作製が可能であると考え

る｡しかしニッケルクロム合金の高周波遠心鋳造の場

合　　　の鋳込み率を示していることから,チタンの

鋳造性はニッケルクロム合金より劣っていると言える｡

また,鋳込み率の低い鋳造システムでは,湯回り禾良と

ならないための対策が必要とされよう0

3.鋳巣にって

鋳造体内部に生ずる空隊を鋳巣と呼ぶが,この成因に

は,金属の凝固収縮によって庄ずるミクロシュリンクや

引け巣と,溶融金属が吸蔵したガスが凝固時に放出され

鋳造体内部に残存するブローホールあるいは鋳型内ガス

の巻き込みが考えられる｡チタン鋳造においてはこの様

な一般的な原因による鋳巣に加えて,アルゴンガスの巻

き込み32)厘没材との反応による欠陥33)など従来の歯科用

合金の鋳造体に比較して特有の鋳巣が発生するとされて

おり,都套谷　　¢35)らも球状あるいはパイプ状の鋳

巣の発生について報吾している｡鋳巣の発生率では全て

のシステムで鋳巣が認められ　　　　　　の範囲にあっ

た｡比較のために行ったニッケルクロム合金の場合にも

の鋳巣が認められており

T 6,の各システムではほぼ同等の発生率を示したが,

では　　　　　と大きな値を示してい

る｡特にパターンをコーティングするシステムで値が大

きくなる傾向を示しており,鋳型内部のガスの排出が

コーティング材によって妨げられることに起因するため

と推察される｡また,鋳込み圧の大きいとされるシステ

ムで発生率が大きくなる傾向にあり,前述の埋没材の通

気性と鋳込み圧のバランスが影響しているものと考えら

れる｡

Ⅹ線撮影による鋳巣の観察では,前述の成園による鋳

巣の全てがカウントされており,二次元的な面積率の大

小で鋳巣の発生原画を明らかにすることは困難である

が,鋳巣の一一個当たりの平均的な面積を鋳巣の総面積と

発生個数から算出すると, T6で最小値　　　　を示

したものの,その他は　　　　　　　となり,ニッケル

クロム合金の　　　　より大きな値を示した｡従って

鋳造システムによる違いはあるものの,鋳巣のサイズの

小さなミクロシュリンクや収縮孔とは別の原因,例えば

ガスの放出,鋳型材との反応によるガスの発生など,に

よる鋳巣がチタン鋳造では生じ易いと言えよう｡

4.鋳造体の表面性状にって

チタン鋳造用の埋没材あるいはコーティング材はチタ

ンより酸化物生成自由エネルギーの低いマグネシア,ア

ルミナ,ジルコニアが用いられており,鋳込み時の鋳型

温度も室温とするなど,チタン溶湯と埋没材の反応を少

なくする工夫がなされている｡しかし,殆どのシステム

で鋳型材との焼き付きが見られ,全面的な焼き付きを示

した　　　　では表面粗さも各々　　　　〃mと大き

な値を示した｡また　　　　による鋳造体表面の分析

では元素は異なるものの,全ての鋳造体で　　　〃mの

範囲で　　　　　　　　などの濃度の高い層が認めら

れ,程度の違いはあるもののチタン溶湯と鋳型材の反応

は避けられないものと考えられる｡

中心線平均粗さの大小については,臼井36)がせっこう

系埋没材とリン酸塩系埋没材の種々の条件下で金森パラ

ジウム合金鋳造体の粗さを測定し,一般的な条件では

〃mの値を報吾しており,佐藤37)は試作鋳造シ

ステムの結果としてコバルトクロム合金で

〃m,チタンで　　　〃mの値を報吾している｡本実

験の比較対照として行ったニッケルクロム合金の場合は

3.0〃mであった｡従って　　　　　　　　では

4.0〃mであり,従来の歯科鋳造と大差ないものの,

では　　　　　　を示し,鋳造

体の表面粗さが大きいと言えよう｡本実験で使用された

埋没材の殆どが床用埋没材であり,一般的にチタン鋳造

床の場合は鋳造体の研磨にアルミナのサンドブラスト処

理が推奨されており,鋳造体表面の粗さは完成された補

緩物に影響するものではないが,研磨能率や適合性に影
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響する因子として考慮されなければならない｡

