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緒 言

歯科インプラント材料としてチタンまたはTi

－６Al－４Ｖ合金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１），細胞との親和性２），Ca の吸着３），

吸着タンパク質のコンフォメーション変化が少な

い４），アパタイト核形成の誘起５），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。

歯科インプラントの構造としては，チタンある

いはチタン合金製のフィクスチャーにスクリュー

でアバットメントが連結され，アバットメントに

上部構造体が固定される方式が一般的である。ア

バットメントと上部構造体の固定方法としては，

セメントによる場合とスクリューで固定される場

合があるが，メーカーのプロトコルでは機械的な

スクリュー固定が数多く行われている６）。

この様にインプラント構造体は機械的に接合さ

れ，上部構造体はチタンやチタン合金とは異なる

歯科用合金が使用される場合があるため，口腔内

において応力腐食，隙間腐食やガルバニックアク

ションによる腐食が生じやすい条件にあると考え

られる。

鈴木ら７）は破折したインプラントのアバットメ

ントの表面分析を行い，破折面の黒変や粗�化を
認め，隙間腐食を示唆している。チタンは自然電

極電位が－１．６Ｖと極めて卑な金属であり，条件

によっては著しい隙間腐食を生じるとも報告され

ている８）。また，Reclaru９），Grosgogeat１０）らはチ

タンと上部構造に使用される歯科用合金とのガル

バニ腐食について調べ，チタンと歯科用金合金の
別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２
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抄 録：歯科インプラントのアバットメントとインプラント上部構造物の接合における腐食挙動を
明らかにするために，チタンおよびチタン合金と歯科用合金をスクリューで接合させ，電気化学的
性質を調べた。自然電極電位および動電位分極挙動の測定結果から，以下のことが明らかとされ
た。接合試料の自然電極電位および腐食電位は各々の合金単体の電位の中間の電位を示した。接合
試料の不動態保持電流密度は，合金単体よりも高い電流密度を示し，この原因として，ガルバニッ
クアクションよりも隙間腐食の影響が大きいと考えられた。また，接合試料の過不動態化電位は，
合金単体の低電位側の金属に依存し，金銀パラジウム合金では０．３Ｖ付近，金合金では０．８Ｖ付近に
あり，チタンおよびチタン合金の同種の接合では１．５V以上であった。従って，チタンおよびチタ
ン合金と同種の接合は，チタンおよびチタン合金と金銀パラジウム合金の接合より耐食性に優れて
いると考えられた。

キーワード：チタン，腐食，孔食，隙間腐食，電気化学的測定
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ガルバニ電流は僅少で腐食への影響は少ないと報

