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はじめに
チタンは，口腔環境に適した歯科材料として最も
注目されている素材の一つである。またレーザー
鑞着機などの出現でフルマウスブリッジも可能とな
り，このセラモチタン歯科技工は，ニューテクノロ
ジィとしても期待されている。
しかし，歯科技工を行うに当たってチタンは，高
温で酸化しやすく，また鋳造体表層には反応層，硬
化層が生成される。もともとこの金属は，活性な金
属のひとつで，鋳造することすら非常に困難なこと
であるにもかかわらず，さらに陶材を焼付けるため
に高温雰囲気にさらすこととなり，チタンは，熱的
化学反応が促進されるため酸化層の生成など，
大変難しい技術なのである。
それゆえ，従来の貴金属と同法の技術を適用とし
ても，そこにはその材質を熟知して取り扱わなけれ
ばならない。また，技術的にも非常に熟練を要する
一方，鋳造機器などチタン専用の機材設備を必要
とする。
今回は，陶材にチタンポーセレン（ビタ社製）と
純チタン KS−50（セレック社）を用い，鋳造機タ
イキャスト・スーパーR（コベルコ科研社製）を中
セラモーチタンの焼付断面図

心にセラモーチタンの Know−How とその技術の科
学的裏付けについて述べることとする。
とくにチタンの表面処理やディギャッシングの有
無，硬化層の有無，繰返し焼成などによる焼付強
度について，また EPMA による元素分析結果をふ
まえながら，焼付機構についても図説する。
1）セラモーチタンについて
fig．1：（カラーページ参照）
セラモーチタンの焼付断面図である。中
央は，チタン金属結晶が観られるチタンで
その周囲は硬化層によって研摩度が高く光
沢下部分である。その周囲の薄い層がオ
ペーク陶材そしてボディ陶材の順である。
こうしたセラモーチタン界面と，その周辺
層の現象について熟知し，技術的ノウハウ
を構築マスターしなければならない 1）。
fig．2：ビタ／チタンポーセレンとセレック・シス
テムにおける陶材焼付チタン鋳造冠に用い
る主なマテリアルで純チタン（KS50），
チタン専用埋没材（セレベスト CB），ビ
タ・チタン専用陶材とその専用液である。
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Fig．1 セラモーチタンの焼付断面図

Fig．4 Fi9．3 の基底面

Fig．2 マテリアルで純チタン（KS50），チタン専用埋
没材，ビタ・チタン専用陶材とその専用液

Fig．5 ｜２３４５ブリッジ

Fig．3 ブリッジ

Fig．6 ｜４５６クステンション・ブリッジ

2）臨床ケース（2〜6 年経過中）

ラーページ参照）

fig．3：７６５４｜ブリッジ（カラーページ参照）
fig ． 4 ： fig ・ 3 ： の 基 底 面 で あ る （ カ ラ ー ペ ー ジ 参
照）
fig．5：｜２３４５ブリッジ（カラーページ参照）
fig．6：｜４５６エクステンション・ブリッジ（カ

3）テクニックエラーについて
fig．7：ボディ乾燥中に破裂した状態である。急激
な乾燥による水蒸気爆発やメタルフレーム
の急激的な熱変化によるもので，とくにチ
タンは水分中の水素の吸収が激しいので，
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Fig．7 ボディ乾燥中に破裂した状態

Fig．9 スーパー ポーセレン チタン

Fig．8 チタン表面処理の不備による剥離

Fig．10 ドゥセラティン

乾燥機などで除水・乾燥をよくする。
fig．8：チタン表面処理の不備による剥離。陶材焼
付面処理の不備などによるもので，活性化
された焼付面処理の保存など，より細やか
な注意が必要とする。
4）市販チタン専用陶材について
fig．9：スーパー ポーセレン チタン（ノリタケ社製）
fig．10：ドゥセラティン（ドセラム社製）
fig．11：チタンポーセレン（ビタ社製）
5）鋳造方案について
fig．12：ワックスパターンにおけるスプルーの形態
は，湯だまりの働き，給湯効果，鋳造庄の
持続，ガスだまり，不純物の収集など，湯

