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緒 言

チタンは融点が高く活性な金属であるところか

ら，従来の歯科用合金を対象とした鋳造用具では

鋳造不可能であり，チタン専用の鋳造機と埋没材

が開発され１，２，３），次第にチタン補綴物や修復物が

歯科臨床に普及してきている。

他方，チタンの融点付近での酸化物生成自由エ

ネルギーは従来の歯科用埋没材の主成分であった

シリカよりも低いため，チタン溶湯と鋳型材の反

応が生じ易いと考えられ，より酸化物生成自由エ

ネルギーの低い，マグネシア，アルミナを主成分と

したチタン鋳造用の埋没材が市販されている４）。

しかし，鋳型材の組成は，鋳造の成否に関わるだ

けでなく，チタン鋳造体の機械的性質に大きく影

響する。市販のチタン鋳造用埋没材で純チタンを

鋳造した場合，ビッカース硬さで３００～６００，引張強

さで４００～７５０MPa と埋没材によって大きな差異

が生ずることも報告されている５，６）。

チタンと耐熱性酸化物の反応については亘

理７，８），Miyakawa９），橋本１０）らが表面分析による検

討を行い，耐熱性酸化物とチタンの高温での反応

はシリカ＞アルミナ＞マグネシア，カルシア，ジ

ルコニアの順で高いと報告し，更に，チタン溶湯

と接触したシリカやアルミナは還元されてチタン

鋳造体表層に Si や Al の拡散層を形成すると報告

している。しかし，これら耐熱性酸化物の拡散層

と機械的性質の関係や鋳型温度と拡散層の関係に
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抄 録：チタン鋳造において，鋳型材の組成はチタン鋳造体の機械的性質に大きく影響することが
明らかとされている。そこで，鋳型材成分としての耐熱性酸化物とチタン鋳造体の反応および機械
的性質への影響を調べることを目的として，シリカ，アルミナ，マグネシア，ジルコニア，カルシ
アの単一の耐熱性酸化物鋳型に鋳造されたチタン鋳造体表層の硬さと反応層について検討した。
鋳造体表面から５０µmの部位の硬さ（Hv）は，８００℃鋳型で３６４～５８６，室温鋳型で３１７～４３１の範囲

にあり，表面の機械的性質には鋳型温度が大きく影響すると考えられた。また，表面反応層と表面
硬化層の厚さは耐熱性酸化物によって異なり，硬化の機構には反応層の生成と元素の拡散が関わっ
ているものと推定された。チタン鋳造体表面の反応層は酸化物によって大きく異なり，シリカ，ア
ルミナ，ジルコニアの室温鋳型では１０～５０µm，８００℃鋳型では２０～１６０µmの範囲にあり，カルシ
アとマグネシアの室温鋳型では５µm以下，８００℃鋳型では１５µm以下であった。更に，シリカを鋳
型とした場合にTi５Si３，アルミナを鋳型とした場合にAlTi３など鋳型材成分とチタンとの反応生成
物が認められ，耐熱性酸化物が還元されて成分元素がチタンに固溶し，機械的性質を変えるものと
推定された。
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ついては不明な点も多い。