告しているが，ガルバニ電流は接触した合金の種

類のみでなく，電解質に露出している面積比も影

響する為，インプラント構造体の形状や接合方法

を考慮する必要があると述べている。

前述したように，アバットメントと上部構造は

スクリューで機械的に接合される場合が多く，隙

間腐食とガルバニ電流の両者の影響を同時に評価

する事も重要と考える。そこで，本研究では，チ

タンおよびチタン合金と上部構造として使用され

る歯科用合金をスクリューで接合させ，臨床的な

アバットメントと上部構造を模した構造体の電気

化学的腐食挙動を測定し，歯科インプラントにお

けるアバットメントと上部構造体の接合が耐食性

に与える影響を検討した。

材料及び方法

１．試料の作製

CPチタン（KS５０，神戸製鋼，略号TI），Ti－

６Al－４Ｖ合金（KS６４，神戸製鋼，略号ALV），Type

４金合金（キャスティングゴールドType�，石
福，略号 PGA），金銀パラジウム合金（キンパラ

Ｓ１２，石福，略号 PD）を材料とし（表１），TI な

らびにALVは直径２０mm，厚さ６mmの円板試

料と直径４mm，長さ１５mmの線材，PGAは直

径３．５mm，長さ７mm，PDは直径３．０mm，長さ

１２．５mmの市販加工材を試料として用いた。

フィクスチャーとアバットメントのスクリュー

による接合部を作製するために，直径２０mm，長

さ６mmのTI ならびにALVの円板試料中央部

に，Ｍ３のタップを用いて深さ５mmのスク

リューホールを付与した。また，TI ならびにALV

の線材と，PGAならびに PDの加工材にＭ３の

ダイスを用いて長さ４mmのスクリュー（略号Ｓ）

を付与した（図１，２）。両者をプライヤーで把持

し，スクリューをねじ込むことによって固定し，

TI と各合金の接合試料（TI－TIs，TI－ALVs，

TI－PGAs，TI－PDs）ならびにALVと各合金の

接 合 試 料（ALV－TIs，ALV－ALVs，ALV－

PGAs，ALV－PDs）を作製した。

TI ならびにALVの円板試料表面は０．３µmの
アルミナによる鏡面研磨とし，スクリューの表面

はタップおよびダイスによる加工面とした。

表１ チタンおよびチタン合金と歯科用合金

合 金 略号 製品名 製造会社 組成（mass％）

CP－Ti TI KS５０ 神戸製鋼 Ti＞９９．５
Ti－６Al－４Ｖ合金 ALV KS６４ 神戸製鋼 Ti－６．０Al－４．０Ｖ
タイプ４金合金 PGA キャスティング

ゴールドType�
石福金属 ６７．２５Au－１０．９Ag－４．２５Pt－３．５Pd－１２．０

Cu－Bal
金銀パラジウム合金 PD キンパラＳ１２ 石福金属 １２．０Au－５１．０Ag－２０．０Pd－１４．５Cu－Bal

１mm

図１ 電気化学的測定試料の形状（単位：mm） 図２ チタンスクリューとスクリューホール
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TI ならびにALVの円板試料と PGAならびに

