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多孔質チタンから製作した歯科インプラントの評価に関する研究 
 

 

坂本 裕紀 1・川上 雄二 2 

 

1 機械工学科，2 久留米高専 材料システム工学科 

 
 チタンは人骨と弾性係数が異なることからストレスシールディングが発生し，直接結合しにくいことが

問題となっているが，チタンを多孔質化することで人骨の弾性係数に近づけることができる．多孔質チタ

ンインプラントの実用化のためにin vivo実験が必須であるが，多孔質チタンを用いたインプラント形状へ

の加工は困難とされてきた．本研究ではウサギの骨に試料を埋め込むin vivo 実験を目標とし，実際に歯

科医療で用いられているインプラントよりも小型化したインプラント型の試料を製作した．多孔質チタン

は放電プラズマ焼結（SPS）法で製作した．焼結条件を変えて製作した試料を加工した結果，圧縮力を30 MPa ，

焼結温度を570℃で15分保持したものが，加工中の試料の破壊を防げることがわかった．圧縮強度は150 MPa

であり，良好な加工が期待出来る．  

 

キーワード : 多孔質チタン，放電プラズマ焼結，インプラント 
 

 

１．緒言 

 

 純チタン及びチタン合金は，軽量かつ人体に無害で組織

適合性が良いため，現在歯科インプラントや人工骨などの

生体内でよく用いられている 1)．しかし，チタンと骨の弾

性係数が異なることから（チタン：105～110 GPa，人骨：

17～20 GPa）2)，ストレスシールディングが発生し人口骨

周辺の骨が痩せてしまうことや，骨とインプラントが直接

結合しにくいことが問題となっている． 

 そこで、チタンを多孔質化することでチタンを人骨の弾

性係数に近づけることができるほか，チタンの表面積が増

加することと，気孔の中に骨が浸透することで，インプラ

ントと骨が強固に結合することが期待されている 3,4)． 

多孔質チタンの最も簡単な製作法として，粉末の粒子間隙

を利用して気孔を形成させる粉末焼結法が多く研究され

ている．特に放電プラズマ焼結（SPS:Spark Plasma 

Sintering）法はホットプレスなどの従来法に比べエネル

ギー制御性，短時間焼結などにおいて優れており，従来法

より 200～500 ℃ほど低い温度域で，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材料合成加工技