Fig．11 チタンポーセレン
だまりに鋳巣を集める 4）。
fig．13：方円筒のパターンを，トーラス・スプルー
に直角に交わるようにして検討した結果，
遠心力方向に対して軽いガスや不純物を浮
上し，負圧部に集中する。したがって負圧
部となるように湯だまりの設置が望ましい。
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Fig．12 スプルーの形態は，湯だまりに鋳巣を集める

Fig．15 セレベスト CB 埋没材の流動性が良い

Fig．13 負圧部となるように湯だまりの設置が望ま
しい
Fig．16 高速スピニング遠心鋳遠機
く作業時間も十分にある。しかし，硬化膨
張は約 80 分かけて−0.4 と収縮するため，
ベンチセットは 90 分から 120 分行い安定さ
せる。また，鋳型の焼却は，室温から 850
℃まで毎分 2℃の昇温速度で加熱し，係留
1 時間後，200℃まで炉内放冷を行った後，
鋳造する。
6）遠心鋳造について
Fig．14 太いスブルーを遠心力に直角に用いたほ
うがよい
fig．14：スプルーにおいても求心力のほうにこうし
た孔などが集中するので，できるだけ太い
スプルーを遠心力に直角に用いた方がよ
い。
fig．15：セレベスト CB 埋没材の流動性は，大変よ

fig．16：タイキャスト・スーパーR（コベルコ科研
社製）は，回転速度 3000rpm の高速スピ
ニング遠心鋳造機である 5）。
fig．17：チタン鋳造機には遠心鋳造のほかに，圧迫
・吸引鋳造などを組み合わせた差圧鋳造な
どがある。また鋳込方法にもいろいろ種類
がある。
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Fig．17 チタン鋳造機には遠心鋳造のほか，組み合
わせた差圧鋳造などがある

Fig．19 炭素坩堝が傾注した状態

Fig．18 チタンインゴットのセット終了状態

Fig．20 鋳込口を中心に回転する

fig．18：チタンインゴットのセット終了状態
【KS50（JIS2 種）各種 量別溶解セット値】
①インゴット（g）41g 30g 20g
②電極間距離（mm） 3mm 3mm 3mm
③電流値（A） 250A 230A 190A
④鋳造の時間（秒）70 秒 55 秒 55 秒
これら溶解基準は，その鋳造機の整備状
況によって変える。
fig．19：鋳造終了後の状態で，炭素坩堝が傾注し
た状態である。鋳造時は真空排気，アルゴ
ンガス置換後，アーク溶解にて鋳込まれる。
fig．20：鋳込口を中心に回転している鋳型内に溶湯
を鋳込む。すなわちスピニング方式のため
加圧が増していくこととなる。それゆえ鋳造
圧も金属溶解量や湯流れを考慮しなければ
ならない。
fig．21：鋳込まれた金属は，図のような鋳型内を遠
心力で流入していく。
fig．22：（カラーページ参照）

Fig．21 鋳込まれた金属は，鋳型内を遠心力で流入
していく

マグネシア系の埋没材では，鋳込まれた
チタンは，チタン表層は埋没材からきれい
に剥がれ，埋没材との焼着もはとんどない。
fig．23：（カラーページ参照）
こうした鋳造体の汚染。鋳造チャンバー
内の汚染や不適当な溶解雰囲気下ではチタ
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Fig．22 マグネシア系の埋没材。チタン表層は埋没材
からきれいに剥がれ，埋没材との焼着もほと
んどない