そこで，鋳型材成分としての耐熱性酸化物とチ

タンの反応および機械的性質への影響を調べるこ

とを目的として，シリカ，アルミナ，マグネシ

ア，ジルコニア，カルシアの単一の酸化物で作製

された鋳型に鋳造されたチタン鋳造体表層および

断面の硬さ，元素分布，結晶相の同定，組織観察

を行い，各酸化物とチタンの反応層について検討

した。

材料および方法

１．材料

耐熱性酸化物としては，酸化物生成自由エネル

ギー１１）がチタンより低いとされるマグネシア

（MgO），アルミナ（Al２O３），ジルコニア（ZrO２），

カルシア（CaO）の４種類を選択し，さらに酸化物

生成自由エネルギーはチタンより高いとされるも

のの，歯科用埋没材として汎用されているシリカ

（SiO２：石英）を加えた５種類の酸化物粉末を用い

た。また，練和泥の作製のために各酸化物と同成

分の溶液として，シリカ粉末の練和にはコロイダ

ルシリカ溶液，マグネシア粉末の練和には水酸化

マグネシウム溶液，アルミナ粉末の練和にはアル

ミナゾル溶液，ジルコニア粉末の練和にはジルコ

ニアゾル溶液，カルシア粉末の練和にはメタノー

ルを各々用いた。各酸化物粉末の品名，製造会

社，組成，粒度ならびに練和溶液の品名，製造会

社，組成を表１に示した。

チタンインゴットは同一ロットの JIS２種相当

の純チタン３０ｇ（直径２５ｍｍ，高さ１４ｍｍ，ST６０，

日本ステンレス）を全ての鋳造体の作製に用い

た。

２．鋳造体試料の作製

ブルーインレーワックスで直径２０ｍｍ，厚さ１

ｍｍの円板状パターンを作製し，直径３４ｍｍ，高

さ４５ｍｍの鋳造リング内に各耐熱性酸化物粉末と

対応する溶液で練和した練和泥を注入し埋没し

た。尚，各溶液（Ｌ）と各酸化物粉末（Ｐ）との練和

比（Ｌ/Ｐ）はコロイダルシリカ／シリカは０．３０，

水酸化マグネシウム／マグネシアは０．２８，アルミ

ナゾル／アルミナは０．２２，ジルコニアゾル／ジル

コニアは０．２２，メタノール／カルシアは０．２５で練

和した。各酸化物につき１０個の鋳型を作製した。

埋没後，室温で２４時間乾燥硬化させた。次にパ

ターンの焼却と鋳型の予備加熱を兼ねて，室温か

ら８００℃まで１時間で昇温し３０分以上係留した

後，５個は鋳型温度８００℃で鋳造を行い，５個は

鋳型を室温まで冷却し鋳造した。鋳造機はサイク

ラーク（モリタ）を用い，溶解電流１９０Ａ，溶解時

間６０sec，アルゴン圧１．５kgf/cm２で鋳造を行った。

表１ 耐熱性酸化物粉末と練和溶液

酸化物粉末 品 名 製造会社 組 成 粒 度

シリカ Quartz－S 大成工業 SiO２＞９９．０％ －２００mesh
マグネシア RA タテホ化学 MgO＞９８．２％ －２００mesh
アルミナ AS－３０－１ 昭和電工 Al２O３＞９９．８％ －３２５mesh
ジルコニア FZCA タテホ化学 ZrO２＞９４．０％ －２００mesh
カルシア FCA－８A タテホ化学 CaO＞９８．９％ －２００mesh

溶 液 品 名 製造会社 組 成 安定化剤

コロイダルシリカ Snowtex－S 日産化学 SiO２＞３１％ Na＋

水酸化マグネシウム MH－３ 岩谷化学 Mg（OH）２＞１９％ Cl－

アルミナゾル －２００ 日産化学 Al２O３＞１０％ CH３COO－

ジルコニアゾル NSZ－３０A 日産化学 ZrO２＞３０％ Cl－

メタノール Methanol 和光純薬 CH３OH＞９９．８％ －
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鋳造後８０µmのガラスビーズを用いたサンドブラ
スター（５kgf/cm２の空気圧）で，鋳造体表面に焼

き付いた埋没材のみを除去した。

３．鋳造体断面の硬さの測定

鋳造後の円板状チタン鋳造体の中央部を切断

し，断面を露出させてエポキシ樹脂に包埋した

後，自動研磨機にて鋳造体断面の鏡面研磨を行

い，測定用試料とした。鋳造体断面の硬さは，表

面から５０µm間隔で鋳造体内部５００µmまでビッ
カース硬さ計（MVK－E，明石）を用いて測定荷

重５０gf，測定時間１５sec の条件で測定した。尚，

硬さの変動が大きいため，一試料につき３箇所の

測定を行い，平均値を測定部位の硬さとした。

４．鋳造体表層の結晶相の同定

円板状鋳造体の表面を，微小部X線回折装置

（Rint２０００，PSPC－MDG，理学）にφ１００µmのコ
リメータを使用し，Ｘ線入射角２０度で定性分析し

た。また，鋳造体の中央部を切断し，エポキシ樹

脂に包埋した後，自動研磨機にて中央部断面の鏡

面研磨を行い，微小部Ｘ線回折装置にφ３０µmの
コリメータを使用し，３０µm間隔で鋳造体内部５００
µmまで定性分析を行った。
５．鋳造体断面の元素分布および組織観察

