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第１章 研究開発の概要 

 

１－１ 研究開発の背景・研究目的及び目標 

 

１）研究の目的 

 口腔内の二大疾患の一つである歯周病は、歯を失う主因であり、また動脈硬化、低体重 

出産、糖尿病、誤嚥性肺炎などの全身疾患との関連も明らかになって来ている。 

一方、歯科治療で用いられる金属による全身的なアレルギ疾患も年々増加している状況に 

ある。そのため、歯科におけるＱＯＬの向上に向け、歯周病の効果的な予防を目指し、電気

的検出法による歯周病原菌のオンサイト検査機器システムの研究開発と、歯科治療における

金属アレルギ低減を目指し、生体親和性に優れたナノジルコニア材料で非金属義歯フレーム

の実用化に向けた研究開発（材料加工に必要な加工機と形状修正用ダイヤモンドバー含む）

を行う。 

 

２）研究の概要 

歯科におけるＱＯＬ向上に向けた機器の開発研究として、下記２テーマの研究開発を実施

する。 

【 テーマ1： 口腔内細菌検査機器の研究開発 】 

口腔内の歯周病原菌をチェアサイドで簡便（検査技師など専門家でなくとも操作可能）・

迅速（検出時間１分間程度）・高精度（歯周病リスク判定可能な検出感度）に測定できる機

器を開発することで、歯科クリニックでの診断、または企業検診など集団歯科検診の場で歯

周病感染状況の把握によるリスク診断を可能とし、国民の口腔及び全身の健康増進とならび

に医療費低減に貢献する。 

本研究開発に参画する共同体では、日本発の電気的計測方法（DEPIM法）の要素技術及 

び基本特許を有しており、口腔内の総菌数を簡便に計測する機器の開発を行っている。この 

口腔内菌数測定技術に菌種同定機能を付加することにより、何処でも/誰でも迅速・簡便に

口腔内の歯周病原菌が測定できる測定器を開発する。当該機器に必要な基本技術は、パナソ 

ニックヘルスケアおよび九州大学が有するDEPIM法および抗体DEPIM法を用い、測定機器な 

らびに検出を行う電極チップは総菌数測定器で実績のあるパナソニックヘルスケアが担当す 

る。抗体設計には歯周病原性菌研究に実績のある東京歯科大のノウハウを活用する。さらに 

臨床評価では東京歯科大学を中心に東北大学、日本歯科大学、大阪大学、九州大学の協力 

により詳細な評価を行う。検診等の場で容易かつ衛生的な検査を行うために重要となる測定 

セルのディスポーザブル化は、日本が得意とする精密金型の技術を持つ中小企業の力を活 

用する。また、検出感度・精度面で重要となる抗体の作製と電極チップへの修飾、ならびに

非特異吸着抑制は日本のバイオベンチャー企業の技術を活用することにより、日本の基幹産

業のひとつと期待されるバイオ技術産業の育成の一端を担い、産官学が一体となった日本発

の歯周病検査手法の確立を目指す。 
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【 テーマ2： 非金属義歯フレームの研究開発 】 

近年では、金属アレルギ回避や審美性からセラミックス材料が治療に取り入れら

れており、クラウン・ブリッジのフレーム材料には強度が高いジルコニアが使われ

はじめている。しかし、高齢化とともに支台歯がなく補綴治療が不可能な症例や、

インプラント治療ができない症例も多く、依然として義歯（入れ歯）に頼っており、

義歯フレ－ムにはバネ性を有する金属を使わざるを得ないのが実態である。今回の

研究開発では、ジルコ二アの中で唯一金属に置き換わる特性（①破壊靭性値が従来

のジルコニアの 3 倍、②口腔内で特性劣化しない）を持っているナノジルコニア材

料を用いて、義歯フレームの開発を行い、金属からナノジルコニアへの材料転換を

実現する事により今後更に増加することが予測される高齢者の金属アレルギの低減

に貢献する。 

 

    

図1 曲げ強さと破壊靭性値                図2 ジルコニアの特性劣化 

参考文献： Ban and Nawa et al. IADR 2006.          参考文献： Nawa et al, J. Biomed. Mater. Res. 2003 

 

また、本研究開発を遂行するには、加工が従来のジルコニアよりも困難なナノジ

ルコニアを精度良く効率的に目的の形状に仕上げる必要があり、下記に示す 2 点の

開発が必須である。 

・義歯フレーム作製用 CAM装置の開発 

・形状修正用ダイヤモンドバ－の開発 

現在の産業界における精密加工技術は、精密加工機（大手企業と中小企業の連携）

と加工工具（中小企業）という両輪の技術から成り立っている。上記の医療機器の
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開発に関しては、今日までに産業界で確立してきた中小企業の加工に関する技術ノ

ウハウとモノづくり力を活用し推進する。 

 

＜イメージ図＞ 

        
金属義歯フレーム         ナノジルコニア（非金属）義歯フレーム 

 

