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はじめに

チタンの歯科領域への応用は，１９６０年代に歯科イ

ンプラント材料として利用されたことに初まり，現

在でも純チタンや Ti‐６Al‐４V 合金が歯科インプラ

ント材料として広く用いられている。またチタン・

ニッケル合金が超弾性を有することから，歯科矯正

用ワイヤーとして使用されている。何れも加工材と

しての応用が先駆けであったが，１９７０年代後半より

真空技術や溶解技術の進歩により，チタン鋳造が可

能な専用鋳造機が開発され，チタン鋳造体による歯

科修復物や補綴物の作製が可能となった１）。１９８０年

代に入り，積極的なチタンの鋳造研究や臨床への応

用が進められ２～４），金属義歯床や歯冠修復用として

純チタンや Ti‐６Al‐４V 合金が鋳造材として用いら

れてきた。

チタンは耐食性や生体親和性に優れる反面，融点

が高く，高温活性であり，酸化し易いといった欠点

を有している。そのために加工や成形が難しく，鋳

造による補綴物や修復物の作製を困難なものにして

いる。チタンを合金化することでこれらの欠点を補

うべく，現在までに多くのチタン合金の開発が行わ

れてきた５～７）。しかし，合金開発研究の多くは，歯

科インプラントへの応用を前提として，生体材料と

しての耐食性という観点から行われており，歯科鋳

造用として，鋳造性や研削性の観点からアプローチ

を行っている研究は少ないのが現状である。現在，

歯科鋳造用として市販されている合金は Ti‐６Al‐７

Nb 合金のみであるが，これは Ti‐６Al‐４V 合金に含

有されるバナジウムの毒性が懸念され，それに代わ

り開発されたものでる。

我が国の歯科医療において，金合金の代替合金と

して主に金銀パラジウム合金が健康保険適用材料と

して確固たる地位を築いてきたが，金属アレルギー

やパラジウム価格高騰などの問題も無視できないも

のとなっている。このような背景のもとに当講座に

おいては，チタンの歯科応用について様々な角度か

ら臨床応用への試みを行っている８～１２）。本報では，

添加元素によるチタン合金の物性改良について，こ

れまでの研究成果をもとに解説する。

１．試作チタン合金開発の経緯

前述のように，チタンを鋳造用として使用する場

合の様々な問題点を解決する方法のひとつにチタン

を合金化することが挙げられる。合金化することに

より，�チタンの融点を下げ，酸素との化学反応を

減らすことができれば，鋳型との反応を抑制できる

こと �溶湯の密度を上げ，粘性を下げることがで

きれば，湯流れを向上でき，鋳造の際の鋳巣の発生

を抑制できること �チタンの優れた耐食性を維持

したまま，強度を上げることが可能となる。Wa-

terstrat ら１）は３２種類のチタン合金を考案し，なか

歯学の進歩・現状

添加元素による歯科鋳造用チタン合金の物性改良

服部雅之

キーワード：チタン，チタン合金，チタン鋳造
東京歯科大学歯科理工学講座

（２００４年８月２７日受付）
（２００４年９月９日受理）
別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２

東京歯科大学歯科理工学講座 服部雅之

Masayuki HATTORI : Improvement in mechanical prop-
erties of titanium alloys for dental casting by additional
elements（Department of Dental Materials Science, To-
kyo Dental College）