PDの加工材にスポットウェルダーでビニール被

覆線を接合することによって，各試料へのリード

線とした。更にエポキシ樹脂とワックスで包埋す

ることによって，測定部位のみ腐食溶液に露出さ

せた。

２．測 定

１）電気化学的測定

電気化学腐食測定装置（Potentiostat, Model 273

& Corrosion software M３５２C：PARC）と３７℃の

恒温槽に設置された電解槽を用い，参照電極を飽

和カロメル電極（SCE），対極を白金極として自然

電極電位，動電位分極曲線を求めた。腐食試験溶

液は純窒素を３０分間以上通気することによって酸

素をパージした０．９％NaCl＋１．０％乳酸の混合溶

液（pH≒３．０）とした。自然電極電位は浸漬１０分後

の電位とし，動電位分極は－１．２Ｖから過不動態

化電位まで０．３３mV／sec の速度で電位を走査

し，分極を行った。なお，不動態破壊あるいは孔

食と思われる電流密度の急激な上昇が生じた場合

はその電位で測定を中止した。各動電位分極曲線

より，腐食電位（Ecorr），過不動態化電位（Ep），

過不動態化電位での電流密度（Ip）を求めた。電流

密度の算出に当たっては，試料表面積の測定が必

要となるが，スクリューで接合された試料の場

合，溶液に暴露される正確な表面積を求めること

が困難であるため，TI およびALVの試料と同

一面積として電流密度を算出した。

測定値は各条件に付き３個の試料の平均値と

し，ｔ検定により有意差の検定を行った。なお，

電気化学的測定は研磨後１２時間以上経過した後に

測定を開始した。

２）試料表面の観察

試料表面の腐食状態を調べるために，動電位分

極試験前後の試料にAu－Pd スパッタリングを

施し，表面状態をスクリューホール部，スク

リューの上下部に分けて，走査型電子顕微鏡（JSM

－６３４０Ｆ，日本電子）で観察した。

結 果

自然電極電位の測定結果を図３に示した。金属

単体の自然電極電位では，チタンとチタン合金

は，－０．０５～－０．２Ｖの電位を示し，歯科用合金

の PGAは０．１５Ｖ，PDは０．１Ｖと貴な電位を示し

た。各合金を接合した場合の自然電極電位では，

チタン（TI）との接合では，何れも０．０２～０．０５Ｖ

の範囲の電位を示し，チタン合金（ALV）との接

合では，チタンおよびチタン合金スクリュー

（TIs，ALVs）で－０．０６～－０．１Ｖの電位を示し，

歯科用合金スクリュー（PGAs，PDs）では０．０２～

０．０４Ｖの電位を示した。

TI と PGAおよびTI－PGAs の各試料の動電

位分極曲線を図４に示した。TI では最も卑な腐

食電位と最も低い不動態保持電流密度を示した。

また，０．５Ｖから２Ｖまでの範囲で電流密度は約

０．４µA／cm２で不動態が維持され，過不動態化電
位域は認められなかった。PGAと TI－PGAs の

過不動態化電位は０．８Ｖ付近でほぼ同電位にあっ

たが，この電位でのTI－PGAs の電流密度は約

図３ 金属単体および接合試料の自然電極電位 図４ TI，PGA，TI－PGAs の動電位分極曲線
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１０µA／cm２を示し，PGAの約２µA／cm２よりは
大きな値を示した。

ALVと PGAおよびALV－PGAs の各試料の

動電位分極曲線を図５に示した。PGAの不動態

保持電流密度は１µA／cm２以下にあり，ALVの
約５µA／cm２より低い電流密度であった。ALV
では１．５Ｖ付近まで電流密度がほぼ一定で不動態

が維持されており，１．５Ｖ以上でやや電流密度が

上昇傾向にあるものの，顕著な増加は認められ

ず，明確な過不動態化電位は存在しなかった。

ALV－PGAs の過不動態化電位は０．８Ｖ付近で

PGAとほぼ同電位であり，TI に PGAs を接合し

た場合と同様の傾向を示した。

TI と PDおよびTI－PDs の各試料の動電位分

極曲線を図６に示した。PDと TI－PDs の過不

動態化電位は０．３Ｖ付近でほぼ同電位にあり，こ

の電位でのTI－PDs の電流密度は約１０µA／cm２

を示し，PDの約１µA／cm２よりは大きな値を示
した。

ALVと PDおよびALV－PDs の各試料の動電

位分極曲線を図７に示した。ALVの不動態保持

電流密度は約５µA／cm２を示し，PDの不動態保
持電流密度よりは大きな電流密度を示した。PD

とALV－PDs の過不動態化電位は０．３Ｖ付近で

ほぼ同電位にあり，チタンと同様にこの電位での

ALV－PDs の電流密度は約１０µA／cm２を示し，
ALVよりは大きな値を示した。

チタンおよびチタン合金と同種のスクリューで

接合した試料（TI，ALV，TI－TIs，TI－ALVs，

ALV－TIs）の動電位分極曲線を図８に示した。

腐食電位は何れもほぼ同一の電位で－０．４～－０．５

V付近にあった。TI は０．４µA／cm２付近の不動態
保持電流密度で２．０Ｖまで不動態が維持されてお

り，ALVの場合は２～５µA／cm２で不動態保持

図５ ALV，PGA，ALV－PGAs の動電位分極曲線 図６ TI，PD，TI－PDs の動電位分極曲線

図７ ALV，PD，ALV－PDs の動電位分極曲線
図８ TI，ALV，TI－TIs，TI－ALVs，ALV－TIs

の動電位分極曲線
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電流密度は１．５Ｖ付近まで大きな増加は認められ