術である 5)．しかし，多孔質チタンをインプラントに用い

るには強度，弾性係数が不足している状態であり，それら

の改善が求められている．多孔質チタンの強度向上の方法

としては，多孔質チタンに焼鈍を施すことで粉末結合部を

成長させ強化する方法が報告されている 6)． 

 また，今まで多孔質チタンインプラントでの in vivo実

験が行われた例は少ない．in vivo実験とはマウスなどの

実験動物を用い，生体内に直接被験物質を投与する実験で

ある．生体内や細胞内で反応を検出し，ヒトに対する化学

物質の影響を評価するためのより正確な情報を得られる

ことが期待できる．したがって，多孔質チタンインプラン

トの実用化のために in vivo実験は必須である． 

 In vivo実験はウサギなどの小動物に試験片を埋め込む

ため，試験片の小型化が必要不可欠であるが，脆性である

多孔質チタンの細かい加工は困難である．著者の研究室で

は，放電プラズマ焼結により製作した多孔質チタンを，歯

科インプラント形状に加工することを目的としている 7)．

しかし，大きな試験片の加工が可能となったが，口腔内へ

の埋入を想定した小型試験片への加工は困難であり，その

解決策を模索してきた．放電プラズマ焼結で製作した試料

では強度が低く，焼鈍することで強度と加工性の向上を試

みたが，焼鈍により強度を向上させてもねじ切りの際に試

験片が欠けるなど，インプラント型試験片の製作は困難で

あった．また，焼鈍作業のため大幅に手間を増やしてしま

う上に，炉から試料を取り出す際に表面が酸化してしまう

ことから，実用化に向けて現実的ではないと判断した． 

 したがって，本研究では多孔質チタンの強化のために，

放電プラズマ焼結で試料を製作する際の条件を見直し，イ

ンプラント製作に最適な強度と多孔性を有する多孔質チ

タンの選定を行った．そして，従来の条件で焼鈍した多孔

質チタンとの物性の比較を行った．さらに，多孔質チタン

の低い弾性係数を改善するために，緻密なチタンと多孔質

チタンを複合させた材料の製作を行った． 

 また，in vivo実験を行うにあたり，試作した小型イン
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プラント試験片を骨に埋入するための形状と埋入方法に

ついても検討した．特に，試験片が骨だけでなく，筋肉な

ど皮下組織に触れる面積が大きければ，その隙間から細菌

が侵入し炎症などアレルギー反応が起こると考えられる

ため，試験片の小型化を可能にする加工法も検討した． 

 

 

２．実験方法 

 

(1) 試材 

 多孔質チタンの試料は，ガスアトマイズ法によって製造

された粒度 150 μmアンダーの純チタン粉末(TILOP-150，

住友チタニウム，尼崎)を篩によって 100～125 μmに分け，

放電プラズマ焼結(SPS)することで製作した．焼結条件は

加圧力 25 MPaで圧縮を行い，570 ℃まで昇温後，10分間

保持した．そして，強度の向上のために焼鈍を行った．焼

鈍は真空焼鈍炉を用い，製作した多孔質チタンを 850 ℃

で 24時間保持したのち炉冷した． 

 また，比較のため，焼結を行う際の圧縮力と保持時間を

変更し，3 種類の試料を製作した．圧縮力を 30 MPa に変

更し 570 ℃での保持時間を 10分間のものを条件①，圧縮

力を 25 MPaに変更し保持時間を 15分間のものを条件②，

圧縮力を 30 MPa に変更し保持時間を 15 分間のものを条

件③として製作した． 

 複合材料の製作では，多孔質チタンの弾性係数向上のた

めに試料の中央部に緻密な純チタンの軸を有した多孔質

チタンの製作を試みた．製作方法として，軸となる部分を

純チタンの棒（φ5.0×500 mm，99.5 mass%，株式会社ニラ

コ，東京）で製作し，それをカーボンダイスの中に設置す

る．その芯を覆うようにチタン粉末を投入し放電プラズマ

焼結を行うことで製作した．用いた軸を Fig.1に示し，焼

結する際の概略を Fig.2に示す．軸の寸法はダイスに入れ

ることを考慮し，最も太い部分を 5 mm，細い部分の直径は

2 mmとし全体の長さは 16 mmとした．焼結条件は，圧縮

力を 30 MPa，570 ℃での保持時間を 15分間で製作したも

のを条件Ⓐ，圧縮力はそのままの 25 MPa，保持時間を 10

分延長した 25 分間のものを条件Ⓑとして二種類を製作し

た．加工をする際は，多孔質部が脆く旋盤での加工が困難

な部分があったため研磨をすることで長さを調整した．全

体の焼結条件をまとめたものを Table1に示す． 

 

 

Fig.1 Dense titanium shaft. 

 

Fig.2 Schematic diagram of composite material. 

 

Table1 Sintering conditions. 

 Sintering 
Temperature 

(oC) 

Sintering 
Pressure 
(MPa) 

Retention 
time 
(min) 

Conventional 
method 

570 25 10 

Condition 1 570 30 10 

Condition 2 570 25 15 

Condition 3 570 30 15 

Composite 
sample A 

570 30 15 

Composite 
sample B 

570 25 25 

 