５６１

― 9 ―



でも Ti‐１３mass％Cu 合金を部分床義歯に応用して

おり，耐食性は良好との結果であったが，リン酸塩

系埋没材を使用して鋳造を行ったことから，機械的

性質が劣ったため実用化されるには至らなかった。

チタンをベースとした合金は，合金化して融点を下

げることができても，その温度は高く，シリカを耐

火材とした石膏系やリン酸塩系などの埋没材は使用

不可能である。当時はチタン専用の埋没材は存在せ

ず，その後埋没材の開発・研究も盛んに行われ，現

在ではアルミナ，マグネシア，カルシア，ジルコニ

アを主成分としたチタン用埋没材が市販されてい

る。近年のチタン鋳造に関する周辺機器，器材の進

歩により，再度チタンに銅を添加した合金に着目し

たところ，銅を５～１０％の範囲で添加することによ

り研削性が向上することが明らかとなった１３）。しか

し，チタンに銅を添加することにより鋳造体の引張

強さや硬さは向上するものの，延性が低下すること

が明らかとなった１４，１５）。なかでも融点低下効果の高

い１０％銅添加合金で延性の低下が顕著であり，イン

レーやクラウンなど歯冠修復への応用を考慮すると

物性の改善が必要となる。そこで三元合金化による

物性改良を試みた。チタン合金は，室温での組織に

よって α 型，β 型，α＋β 型に分類される。チタン

の室温での結晶構造は，稠密六方晶で α 相とよば

れているが８８２℃に変態点があり，これ以上の温度

では体心立方晶の β 相である。この β 相は合金元

素の固溶能が大きいものがあり，融点を下げること

も可能で固溶強化が期待できる。また，β 相は体心

立方晶であるので，稠密六方晶の α 相より展延性

に富んでいるのが特徴である。本研究では，これら

β 相を拡大する元素として Si，Cr，Pd について検

討し，また α 相，β 相のいずれの拡大にも影響しな

いものとして Zr に着目し，チタン銅合金の三元合

表１ 実験に使用した金属材料

製品名 略号 製造者 純度（％）

スポンジチタン Ti 住友チタニウム ９９．８以上
無酸素銅 Cu 電器磁気材料研究所 ９９．９９
シリコン Si 平野清左衛門商店 ９９．９９
クロム Cr 日重ニューマテリアル ９９．９９
パラジウム Pd 石福金属興業 ９９．９５
ジルコニウム Zr トーホーテック ９９．６

表２ 試作チタン合金の機械的性質

Base 添加元素 添加量
（mass％）

耐 力
（MPa）

引張強さ
（MPa）

伸 び
（％）

Ti‐１０．０Cu

none ― ７１８（３３） ８２０（３０） １．９４（０．５５）

Si １．０ ― ６０１（３９） ０．４６（０．０２）

Cr

０．５ ７０６（２７） ８２５（２６） ２．８１（０．３５）

１．０ ７５０（２２） ８４０（１５） ２．６６（０．４１）

３．０ ８７６（１３） ９４９（１７） ２．６１（０．６２）

５．０ ９３５（４５） ９８３（１６） １．３６（０．４８）

Pd

１．０ ６８４（４２） ８３１（４１） ２．４６（０．５４）

３．０ ７４８（６９） ８６１（５０） ２．３６（０．５８）

５．０ ７５１（２５） ８８６（２８） ３．９９（０．３５）

Zr

１．０ ６６５（２７） ７６０（２７） １．１５（０．２４）

３．０ ７５２（１５） ７９７（１１） ０．９９（０．３２）

５．０ ７５４（１５） ８２９（６３） １．１３（０．０９）

［mean（SD）］

図１ 引張試験用アクリル製ダンベルパターン
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金化による機械的性質の評価を行った。

