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１．生体活性アルミナセラミックス

生体骨と結合するアルミナ製人工骨

２．ナノカーボン複合アルミナセラミックス

高強度・高靭性・・・長寿命セラミック人工関節

３．機械加工ができるセラミックス

ＣＡＤ/ＣＡＭシステムで加工

・・・高寸法精度のセラミック人工歯

・マイカ複合ジルコニアセラミックス

・ワラストナイト複合ジルコニアセラミックス

・マイカ系結晶化ガラス

発表内容



3

セラミック製人工骨

１．アパタイト製人工骨（緻密質）

・生体活性に優れる： 生体骨と結合

・機械的性質（強度，破壊靭性）が低い

２．骨伝能を有するアパタイト多孔体

・骨の再生

・アパタイトの溶解・吸収

・機械的性質（強度，破壊靭性）が低い

３．アルミナ製人工骨

・優れた生体適合性

・生体不活性： 生体骨と結合しない

・優れた機械的性質
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生体活性アルミナセラミックス
★ジルコニアセラミックスやチタン合金の生体活性化

・アルカリ処理・酸処理により可能

★アルミナセラミックスの生体活性化

・これまでに例がない

★本研究でのアルミナセラミックスの生体活性化

高純度アルミナ焼結体

表面研磨リン酸処理

1.5SBFへ浸漬

SBF：擬似体液
1.5SBF: 濃度が1.5倍

の擬似体液

1.5SBF  40 ml，
焼結体 1個
38℃，7 days

20μm

リン酸処理 140℃，1h

骨類似アパタイトの生成
➡ 生体活性の可能性
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生体活性アルミナセラミックスの作製

20μm

緻密な焼結体表面を125μm研磨

10μm

リン酸処理 140℃，5時間

20μm

1.5ＳＢＦ 7日間浸漬 リン酸処理後，塩化カルシウム処理
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生体活性アルミナセラミックスの断面

アルミナ‐アパタイト断面 BSE像

アルミナ‐アパタイト断面 BSE像 アルミナ‐アパタイト断面 BSE像
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鏡面研磨したアルミナセラミックスの生体活性

高純度アルミナ焼結体 鏡面研磨 リン酸処理

1.5SBFへ浸漬塩化カルシウム処理
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生体活性ＣＮＴ/アルミナ複合体
★CNTから骨類似アパタイトの析出

表面研磨 リン酸処理 1.5SBFへ浸漬

37℃，
7 days擬似体液

（1.5SBF）へ
CNTを分散

30mm 500nm

S. Taruta et al., J. Nanomater., 2011, Article ID935520, doi: 10.1155/2011/935320.

骨類似アパタイトの生成

★CNT： 骨再生の促進効果 Y. Usui et al., Small, 4, No.2, 2008,240-246.

★CNT/アルミナ複合体
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生体活性アルミナセラミックス：まとめ

★応用： 人工骨，人工歯

★特徴
・これまでに例がない： 生体骨との結合の可能性
・ジルコニアのように、相転移による劣化がない
・チタン合金のように、金属アレルギーがない
・アパタイトよりも機械的性質（強度，破壊靭性）に優れる
・ＣＮＴ/アルミナ複合体：骨の再生を促進

★課題
・骨類似アパタイトの生成メカニズムの解明
・アルミナと生成した骨類似アパタイトとの密着性
・骨類似アパタイト生成後のアルミナセラミックスの強度

・・・研磨傷の影響
・ＣＮＴ/アルミナ複合体中のＣＮＴからのアパタイトの生成
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セラミック製人工関節

１．セラミック人工関節

・生体適合性に優れる

・耐摩耗性に優れる

・化学的に安定である

・機械的性質に優れる

２．問題点と課題

・20年で1-2割が破壊

➡ 強化（高強度化，高靭化）

➡ 長寿命化

３．アルミナ製人工関節の強化

・ジルコニアの添加

・カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）の添加
信州大学 バイオメディカル研究所

齋藤教授より

人工股関節
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ＣＮＴ/アルミナ複合体の作製

最大の問題点
★アルミナ：親水性
★CNT：疎水性，絡み合い

→ 化学的，物理的に処理して
均一分散混合
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ＣＮＴ/アルミナ複合体の破壊靭性