(2) 物性評価 

 製作したそれぞれの試料は長さを 12mm に調整したのち

に，物性の評価として圧縮試験と走査型顕微鏡（SEM）に

よる表面観察を行った．試料の圧縮強度，弾性係数を測定

するために万能試験機を用いて圧縮試験を行った．試験で

はクロスヘッド速度を 1.0mm/minとして圧縮を行い，試料

あるいはグラフから明らかに材料が降伏したと確認でき

た後，ストロークが 2mm 進むまで試験を行った．そして，

それぞれの製作した試料が目つぶれすることなく気孔を

有しているか，また複合材料の緻密部と多孔質部の結合の

状態を調べるために SEMによる観察を行った． 

 

(3) 小型インプラント試験片の製作 

 インプラント型試料の製作には NC 旋盤を用いて加工を

行った．本研究ではウサギの骨に試料を埋め込む in vivo

実験を目標としており，実際に歯科医療で用いられている

インプラントよりも小型化したインプラント試験片を製

作する必要がある．また，骨に埋め込むための機構を作る

必要があり，更には動物に埋め込んだ際に試料製作時にチ

ャッキングしていた部分が大きいためアレルギー反応が

起きる可能性が指摘されている．改良前の試験片を Fig.3

に示す．それら問題の解決のため，試験片の再設計と，ね

じ頭の部分を加工するための治具の製作，そして埋め込む

ための工具の製作を行った． 

Punch 

Die 

Powder 

Dense shaft 
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Fig.3 Small-sized implant specimen before improvement. 

 

 

３．結果および考察 

 

(1) 物性評価 

 焼鈍前後の圧縮試験の結果を Fig.4に，そして SPSの条

件を変えた際の結果を Fig.5にそれぞれ示す．焼鈍前の多

孔質チタンの圧縮強度は約 95 MPa，焼鈍後では約 140 MPa

の圧縮強度を示し，強度の向上が見られる．しかしながら，

焼鈍後の試料は破断にいたる変位が焼鈍前よりも小さく

なっており，試料の脆化が考えられる．これは焼鈍炉から

試料を取り出す際に表面が酸化してしまったことが原因

と考える．対して，条件①の試料は約 120 MPa，条件②の

試料は約 110 MPa，条件③の試料は約 150 MPaの圧縮強度

を示した．特に条件③の試料は，焼鈍を行った試料よりも

高い圧縮強度を示している．これは，放電プラズマ焼結の

条件を調整することで焼鈍を行わなくても高強度を得る

位も，従来の条件よりも多くなっており，脆化の傾向はみ

られない．試料の気孔率については，焼鈍の有無では，気 
 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                           (b) 

Fig.4 Compression test of before annealing (a) 

and after annealing (b). 
 

 
Fig.5 Compression test when SPS condition is changed.

孔率は焼鈍前が 34%であるのに対し焼鈍後は 31 %であっ

た．SPS条件の変更では，条件を変えたことによる見た

目の変化はなく，それぞれの気孔率は条件①が約 30 %，

条件②が約 32%，条件③が約 30%であった．焼鈍した試料

よりも気孔率が低いことから，圧縮強度の増加に繋がっ

たと考えられる． 

 SEMによる表面観察の結果は SPSの条件を変えた場合で

も同様に開気孔を観察することができた．初期条件で製作

した試料と，条件③の試料の SEM画像を Fig.6に示す．両

試料とも大きな変化は見られず，焼結条件の違いによって

表面形態が大きく異なる傾向は観察出来なかった．両者の

気孔率の差は 4%であり，表面の気孔径には差が表れなか

ったと考えられる．グラフの傾きから縦弾性係数を求める

と，焼結した試料は最大で 4.7GPa であったのに対し，焼

鈍した試料は 14.4GPaと高い値を示した． 
 

 

 

 

 

 

 
 

(a)                       (b) 

Fig.6 SEM photograph of initial condition (a) 

and condition ③ (b). 

