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多孔質チタンの酸化膜と腐食の関係について

坂本 裕紀1・川上 雄二2

1機械工学科，2佐賀県立工業技術センター

多孔質チタンは骨との早期結合，および低弾性率の観点から，人工骨や人工歯根（歯科インプラント）

としての利用に期待が高い．しかしながら，チタンは歯科領域において歯面塗布液や歯磨剤に含有する

フッ化物の存在下で著しく耐食性が低下することが報告され，問題となっている．

本研究では，多孔質チタンを大気中600，700，800℃で焼きなまし，その表面に酸化チタンの酸化膜を

形成させてフッ化物に対する防食効果を調べた．その結果，600，および700℃で焼きなました試料は表

面に腐食生成物が観察され，腐食の兆候が確認された．800℃で焼きなました試料は表面酸化による脆化

が問題になるが，腐食生成物は観察されず，フッ化物による腐食を防ぐことを明らかにした．
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１．緒言

チタンは生体に無害で組織適合性が良いため人工歯根，

人工骨，人工関節などとして利用されている．しかし，チ

タンは表面が骨と直接結合しない生体不活性材料とされ，

骨伝導性においてチタンに比較して極めて優れているリ

ン酸カルシウム系材料（アパタイト）をチタン表面に修飾

する方法が研究されている．また，骨と弾性係数が異なる

ことから骨リモデリングに大きな影響を与えるなどの問

題がある．これら生体適合性に対するチタンの問題点を解

決する方法として，材料を多孔体とする方法がある．材料

表面を多孔体にすることで弾性係数を低くすることがで

き，さらには気孔に骨が侵入して材料と強固に勘合するこ

とが期待できる．筆者らは，純チタンの球状粉末を放電プ

ラズマ焼結（SPS：Spark Plasma Sintering）法によって焼結

して多孔質チタンを製作し，物性等を評価してきた1)．SPS

法はエネルギー制御性，短時間焼結などにおいて優れてお

り，ホットプレスなどの従来法に比べ200～500°Cほど低い

温度域で，昇温・保持時間を含め，5～20分程度の短時間

で焼結あるいは焼結結合を可能とする近年実用化された

次世代型の材料合成加工技術である2)．

チタンは表面酸化膜の保護効果により生理食塩水，人工

唾液，擬似体液中で極めて優れた耐食性を示す．しかし，

口腔内は食べ物や飲み物により，0～60°C付近までの温度

変化があり，唾液や細菌による腐食，咬合や歯磨きによる

磨耗，歯磨剤や洗口剤のイオンによる侵食が問題になる．

その結果として，口腔内で修復物に腐食が起こると，イオ

ンの溶出や腐食生成物により様々な生体為害性が発現す

る．そのため，口腔内で使用される金属材料は耐食性に優

れた材料であることが望まれる．

チタンの表面を大気中で研磨すると，瞬時に数ナノメー

トルの非晶質の酸化膜に覆われる．また，チタンを大気中

で加熱すると800°C程度までは比較的安定な酸化膜を形成

するが，800～900°C以上になると酸化速度は急激に速くな

り，スケールを形成し剥離する３）．同時にチタン中の酸素

濃度も高くなり，チタンは著しく脆化する．チタンは安定

な不動態皮膜が形成できれば優れた耐食性が発現するが，

加工したままの表面では歯面塗布液や歯磨剤に含有する

フッ化物の存在下で酸化膜が侵食を受けることが知られ

ており，フッ化ナトリウム溶液を用いた実験的検証が報告

され，その解決法が検討されている．

本研究では，純チタンの球状粉末をSPS法によって製作

した多孔質チタンを大気中において600，700，800°Cで2

時間焼きなまし，その表面に酸化チタンの酸化膜を形成さ

せた．その後，焼なましたままの試料と，焼なましをして

いない試料をフッ化物環境下に置き，試料の重量変化や表

面観察を行うことで多孔質チタンの表面酸化膜とフッ化

物に対する腐食の関係を調べた．

２．実験方法

(1) 多孔質チタンの製作と焼きなまし

粒度150μmアンダーの球状純チタン粉末(TILOP-150，住

友チタニウム)を篩い分けし，篩目の間隔が100μmの篩に

残った粉末を焼結に供した．直径17mmの貫通孔をもつカ
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ーボンダイス(φ50×160)を用い，SPSシンテックス製パル