鋳造体の着色状態は鋳型材との反応性を推定する園子

と考えられるが, T7が鋳型との焼き付きも少なく金属

色を示した他は全て褐色あるいは黒色を呈していた｡鋳

型成分のⅩ線回折結果から考察すると,金属色を示した

鋳造体はマグネシアが主成分の鋳型材,褐色を示した鋳

造体はジルコニアコーティングあるいはジルコニアを多

量に含有した鋳型材,黒色を示した鋳造体はアルミナあ

るいはスピネルを主な成分とした鋳型材で鋳造された試

料であった｡更に　　　　による鋳造体表層の鋳型材

成分について見ると,ジルコニアコーティングあるいは

ジルコニアを多量に含む鋳型材の場合はZrの濃度の高

い層が認められ　アルミナあるいはスピネルを主な成分

とした鋳型材の場合はAlの濃度の高い層が認められ

た｡宮川ら38)はアルミナとシリカを主成分とした市販の

チタン鋳造用リン酸塩系埋没材では,還元された埋没材

成分がチタン鋳造体表層に拡散し多層構造の反応層が形

成されると報害し,大川ら39)はアルミナーマグネシアス

ピネル埋没材では鋳造体表層は多層構造にはならない

が,アルミニウムを固落した層が形成されると報害して

いる.従ってアルミナ,ジルコニアのように酸化チタン

よりも酸化物生成自由エネルギーの低い耐火材であって

もチタン溶湯との接触で還元され,アルミニウムやジル

コニウムが鋳造体表層に拡散するものと考えられる｡

5.機械的性窯

一般に金属鋳造体の機械的性質は,鋳造前の加工材と

比較して引張強さ,伸び共に低下する40)｡この原因の多

くは鋳巣などの鋳造欠陥によるものであるが,チタン鋳

造体の場合はより多くの鋳巣が発塗するにも拘わらず,

全ての鋳造体が鋳造前のチタンインゴットの耐力314

MPaより大きな耐力を示し,引張強さも

の範囲にあってT lを除いて殆どが鋳造前のチタンイン

ゴットの引張強さ　　　　より大きな値を示したoチタ

ンの引張強さや硬さは,酸素,窒素などの固溶濃度と共

に著しく増加することから41)チタンインゴットの溶融鋳

造の過程で酸素,窒素などを固溶し,耐力,引張強さ共

に増加し,鋳巣などの鋳造欠陥による減少を相殺しても

なお大きな値となったものと考える｡ T lの場合は鋳巣

の測定結果でも最大値を示したことから,鋳巣による引

張強さの減少が過大であったものと考えられる｡

チタン鋳造体の伸びは,前述の鋳巣などの鋳造欠陥に

大きく影響されて減少すると共に,酸素,窒素などの固

潜によっても低下する｡　　　　で最大値約　　を

示しているが,鋳造前のチタンインゴットの27%と比較
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してその低下は著しかった｡伸びと引張強さの測定値を