なかった。同種のスクリューで接合した試料（TI

－TIs，TI－ALVs，ALV－TIs，ALV－ALVs）

では，単体金属（TI，ALV）より不動態保持電流

密度が大きく，電位の上昇と共に徐々に増加する

傾向があるものの，明確な過不動態化電位は認め

られず，２．０Ｖでも最大で３０µA／cm２であった。
動電位分極曲線から得られた腐食電位（Ecorr）

を図９に示した。チタンおよびチタン合金（TI，

ALV）で－０．３５～－０．５Ｖの電位を示し，歯科用

合金（PGA，PD）では－０．１５Ｖ前後の電位を示し

た。各合金を接合した場合の電位は，チタンおよ

びチタン合金スクリュー（TIs，ALVs）との接合

で，チタンおよびチタン合金単体の電位より卑ま

たは同等の電位を示し－０．４５Ｖ前後を示した。歯

科用合金スクリュー（PGAs，PDs）との接合で

は，チタンおよびチタン合金単体と歯科用合金単

体との中間の電位で－０．２５～－０．３０Ｖを示した。

動電位分極曲線から得られた過不動態化電位と

過不動態化電位での電流密度を図１０に示した。チ

タンおよびチタン合金（TI，ALV）ならびにチタ

ンおよびチタン合金スクリュー（TIs，ALVs）と

の接合では孔食や明確な過不動態化電位が認めら

れなかったため，測定最大電位あるいは電流密度

１０µA／cm２以上となる電位を示している。チタン
およびチタン合金単体では２．０Ｖ以上でも不動態

が維持されており，電流密度も２µA／cm２以下で
推移した。チタンおよびチタン合金と同種のスク

リューで接合した試料（TI－TIs，TI－ALVs，

ALV－TIs，ALV－ALVs）では電位は２．０Ｖ前後

で１０µA／cm２以上の電流密度に達していた。チタ
ンおよびチタン合金と歯科用合金スクリュー

（PGAs，PDs）との接合試料では，歯科用合金単

体の電位とほぼ同電位に過不動態化電位があるも

のの，過不動態化電位での電流密度は３～５µA
／�を示し，歯科用合金単体の電流密度よりやや
大きな値を示した。

動電位分極測定前後のスクリュー上部の SEM

像を図１１に示した。動電位分極測定前はTIs，

PGAs 共に明瞭な切削加工表面が観察された。動

電位分極測定後では PDs，PGAs を接合した試料

で，TI あるいはALVとの接合部（スクリュー上

部）付近に局所的に溶解腐食が生じたと考えられ

る粗面が認められた。

考 察

腐食はアノード反応（金属の酸化）とカソード反

応（酸素または水素の還元反応）が同時に起こるこ

とで進行する現象であるが，この反応が同一表面

で生じる場合は全面腐食となる。チタンの不動態

皮膜は緻密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強アルカリの環境を除いて，

この様な腐食は生じ難い。他方，アノード反応と

カソード反応が別々の部位で生じる環境では特定

の部位でアノード反応が起こる。緻密な不動態皮

膜によって耐食性に優れたチタンであっても，元

図９ 金属単体および接合試料の腐食電位（Ecorr） 図１０ 金属単体および接合試料の過不動態化電位（左）
と電流密度（右）
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来は金合金の様な貴金属とは異なる活性な金属で

あり，応力下や間隙に置かれた場合は耐食性が劣

ることが知られている１１）１２）。歯科用合金の隙間腐

食については，ステンレス鋼に関するRogers１３），

Brown１４）らの報告があり，孔食電位より低い電位

で隙間腐食が発生するとしており，インプラント

材に関する Sutow１５）の報告でも，隙間腐食の発生

する電位は低電位にあり，耐食性の良いと考えら

れる合金であっても口腔内で容易に腐食が生じや

すいと報告している。

インプラント構造体は機械的に接合されている

ため，間隙の存在や固定のための応力が常に存在

するだけでなく，上部構造体として用いられる異

種の合金との組み合わせはガルバニックアクショ

ンによる起電力が更に腐食反応を促進させる要因

として作用すると考えられる。しかし，隙間腐食

とガルバニ電流を個々に測定した報告１６）１７）１８）は見

られるものの，両者が同時に生じるような環境で

測定した報告は少ない。そこで，本研究では隙間

腐食とガルバニックアクションの両者が影響する

環境として，歯科インプラントで多用されている

CPチタンおよびTi－６Al－４Ｖ合金と上部構造

として用いられる歯科用合金（Type４金合金，金

銀パラジウム合金）を用い，これらの合金のスク

リューを作製して，スクリュー固定による間隙と

異種合金の接合による試料を構成した。腐食試験

溶液としては人工唾液や生理食塩水による報

告１９）２０）もあるが，チタンは乳酸にやや溶解すると

の報告もあり２１），金属の腐食試験溶液として用い

られる０．９％NaCl と１％乳酸の混合溶液２２）を用い

動電位分極前

動電位分極後

図１１ 動電位分極前後のスクリュー表面形状
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た。また，隙間腐食やガルバニ電流の測定では長