鋳造体表層の元素分布を調べるために鋳造体断

面の鏡面研磨を行い，EPMA（Ｘ－３０１０，加速電

圧１０kV，照射電流１０mA，日立）による鋳造体断

面の面分析と線分析を行った。また，鋳造体断面

の組織を観察するために，鋳造体断面の鏡面研磨

後，エッチング（HF２．５％，HNO３２．５％の混合液）

を施し，光学顕微鏡（Metaphot，ニコン）による

組織写真を撮影した。

実 験 結 果

１．鋳造体断面の硬さ

鋳造体断面の表層５０µmの部位の硬さ（Hv）の
測定結果を図１に示した。８００℃鋳型で３６４～５８６

の範囲にあり，カルシアが３６４で最小値を示し，

マグネシア３８９，ジルコニア４９１の順に大きくな

り，シリカとアルミナで最大値５８６を示した。室

温鋳型では３１７～４３１の範囲にあり８００℃鋳型の場

合より全ての耐熱性酸化物で硬さが減少する傾向

にあって，マグネシアが３１７で最小値を示し，カ

ルシア３１９，ジルコニア３５４，シリカ４００と順に大

きくなりアルミナで最大値４３１を示した。

鋳型温度８００℃での鋳造体断面の表面から内部

へのビッカ－ス硬さの変化を図２に示した。全て

の耐熱性酸化物で表面から内部に向かって硬さは

減少する傾向にあるものの，シリカの場合は，全

ての部位で最大値を示し，５００µmの部位で２１０±
２５を示した。アルミナでは２５０µm付近まで硬さ
が減少し，以後５００µmまでは１６０～１９０の範囲に
あった。マグネシアとカルシアの場合は１５０µm
付近まで急激に硬さが減少し，以後５００µmまで
は１５５～２００の範囲にあった。また，２５０µm以降
はシリカを除く各耐熱性酸化物間に有意差は認め

られなかった（ｐ＜０．０５）。

２．鋳造体表面ならびに断面のＸ線回折

各耐熱性酸化物の室温と８００℃の鋳型に鋳造さ

れたチタン表面のＸ線回折結果を図３～図７に示

した。

シリカ鋳型の場合（図３）は，αTi のピークに

加えて，強度は異なるものの，鋳型温度に拘らず

Ti２O，TiN，Ti５Si３のピークが認められた。また，８００℃

鋳型の鋳造体で SiO２のピークが認められた。

マグネシア鋳型の場合（図４）は，αTi のピー

クに加えて，Ti２O，TiN のピークが認められ

た。また，８００℃鋳型の鋳造体でMgOのピーク

が認められた。

アルミナ鋳型の場合（図５）は，αTi のピーク

図１ 鋳型温度を８００℃と室温とした場合のチタン鋳
造体表層５０µmの硬さ
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に加えて，鋳型温度に拘らずAl２O３，AlTi３，Ti２

O，TiN のピークが認められた。

ジルコニア鋳型の場合（図６）は，αTi のピー

クに加えて，Ti２O，TiN のピークが認められ，８００℃

鋳型の鋳造体では ZrO２のピークが認められた。

カルシア鋳型の場合（図７）は，αTi のピーク

に加えて，Ti２O，TiN，CNTi のピークが認めら

れた。

シリカ鋳型（８００℃）の場合の試料断面のＸ線回

折パターンを図８に示した。３０µmの最外層で僅
かなTi５Si３のピークが認められたほかは，６０µm
以上の深部ではαTi のピークのみが認められ

た。室温鋳型の場合は３０µmの最外層であっても
Ti５Si３のピークは認められず，αTi のピークのみ

が認められた。

アルミナ鋳型（８００℃）の場合の試料断面のＸ線

回折パターンを図９に示した。Al２O３，AlTi３の

ピークが１２０µm付近まで認められ，やや強いβTi
のピークが１２０～２１０µmの層で認められた。室温
鋳型の場合には，部位に拘らずαTi のピークの

みが認められた。

マグネシア，ジルコニア，カルシアの各鋳型の

場合の試料断面のＸ線回折パターンでは，鋳型温

度，部位に拘らずαTi のピークのみが認められ

た。

３．鋳造体断面のEPMAによる元素分析と組織

８００℃シリカ鋳型に鋳造された試料断面のEPMA

図３ シリカ鋳型に鋳造されたチタン表面のＸ線回折
パターン

図２ 鋳型温度８００℃の場合のチタン鋳造体断面の硬
さ変化

図４ マグネシア鋳型に鋳造されたチタン表面のＸ線
回折パターン

図５ アルミナ鋳型に鋳造されたチタン表面のＸ線回
折パターン

図６ ジルコニア鋳型に鋳造されたチタン表面のＸ線
回折パターン
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面分析ならびに線分析の結果と光学顕微鏡組織を