Fig．25 as cast の表層断面組織

Fig．23 鋳造チャンバー内の汚染や不適当な溶解雰
囲気下ではチタンの純度を落とす

Fig．26 陶材焼付面では，反応層を十分に取り除く
必要がある

Fig．24 湯のこりのチタン表層は，チャンバー内のバ
ロメータ

ンの純度を落とすこととなる。
fig．24：（カラーページ参照）
湯のこりのチタン表層は，そのときの
チャンバー内のバロメータである。
fig．25：セレベスト CB のチタン鋳造体の as cast
の表層断面で，凝固殻は針状の結晶組織を

なしている。また，チタンの埋没材との反
応が最も少ない一つである。
fig．26：埋没材によってはこの凝固殻は異なるが，
リン酸塩系埋没材を用いた場合は，反応層
は，表層から酸化層，酸素を多く含む
α−case 層，シリカとリンを豊富に含ん
でいる Si／P−rich 層など，多層構造とな
り，その層も厚くなる 2）・3）。したがって陶
材焼付面では，それらの層を十分に取り除
く必要がある。
fig．27：埋没材と反応したチタン表層断面。こうし
た鋳造体は，陶材焼付面にとっては好まし
くない。またクラウン内面の適合もまった
く異なる。陶材焼付チタンには，最も反応
の低い酸化マグネシウム系埋没材，または
チタン専用埋没材を勧めたい。
fig．28：2〜7 のブリッジの適合である。
fig．29：陶材焼成後の適合である
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Fig．27 埋没材と反応したチタン表層断面

Fig．29 陶材焼成後の適合

Fig．28 ｜２〜７のブリッジの適合

Fig．30 一方向性を保ちながら最終調整

7) メタルフレームの調整
fig．30：陶材焼付面の形態修正は，硬化層を取り
除
いた後，けば立ちに櫛を入れるように一方
向性を保ちながら最終調整を行う。
fig．31：チタン表層は硬化層など可及的削除しなが
らも 0.35〜0.4mm 程度の厚みにする。した
がって使用している埋没材によってもワッ
クスパターンの厚みは変わってくる。
fig．32：メタル表面処理は，250μm のアルミナブ
ラストを施し，水洗，超音波アルコール洗
浄，アルコール保存する。
fig．33：表面荒さ 50μm（左）と 250μm（右）の
比較であるが，約 3 倍の荒さとなる。この
表面に十分に陶材をインターロッキングさ
せる。
fig．34：（カラーページ参照）
ポーセレンファーネス焼成中の酸化膜生
成状態の変化について検討したものであ

Fig．31 0.35〜0.4mm 程度の厚みにする
る。上段 250μm：下段 50μm の表面処理
による 50℃間隔で 100℃〜1000℃までを，
大気，減圧，アルゴン雰囲気で，3 分間係
留の色別酸化状態である。ブルーカラー酸
化状態を基準に，温度コントロールすなわ
ち正確なヒートレートで焼成する。
fig．35：一層万遍なくオペーク陶材を塗布する。こ
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Fig．32 水洗，超音波アルコール洗浄，アルコール
保存

Fig．35 オベーク陶材を塗布

Fig．33 左 50μm，右 250μm の表面あらさ

Fig．36 スィンウォッシュ・テクニックでオペイキング
された焼付面

Fig．34 ポーセレンファーネス焼成中の酸化膜生
成状態の変化

Fig．37 オペーク陶材を盛り上げる

のスィンウォッシュ・テクニックでは，
ディギャスイングは行わなくてもよいが，
表層は不純物を巻き込んだり汚れを伴う表
面処理の場合はしたほうがよい。
fig．36：スィンウォッシュ・テクニックで焼成された
焼付面であるが，チタン独特の色合いが出
る。このとき焼付面の密閉処理ができてい

るか，顕微鏡下でチタン金属の露出面がな
いことを確認する。
fig．37：陶材の被膜された上に金属色の透過とボ
ディの色調に欠かすことのできない厚みの
オペーク陶材を盛り上げる。
fig．38：2 次オペーク陶材の焼成終了。適法に従
い，陶材の築盛焼成・形態修正を行う。
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Fig．38 2 次オペーク陶材の焼成終了