期間に次第に進行する反応として，静置浸漬の環

境で測定された報告が多いが，本研究では１０分後

の自然電位とその後に動電位分極を生じさせるこ

とで，電位の関数としての腐食挙動を明らかにす

ることを試みた。

金属は固有の酸化還元平衡電位（標準電極電位）

を持ち，その大小によってイオン化の傾向を知る

ことが出来る２３）。自然電極電位は金属の標準電極

電位とは異なり，浸漬された溶液に対して金属が

示す動的平衡状態の電位であり，金属表面の状態

および浸漬溶液の pH，溶存酸素濃度，温度など

の環境因子によって大きく左右される２４）。従っ

て，同一金属であっても，環境条件によって電位

は異なってくる。自然電極電位の測定結果（図３）

では，チタンおよびチタン合金単体では卑な電位

を示し，金合金と金銀パラジウム合金では貴な電

位を示した。チタンの標準電極電位は－１．２Ｖに

あり，活性な環境ではかなり低電位の値を示すも

のと思われるが，本実験の試料では鏡面研磨した

後に１時間以上大気中で放置されたため，－０．０３

Ｖ付近と高い電位を示したものと思われる。チタ

ンとチタンおよびチタン合金スクリューを接合し

た場合０．０２Ｖ付近とやや高い電位を示したが，単

体との差異も０．０５Ｖ程度であり接合による自然電

極電位への明確な影響は無いものと考える。

自然電位の異なる金属を接触させると両者の混

成電位として一般に中間の電位を示す。チタンと

チタン合金に金合金および金銀パラジウム合金ス

クリューを接合した場合は，金属単体の電位のほ

ぼ中間の電位を示していた。高田ら２５）はステンレ

ス鋼と金銀パラジウム合金を電気的に接続した場

合，浸漬初期には金銀パラジウム合金の方がカ

ソードとなりステンレス鋼がアノードとなるが，

数時間後には逆転してステンレス鋼の方がカソー

ドになると報告している。従って，長時間の浸漬

で電位が変動するものと考えられるが，本実験の

ような浸漬初期の電位としては，全ての接合が単

体金属と同等または中間の電位を示し，接合によ

る自然電極電位の変化は少ないと考えられた。

動電位分極曲線は外部から電位を与え，カソー

ドとアノードの分極による反応挙動を調べる方法

である２６）。動電位分極曲線からは測定試料が，溶

液中で不動態化する特性を持つか否か，不動態を

維持する電位範囲，不動態領域での腐食速度，な

どの情報を得ることが出来る２７）。溶液中に合金が

浸漬された場合，局所的にカソードとアノードの

反応が生じ，溶液中での平衡を保っている。この

平衡電位が前述の自然電極電位であるが，この電

位より低い電位を外部から印加した場合にカソー

ド反応が生じる。更に，アノード方向に電位を上

昇させる方法が動電位分極である。本実験では合

金の種類や試料表面の活性化の程度が異なるた

め，Brugirard ら２８）の方法に準じ－１．２Ｖから分極

を開始した。外部から－１．２Ｖの電位を与えた場

合，本実験における全ての合金は還元反応を示

し，５～１０００µA／cm２の還元電流を示した。この
電位から貴な方向に電位を上昇させていくと，カ

ソードとアノードの反応が平衡になる電位つまり

腐食電位（Ecorr）に達し，電流密度が極小値とな

る。更に電位を上昇させていくと酸化（アノード

反応）によって電流はいったん上昇し，不動態化

によって電流密度の上昇は抑制される。不動態化

した試料表面では，電位の上昇に関係なくほぼ一

定の微小な電流が観測される。この電流を不動態

保持電流と称し，不動態を保つために最小限度必

要な電流であるが，この電流密度は不動態の原因

となっている表面層の溶解と再不動態化が平衡に

なる電流密度である。従って，この値が小さいほ

ど不動態状態における耐食性が優れているといえ

る。そこで，動電位分極曲線の比較と共に，動電

位分極曲線から得られた腐食電位（Ecorr），過不

動態化電位Ep，過不動態化電流密度（Ip）を指標

として，接合試料の影響を検討した。

腐食電位（Ecorr）については，チタンおよびチ

タン合金と同種の合金のスクリューを接合した場

合，全てが同等の電位を示し，チタンおよびチタ

ン合金と金合金，金銀パラジウム合金を接合した

場合は単体金属の電位のほぼ中間の値を示し，自

然電極電位と同様の傾向であった。従って，接合
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試料の腐食電位は異種金属を電気的に接続して測