図１０に示した。最表層２０µmにはＯと Si の高濃
度の分布が認められ，更にSi はチタン内部の６０µm
付近まで局所的に存在した。顕微鏡組織では表層

６０µm付近まで微細な粒状の層が存在し，その下
部に１００µm程度の範囲で板状あるいは柱状の組
織が認められ，更に内部では針状の組織が認めら

れた。

８００℃マグネシア鋳型に鋳造された試料断面の

EPMA面分析ならびに線分析の結果と光学顕微

鏡組織を図１１に示した。最表層数 µmにＯの分布
が認められるのみで，チタン内部へのMgの侵入

は認められなかった。顕微鏡組織では表層５０µm
付近まで板状あるいは柱状の組織が認められ，更

に内部では針状の組織が認められた。

８００℃アルミナ鋳型に鋳造された試料断面の

EPMA面分析ならびに線分析の結果と光学顕微

鏡組織を図１２に示した。最表層３０µm付近までAl
とＯの高濃度の層が認められ，次にAl と Ti の

高濃度の分布層，更にAl はチタン内部の５０µm

付近まで連続的に存在した。顕微鏡組織では表層

６０µm付近まで２層に分離した無定形の組織が認
められ，その下部に２００µm程度の範囲で板状あ
るいは柱状の組織が認められた。また，試料中央

部では針状の組織が認められた。

８００℃ジルコニア鋳型に鋳造された試料断面の

EPMA面分析ならびに線分析の結果と光学顕微

鏡組織を図１３に示した。最表層２０µm付近まで Zr
とＯの高濃度の層が認められた。顕微鏡組織では

最表層に１０µm程度の無定形の組織が認められ，
その下部に３００µm程度の範囲で板状あるいは柱
状の組織が認められた。また，試料中央部では針

状の組織が認められた。

８００℃カルシア鋳型に鋳造された試料断面の

EPMA面分析ならびに線分析の結果と光学顕微

鏡組織を図１４に示した。最表層数 µmにＯの分布
が認められるのみで，チタン内部へのCaの侵入

は認められなかった。顕微鏡組織ではジルコニア

鋳型と同様，表層に１０µm程度の無定形の組織が
認められ，その下部に１５０µm程度の範囲で板状
あるいは柱状の組織が認められた。また，試料中

央部では針状の組織が認められた。

室温鋳型の場合は，各耐熱性酸化物の何れにお

いてもEPMAの分析ならびに顕微鏡組織で８００℃

鋳型と同様の傾向が認められたが，その反応層の

厚さは１/４～１/３程度であった。

４．結果の小括

鋳造体表面ならびに断面の解析結果を表２にま

とめて示した。鋳造体表面のＸ線回折結果では，

全ての鋳型材において，Ti２O，TiN のピークが

図７ カルシア鋳型に鋳造されたチタン表面のＸ線回
折パターン

図８ シリカ鋳型（８００℃）に鋳造されたチタン鋳造体
断面のＸ線回折パターン

図９ アルミナ鋳型（８００℃）に鋳造されたチタン鋳造
体断面のＸ線回折パターン
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図１０ シリカ鋳型（８００℃）に鋳造されたチタン断面のEPMA面分析�，線分析�ならびに光学
顕微鏡組織�
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図１１ マグネシア鋳型（８００℃）に鋳造されたチタン断面のEPMA面分析�，線分析�ならびに
光学顕微鏡組織�
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図１２ アルミナ鋳型（８００℃）に鋳造されたチタン断面のEPMA面分析�，線分析�ならびに光
学顕微鏡組織�
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図１３ ジルコニア鋳型（８００℃）に鋳造されたチタン断面のEPMA面分析�，線分析�ならびに
光学顕微鏡組織�
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図１４ カルシア鋳型（８００℃）に鋳造されたチタン断面のEPMA面分析�，線分析�ならびに光
学顕微鏡組織�
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認められたが，αTi のピーク強度が他の化合物