３）研究目標 

【 テーマ1： 口腔内細菌検査機器の研究開発 】 

①抗体DEPIM法の方式開発 

テーマ②にて検討を行う抗体の固定化法ならびに非特異吸着抑制法を導

入した電極チップを用い、抗体 DEPIM 測定の方式ならびに条件の最適化

を、検証実験ならびに原理考察を通じ行う。歯周病菌に対する抗体は本

年度中に作成が完了しないため、抗体の入手が可能な代替菌種を用いて

検証実験を行う。また、テーマ③④にて作成する電極一体型セル試作品

の測定評価を行う。 

 

② 抗体および電極チップへの抗体固定化技術開発 

検出ターゲットとなる歯周病原菌を決定し、文献や学会調査、詳細な菌

体の分析により検出ターゲット菌の抗体認識部位を設計する。検出ター

ゲット菌を用いて免疫を行い抗体を作成し、適切な部位を認識する抗体

をスクリーニング、精製する。抗体試薬を電極チップへ安定的に固定化

する条件、電極チップ上で非特異的な吸着を抑制する表面処理方法を開

発する。 

 

③ 電極一体型ディスポセルの開発 

検体液の保持、検体を通液する流路、廃液の保持、検出電極チップの

組み込み、測定機器との電気接点の機能を実現するためのプラスチッ

ク成型品（セル）の金型を設計・作成（作成は外注）する。試作金型

にて一体成型品を作成するための成型機は、パーツごとに組合せを検

討し、特殊発注する。作成した金型と成型機を用いて成型品（電極一

体型セル）を作成する。 
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④ 電極チップの開発 

テーマ③にて作成するプラスチック試作成型品に組み込む電極チップを試作する。ま

た、基板・薄膜金属の材料検討と、実用化に向けた最適な微細加工プロセス検討を行

う。 

 

【 テーマ2： 非金属義歯フレームの研究開発 】 

⑤ 義歯フレ－ム形態の確立と加工検証・評価 

ナノジルコニアの最適な義歯フレ－ム形態の確立を、シミュレ－ション技術

を用いて効率的に行うとともに、実症例の加工検証・評価を実施する。 

 

⑥ 義歯フレーム作製用 CAM装置の開発 

・義歯フレ－ム加工に対応する加工パスソフト開発、及び加工検証を実施す

る。 

・義歯フレーム作製用 CAM装置内の NC制御心臓部である、モーションコント

ロールボード改良研究、モーションコントロール制御ならびに空気制御系

のワンボード化、小型化、ローコスト化、高速化の開発を実施する。 

・ 義歯フレ－ムに対応した小型・軽量 5軸加工機（メカ部）の開発を実施す

る。 

 

⑦形状修正用ダイヤモンドバーの開発 

JIS T5505-1を遵守した形状修正用ダイヤモンドバーの開発を実施する。 

開発に当たっては、砥粒の種類・材質・粒径・形状、軸材、ボンド種類、及   

びメッキ厚等をニ－ズ（歯科医師、歯科技工士）に合わせて的確に選定して

開発を実施する。 
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１－２ 研究体制 

 

１）研究組織 
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第１章 研究開発の概要 

 

１－１ 研究開発の背景・研究目的及び目標 

 

歯周病は、歯周組織の病理的な変化起こした広範囲の疾患を含むグループを示す。その一

般的な病態は、歯肉炎や歯周炎であり、ヒトにおいて最も広範囲に罹患が認められるデンタ

ルプラーク細菌によって引き起こされる感染症である。歯肉炎は可逆性の歯肉の炎症であり、

デンタルプラークの除去によって寛解するが、歯周炎は、炎症によって引き起こされる歯の

支持組織の破壊であり、歯根膜と歯槽骨の進行性の破壊を特徴とし、その結果として歯の喪

失が引き起こされる。歯周炎は、デンタルプラークバイオフィルムに存在する複数の細菌に

よって引き起こされる。これらの細菌は主に歯肉縁下に存在する。歯周炎予防およびその治

療には歯周病菌をコントロールすることが最も有効な手段である。 

理想的には、歯周炎の治療には、その原因となる歯周病菌の定着を制御し、さらに常在菌

中に歯周病菌が既に存在する場合は歯周病菌だけを減少させることが必要である。しかし、

現在の所、これは一部しか達成されていない。その理由としては、歯周病菌が歯周炎の原因

であると言うことが確立されたのが最近であり、その診断基準に組み入れられておらず、治

療の前後における歯周病菌のモニタリングが治療のルーティンに入っていない。歯周炎の診

断は殆どが歯周ポケット計測、レントゲン撮影により行われ現在の病態の指標となる数値検

査（生化学的、血清学的、細菌学的検査等）が存在しない。その点で客観的な判定基準が少

なすぎるという問題を持つ。 

歯周炎にかかわる病原体についての報告は1970年代から飛躍的に増え、その感染症とし

ての全貌が明らかになった。その結果1996年のWorld Workshop in Periodontitisでのコ

ンセンサスレポート[1]において、Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis及びTannerella forsythiaが歯周病の病原体とされている。そ