比較すると,伸びの大きな　　　　の場合は引張強さ

も最大値を示し,伸びが最小の　　　　では引張強さ

も鼻小となっているo一般に酸素,窒素などが固治した

場合は引張強さが増加するとともに,伸びが低下する｡

しかし,本実験の伸びと引張強さの刺定結果は逆の傾向

を示している｡このことから,チタン鋳造において鋳造

体の伸びを大きく低下させる要因は,酸素,窒素などの

固潜による影響よりもむしろ鋳巣などの鋳造欠陥が大き

く影響するものと考えられる｡鋳巣の測定結果では,伸

びの小さな　　　　　で鋳巣の値が最大値を示してお

り,鋳巣の存在が伸びを大きく低下させた要因であるこ

とは明白である｡

硬さの測定結果では,いずれの鋳造体も鋳造前のチタ

ンインゴットの硬さ170より著しく増加し,鋳造体表面

から50〃mの部位の硬さ　　でT 3が最大値624を示し

た｡しかし,鋳造体表面から内郭に行くに従って減少傾

向を示し, TlとT3を除いて　　　の部位の硬さ

は鋳造体中央部の　　　の部位の硬さと大差な

かった｡硬さを増加させる要図としては前述の酸素,壁

素などの固溶あるいは厘没材成分の固潜が考えられる｡

らは同純度のアルゴンガスを用いたとし

てもアルゴンガス導入前の真空度が低い場合は,酸素分

圧が高くチタン溶慶が容易に酸化され,鋳造体の性覚を

劣化させると報害しており,全ての鋳造システムが禾活

性ガス雰囲気でチタンを溶融しているものの,酸素,塞

素の影響を否定できない｡更に,表面状態の観察結果か

らも明らかなように,鋳造体表層にアルミニウL,ジル

コニウムの濃度の高い層が存在することからもアルミニ

ウム,ジルコニウムの固溶硬化も加わっているものと考

えられる｡　　　　　の場合は　　　の部位でも　以

上の値を示し, T 3では200〃mの部位でも285と大きな

値を示した.この原図として考えられることは

T 3の鋳造システムは何れも鋳造時の鋳型温度を

800℃に設定しており,鋳型温度が高いためチタン溶湯

の冷却速度が室温鋳型より遅く,チタン鋳造体の内部ま

で埋没材成分が拡散しやすいためと考えられる｡しか

し, 7種の鋳造システムの内ではT 2も鋳型濫度を700

℃に設定しており, T 2の場合は100〃mの部位で中央

部とほぼ同等の硬さを示しているo　この様な差異が生じ

た理由として　　　　　では　　　　の面分析でZrが

検出され, T2では　　　　　　が検出されており,ジ

ルコニアを埋没材成分とした場合に拡散が内部まで容易

に起こるものと推定している｡
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6.チタン鋳造システムの総合評価