ス通電焼結装置(SPS-3.20 MK-4)を用いて焼結を行った．焼

結条件は，焼結温度650°C，昇温18分，保持時間10分，電

流750A，電圧2-3V，真空度3-4Pa，そして加圧力は25MPa

とし，熱の拡散を防ぐためカーボンフェルトをダイスに巻

きつけた．

表面酸化膜を形成させるため，製作した多孔質チタンを

電気炉により大気中600，700，800°Cで2時間焼きなまし，

その後炉冷して，焼きなましをしていない試料と比較した．

(2) APF溶液浸漬試験

各試料は幅7 mmの円板状に切断した後，表面をエメリー

紙で研磨し，アセトンで超音波洗浄し浸漬実験に供した．

試料を浸漬させる溶液には，2.0％フッ化ナトリウム溶液

（NaF）に1.7％正リン酸（H3PO4）を加えてpH5.0に調整し

た水溶液（以後，APF溶液と記す）を用い，表面酸化膜の

有無におけるチタンのフッ化物に対する防食効果を検証

した．浸漬容器は耐薬品性に優れたテフロン容器を使用し，

37℃に保たれた恒温槽内において4週間まで保持した．

APF溶液の交換は3日おきに行い，走査型電子顕微鏡

（SEM）による表面観察と重量測定を1週間おきに行った．

また，APF溶液浸漬による多孔質チタンの機械的性質の

変化を調べる目的で引張試験を行い，浸漬前後における試

料の強度変化を調べた．

(3) Ｘ解回折

チタンのAPF溶液浸漬による腐食挙動，すなわちチタン

表面への析出物についての情報を得る目的で，XRD(X - ray

Diffraction Spectroscopy)を用いて浸漬後のチタン表面を分

析した．

３．結果

(1) 重量変化

APF溶液への浸漬による重量変化をFig. 1に示す．焼き

なましていない試料では，2週目までの重量増加が顕著で

あり，その後減少と増加を繰り返した．600，700，800°C

で焼きなました試料の重量変化はどれも同程度であるが，

焼きなましていない試料に比べてわずかであった．

Fig. 2に浸漬前後の試料表面のSEM写真を示す．焼きな

ましていない試料は浸漬によって多量の析出物が吸着し，

チタン表面への著しい侵食が確認された．600，700°Cで焼

きなました試料は，浸漬前の粒子表面に薄い酸化膜が確認

された．浸漬後には析出物が確認されたが，チタン表面へ

の侵食は観察されなかった．800°Cで焼きなました試料は

粒子表面に凹凸が生じ，厚い酸化膜が形成されていたが，

浸漬前後において試料表面に変化がないことが確認され

た．

以上のように，APF溶液浸漬における重量増加は試料表

面に析出物が生成したためであり，浸漬中の重量減少はそ

の析出物の溶出および侵食による重量減であると考えら

れる．本実験においては，800°Cで焼きなますことにより

試料表面に析出物が生成しないことが分かった．

Fig. 1 Weight changes of the specimens, as-sintered and,

annealed at 600, 700, and 800 °C during immersion in

APF solution.

Fig.2 SEM micrographs of the specimens immersed in APF

solution for 4 weeks ; (a) before immersion, and (b)

after immersion.
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(2) 引張試験

APF溶液浸漬による強度の変化を検証するため，引張試

験を行った．試験には，浸漬において最も析出物の多かっ

た焼きなましを行わない多孔質チタンを用い，APF溶液浸

漬前後の引張強度を測定した．SPSにより製作した多孔質

チタンをFig. 3に示すダンベル型試験片に加工し，試験部

のみをAPF溶液に浸漬した．試験機は，MTS社製油圧サー

ボ制御単軸疲労試験機（JD9736，MTS，東京）を用い，曲

げ応力がかからないように試験片の軸方向へひずみゲー

ジを180°おきに2枚貼り，ひずみを測定しながら注意して

試験片を取り付けた．

引張試験の結果をFig. 4に示す．やや延性が下がってい

たが，APF溶液浸漬による引張強度の変化は見られなかっ

た．引張強度は浸漬前後において約85MPaであり，弾性係

数は18.6GPaと一致していた．人骨の弾性係数が17～

20GPaであることから4)，本実験で製作している多孔質チ

タンは腐食環境下においても人骨と同様の弾性係数を保

持することが明らかになった．

APF溶液に浸漬した試料の破断面をFig. 5に示す．試料表

面から約500～1000μmに渡って析出物が観察され，最大で

1mmまでAPF溶液が浸透したことが確認された．すなわち，

試料の中心部は浸漬していない試料と同等の状態であり，

これが引張強度および弾性係数の維持に繋がったと考え

られる．今後は多孔質体の開気孔の形状，および浸漬期間

による変化を詳しく調べていく必要がある．

(2) 表面析出物の分析

APF溶液浸漬によって試料表面に付着した析出物の成

分を解明するため，浸漬4週後の試料表面をXRDによって

分析した結果をFig. 6に示す．分析には焼きなましていな

い試料の表面を用いた．図より，回折ピークの位置が純チ

タンとフッ化チタンナトリウム(Na3TiF6)の回折ピークの

位置と一致する結果となった5)．したがって，APF溶液浸

漬後の試料表面に観察された析出物の成分は腐食生成物

であるフッ化チタンナトリウムと決定付けた．これより，

試料表面への析出物の形成が腐食の進行に関係すると結

論付けた．

Fig.3 Shape and dimensions of porous titanium specimen, in

mm.

Fig. 4 Stress-strain curves in tensile tests.

Fig. 5 Fracture surface of a specimen broken in tension.