Fig．40 インサイザル，モディファイアの盛り上げ

Fig．39 従来の陶材と同じ方法で行う

Fig．41 形態修正

fig．39：陶材の築盛，多色盛りなど，従来の陶材と
同じ方法で行う。
fig．40：切端部のインサイザル，モディファイアの
盛り上げ。
fig．41：形態修正
8）陶材築盛・焼成について
fig．42：陶材のコンデンスとは，粒子間が強力に付
着しあった強い凝集体（ペレット）にする
ことで，その粒子を引きつけ合う 3 つの作
用がある。
① 分子間引力＝分子と分子の間に働く相
互力
② 水分による毛管力＝粒子間に付着した
架橋液膜の表面張力
③ 静電気力＝＋と−に荷電した粒子間，
粒子〜壁間の付着カ
fig．43：グレージング完成
チタン陶材焼成サイクル

Fig．42 粒子を引さつけ合う 3 つの作用

焼成ステップ
Firing Cycle 係留 ヒーティングレート
1 Thin−Wash
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Fig．43 グレージング完成

Fig．46 繰り返し焼成の焼付強度は約 2.5 倍にも上
昇

Fig．44 焼付強度と硬化層の実験条件

Fig．47 硬化層と繰り返し焼成との関わリ

Fig．45 繰り返し焼成をした試料

400℃〜790℃ 1min．130℃／min．
2 2nd Opaque
400℃〜790℃ 1min．130℃／min．
3 Shoulder Porcelain
400℃〜770℃ 1min．53℃／min．
4 Dentine
400℃〜770℃ 1min．53℃／min．

5 1st＋2nd Correction
400℃〜760℃ 1min．51℃／min．
6 Glaze
400℃〜770℃ 1min．123℃／min．
焼成台＝急上昇，急降下約 12 秒間
＝緩上昇上昇 5 分 30 秒，降下 7 秒，
入り口炉内でアニーリング 3 分間
予備乾燥も含めた加熱ヒレキを考慮す
る。また陶材の脱水期，有機物燃焼期は
ゆっくりと焼成すべきであるが，とくにチ
タンは熱に敏感である。表面に陶材が濡れ
て焼付くまでは熱の加え方に注意する。
9）焼付強度と硬化層について
fig．44：焼付強度と硬化層について検討したときの
実験条件である。
fig．45：繰り返し焼成をした試料であるが，回数が
増すとオーバーグレーズしている。実際に
は温度を低く設定し焼成される。
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Fig．48 繰り返し焼成時のビッカース硬度

Fig．50 左側は，as−cast で針状の結晶がある硬化
層有りの表層部。右側は，5mm から 2.9mm ま
で硬化層を取り除いた表層部

Fig．49 硬化層を旋盤したほうが強い傾向を示す

Fig．51 左側は試料 A で，as−cast。右側は，硬化層を
削除した試料 B

fig．46：回数を増加すると焼付強度は約 2.5 倍にも
上昇する。
fig．47：硬化層の幅で，アズキャストでは，平均約
100μm，試料 a で＝約 95μ，a 8 では＝
約 63μm と焼成回数を増すごとに減少し
た。硬化層と焼付強度の関わりをしめして
いる。
fig．48：チタン外周より，25，50，100，200μm に
おけるビッカース硬度で，25μm では，460
〜271Hv，また 50μm では，288〜206
（Hv）と硬さも減少する。
fig．49：as−cast 面の A，a は同じであったが，
回数増加と共に増加し，硬化層の幅は減少
する傾向を示している。また，硬化層の有
無では，無しがいずれの回数においても
as−cast 面より焼付強度は上回った。
したがって．陶材の焼付には硬化層のない
ハーフベイクタイプより，よりラジアルなタイ
プに，またはサーカムフレンシャルなタイプ
にしたほうがよい。