年代にチタンの歯科鋳造が普及し,様々な鋳造シ

ステムが開発されてきた｡しかし,依然として鋳造性が

悪い,鋳造欠陥が発生しやすい,鋳造前と後で機械的性

寛が大きく異なる,などチタンの歯科鋳造が開始された

時点で指摘された問題が解消されたとは言い歎い｡従っ

て,本実験の結果からこれらの問題点について現段階に

おける総合的な評価を行うと,鋳造性に関してはニッケ

ルクロム合金より劣るものの,一部の鋳造システムを除

けば殆どの鋳造システムで臨床的形態のチタン鋳造体の

作製が充分可能な段階に到達していると言えよう｡ま

た,鋳巣などの鋳造欠陥については約半数の鋳造システ

ムに於いて従来の歯科鋳造と同等の水準にあると言え

る｡鋳造前と後で機械的性質が大きく異なる点では,鋳

造システムによっても鋳造体の機械的性嬰が異なり,チ

タンの特性として現状では改善が困難な問題である｡大

が鋳造体表層の反応層を化学研磨で除去すると引張

強さおよび硬さが減少し,伸びが増加すると報吾してい

るように,鋳造体表層の反応層が機械的性薯に大きく影

響していることから,埋没材の改良や鋳造体の後処理な

どによって反応層を可及的に薄くする方策も有効と思わ

れる｡

歯科鋳造に於いて,クラウン,ブリッジの適合精度も

重要な評価蓋準の一つである｡今回の実験では,鋳造床

の作製を主眼とした鋳造システムについて技術的水準評

価を行うことを目的としたため,適合精度については実

験を行わなかった｡前述のように適合精度を向上させる

方法として,アルミナとマグネシアのスピネル生成によ

る鋳型の膨張　　　　　　の変態膨張,金属ジルコニ

ウムの酸化による膨張,など様々なチタンの鋳造収縮を

捕償する方法が考案されており,クラウン,ブリッジ用

の埋没材による適合精度の評価についても今後の検討課

題といえよう｡

結　　　　　諭

歯科チタン鋳造システムの比較検討による技術的評価を

行い,より優れた歯科チタン鋳造システムを確立するため

の指針を待ることを目的として, 7種のチタン鋳造システ

ムによって同一形態の鋳造体を作製し,鋳造性および鋳造

体の物性を比較検討した結果以下の結論を得た.

チタン鋳造の評価として,鋳込み率,鋳巣の発生率,

表面粗さは従来のニッケルクロム合金と同等あるいはそ

れ以下の水準と考えられた｡また,チタン鋳造体の機械

的性窯は,鋳造システムによって異なり,画-的な評価

が困楽と考えられる｡従って,臨床的形態のチタン鋳造

体の作製は一部のシステムを除いて充分可能と思われる

が,幾つかの鋳造システムでは,信東性の高いチタン鋳

造体を待るための改良が必要と考えられた｡また,改良

のための要点として,加圧鋳造の場合は鋳込み圧と埋没

材の通気性のバランスが重要であること,高温鋳型は鋳

造体表面の反応層を厚くするのみで鋳造性には効果が少

ない,機械的性覚のバラツキを滅ずるためには鋳巣の発

生を減少させること,アルミナ系埋没材では鋳造体が着

色し易く表面も硬化し易いこと,バク-ンコーティング

材の使用は鋳巣の発生を招きやすいこと,などが示唆さ

れた｡
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Recently, the development of titanium casting machines and investment materials has

made possible titanium restorations and prosthetic appliances in dentistry･ However, presently

available technology for titanium casting lS I10t Problem free･ For instance inadequate mold

filling and intolerable porosity are well known defects frequently observed in titanium

castings･ There are seven different titanium casting systems that are commercially available

in Japan and specialized casting machines and investment materials are required for each

casting system･ Different casting methods and materials will result in varied castability and

different properties of cast titanium. In order to assess the present technical level of Japanese

titanium casting systems, comparative examinations of ca･stability and other properties of cast

titanium were done. The castability with a use of mesh casting monitor, surface roughness,

mechanical properties, internal porosity of cast titanium and analysis Of surface reaction zone

､　　､･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:

CYCLARC (J. MORITA CO.), AUTOCAST (GC. CO), ARVATRON (ASAHI ROENTGEN

, eA　　　　　　く. K‥　　　lDA上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:　lST

(SELEC CO.), TITANIUMER (K. K. OHARA), TYCAST (JENERIC/PENTRON INC.), were

compared.

On the evaluation of castability, the least effective showed 56% castability, five systems

were in the range of 96-99% and one system was lOO% effective･ The centrifugal casting

methods tend to show highcastability. From these results the castability of titanium was

shown to be lower than that of the conventional dental alloy. The surface roughness (Ra) of

the cast titanium was 3.18-8.90 pm. Five of the systems caused little internal poroslty but

two of the systems that used pattern coating materials caused a lot of poroslty･ The tensile

strengths and the elongation of the cast titanium showed significant differences among the

cast systems (p< 0.05). The amount of internal porosity was associated with the tensile

propertiesI Vickers hardness number was declined from the surface to the interior･ The

hardness number at 50 FLm from the surface was 312 to 624, but it was around 200 at 500 Elm

from the surface. Improved castability and mechanical properties of cast titanium were

achieved by developlng better casting machines and investment materials･ Althoughnone of

these systems are satisfactory, some of them are good enough for use in dental clinic･
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