れによって、以前は、直接の原因ではないと考えられてきた歯肉縁下の歯周病菌がその主要

な原因であることが認められたことになる。このレポートは歯周炎患者における菌の検出、

これらの菌種の処置による除去もしくは減少と歯周炎の病態の変化、これらの菌種の産生す

る歯周炎にかかわると考えられる病原因子、歯周炎の期間中に認められるこれらの菌種に対

する抗体産生、動物実験での歯周病原性、これらの菌種の定着の発症リスク解析によって行

われている[2, 3]。このmeeting以降もこれらの3菌種と歯周炎の重症度の関係[4-7]、こ

れらの歯周病菌の減少による症状の改善[8-10]、病原因子の解明[11-15]、定着による歯周

炎発症リスクの解析[16-20]がさらにこれらの菌種と歯周炎の関係をより強く示してきてい

る。 

このレポートの結果は、細菌種の検出が歯周炎の病態予測するために重要な因子となりう

ることを示し、それによって処置を変える必要性があることを示唆している。定着による歯

周炎発症リスクの解析[16-20]は明らかにこれらの菌の早期モニタリングによって歯周炎の

発症前に予防可能であることを示している。さらに近年、これらの歯周病菌が、心冠状動脈

疾患、糖尿病のような生活習慣病と関わることが示唆され[21-24]、これらの菌の病原性解

析とその制御が急務とされている。しかし、実際の臨床の場では、歯周病菌の検査は殆ど行

われていない。近年PCR-invader法および抗体価を用いた歯周病菌の検査が行われているが、

チェアサイドで検出はできず、現在の所、歯周病菌の定着を検査できる機器は未だ存在しな

い。しかし、歯周炎の治療を頼確実にかつ現在の効果を向上させるためには肉眼レベルの術
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者の熟練に依存する診断から、より早期に歯周病罹患を診断により発見し、適切な治療に導

く、あるいは、より科学的な診断による治療方針策定に転換する以外にあり得ない。本プロ

ジェクトの目的は、早期の歯周病菌検出による歯周炎の予防と、診断精度の向上による適切

な処置方針による治療効果の向上を目指すために、歯周病原菌を集団検診あるいはクリニッ

クのチェアサイドで測定するデバイスを開発することである。すでに誘電泳動とインピーダ

ンス計測を利用した独自技術であるDEPIM法を用いて唾液中細菌数測定装置を開発済みであ

る[25]。

 
これに抗原抗体反応を組み合わせることにより歯周病菌数を測定するデバイス開発を行い、

臨床における歯周炎の定量的な検査を導入し、歯周炎診断における客観的な診断基準を確立

する。この中で本年度は、抗体DEPIM法の方式決定、検出ターゲットの決定ならびに抗体作

製の着手、検出対象菌以外の誤検出を防ぐ非特異的な反応抑制技術の確立、電極一体型セル

の基本機能を確認するための試作（流路を含むプラスチック成型品ならびに内部に組み込む

電極チップの試作）を完了し、それぞれの基本要素技術を確立することを目標とした。 
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１－２ 成果概要 

 

文献調査により、歯周病との関連性が高いと指摘される、歯周病を引き起こす代表的な原

因菌であるPorphyromonas gingivalis（以下、P.g. 菌）とTannerella forsythia（以下、

T.f. 菌）を検出ターゲットとして決定した。それぞれの抗体認識部位（細菌表面の抗原）

を決定し、抗体作製を行い、P.g. 菌に対するポリクローナル抗体とモノクローナル抗体 7

クローンの確立に成功した。T.f. 菌に対するポリクローナル抗体およびモノクローナル抗

体作製は動物免疫の段階にあり、継続して免疫を実施している。また、今後、作製した抗体

について、他の菌との反応などについて評価し、スクリーニングを行う。 

抗体DEPIM法の方式として、微粒子法と、基板固定法を検討した。微粒子法については、

抗体と微粒子の結合状態の確認など、解決すべき検討課題が見つかった。基板固定法につい

ては、非特異吸着抑制処理の効果について各種ブロッキング剤を検討し、非特異吸着に効果

的なブロッキング剤及び、その使用方法を見出し、抗体DEPIM方式として基板固定法を軸に

すえることを決定した。今後は本成果を基に、検出ターゲットである歯周病菌について測定

性能の評価ならびに条件のチューニングを行う。 

検体液の保持、検体を通液する流路、廃液の保持、検出電極素子の組み込み、測定機器と

の電気接点の機能を実現するためのプラスチック成型品の金型を設計・作成し、図面寸法通

りの成型品を成型することについて、目的を達することができたが、DEPIM 測定時（検出電

極素子を組みつけた形）の成型品と電極基板の間に出来る流路高さについて正確な測定がで

きなかった。今後は、成型時に電極を組み込むことで成型品と電極を一体化し、漏れの無い、

撓みの無い構造を設計・作成することが課題である。 

DEPIM 法における重要なキーデバイスである電極チップの試作を行った。フォトリソグラ

フィ法を用い、基本的な性能評価や測定条件検討に用いるためのリファレンス用電極を作製

した。これを用い、基本的な条件検討を実施し、電極寸法、印加電圧、流速など基本的な条

件を確立した。大量安価に生産可能な加工プロセスの候補レーザ加工法による試作を行った。

３種類のスペックの異なるレーザ加工機を用いて試作を行い、それぞれの加工精度・加工状

態・加工速度を評価した。これを用いてDEPIM測定評価を行い、目標とする感度が達成でき

る見込みであることを確認した。今後、ギャップ長が異なる電極チップを用いてDEPIM測定

評価実験を重ね、電極加工に必要な寸法精度のスペック検討、装置価格や加工状態、加工速

度などを加味したレーザ加工機の導入など、製品化に向けた具体的な検討を行う。 

 