２．試作チタン合金の溶製と鋳造

試作チタン銅合金は表１に示す各種金属を所定量

秤量し，アルゴンアーク溶解炉（ACM‐０１，大亜真

空）中で溶解し２０ｇのインゴットを作製した。物性

改良による機械的性質の評価に用いる引張試験片の

模式図を図１に示す。本パターンを通法に従いアル

ミナ・マグネシア系のチタン用埋没材（チタベスト

CB，モリタ製作所）にて埋没し，チタン用鋳造機

（サイクラークⅡ，モリタ製作所）にて鋳造を行った。

３．試作チタン銅合金の機械的性質

表２に Ti‐１０．０mass％Cu 合金にシリコン，クロ

ム，ジルコニウム，パラジウムを添加した試作合金

鋳造体の引張試験結果を示す。シリコン添加試料で

は，引張強さ，伸びともに低下した。ジルコニウム

添加でも，耐力や引張強さには顕著な差異は認めな

かったが，チタン銅二元合金と比較し，伸びは低下

した。しかし，クロムを０．５～３．０mass％添加した

試料では，延性の向上が認められたが，５．０mass％

添加試料では伸びは低下した。また，パラジウム添

加試料では，添加量が増加するに従い，伸びは増加

傾向を示し，特に５．０mass％添加試料においては，

Ti‐１０．０mass％Cu 合金と比較し，約２倍の値を示

した。

４．試作チタン銅合金の微細構造

図２に Ti‐１０．０mass％Cu 合金ならびに５．０mass

％パラジウム添加試作合金鋳造体の破断面および金

属組織像を示す。破断面像を見ると Ti‐１０．０mass％

Cu 試料では，劈開と粗大な粒界破面が観察され，

図２ Ti‐１０．０Cu 合金，パラジウム添加チタン銅合金の破断面（上段）および金属組織像（下段）
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パラジウム添加試料では，延性破壊像の典型的な

ディンプル様構造を認めた。金属組織像では，Ti‐

１０．０mass％Cu 試料に粗な共析組織が認められ，パ

ラジウム添加試料では微細な共析組織が認められ

た。これら微細組織の変化が，チタン銅合金の延性

の向上の一因と考えることができる。

５．クロム添加チタン銅合金の熱処理効果

クラウンやインレーへの応用を考慮すると，歯科

用合金の ISO，JIS 規格からみても，最低でも３％

程度の延性が必要である。上記結果から，０．５～１．０

mass％のクロムを添加した試作合金は，伸びがそ

れぞれ２．８１，２．６６％を示し，チタン銅二元合金の延

性の改善が認められた。これらの結果を踏まえ，さ

らなる延性の改善をするために２つの方法を考え

た。�熱処理により金属組織を変化させ，機械的性

質の向上を図る，�鋳造によって，埋没材との反応

で生成された酸化膜を除去する，ことである。加工

材として応用するのであれば，後者の酸化膜の除去

も有効な方法と考えるが，クラウンやインレーなど

鋳造による歯冠修復では，適合性が重要な要因とな

る。そこで，均質化や溶体化，結晶粒の粗大化によ

る延性の改善を目的とし，熱処理による検討を行っ

た。熱処理は，鋳造後の試料を真空炉中で昇温速度

１，０００℃／６０min.の条件で行い，１，０００℃で３０分間係

留した。図３，４に結果を示す。０．５もしくは１．０

mass％のクロム添加試料ともに，耐力は熱処理に

より増加したが，伸びは低下した。この原因を探る

ために，鋳造体の硬さの変化を調べた（図５）。一般

的に，鋳造によりチタン合金の表面は埋没材と反応

し，表層に厚い酸化膜を形成し，硬くなる傾向にあ

る１６）。本実験での非熱処理試料では，鋳造体表層５０

µm 付近のビッカース硬さは４００～４７０，熱処理試料

では，同部位の硬さは３２０～３５０の値を示し，熱処理

により鋳造体表層付近の硬さは低下し，かつ鋳造体

表層から１００～２００µm 内層に硬化層が移行している

ことからも，表層の酸素が内部に拡散したために，

耐力が増加しても伸びは低下する結果を示したもの

と考えられる。このように，熱処理によりクロム添

加チタン銅合金のさらなる延性の改善は認められ

ず，今回の熱処理による影響は，一般の歯科用金属

とは異なり有効ではなかった。

おわりに

一連のチタン銅合金の添加元素による物性改良に

おいて，クロムを微量添加することやパラジウムを

５％程度添加することにより，延性の改善が認めら

れ歯科鋳造用合金としての可能性を見出すことが出

来た。前述したように，チタン銅合金は，耐食性も

十分で１７），適合性も純チタンと比較して遜色のない

結果１８）が報告されている。しかしながら，三元合金

化により組成が変化し，これらの性質も当然ながら

変化していることが予想される。元来，チタンを利

図３ クロム添加チタン銅合金の耐力および引張強さ 図４ クロム添加チタン銅合金の伸び

図５ クロム添加チタン銅合金の硬さ変化
（as : as cast, ht：熱処理）
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用する上での最大のメリットは耐食性に優れること

である。歯科臨床に応用するには，三元合金化によ

るこれらの耐食性や鋳造性，適合性，研削性の再検

討も重要な課題であると同時に，昨今，増加傾向に

ある金属アレルギーも視野に入れた，チタンの利点

を損なうことのない合金開発が必要であると思われ

る。
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