2 mm

破壊靭性：
アルミナ単体 3.5 MPa･cm0.5 → 複合体の最大値 6.6MPa･cm0.5

アルミナ粒子が微細なほど、複合体の破壊靭性は大きい
→ アルミナ粒子が微細なほど、CNTの強化

効果（プルアウト，ブリッジング）が大きい。

＜高靭化機構＞
アルミナ粒子が
微細なほど、
CNTの折曲りが
多い（重要）。

↓
折れ曲りが多い
と、CNTが引抜
けにくくなる。

↓
クラックが進み
にくくなる。

↓
高靭化

N. Ueda et al., J. Ceram. Soc. Japan, 118 [9] 847-854 2010.
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ＣＮＴ/アルミナ複合体の曲げ強度
表 CNT複合アルミナセラミックスの機械的性質

N. Ueda et al., J. Ceram. Soc. Japan, 118 [9] 847-854 2010.

図 アルミナ焼結体

図 複合体
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ＣＮＴ/アルミナ複合体：まとめ

★応用： 人工関節，構造材料
★特徴

・ＣＮＴ/アルミナ複合体：骨の再生を促進
・摺動性が高い？
・高靭化が可能

★課題
・高強度化: CNTの高分散・均一混合，界面強度

ＣＮＴと強度の維持
・強化材としてのＣＮＴ： 難分散，高価
・グラフェンナノシートへの転換
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セラミック製人工歯
＜ジルコニアセラミックス＞

・高い機械的性質

・生体親和性

・審美性

歯科材料として
必要な性質

セラミックス，43（4），

303-307 （2008）

ジルコニアオールセラミック
クラウン 神戸トアロード歯科の

スタッフブログより

ジルコニアインプラント
Takano DDS.Ph.DのHPより

＜歯科用材料の製造＞

：患者ごと，歯種により形状が異なる

・・・CAD/CAMシステムで設計・加工

☠セラミックスの欠点：機械加工が難しい

（精密に複雑な形状とすることが困難）

収縮により寸法制御が困難

→ 本焼成後に加工が必要

→ 材料に機械加工性

が要求されている

セラミックス，43（4），316-31（2008）

機械加工ができるジルコニアセラミックス
・マイカ複合ジルコニアセラミックス
・ワラストナイト複合ジルコニアセラミックス
・マイカ系結晶化ガラス
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マイカ複合ジルコニアセラミックス
3Y-ZrO2粉末 マイカ組成(KMg3AlSi3O10F2)ガラス粉末+

300

400

500

600

700

800

900

M00 M10 M20 M300    10 20 30
マイカ添加量 (wt%)

20% 以 上 の 添 加
で機械加工性が
発現。

強
度

(M
Pa

)

曲げ強度： 676 MPa
ビッカース硬度:  11.3 GPa
破壊靭性:           6.5 MPa・m1/2

2 m

4.0mm

分級したマイ
カを複合化

マイカの分散性が

低く収率が極めて

低い。
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マイカ複合体の接触損傷

20wt%添加

接触損傷：
一部 擬塑性変形

マイカ／スピネル
(MgAl2O4)複合体

S.Taruta et al., J. Ceram. Soc., Japan, 110 [3] 203-210 (2002)
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ワラストナイト複合ジルコニアセラミックスの性質