より顕著に認められたのは，室温鋳型ではマグネ

シアとカルシアであり，８００℃鋳型ではマグネシ

アとジルコニアであった。

全ての鋳造体試料は試料中央部が針状組織を示

したが，板状あるいは柱状晶組織層，無定形組織

層，粒状物層など特徴的な層状構造を示したた

め，便宜的に層の数で表した。シリカとアルミナ

の場合は鋳型温度に拘らず４層構造を示し，マグ

ネシアの室温鋳型の場合は針状組織層と板状ある

いは柱状晶組織層の２層であった。この層状構造

からチタンと各耐熱性酸化物の反応層の厚さを推

定するために，無定形組織層あるいは粒状物層を

各耐熱性酸化物鋳型材とチタンの反応層として，

鋳造体表面から板状あるいは柱状晶組織までの層

の厚さを組織写真上で測定した。室温鋳型ではカ

ルシア，マグネシアが５µm以下であり，ジルコ
ニア，アルミナ，シリカの順で層の厚さは増加

し，シリカでは５０±１５µmと最大値を示した。鋳
型温度８００℃では，カルシアで５µm以下であ
り，マグネシア，ジルコニア，アルミナ，シリカ

の順で層の厚さは増加し，シリカでは１６０±３０µm
と最大値を示した。カルシアを除いて鋳型温度８００℃

では室温鋳型の２倍以上の反応層の厚さを示し

た。

鋳造体表層の硬さは全ての試料で鋳造体中心部

より著しく大きな値を示し，室温鋳型ではシリカ

とアルミナで鋳造体中心部より約２倍の硬さを示

した。また８００℃鋳型では全ての試料で鋳造体中

心部より２倍以上の値を示した。硬さ２５０以上を

表面硬化層としてその厚さを推定すると，室温鋳

型では１００～１５０µm，８００℃鋳型では１５０～３５０µm
となり，鋳型温度が高い場合に表面硬化層が増大

した。

考 察

１．耐熱性酸化物のみの鋳型について

チタンと耐熱性酸化物の反応性を明らかにする

ために，亘理８）はシリカ，アルミナ，マグネシ

ア，カルシア，ジルコニアの単結晶板を用い，橋

本らは多結晶板を用いてチタン溶湯と接触させた

場合のチタン表面の反応層について調べている。

また，チタン鋳造用鋳型材の研究ではシリカ１２），

アルミナ１３），マグネシア１４，１５），カルシア１６），ジルコ

ニア１７），イットリア１８）についての報告がある。歯

科鋳造用鋳型材の場合，鋳型の成形性も重要な要

因となるところから，その成分は耐熱性酸化物と

結合材で構成される。従って，チタン鋳造用鋳型

材の研究ではアルミナセメントやマグネシアセメ

ントと混合されるために単純に耐熱性酸化物のみ

の影響を明らかにすることは困難である。また，

単結晶板や多結晶板を用いる方法は純粋にチタン

表２ 鋳造体表面および断面の性状

鋳型温度 耐熱性酸
化物 鋳造体表面の結晶相 構成層 反応層の厚さ

（µm）
表層（５０µm）で
の硬さ（Hv）

中心部（５００µm）
での硬さ（Hv）

表面硬化層の
厚さ（µm）＊

室 温 SiO２ Ti５Si３，Ti，TiN，Ti２O ４層 ５０±１５ ４００±１３０ ２０５±１６ １００
MgO Ti，TiN，Ti２O ２層 ＜５ ３１７±１０７ ２０６±１８ １００
Al２O３ Al２O３，Ti２O，TiN，Ti ４層 ３０±７ ４３１±７７ １９１±２１ １５０
ZrO２ TiO２，Ti，Ti２O，TiN ３層 １０±６ ３５４±７３ ２０２±２３ １５０
CaO Ti，Ti２O，CNTi，TiN ３層 ＜５ ３１９±４３ ２０８±２５ １００

８００℃ SiO２ Ti５Si３，SiO２，TiN，Ti２O ４層 １６０±３０ ５８６±１６０ ２１０±３９ ３５０
MgO Ti，TiN．Ti２O，MgO ３層 １５±５ ３８９±５１ １５８±８ １５０
Al２O３ Al２O３，Ti，AlTi３，TiN，Ti２O ４層 ６０±１３ ５８６±１２３ １６３±１６ ２００
ZrO２ Ti，TiN，Ti２O，ZrO２ ３層 ２０±８ ４９１±９０ １６３±７ ２５０
CaO CNTi，TiN，Ti，TiO２，Ti２O ３層 ＜５ ３６４±１４４ １８４±２２ １５０

±：S. D. ＊Hv２５０以上の部位
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溶湯との反応を評価するには有効であるが，鋳型