 

 次に，製作した複合試料を Fig.7に示す．緻密なチタン

の軸を有している複合材料の圧縮試験の結果を Fig.8 に

示す．圧縮強度は条件Ⓐが約 60 MPa，条件Ⓑが約 100 MPa

となった．グラフの傾きから縦弾性係数を求めると条件Ⓐ

が約 8.0 GPa，条件Ⓑが約 15.4 GPaであった． 

 
Fig.7 Composite material with dense shaft. 

 

 
Fig.8 Compression test of composite material. 
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 本研究で使用した試料と機械的性質をまとめたものを，

Table 2に示す．この結果から SPSを行う際の保持時間の

延長と圧縮力の増加が，両方ともに多孔質チタンの圧縮強

度向上に有効であることが分かった．SPSの条件を変更す

ることで多孔質チタンの強化を期待できる．したがって，

焼鈍による手間を克服した，高強度の多孔質チタンの製作

が可能であると考えられる． 

気孔率との相関を見てみると，圧縮力が保持時間よりも気

孔率の低下に繋がっていることが分かる．多孔質チタンは

強度が高く気孔率が大きいものが生体材料として最適で

あるため，多孔質チタンを製作する際は，圧縮力よりも保

持時間を調整することで気孔率と強度を最適に出来ると

考えられる． 

 

Table2 Mechanical properties of each samples. 

 Porosity 
(%) 

Compressive 
strength 
(MPa) 

Young's 
modulus 
(GPa) 

Conventional 
method 

34 95 2.4 

Conventional 
method  with 
annealed 

31 140 14.4 

Condition 1 30 120 4.7 

Condition 2 32 110 2.4 

Condition 3 30 150 4.7 

Composite 
sample A 

‐ 60 8.0 

Composite 
sample B 

‐ 100 15.4 

 

 縦弾性係数に関しては，複合材料とすることで縦弾性係

数の値を向上させることが分かった．しかし，条件Ⓐでは

条件Ⓑ程の向上が見られておらず，両条件ともに圧縮強度

に関しては，緻密な軸を有しているにもかかわらず，通常

の多孔質チタンよりも低い値となった．これは，圧縮試験

後の試験片の破断面の様子を Fig.9に示すように，緻密な

軸と多孔質部が剥離し破断したためであると考えられる．

それぞれの緻密部と多孔質部の境目の SEM 画像を Fig.10

に示す．条件Ⓑは条件Ⓐよりも緻密部と多孔質部の結合が

複雑であることがわかる． 

            (a)                         (b) 

 

Fig.9 Destruction surface of condition A (a) 

and condition B (b). 

 
             (a)                       (b) 
Fig.10 Observation of boundary surface by SEM of 

condition A (a) and condition B(b). 

 

 人骨の縦弾性係数が約20 GPaであることを考慮すると，

軸を有していない試料では弾性係数が不足していたが，材

料を複合させることで縦弾性係数を向上させ人骨に弾性

係数を近づけることができた．さらなる弾性係数の向上に

は，緻密なチタンの軸の直径を調整することで可能である

と考えられる． 

 条件Ⓐの縦弾性係数がそれほど向上しなかった理由は，

破壊面の様子，SEM 観察の結果から，SPS を行う際の保持

時間が短かったことによる，緻密部と多孔質部の結合の不

足が原因であると考えられる．複合材料を作る際に，ダイ

スの底部は緻密なチタンによって塞がれるため，放電によ

る熱がチタン粉末に伝わりにくくなってしまう．したがっ

て保持時間を延ばした条件Ⓑのほうが緻密なチタンと多

孔質チタンの結合が強くなり，弾性係数が大きく向上した

と考えられる．圧縮強度の向上のため，今後複合材料を製

作する際は，緻密軸の形状を調整し，保持時間を延ばすな

どの考慮する必要がある． 

 