定された場合の報告１７）１８）とほぼ一致しており，自

然電極電位や腐食電位には異種金属の接合による

影響が少ないものと考えられた。

動電位分極曲線の比較では，全ての接合におい

て，不動態保持電流密度は単体金属の不動態保持

電流密度よりも大きく，その差異はチタンおよび

チタン合金と同種の合金のスクリューを接合した

場合で大きかった（図１０）。また，全ての接合で電

流密度が徐々に上昇する傾向が認められた。接合

試料で電流密度が大きくなる原因として，スク

リューを接合した試料ではTI と ALVの表面積

と同一と仮定して電流密度を算出したため，スク

リュー接合試料では表面積の増加による影響も否

定できないが，不動態保持電流密度は２倍以上と

なっており，単なる表面積の増加による影響とは

考え難い。北山２９）は「隙間腐食の発生機構の第一

段階は，隙間内金属の極くわずかな溶解に伴う酸

素あるいは酸化剤の消費が起こり，隙間内と隙間

外で酸素濃淡電池を生じる。第二段階では隙間内

のチタンイオン濃度の上昇と共に，隙間内のイオ

ンバランスを保つために陰イオン（塩化物イオン）

が隙間内に泳動し濃縮する。チタンの不動態保持

電流密度は，塩濃度及び温度の上昇と共に増加す

る。」と述べており，不動態保持電流密度が徐々

に増加する原因はこの様な隙間腐食の前段階の反

応が徐々に生じているためと考えられる。更にこ

の状態が継続されるならば，塩の濃縮が水素イオ

ンの活量を増加させ，隙間内の pHを低下させる

ことによって脱不動態化 pHに到達すると，部分

的にチタンの不動態皮膜の溶解が生じ，溶解が定

常的となって隙間腐食に至ることも予測される。

Sutow１５）は生理食塩水中での隙間腐食について測

定し，チタンの場合は６００mVで１，０００分間浸漬し

ても隙間腐食は認められなかったと報告してお

り，本実験の結果でも，不動態保持電流密度の上

昇が認められたものの，金属単体の過不動態化電

位に達するまでは急激な電流密度の上昇は認めら

れず隙間腐食の発生が測定中に生じることは無

かった（図４～図８）。従って，過不動態化電位よ

りも低い一定の電位で長期間保持された場合は隙

間腐食の発生も否定できないが，本実験結果から

明らかなことは，チタンおよびチタン合金とスク

リューとの接合であっても，不動態は合金単体の

過不動態化電位まで維持されると言える。動電位

分極後の試料の SEM観察で，金銀パラジウム合

金（PDs）および金合金スクリュー（PGAs）のネッ

ク部で局所的な腐食が認められたが，この腐食は

隙間腐食の発生によるものでなく，過不動態化電

位に到達し，チタンとスクリューの間隙で前述の

ような塩濃度の上昇と pHの低下が相まって腐食

反応が始まり，局所的な腐食を招いたものと考え

る。

Reclaru９）はチタンと歯科用金合金，パラジウム

合金，ニッケルクロム合金，ステンレス鋼を組み

合わせた場合のガルバニック電流を測定し，歯科

用金合金，金銀パラジウム合金との組み合わせで

はチタンがアノードとなり，ニッケルクロム合

金，ステンレス鋼との組み合わせではチタンがカ

ソードとなるものの，ガルバニ電流密度は±１µA
／cm２以下であり，ステンレス鋼との組み合わせ

を除いて腐食のリスクは少ないと報告している。

本実験の結果，動電位分極で不動態保持電流密度

が接合試料で増加したことは，合金の接合によっ

て合金単体よりも耐食性は低下すると考えられ

る。しかし，不動態は合金単体と同電位の過不動

態化電位まで維持されており，接合による耐食性

を評価する場合は，過不動態化電位の大小が大き

な要因になるといえる。従って，隙間腐食とガル

バニックアクションが共存する過酷な条件でも，

チタンおよびチタン合金と同種の合金では１．５Ｖ

付近まで１０µA／cm２以下の電流密度で維持される
ところから，チタンおよびチタン合金と同種の合

金の接合は最も腐食のリスクが少ないと考えられ

る。他方，PGAs と PDs の接合では０．８Ｖと０．３

Ｖで過不動態化電位に達しており，通常口腔内で

発生する電位３０）とされる±０．３Ｖを基準に考える

ならば PDs との接合は腐食のリスクが大きいと

いえる。

隙間腐食の測定には金属とプラスチックで間隙
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を構成し，腐食溶液中に長時間浸漬する方法３１）と