 

１－３ 当該研究開発の連絡窓口 

  

氏名： 濱田 了 

所属組織名：パナソニック ヘルスケア株式会社 医療機器・システムBU 

Tel：050-3686-5267   Fax：045-945-1992 

E-mail：hamada.ryo@jp.panasonic.com 

 

 

 



 

 

5 

第２章 抗体DEPIM法の方式開発 

 

２－１ 固定化法の概要と課題 

 

抗体 DEPIM法とは、DEPIM 法（dielectrophoretic impedance measurement: DEPIM）に抗

原抗体反応による特異検出を組み合わせたものである。図2-1にDEPIM法の概念図を示す。

DEPIM 法は、微細電極に交流電界を印加し、電界中で分極した誘電体粒子に働く力である誘

電泳動力を用いて検出対象の細菌を微細電極に捕集し、さらにその捕集に伴う電極間のイン

ピーダンスの変化を計測することで、細菌数を計測する手法である。この手法は、大腸菌で

50 cells/mlを 3時間で検出可能な高い感度と、全ての操作を電気的に行うことができる簡

便さを兼ね備えている[26, 27]。その一方、誘電泳動は、不平等電界中にある誘電体粒子に

働く力であり、そのため、試料溶液中に種々の微小物質が存在した場合、誘電泳動力が作用

する物質のすべてを捕集してしまう。すなわち、検出対象細菌とそれ以外の細菌とを区別す

ることができない。そこで、検出対象細菌のみを捕集するために、抗体 DEPIM 法（固定化

法）を開発した(図 2-2) [28, 29]。抗原抗体反応による特異結合を使用することで、検出

対象細菌のみを捕集できる。その手順は次の通り。（1）抗体を基板上に固定、（2）誘電泳動

による細菌の捕集、（3）洗浄、（4）インピーダンス計測。工程（1）を固定化といい、物理

的に吸着させたり、化学修飾によって結合させたりして、抗体を電極基板上に固定すること

を意味する。工程（2）では、誘電泳動によって試料溶液中の細菌が電極間に捕集されるが、

このとき検出対象となる細菌のみが基板上の抗体と結合する。そして、工程（3）によって、

非検出対象細菌が洗い流され、抗体に結合した検出対象細菌のみが電極間に残る。そして、

その細菌によるインピーダンスを測定する。この手法によって、大腸菌とセラチア菌混合溶

液から大腸菌のみを検出することに成功した。 

 

 

 

図2-1 DEPIM法の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定化抗体	微細電極	

(a)	

誘電泳動	

検出対象細菌	非検出対象細菌	

(b)	

洗浄	

(c)	  

図2-2．抗体DEPIM法(固定化法)の概念図 

（a）抗体を固定した電極基板、（b）誘電泳動による細

菌の捕集、（c）電界を切り、非対象細菌を洗浄 
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 上記のように、抗体DEPIM法は特定に細菌を検出できるため、本連携支援事業における特

定の歯周病原因菌を検出する方法として用いることが可能である。しかし、これまでの抗体

DEPIM 法には、さらに解決すべき課題があった。それは、非検出対象細菌の非特異的吸着で

ある。「非特異的」とは、抗原抗体反応が基本的には特定の抗体は特定の抗原と「特異的」

に結合する1対1の関係であることに対して、特定の反応によらず無秩序に反応することを

言う。つまり、抗体 DEPIM 法の工程（3）洗浄を行っても、電極間に非検出対象細菌が非特

異的に吸着して、工程（4）にて計測されてしまうということである。特に本連携支援事業

が対象とする口腔内には様々な細菌が混在しており、かつ歯周病の原因細菌がそのごく一部

であることから、非特異吸着を抑制し、特定の細菌のみを特異的に検出することが必要であ

る。非特異吸着における抑制法の検討については、第３章３－５で述べる。 

 

２－２ 微粒子法の検討 

 

 検出対象細菌のみを捕集できるようにすれば、非検出対象細菌の非特異吸着を考える必要

が無くなるため、抗体DEPIM法として、従来の基板固定法と変わる手法として、微粒子法を

考え出し、それを検討した。微粒子法とは抗体を結合した微粒子を用いる手法で、抗原抗体

反応を介して形成された微粒子-細菌複合体を検出する。しかし、予想と反して検出感度は

ほとんど変わらなかった。いくつかの原因が考えられ、微粒子法の実現にはそれらの解決が

必要であることが分かった。従って、抗体DEPIM法の方式としては、基板固定法に注力する

こととし、微粒子法はバックアップとして位置づけることとした。 

 

２－３ 検体（唾液）前処理の検討 

 