Fig. 6 XRD profiles of porous Ti immersed in APF solutions for

4 weeks.
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４．考察

(1) 焼きなまし温度と酸化膜について

チタンは885°Cで稠密六方格子(α-Ti)から体心立方格子

(β-Ti)に相変態する．大気中で焼きなますと800°C付近ま

で酸化膜は比較的安定であるが，これより高温では酸化膜

は急速に成長し，1000°C以上になるとスケールとなり剥離

する４）．加工材や表面研磨後の酸化膜は非晶質の極めて薄

い膜であり，必ずしも耐食性は十分ではない．しかし，大

気中で焼きなますとアナターゼ，ルチルの結晶性の高い酸

化膜になり，耐食性も向上する6)．酸化膜の成長は，焼き

なまし温度が支配的な因子であり，焼きなまし時間の影響

は温度に較べて小さいことが知られている．以上の理由か

ら，本研究では焼きなまし温度を600，700，800°C，そし

て焼きなまし時間を2時間として実験を行った．

800°Cで焼きなました試料の浸漬前の表面写真をFig. 7

に示す．表面の結晶構造はルチル型であると推測され，試

料の直径は焼きなまし前に比べて約0.25 mm増加していた．

これは，チタンを大気中で熱処理した際の表面酸化膜の厚

さとほぼ一致した．酸素および窒素の吸収固溶により表面

層は硬化する．また，図の赤枠で囲った変色の部分を境に

して粒子間の結合度が違っており，剥離の兆候がみられた．

これにより試料の脆性を招き，機械的強度に大きく影響を

及ぼすと考えられる．

Fig. 7 Surface of a specimen annealed at 800 °C．

(2) フッ化物による腐食と酸化膜について

APF溶液浸漬によりチタンに取り込まれる分子につい

ての情報を得る目的で，直径0.6mm，長さ50mmの純チタ

ン線を昇温脱離分析した．その結果をFig. 8に示す．焼き

なましていない試料，および800°Cで焼きなました試料を

APF溶液に1週間浸漬し，昇温脱離分析装置によって試料

から離脱するガス分子を測定した．図より，焼きなまして

いない試料からは，水素が600°Cから1000°Cの温度域で多

量に検出された．また，イオン強度は低いがフッ素も検出

された．しかし，800°Cで焼きなました試料からの水素及

びフッ素の脱離量は少ないことが分かった．

チタンは水素吸蔵合金として知られ，水素脆性が問題に

なっている．水素吸蔵は，チタン自体に全面腐食が発生し，

表面で水素を発生する場合に起こることが知られている7)．

しかし，本実験における引張試験の結果から水素脆性の挙

動は見られず，試料の内側はほぼ健全な組織であり，チタ

ン部材全体としての脆化は小さいと考えられる．

チタンの腐食は，水溶液中のF－イオンとH+イオンが結

合してフッ化水素（HF）となり，TiO2+2HF→TiOF2+H2O

の反応が容易に進行し，チタン表面の酸化膜が溶解して生

じると考えられる．また，XRDによって観察された腐食生

成物であるフッ化チタンナトリウム(Na3TiF6)の付着によ

って表面が侵食されていくと推定する．

800°Cで焼きなました試料は表面に析出物が生成せず，

腐食抵抗が高くなることが確認された．これは酸化膜がル

チル型の安定した結晶膜になったことによると考えられ

る．しかし前述したように，800°Cで焼きなますことによ

り酸化膜が厚くなれば，スケールとして剥離し機械的強度

を低下させる．したがって，薄くて結晶性の高いルチルの

皮膜をチタン表面に生成することが有効であると考える．

Fig.8 (a) Hydrogen and (b) fluorine thermal desorption analysis

curves of the specimens immersed in APF solution.
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５．結言

多孔質チタンを焼きなまして表面酸化膜を形成させ，

APF溶液に浸漬してフッ化物に対する防食効果について

調べた．その結果を以下に示す．

１）重量変化率の実験結果より，焼きなましていない多孔

質チタンでは析出物が多く形成されたが，焼きなました多

孔質チタンでは酸化膜の保護効果により，腐食生成物の析

出を大幅に減らすことが分かった．

２）SEMによる表面観察から，800°Cで熱処理したルチル

構造を持つ酸化膜が表面の析出物の量を減らす結果が確

認できた．また，800°Cで焼きなました試料に酸化膜が剥

離する兆候が見られたため，焼きなまし温度と熱処理時の

酸素濃度を検討する必要がある．

３）APF溶液浸漬前後の引張強度，および弾性係数は同等

の数値を示し，腐食環境下においても機械的性質は変動し

ないことが明らかになった．

４）XRDによる分析から，APF溶液浸漬後の多孔質チタ

ン表面に析出したのはフッ化チタンナトリウム

（Na3TiF6）であり，チタン表面を侵食する腐食生成物で

あることが分かった．これより，フッ化物環境下における

析出物の生成が腐食の因子であると結論付けた．
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