Fig．52 as−cast 焼付界面の EPMA による Ti-Al-O
の各元素マップと，その三元素をマッピングし
た像

10）焼付界面の分析
fig．50：（カラーページ参照）左側は，as−cast
で針状結晶がある硬化層有りの表層部（試
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Fig．53 グリーンの部分が Al。アルミニウムの部分
からチタンに拡散していく状態

Fig．56 ナトリウム（Na）

Fig．54 チタン（Ti）のマッピング

Fig．57 カリウム（K）
等軸粒形の結晶が観察できる。
イ）as−cast のチタン焼付界面について

Fig．55 酸素（0）

料 A），右側は，5mm から 2.9mm まで硬化層
を取り除いた表層部（試料 B）。
fig．51：（カラーページ参照）試料 A，B に陶材を
焼き付けた陶材焼付表層部で，左側は試料
A で，as−cast 時の針状の結晶は，板状
や等軸の結晶粒に成長している。右側は，
硬化層を削除した試料 B が，表層に微細な

fig．52：（カラーページ参照）as−cast 焼付界面の
EPMA による Ti-Al-O の各元素マップ
と，その三元素をマッピングした像で，ア
ルミニウムが凝集し，チタン界面に析出
し，黄色の部分には Ti-Al の濃度高い共
存層を形成している。
fig．53：（カラーページ参照）グリーンの部分が Al
で，アルミニウムの部分からチタンに拡散
していく状態である。このアルミニウムの
部分随所に凝集しているが，これはおよそ
600℃頃から陶材は化学的結合水が遊離
し，シリカとアルミナとに分解しているか
らである。
fig．54：（カラーページ参照）チタン（Ti）のマッ
ピング。チタンの部分に孔が存在する。
fig．55：（カラーページ参照）酸素（0）も，その
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Fig．58 アルミニウム（Al）

Fig．60 チタン（Ti），シリカ（Si），アルミニウム（Al），
酸素（0）の 4 元素

Fig．59 Al と Ti の 2 元素のマッピング

Fig．61 アルミナの上に陶材が存在していると思わ
れる

チタンの孔に存在する。
fig．56：（カラーページ参照）ナトリウム（Na）
は，その孔には存在しない。
fig．57：（カラーページ参照）カリウム（K）もま
た，孔には存在しない。
fig．58：（カラーページ参照）アルミニウム（Al）孔
には濃い濃度で存在する。したがって，チ
タンの孔にはアルミニウムと酸素，すなわ
ちアルミナが存在している。
fig．59：（カラーページ参照）Al と Ti の 2 元素の
マッピング，黄色の部分は Ti−Al の層で
ある。チタンの表層には Ti-Al が分布し
ているが，孔の部分では最も反応が大き
い。すなわちチタンアルミナイドと同現象
である。
fig．60：（カラーページ参照）チタン（Ti），シリカ
（Si），アルミニウム（Al），酸素（0）
の 4 元素で，Al のチタンヘの拡散した
Ti−Al 層にはシリカもまた他の元素も影

Fig．62 チタン（Ti）ポーセレン界面の SEM 像
響しにくい。
fig．61：（カラーページ参照）Ti，Si，Al，0 である
が 4 元素でアルミナプラストによるアルミ
ナの上に陶材が存在していると思われる。
ロ）硬化層除去されたチタンの焼付界面
fig．62：（カラーページ参照）チタン（Ti）（左側白
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Fig．63 チタンのマッピング