 当検査機器の菌検出原理であるDEPIM法は、その検出感度が検体の導電率に大きく依存し、

高感度(105匹以下)での細菌検出には、検体の導電率が 10 μS/cm 以下であることが必要で

あると考えられている。しかし、第３章で述べるように検体となりうる唾液は、高濃度のイ

オン種を含み、高い導電率(3000～5000 μS/cm)を持つことが知られている。そこで、唾液

を DEPIM 測定の検体とするための前処理として、唾液における導電率の低減処理の検討を

行った。 

まず、唾液の導電率を低下させるために、イオン交換樹脂を用いることとし、使用するイ

オン交換樹脂の種類と処理時間を検討した。検体としては、大腸菌を 108 cells/ml（唾液に

含まれる細菌数と同程度）に懸濁した 50 mM NaCl 溶液(唾液との導電率と同程度)を用いた。

まず、様々な種類のイオン交換樹脂（陽イオン交換樹脂と陰イオン交換樹脂の混合物 2 

ml）を含む 0.1 M マンニトール溶液（4 ml）を用意した。その後、上記の大腸菌懸濁液(1 

ml)を加え、激しく手で振とうさせ、溶液の導電率を測定した（図 2-3）。その結果、イオン

交換樹脂①および②は大幅な導電率の低下に 30 秒程度必要なのに対して、イオン交換樹脂

③では 10 秒で十分であることが分かった。また、同様な導電率低減処理における処理前お

よび処理後の溶液中の大腸菌数を計測し、イオン交換樹脂の処理前後における大腸菌の回収

率を調べた（図 2-4）。その結果、①のイオン交換樹脂では、ほぼ 100%の大腸菌が処理後も

回収されるのに対して、②および③のイオン交換樹脂では著しい回収率の低下が観察された。 
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 導電率低下の処理後、不要なイオン交換樹脂を分離し、DEPIM 測定に用いる菌を含む溶液

を回収する必要がある。そこで、フィルタによる菌溶液とイオン交換樹脂との分離を検討し

た。口腔内細菌は数μm であり、一方、イオン交換樹脂は数百μm の大きさである。よって、

20～150 μm のポアサイズを持つフィルタにより分離することで細菌と樹脂を分けることが

できると考えられる。大腸菌がトラップされずに素通りするフィルタのポアサイズを検討し、

最適なフィルタのポアサイズを決定した。 

 実際に唾液を用いて、イオン交換樹脂による導電率の低下処理を行った。その結果、唾液

では、効果的なイオン交換樹脂による導電率の低減が観察されなかった。そこで、この原因

を検討したところ、唾液の粘性がイオン交換樹脂による導電率の低下を抑制していることが

分かった。このことは、前処理における唾液の粘性(ムチン)除去の必要性を示唆している。 

図 2-3 イオン交換樹脂による導電率の低下速

度 

図2-4 イオン交換樹脂による処理後における大腸菌回収率 
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第３章 抗体および電極チップへの抗体固定化技術開発 

 

３－１ 測定菌種の決定 

 

 慢性歯周炎には複数の細菌が関与すると考えられている。そのうち壮年期以降のヒトでの

罹患率が非常に高い慢性歯周炎の診断に必要な細菌の検出を行うことを目的に従来の報告を

元に細菌種の検討を行った。World Workshop in Periodontitis のコンセンサスレポート

[1]では、Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis 及び

Tannerella forsythia が歯周病の病原体とされている。P. gingivalis と T. forsythia は、

壮年期以降の非常に多数のヒトが罹患する慢性歯周炎に強く関わり、 A. 

actinomycetemcomitans は、若年者の急速進行性の歯周炎を特徴とする侵襲性歯周炎に強く

関わっている。これ以外にもエビデンスは存在するがまだ断定するまでに至っていない菌種

として、Prevotella intermedia, Prevotella melaninogenica, Fusobacterium nucleatum, 

Parvimonas micra, Eubacterium spp., Eikenella corrodens, Prevotella nigrescens と

Treponema denticolaを含むスピロヘータおよびCampylobacter rectusをあげている。 

これら菌種のうち特に P. gingivalis 及び T. forsythia は、歯周病細菌としてコンセン

サスがあると共に慢性歯周炎の歯肉縁下細菌叢の菌群を歯周炎の程度との関連から Red, 

Orange, Yellow, Green, Purpleに分けたときに（図3-1）、重度の歯周炎病巣で高頻度に共

に検出される菌種群“Red complex”と呼ばれる菌群の 1つである[21]。歯周処置による P. 

gingivalisと T. forsythia の減少が慢性歯周炎の病態を改善させると言う報告[8-10]は、

これらの菌群のレベルを知ることにより処置の必要性を評価することができ、さらに処置後

の増減をモニターすることによって処置の効果およびその後の処置のおよびメインテナンス

の方向性を早期に決定することができることを示している。これらの点から、検出対象の菌

種としてまずP. gingivalisとT. forsythiaをターゲットと決定した。 

 

 

 

 

図3-1 Red complexとOrange complex 
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３－２ 測定検体の検討 

 