材としての通気性，即ち空隙に含まれる酸素や窒

素の影響を包含した評価は困難と考える。従っ

て，本研究では市販の高温用埋没材の粒度分布が

１００～３２５mesh にある１９）ところから，粉末粒度を

２００mesh 以下とした耐熱性酸化物粉末で鋳型を

作製した。更に，耐熱性酸化物鋳型を成形するた

めの練和溶液として，同成分のゾルを用いて，単

一の酸化物粉末から成る鋳型を作製し，チタン鋳

造体の表層反応の評価を試みた。

結合材を使用せずコロイドの凝集あるいは乾燥

のみで硬化物が作製されているため全ての鋳型は

硬化時に大きく収縮した。また，マグネシアでは

硬化物に充分な強度が認められたが，他の酸化物

では金属リングによって形状を保持しているもの

の硬化物としての強度は殆ど認められなかった。

加熱後もシリカを除いて鋳型としての充分な強度

は認められなかった。従って，鋳造体には焼付

き，バリ，鋳込み不良，面あれなどの鋳造欠陥が

認められたため，鋳造体がパターン形状をおおむ

ね再現している部位を各耐熱性酸化物との表面反

応層の評価に用いた。

２．鋳造体の硬さについて

本研究に用いた JIS２種相当の純チタンイン

ゴットの鋳造前の硬さ（Hv）は，１７２±５であっ

た。鋳造体断面の表層５０µmの部位の硬さは，全
ての鋳型で２～３倍の値を示した。チタンの硬さ

が増加する原因としては，炭素，窒素，酸素，水

素などチタンの原子直径より著しく小さな元素の

侵入によるα－case の形成による硬化，ジルコニ

ウムのα－β全率固溶型，アルミニウムのα安定

型，シリコンの共析型，などの置換型固溶体の形

成などが考えられる２０）。室温および８００℃鋳型で

表層の硬さに明確な差異が現れた原因としては，

これらの反応性が高温でより大きいためと推察さ

れる。しかし，鋳造体中央部の５００µmでは，シ
リカの場合を除いて，８００℃鋳型では鋳造前のイ

ンゴットの硬さに近似しているものの，室温鋳型

の場合にむしろ増加している。このことは，チタ

ン鋳造体表層と中央部では硬さの増加原因が異な

ることを示していると考えられる。即ち，チタン

鋳造体表層は鋳型材や鋳造雰囲気による侵入型固

溶体や置換型固溶体の影響を大きく受け易いが，

チタン鋳造体中央部は，チタン鋳造体の凝固速度

の影響を受けているものと考える。つまり，室温

鋳型では凝固速度が速く結晶が微細となるために

硬さが増加し，８００℃鋳型では凝固速度が緩やか

なために結晶が粗大化し，機械加工されたイン

ゴットと比較して同等あるいはやや小さな値を示

したものと考える。

３．鋳造体断面の組織と硬さについて

シリカ鋳型の場合，チタン鋳造体の最表層にSiO２

層が形成され，次にTi５Si３層，続いてTiN，Ti２O

などのα－case，板状α－Ti，針状α－Ti の順に

多層構造を形成していると推定される。Miyakawa

ら９）はシリカとリン酸塩系結合材からなる鋳型材

にチタンを鋳造し，ほぼ同様の多層構造を報告し

ており，結合材が異なるために検出元素は異なる

ものの，シリカによる多層構造の形成は一致して

いる。反応層の厚さは鋳型温度によって異なり，

室温鋳型では約５０µm，８００℃鋳型では約１６０µm
と推定された。最表層の硬さは４００（室温鋳型），６００

（８００℃鋳型）であったが，鋳造体表面から５０µm
の部位であるため，室温鋳型では板状α－Ti の

硬さ，８００℃鋳型では反応層としてのα－case の

硬さを反映しているものと考えられる。また，シ

リカの場合は他の耐熱性酸化物とは異なり，内部

での硬さも２００以上と高いことから，微量の Si 原

子が試料内部の５００µmまで拡散しているものと
考えられる。

アルミナ鋳型の場合，チタン鋳造体の最表層に

Al２O３を主体とした層が形成され，次にAlTi３層，

続いてTiN，Ti２O などのα－case，板状α－Ti，

針状α－Ti の順に多層構造を形成していると推

定される。亘理ら８）はエネルギー分散型Ｘ線分析

（EDX）での定量分析を行い，Ti と Al の存在比

からAlTi３層の形成を推定しているが，本実験の

微小部Ｘ線回折の結果で第２層がAlTi３層である

ことが確認された。反応層の厚さは鋳型温度に

よって異なり，室温鋳型では約３０µm，８００℃鋳型
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では約６０µmと推定された。最表層の硬さは４３１
（室温鋳型），５８６（８００℃鋳型）であったが，前記と