(2) 小型インプラント試験片のねじ込み部の製作 

 試験片の寸法は，埋め込む部分の長さを 9mm，最大部の

直径を 3.5mmとし設計を行った．また，試験片のねじ部に

はテーパをつけることで，実際に用いられている歯科用イ

ンプラントに形状を近づけた．そして，試験片の頭の形状

を D字型に加工し，その形状にあったドライバーのような

工具を作ることで骨へ埋め込むことにした．試験片の頭の

加工には，フライス盤で加工するための治具を製作した．

また，試験片のチャッキングに用いていた部分については

厚さ 2mmに設計した．試験片を埋め込むための工具は，耐

腐食性を考慮し実際にメスなどの医療器具にも用いられ

ているステンレス材を用いることにした．主に旋盤を用い

て加工し，先端には試験片の頭がはまり込むように D字型

の穴を加工した． 

 本研究で製作した小型試験片を Fig.11 に示す．脆い多

孔質チタンであっても，設計通りに小型化した試験片を製

作することが出来た．材料の多孔質チタンは上記の試験結

果から圧縮力 30MPa，570℃での保持時間 15分のものを使

用した．その結果，多孔質チタンが破壊することなく安定

して加工することが出来た． 
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Fig.11 Improved compact implant specimen. 

 

 試験片の頭を D 字型に加工するための治具を製作した．

この治具は一度に上部と下部に試験片を 3 個ずつセット

することができ，フライス盤のエンドミルを用いることで，

同時に 3 個の試験片の頭を均一に加工することが出来る．

また，小型試験片を埋め込むために工具を製作した．先端

の D字型の穴は型抜き放電加工を用い開けた．製作した治

具と工具を Fig.12に示す． 

 
      (a)                       (b) 

Fig.12 Jig for processing specimen(a) and 

Tool for embedding test specimen (b). 
 

 また，NC 旋盤で加工する際のチャッキングにコレット

チャックを用いることで，短い範囲のチャッキングでも安

定した加工が可能となった．したがって，指摘されていた

問題点である，インプラントの頭部分の小型化を行うこと

が出来た．またコレットチャックを用いることで，脆いた

めチャッキングが困難であった多孔質チタンも，安定した

チャッキングが可能となった． 

 切削後の多孔質チタンの試験片表面の SEM 画像を

Fig.13 に示す．切削後も多孔質チタンの気孔が目潰れす

ることなく加工出来た．緻密なチタン，多孔質チタンとも

に試験片の製作時間は，1 つ当たり 15 分程度であり，短

時間で安定して小型インプラント型試験片を作ることが

可能となった． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.13 Surface of porous titanium after cutting. 

４．結言 

 

 本研究では，多孔質チタンの強度と加工性向上を，多孔

質チタンの焼鈍と SPS の条件を変えることで試みた．SPS

の条件は圧縮力を上げたもの，保持時間を長くしたもの，

その両方を変更したものの３種類を試行し焼鈍を施した

試料と比較した．また，弾性係数向上のために多孔質チタ

ンの内部に，緻密なチタンの軸を有した複合材料の製作を

試みた．そして in vivo実験を行うための小型インプラン

ト型試験片の製作を行った．そのまとめを以下に示す． 

 

１）SPSの条件の変更の結果，圧縮力と保持時間のどちら

を変更しても圧縮強度は上昇した．また，圧縮力を強くす

ることで気孔率が低下するということが分かった．従って，

多孔質チタンを製作する際は，気孔率確保のために保持時

間を調製し製作すべきであると考えられる． 

 

２）複合材料の製作では，予め製作した緻密なチタンの軸

を，ダイスに設置し焼結することで製作することが出来た．

弾性係数は向上したが圧縮強度は低くなり，これは緻密な

チタンの軸が焼結の妨げになったためである．今後は，軸

の形状の工夫や SPSの条件の変更が必要である． 

 

３）小型インプラント試験片の作製では，加工方法や加工

手順を変えることで目標の形状を安定して製作すること

が可能となった．また，インプラントの頭の部分を D字型

に加工し，それにあったドライバーのような工具を製作す

ることで骨に埋め込む機構を施した． 
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