3Y-ZrO2粉末 ワラストナイト(CaO・SiO2)ガラス粉末+
加工性

機械的性質

Fig. 複合体Fig. TZ‐3Y単体

刃先径3.0mmのコンクリート用ドリルで15分間加工

生体活性

1.5SBF中に5日間浸漬：
アパタイトらしき析出物が生成

曲げ強度
（MPa）

硬度
（GPa）

破壊靱性
（MPam1/2）

ヤング率
（GPa）

相対密度
（%）

TZ-3Y単体 531±94 12.7 4.5±0.2 251 99.2

複合体 390±75 11.7 3.5±0.2 234 99.9

Table 1250℃焼成で作製したTZ‐3Y単体およびZスラリー/10Wスラリー複合体の機械的性質
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透明なマイカ結晶化ガラス

☛リチウムイオン伝導(600℃以上で)
☛新機能発現
・発光特性（希土類添加）
・銀ナノ粒子の生成
（Ag2O添加）

透明なマイカ結晶化ガラス（ｘ=0.5,  MgF2添加）
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透光性マイカ結晶化ガラス

850℃ 800℃ 780℃

透明な快削性材料Ca05 Ca06 K001

CaxMg3Al2xSi(4-2ｘ)O10F2（x=0.5～1）

名称 ｘ＝0.5 → Ca05
ｘ＝0.6 → Ca06

Ca(0.6-ｙ/2)KｙMg3Al1.2Si2.8O10F2 (y=0.01～0.1)

名称 y=0.01 → K001

熱処理条件 曲げ強度 /MPa 電導率/ S·cm-1

Ca06マイカ系 800℃, 2h 94 2.1×10-7（600℃で測定）

K001マイカ系 780℃, 2h 114

50mm100mm
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機械加工ができるセラミックス：まとめ

★応用： 複雑形状品（人工歯）

・・・ＣＡＤ/ＣＡＭで設計加工，3Ｄプリンター用素材

★特徴・・・機械加工が可能

・マイカ/ジルコニア複合体： 低い接触損傷，低温焼結

・ワラストナイト/ジルコニア複合体： 生体活性

・マイカ系結晶化ガラス： 審美性

★課題・可能性

・曲げ強度の改善

・ワラストナイト/ジルコニア複合体： 加工メカニズムの解明

・膨潤性マイカの複合化，マイカ系結晶化ガラス：

イオン交換による強化，クラックヒーリングの可能性
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以上の材料に関して、実用化あるいは高性能化を目指した
共同研究を希望。

企業への期待

１．ナノカーボン複合アルミナセラミックス

・人工関節への応用（グラフェンナノシートの複合化）

・機械的性質（強度，破壊靭性）の強化

２．機械加工が可能なジルコニア系セラミックス

・人工歯への応用

・機械的性質（強度，破壊靭性）の強化

・3Ｄプリンターで作製するセラミックの原料としての応用

３．マイカ系結晶化ガラス

・透明性と機械加工性を活かした製品（歯科用）の開発

・何らかの機能を有する透明材料の開発
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• 発明の名称 ： 生体活性アルミナの製造方法、

アパタイト－アルミナ複合材料の製造方法、お
よび生体活性アルミナ

• 出願番号 ： 特願2014-145534
• 出願人 ： 国立大学法人信州大学

• 発明者 ： 樽田誠一、他5名

関連する知的財産権
• 発明の名称 ： 結晶化ガラスおよびその製造方法

• 特許番号 ： 特許4714856号

• 特許権者 ： 国立大学法人信州大学

• 発明者 ： 樽田誠一

本技術に関する知的財産権
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• 1999年-2002年 黒曜石と廃ガラスを用いた

• 多孔体に関する共同研究

• 2007年度 JSTシーズ発掘試験研究採択

• 2008年度 JSTシーズ発掘試験研究採択

• 2009年 JST新技術説明会

• 2010年度-2011年度 歯科用材料に関する共同研究

• 2010年-2011年 アルミナに関する共同研究

• 2010年-2011年 回収希少金属の再利用に関する共同研究

• 2010年-2011年 マイカに関する共同研究

• 2014年-2015年 アルミナに関する共同研究

• 2015年～ マイカに関する共同研究

など

産学連携の経歴
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お問い合わせ先