同様に鋳造体表面から５０µmの部位であるた
め，８００℃鋳型ではα－case，室温鋳型では板状

α－Ti の硬さを反映しているものと考えられ

る。

ジルコニア鋳型の場合，チタン鋳造体の最表層

にTiO２，ZrO２を主体とした層が形成され，続い

てTiN，Ti２O などのα－case，板状α－Ti，針状

α－Ti の順に多層構造を形成していると推定さ

れる。橋本ら１０）はジルコニア多結晶体と溶融チタ

ンの反応実験で，ジルコニウムのチタンへの拡散

は認められなかったと報告しており，亘理ら７）も

ジルコニアはマグネシア，カルシアと同様にチタ

ン溶湯との反応が低いと報告している。しかし，

本研究ではジルコニアとチタンの反応層の形成が

確認され，表層での硬さもシリカ，アルミナに次

いで高いことから，ジルコニウムのチタン内部へ

の拡散が推定される。鈴木２１）らはジルコニアとチ

タンの反応で硬さ（Hv）が５００に達する表面硬化層

が形成されたと報告しており，ジルコニウムのチ

タン内部への拡散による硬化は否定できない。反

応層の厚さは鋳型温度に拘らず２０µmより小さい
ため最表層の硬さは何れも板状α－Ti の硬さを

反映しているものと考えられる。

マグネシア鋳型の場合は，チタン鋳造体の最表

層にTi，TiN，Ti２O などを主体とした層が形成

され，８００℃鋳型ではMgOの焼付きも若干認め

られた。しかし，室温鋳型では最表層から板状α

－Ti の層が認められ，表層の硬さも最小で反応

層の形成は認められなかったことから，酸化物生

成自由エネルギーではアルミナよりもマグネシア

は高いとされるが，チタン溶湯との反応はアルミ

ナ，ジルコニアよりも少ないといえる。

カルシア鋳型の場合，チタン鋳造体の最表層に

Ti，TiN，TiO２などチタンとその酸化物や窒化物

の層を形成し，CNTi の存在も認められた。CNTi

の存在原因は定かではないが，結合材としてメタ

ノールを使用したことが原因かと思われる。しか

し，反応層の厚さは鋳型温度に拘わらず５µm以

下で，表層の硬さも低く，板状α－Ti の硬さを

表しているものと考えられる。

４．鋳型温度について

本研究では室温鋳型と８００℃鋳型でチタン鋳造

体と耐熱性酸化物の反応に対する鋳型温度の影響

を比較した。カルシアを除いて反応層の厚さは８００℃

鋳型で室温鋳型の２倍以上となり，表面硬化層の

厚さ（Hv２５０以上の部位）も室温鋳型の１００～１５０µm
に比較して，１５０～３５０µmとなっている。表面硬
化層の生成は前述の反応層に加えて，原子半径の

小さなＯ，Ｎなどの侵入型元素がチタン内部に拡

散して生じるもので，鋳型温度が高いほど冷却速

度が小さいため，Ｏ，Ｎなどの侵入拡散がより深

部まで達すると考えられる。一般に歯科鋳造では

金属溶湯の湯流れを良くするために鋳型温度を７００

～８００℃としている２２）。従って，チタン溶湯の湯

流れを向上するためには鋳型温度が高いほど鋳造

欠陥を防止する上で有効と思われる。しかし，チ

タン鋳造体の場合は，鋳型温度が高いほど反応層

が厚くなるため，反応層を減少させるためには何

れの耐熱性酸化物にしても可及的に低温鋳型が好

ましいといえる。

５．チタン鋳造用埋没材について

現在市販されている埋没材としては，アルミ

ナ，マグネシア，アルミナとマグネシアのスピネ

ルを主成分としたもの，あるいはシリカを主成分

としジルコニアをコーティングするものがある。

Miyakawa ら９）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告し，大川

ら２３）はアルミナ－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

ウムを固溶した層が形成されると報告している。

Oda ら６）は市販埋没材とチタン鋳造体の表面解析

を行い，アルミナあるいはスピネルを主成分とし

た埋没材では３０～５０µmの範囲でAl の濃度の高
い層が認められ，マグネシアを主成分とした埋没

材であっても結合材としてアルミナセメントを使

用している埋没材ではAl の濃度の高い層が認め
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られたと報告している。本研究の結果でも，アル