菌数測定の検体としては、歯肉縁下プラークと唾液が考えられる。歯肉縁下プラークの試

料は病巣部から直接採取したサンプルであり対象として適切である。さらに今までの菌叢解

析のサンプルは殆どがこの方法で取られており歯周病と歯周病菌との相関も認められている

[30]。唾液については、歯周病菌の検出がデンタルプラークと相関しており、利用可能であ

ることが報告されている[31]。補綴処置受信を目的に通院している有歯顎高齢者で検出を試

みると、唾液中に106/mlのP. gingivalisまたはT. forsythiaが検出される被検者が20%

に達している[32]。さらに唾液からのP. gingivalisとT. forthythiaの検出が歯周炎患者

で有意に高いことも報告されている[7]。これらの報告から、唾液からの歯周病菌検出が十

分可能であることを示している。定量できたとしてもサンプル採取時の採取量のばらつきも

考慮に入れる必要がある。既に開発済みの総菌数測定システムは本デバイスに組み込み可能

なので総菌数と歯周病菌の比率を出すことによってサンプル採取時の量のばらつきは回避で

きる。以上を考慮に入れると、本プロジェクトで開発するデバイスで歯周病菌の検出による

リスク判定は可能である。 

 

３－３ 抗原候補の決定 

 

P. gingivalisとT. forsythiaには多数の抗原が存在するが、菌数測定に使用するため

には、その表層タンパクを抗原とする必要がある。さらに抗体の条件としては1. 菌種特異

性が高く、2. 抗原性の強いものを選択する必要がある。抗原としての候補としては、既に

解析されているP. gingivalisの表層タンパク（線毛、gingipain, hemagglutinin等）を

対象とした。T. forsythは、本菌の菌体成分についての解析が少ないため、抗原の文献レ

ベルからの候補が少ない。そのため最初は、表層に存在し抗原性が高いことが知られている

表層タンパクをその候補として考え、抗原のスクリーニングを試みている。 

 

３－４ 抗体の作製および評価 

 

(Ａ) モノクローナル抗体 

P. gingivalis の全菌体（Pg 菌全菌体抗原）または超音波破砕した菌体（Pg 菌超音波処

理抗原）を免疫抗原とし、マウスに３回免疫を行った。2 回免役後、マウスの試験採血を行

い、ELISA 法にて免疫抗原に対してマウスが抗体を産生していることを確認した。その結果、

血中抗体価の上昇が認められたので、最終免疫を施した。マウスリンパ球細胞とミエローマ

細胞で細胞融合を行い、およそ 1080 個のハイブリドーマ細胞が得られた。ハイブリドーマ

の培養上清を用いて ELISA法にて Pg菌に反応する抗体を探索した（スクリーニング）。1回

目のスクリーニングの結果、陽性を示したクローンが 20 個得られた。その後、陽性クロー

ンを単一化し、再度スクリーニングを行った。最終的に、Pg 菌抗原（全菌体抗原および超

音波処理抗原）に反応する抗体産生ハイブリドーマが7クローン得られた。さらに、そのう

ちの5クローンがターゲット抗原にも反応した。これらのハイブリドーマ細胞株を保存用培

地に懸濁し、凍結保存した。 
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(Ｂ) ポリクローナル抗体 

P. gingivalis の全菌体（Pg 菌全菌体抗原）または超音波破砕した菌体（Pg 菌超音波処

理抗原）を免疫抗原とし、ウサギに 6 回免疫を行った。3, 4, 5, 6 回免役後、ウサギの試

験採血を行い、ELISA 法にて抗体価を調べた。５回免疫までは抗体価が上昇したが、6 回免

疫は5回免疫と同等の抗体価であったので、これ以上抗体価が上昇しないと判断し全採血を

行った。Pg 菌全菌体抗原に対する抗血清は 70 ml、Pg 菌超音波処理抗原に対する抗血清は

80 ml 得られた。それぞれの抗血清を用いて、ELISA 法にて抗体価を評価した。その結果、

得られた抗血清は抗原に対する反応性が認められた。その後、免疫グロブリンに対するア

フィニティーカラムクロマトグラフィーによって高純度の抗体画分を得ることができた。 

 

３－５ 電極チップへの抗体固定化法および非特異吸着抑制法の検討・評価 

 

 抗体DEPIM法では、抗体を基板上へ固定する手法として、物理吸着による固定法を採用し

た。物理吸着とは、抗体とガラス基板とが接触することによって疎水結合あるいはファンデ

ルワールス力によって吸着することをいい、抗体固定法では、最も簡便な方法である。種々

の化学反応を用いた結合／吸着法があるが、コスト面において最も優れていると言える。ま

た、既報[28, 29]において物理吸着による抗体が抗体DEPIM法において、十分に機能してい

ることを確かめている。この抗体DEPIM法において、基板に固定した抗体と特異的に結合す

る細菌以外の細菌が基板上に吸着すること、これを非特異的吸着という。「ブロッキング」

とは、ブロッキング剤によって、対象表面を覆い、その他の物質が対象表面に接触しないよ

うにすることを言う。本件の場合、微細電極を設置したガラス基板の表面をブロッキング剤

で覆い、電極基板上に非検出対象細菌が結合しないようにすることである。 

 