Fig．66 チタン（Ti），アルミニウム（Al）2 元素のマッ
ピング

Fig．64 シリカ（Si）の分布

Fig．67 Ti，Al，O の 3 元素マッピング

Fig．65 アルミニウム（Al）の分布
いところ）ポーセレン界面の SEM 像
fig ． 63 ： （ カ ラ ー ペ ー ジ 参 照 ） チ タ ン の マ ッ ピ ン
グ。
fig ． 64 ： （ カ ラ ー ペ ー ジ 参 照 ） シ リ カ （ Si ） の 分
布。
fig ． 65 ： （ カ ラ ー ペ ー ジ 参 照 ） ア ル ミ ニ ウ ム （ Al ）
の分布。

fig．66：（カラーページ参照）チタン（Ti）アルミ
ニウム（Al）2 元素のマッピング。黄色
の部分は Ti−Al の層である。
fig．67：（カラーページ参照）Ti，Al，O の 3 元素
マッピング。硬化層のない Ti では，Al
の侵入拡散が活発に行われ，その度合いも
大きい。このことは硬化層はアルミニウム
の侵入を妨げていることとなる。
fig．68，69：（カラーページ参照）
KS−50 の Ti-Al 層における酸素と Si
の 4 元素の像で，左側が，硬化層なしの B
で，右側が，有りの A で，上段が酸素，下
段が Si である。
適法の試料 B では，Al の拡散が大き
く，黄色の Ti−Al 層の幅も増大し，8 回
では，Al は，A，B ともに焼付界面に凝
集し，B では，Ti−Al 層の濃度がより増
大する傾向にあった。
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Fig．68，69 Ks−50 の Ti-Al 層における O と Si の 4 元素の像

まとめ
セラモーチタンの技術的ポイントを述べてきた
が，チタン鋳造体には，チタンが鋳型壁に接触する
と過冷却によって針状の結晶を成長させるとともに
埋没材の成分と反応し，反応層を形成する。このと
き埋没材の元素が多いといろいろな反応が生じ
多層構造となる。そこで埋没材の選択には，とくに
チタンボンド用としては，十分慎重に選択しなけれ
ばならない。
技術的には個々の鋳造機によって異なるが，
根本的には従来のシステムの応用でよいが，本鋳
造機では遠心鋳造のため，また鋳造圧が強いため，
その鋳造方案に工夫すると鋳巣のコントロールが
より効果的である。
焼成に当たっては，焼付表面処理として，メタル
フレームの硬化層は削除し，スィンウォシュ・テク
ニックか，またはディギャスイングを行うこと。
ラジアルな形態で可及的焼き付け面積を大きくする
こと。さらにはアルミのチタン侵入拡散と Ti−Al 層
の凝縮が焼き付け強度に大きく影響していることも
考慮する。そのため新しいアルミナブラストには新
しいものを使用することなど挙げられる。

メタルボンドにせよ，インプラントにせよ，これから
チタンの時代である。いろいろな分野で使われ始め，
市民も大変興味を持っている。筆者らはチタン研究
会に参加し，こうしたチタンに関わる研究発表を
応用することによってこの技術も誕生した。これか
らもチタンの研究を進めていきたいと思っている。
最後に本稿の研究は
本校（神歯大・歯科技工専門学校）の教員及び専
攻科生の卒論を引用していることを付け加えて終
わりとする。
〔参考文献〕
1）仁科匡生，原田宏造，若菱仁はか：歯科技工におけるセ
ラモーチタンについて第 2 報
第 7 回チタン研究会講演集，33〜34，1993．
2）宮川修他，渡辺孝一，宮川修ほか：チタン鋳造において
新しくわかったこと特に市販埋没材とチタン鋳造体表面の反
応層について
歯科技工，21（7）：673〜685，1993．
3）浜中人士，宮崎 隆，仁科匡生，三宅宗次：チタンの歯科
技工
QDT 別冊
4）仁科匡生：歯科技工における鋳造設計（14)凝固のコント
ロール．−チタンの凝固−
QDT，Vol．17，22〜29，February1992．
5）都賀谷紀宏：チタン鋳造の研究動向をめぐって．チタン鋳
造の私たちの取り組み方
歯科技工，Vol．18，No．8，1990，8．

日本歯技（日本歯科技工士会）Oct.1997