生理食塩水中で０．８Ｖの電位を印加して短時間で

測定する方法３２）がある。本実験では異種合金の接

合であるため何れの方法も採用せずに，電位の関

数として隙間腐食とガルバニックアクションの影

響を調べた。前述した様に不動態保持電流密度の

上昇傾向は隙間腐食の前段階とも考えられ，長時

間の測定によっては過不動化態電位よりも低電位

で隙間腐食が発生することも考えられる。また，

ステンレス鋼の隙間腐食について調べた研究で

は，静的な浸漬では腐食は生じなかったが動的な

フレッチングが生じる環境では隙間周囲に腐食が

認められたとの報告３３）もある。歯科インプラント

は常に咬合力を受けているところから応力下での

検討も必要と考えられる。定電位での長時間の観

察あるいは応力下での評価は今後の課題と思われ

る。

結 論

歯科インプラントのアバットメントとインプラ

ント上部構造物の接合における腐食挙動を明らか

にするために，チタンおよびチタン合金と歯科用

合金をスクリューで接合させ，電気化学的挙動を

検討した結果，以下のことが明らかとされた。

１．チタンおよびチタン合金と歯科用合金を接合

した試料の，浸漬直後の自然電極電位および腐

食電位は，各々の合金単体の電位の中間の電位

を示した。

２．接合試料の不動態保持電流密度は，合金単体

よりも高い電流密度を示した。また，この原因

として，ガルバニックアクションよりも隙間腐

食の影響が大きいと考えられた。

３．接合試料の過不動態化電位は，合金単体の低

電位側の金属に依存し，金銀パラジウム合金で

は０．３Ｖ付近，金合金では０．８Ｖ付近にあり，チ

タンおよびチタン合金の同種の接合では１．５Ｖ

以上であった。

４．チタンおよびチタン合金と同種の接合は，チ

タンおよびチタン合金と金銀パラジウム合金の

接合より耐食性に優れていると考えられた。

本論文の要旨は第７９回国際歯科研究学会（平成１３年６
月２８日，千葉）および第５回国際歯科チタンシンポジウ
ム（平成１３年７月１日，千葉）において発表した。
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Electrochemical corrosion at the area of contact between an abutment and implant fixture was in-

vestigated. A Simulated contact area was created using different alloys. CP－Titanium（TI）and Ti－6

Al－4 V alloy（TAV）disks２０mm in diameter and６mm thick were drilled to make screw holes３mm in

diameter. Screw bolts３mm in diameter was made of four different alloys ; TI, TAV, Type４gold alloy

（PGA）and gold－silver－palladium alloy（PDA）. Each coupled disk and screw bolt was embedded in ep-

oxy resin and the connected area was exposed in electrolyte solution. A mixed solution with 0.9% NaCl

and 1.0% Lactic acid was used as a corrosion test solution. The potentiodynamic polarization profiles

were determined using an electro－chemical device（PARC Potentiostat, Model 273 with software M３５２

C）. The corrosion potential（Ecorr）, passive current density（Ip）and transpassive potential（Ep）were ob-

tained from each potentiodynamic polarization profile. Although Ep was nearly the same as that of

each single alloy, Ip was increased by coupling. The potentiodynamic polarization behavior revealed

that the corrosion resistance of the coupled specimens was lower than that for single alloys. The influ-

ence of coupling on the corrosion resistance of titanium and titanium alloy was less significant than on

that of noble－metal alloys. A titanium and titanium alloy coupling is recommended for use in dental

implants. （The Shikwa Gakuho，１０２：６６５～６７５，２００２）
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