(Ａ) ブロッキング剤の検討 

 ターゲットとなる歯周病原菌以外の細菌が電極チップに非特異的に吸着することを防ぐあ

るいは低減するために、モデル試験として基板への大腸菌の非特異吸着を抑制できるブロッ

キング剤を検討した。きれいに洗浄した基板の表面にブロッキング剤を載せ、一晩乾燥させ

た。（ブロッキング処理なしの基板も用意した。）基板をグループ Aと Bに分け、グループ A

の基板は大腸菌液（OD:1）に、グループBの基板は大腸菌液（OD:4.5）に入れ、一晩振倒さ

せた。その後、脱イオン水の入った容器に基板を入れ、１５～２０分振倒し、洗浄した。さ

らに、別容器に入った水で洗い流して、乾燥させた。その後、顕微鏡にて基板の表面を観察

し、基板表面への大腸菌の吸着におけるブロッキングの効果を比較した。ガラス基板で大腸

菌の非特異吸着を認められなかったため、電極基板を用いて再度試験を行った。その結果、

グループAでは差が認められなかったが、グループBではブロッキング処理を行っていない

対照物の電極基板と比較して、使用したすべてのブロッキング剤で処理を行った電極基板へ

の大腸菌の非特異吸着が抑制できた。 

 

(Ｂ) 非特異吸着抑制法の抗体DEPIM法（固定化法）における評価 

 図3-2は、従来の抗体DEPIM法の結果を示す。ここでは、検出対象細菌として大腸菌を用

いた。それは、本支援事業の対象としている歯周病菌について、その抗体を作製している途

中であるためである。図 3-2 は大腸菌に特異的な抗体を用いて、大腸菌(1x106 cells/ml)を

DEPIM 検出したものである。DEPIM 応答の測定途中で微細電極に印加する電界を切り、大腸
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菌に作用する誘電泳動力をゼロにした。このとき、懸濁液に供給は続いており、抗体を固定

していない基板では、電極周辺の大腸菌が洗い流される。そして、再びDEPIMを再開すると、

非特異吸着が無ければ、DEPIM 応答はゼロに戻る。抗体を固定した基板では、大腸菌が抗体

に結合しているので、途中で誘電泳動力をゼロにしても、大腸菌はそこに残り、DEPIM 応答

は電界を切る前の値から上昇する。 

 図 3-2から、抗体がある場合は、予想された通り、DEPIM を中断し再開すると、中断前の

値から応答値が上昇していることが分かる。他方、抗体が無い場合を見ると、再開後の

DEPIM 応答は中断前から若干下がるもののゼロまで落ちることはなかった。これは、ゼロか

ら再開時のDEPIM応答値の差に相当する数の大腸菌が微細電極間に非特異的に吸着している

ことを示している。図3-3は、抗体がある場合、無い場合のDEPIM応答取得後の電極基板の

様子を示す。いずれの場合も電極間隔が最も短い場所に大腸菌が電極間を橋渡しするように

残存した。また、抗体がある場合では、ガラス基板の上にも大腸菌が残存した。電極間隔が

狭い場所は電界が強く、すなわち誘電泳動によって大腸菌が捕集される場所である。つまり、 

 

誘電泳動捕集によってそこに集められた大腸菌は、抗体がある場合は抗体と結合し、無い場
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図3-2 従来の抗体DEPIM法による大腸菌の検出結果 

 

   

(a)                                          (b) 

 

図3-3 抗体DEPIM法による基板への大腸菌の吸着 

（a）抗体がある場合、（b）抗体が無い場合。黒い部分はクロム電極、白い部分はガラス基板。 
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合は非特異的に吸着し、それが残存したと考えられる。抗体を固定化したときに、ガラス基

板上に残存したのは、ガラス基板上の抗体と大腸菌が結合したためである。 

非特異吸着抑制のために、ブロッキング剤Aとブロッキング剤Bを用いた。図3-4は、ブ

ロッキング剤Aのみを用いた場合と、抗体固定化基板にブロッキング剤Aを作用させた場合

の抗体DEPIMの結果である。ブロッキング剤Aのみの場合を見ると、その非特異吸着抑制効

果が小さいことが分かる。また、抗体固体化基板に作用させたときにも、応答値の下降が小

さく非特異吸着の抑制効果が小さかった。 

図3-5は、ブロッキング剤Bを用いた抗体DEPIMの結果である。ブロッキング剤Bのみの

DEPIM 応答を見ると、DEPIM 再開後にゼロまでには戻らないものの、中断前の応答値に比し

て十分に小さい値になった。つまり、その減少分だけ非特異吸着抑制効果があることが示さ

れた。また、抗体固定化基板に対してブロッキング剤Bを作用させた場合において、再開後

のDEPIM応答は中断前よりも低い値を示した。しかし、抗体がある場合と無い場合では、そ
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図3-4 ブロッキング剤Aを用いた抗体DEPIMの結果 

120秒〜240秒、360秒〜480秒でDEPIMを中断。 
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図3-5 ブロッキング剤Bを用いた抗体DEPIMの結果 

120秒〜240秒、360秒〜480秒でDEPIMを中断。 
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の差は明らかで抗体との結合によって大腸菌が電極間に保持されていることが分かった。 

 

 図3-2に示すようにDEPIM中断前と再開後では、その応答値は同じであることが望ましい。

図3-5では、非特異吸着抑制によって、抗体への結合も阻害されていることを示唆している。

ここで、抗体DEPIM法において次式を定義し、非特異吸着による基板への吸着に対する抗原

抗体反応による基板上への結合量を評価した[29]。 

a =
GRA -GRM

GRA
    [1] 