ミナを鋳型として用いた場合は，Al２O３，AlTi３層

の形成が確認されており，アルミナを含有した埋

没材では，アルミナの焼付きあるいは還元された

埋没材成分のチタンへの拡散は免れないといえ

る。

ジルコニアを主成分とした市販埋没材は見当た

らないが，森口ら２４）はリン酸塩系埋没材とジルコ

ニアゾルとジルコニア粉末を用いてコーティング

したチタン鋳造体表層に Si，Ｏ，Ｐ，Zr の存在

が認められるものの，ジルコニアコーティングは

焼付きや反応層の減少に効果的であると報告して

いる。また，ジルコニア埋没材の開発研究も行わ

れている１７）。しかし，ジルコニアを添加あるいは

コーティングに使用した市販埋没材でも，２０～２５

µmの範囲で Zr の濃度の高い層が認められる６）こ

とや，本研究の結果でも硬化層の厚さは８００℃鋳

型で２５０µmに達しているところから，ジルコニ
ア鋳型は焼付き防止や反応層の減少に効果的で

あっても，硬化層の減少には効果が少ないと考え

られる。

歯科精密鋳造においては，鋳型材の硬化時なら

びに加熱時膨張を利用して，鋳造時に生じる合金

の熱収縮を補償し，精度の高い鋳造体を得てい

る。シリカの場合は，クリストバライトや石英の

加熱時の変態による大きな膨張を利用することが

可能であるが，アルミナ，ジルコニア，マグネシ

アは加熱時にクリストバライトや石英の様な変態

を生じないため，Zr の酸化膨張１５），アルミナと

マグネシアのスピネル生成による膨張２５），Spodu-

men の変態２６）による膨張などが利用されている。

また，鋳型材の成形性を保つために，リン酸塩や

無機系セメント，耐熱性酸化物ゾルなどが使用さ

れている。しかし，チタン鋳造体の反応層の存在

は機械的性質に限らず技工操作や修復物の精度に

も影響すること２７，２８），また，三村ら２９）がチタン鋳

造体の表面反応層の存在がチタンの耐食性を低下

させるとも報告しており，可及的に表面反応層の

少ない鋳型材が好ましいといえる。

チタンの融点付近での酸化物生成自由エネル

ギーの差違では，シリカ＞チタニア＞マグネシア

＞アルミナ＞ジルコニア＞カルシアの順に低下す

ることから，チタン鋳造用埋没材の開発に当たっ

てアルミナとジルコニアが有望とされてきた。ま

た，単一の酸化物とチタンの反応について調べた

報告８，１０）ではシリカ＞アルミナ＞マグネシア，カ

ルシア，ジルコニアの順で耐熱性に優れるとされ

るところから，ジルコニア，カルシアを主成分と

した埋没材が検討されてきた。しかし，本研究の

結果，チタン鋳造に適した鋳型材の選択に当たっ

ては，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。アルミニウムやジルコニウムが

チタン溶湯との接触で還元され鋳造体内部に拡散

するメカニズムについては，酸化物生成自由エネ

ルギーの他に，各耐熱性酸化物とチタンの融点

比，イオン半径／イオン価の値，拡散速度などの

影響を検討する必要があると考える。しかし，本

研究の結果マグネシア，カルシアを主体とした鋳

型材が反応層の減少に効果的であることは明らか

である。

単一の耐熱性酸化物のみでチタン鋳造用埋没材

を作製することは前述の通り困難であり，マグネ

シア，カルシアを主体とした鋳型材に適した結合

材ならびに鋳造収縮補償のための膨張性鋳型材の

検討はチタン鋳造用埋没材の開発にとって，今後

の課題といえる。

結 論

鋳型材成分としての耐熱性酸化物とチタンとの

反応および機械的性質への影響を調べることを目

的として，単一の酸化物鋳型に鋳造されたチタン

鋳造体表層および断面の硬さ，元素分布，結晶

相，組織観察を行い，検討した結果以下の結論を

得た。

１．鋳造体表面から５０µmの部位の硬さ（Hv）
は，８００℃鋳型で３６４～５８６，室温鋳型で３１７～４３１

の範囲にあり，表面の機械的性質には鋳型温度
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が大きく影響する。

２．鋳造体表面の反応層は酸化物によって大きく

異なり，シリカ，アルミナ，ジルコニアの室温

鋳型では１０～５０µm，８００℃鋳型では２０～１６０µm
の範囲にあり，カルシアとマグネシアの室温鋳

型では５µm以下，８００℃鋳型では１５µm以下で
あった。

３．鋳造体表層にはシリカを鋳型とした場合に

Ti５Si３，アルミナを鋳型とした場合にAlTi３など

鋳型材成分とチタンとの反応生成物が認めら

れ，耐熱性酸化物が還元されて成分元素がチタ

ンに固溶し，機械的性質を変えるものと推定さ

れた。
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The selection of investment materials suitable for titanium casting is critical, because the surface re-

action layer on the castings greatly affects their mechanical properties. In this study we analyzed the in-

terfacial zone of titanium castings obtained from various refractory oxides and examined the relationship

between the surface reaction layer and the hardness.

Five refractory oxides were used in this study : silica（SiO２＞９９．０％）, magnesia（MgO＞９８．２％）, alu-

mina（Al２O３＞９９．８％）, zirconia（ZrO２＞９４．０％）, calcia（CaO＞９８．９％）. CP Titanium disks were cast using

a pressure－differential type casting machine（Cyclarc, Morita）. Two mold temperatures,８００℃ and room

temperature, were assigned to investigate the influence of mold temperature.

The Vickers hardness at５０µm（n＝５）from the surface of the specimens ranged from３１７to５８６, sig-

nificantly differing among the refractory oxides and mold temperatures（p＜０．０１）. The hardness of the

specimens cast with alumina and silica was harder than those of zirconia, magnesia or calcia at５０µm. The

minimum thickness of the reaction layer was observed in the specimen cast with magnesia and calcia.

The interfacial zone was very rich in Si, Al, and Zr on the specimen cast with each corresponding ox-

ide. The result of X－ray diffractometry showed that titanium silicide（Ti５Si３）and aluminum titanium

（TiAl３）were formed on the surface layer of the cast specimen. These data suggested that silica, alumina

and zirconia were reduced by contact with molten titanium, and accordingly Si, Al and Zr diffused to the

internal area of titanium castings and changed their mechanical properties.

（The Shikwa Gakuho，１０３：６５７～６７２，２００３）
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