ここで、GRA：抗体がある場合の DEPIM 再開時の応答量、GRM：抗体が無い場合の DEPIM 再開

時の応答量である。非特異吸着が抗原抗体反応に対して小さくなると、αは 1 に近づく。

DEPIMを再開した 240、480秒時点の値を用いて、[1]式によって求めた結果を表 3-1に示す。

この表からブロッキング剤 Bによる場合は、ブロッキング剤 Bが無い場合に比べて 35%程度

特異結合が優位になっていることが分かる。一方、ブロッキング剤Aでは、その値が非常に

低く、非特異吸着が非常に大きいことが分かる。これらの結果から、ブロッキング剤Bを用

いた非特異吸着の抑制方法は、非特異吸着を抑える一方で、抗体への結合阻害が少ないため、

本研究目的には最適であると判断した。  

 

 

表3-1 ブロッキング剤による特異／非特異吸着の評価（[1]式より） 

ブロッキング剤 240秒 480秒 

ブロッキング無し（図3-2） 0.58 0.52 

ブロッキング剤A（図3-4） -1.1 -0.1 

ブロッキング剤B（図3-5） 0.78 0.71 
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第４章 電極チップの開発 

 

４－１ 電極チップの作製 

 

 電極チップは、交流電界を印加されることにより誘電泳動現象を生じて細菌をトラップし、

電気的な検出信号を発生する、DEPIM 法における重要なキーデバイスである。所定の検出感

度、精度を得るためには電極チップ上に形成される薄膜電極のパターン寸法が重要となる。

図4-1にDEPIM法で使用する薄膜電極パターンの模式図を示す。金属薄膜による電極パター

ンがガラスや樹脂などの絶縁基板上に形成されている。電極は２極によって構成されており、

両極間に接続端子を介して交流電圧が印加される。検体液中の細菌は、櫛歯形状パターン上、

両極の電極が対向している部分（ギャップ部と呼ぶ）に誘電泳動現象によってトラップされ

る。細菌を電極にトラップする誘電泳動力は、電界強度に依存して強くなるため、両極の電

極間の距離（ギャップ長と呼ぶ）が感度や精度を決める上で重要なパラメータとなる。すな

わち、同じ電圧を印加した時、ギャップ長が短いほど細菌をトラップする誘電泳動力を強く

することができ、感度の向上が期待できる。また、製造上、ギャップ長のバラツキが小さい

ほど、センサ毎の応答バラツキが小さくなる。もう一つの重要なパラメータとして、電極が

対向する部分の長さ（対向長と呼ぶ）である。対向長が長ければトラップできる細菌の数が

多くなるため、検出感度上有利になる傾向にあるが、長すぎると電極インピーダンスが低下

し、検出回路側の負荷が大きくなるため、両者のバランスを考えた設計が必要である。 

 

接続端子

基板

櫛歯電極

接続端子

ギャップ長

接続端子

基板

櫛歯電極

接続端子

ギャップ長

 

図4-1 DEPIM法に用いる電極チップの模式図 

 

本研究では、これまでの DEPIM 法あるいは抗体 DEPIM 法を検討した結果から、102 

cells/ml 程度の感度での検出[27]、抗体を組み合わせた菌種特異的な検出[29]に実績のあ

る電極ギャップ長 5m を設計目標と定めた。また、目的に応じて下記２種の工法について

試作を行い、それぞれをDEPIM測定などによって評価した。 
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（Ａ）DEPIM条件検討および電極一体型組み込みセル評価用電極 

 ギャップ長、印加電圧、検体を通液する流速など、基本的なDEPIM測定条件を検討するた

め、安定した加工に実績のあるフォトリソグラフィ法によって電極試作を行い、実験に使用

した。フォトリソグラフィ法とは、基板上に微細な電極パターンを形成する、集積回路など

のプロセスとして一般的な手法である。以下にその加工プロセスの概要を記す。まず絶縁体

の基板（ガラスが一般的）上に電極となる金属を蒸着やスパッタによって成膜する。次に、

成膜した基板上にフォトレジストをコーティングし、電極形状の鋳型となるフォトマスクを

介して露光を行う。露光後の基板を溶剤によりエッチングすることで、露光にて感光した部

分が除去され、フォトマスクの形状を有した電極パターンが形成される。 

 フォトリソグラフィ法は、微細化や寸法精度高く加工できる工法であるが、スパッタ装置、

露光装置などの初期設備投資が大きくなる傾向にあるなど、特に商品化後のデバイスの高コ

スト化要因となる。このため、本研究事業では、フォトリソグラフィ法による電極チップは、

性能評価や条件検討などに用いるためのリファレンス用と位置付け、以下、「リファレンス

電極」と呼ぶ。 

 図 4-2(a)は本事業で試作を行ったフォトリソグラフィ法による電極チップの外観写真、

図 4-2(b)は櫛歯部分の顕微鏡観察写真である。基板材料はガラス、電極は Crを下地とした

Auを用い、ギャップ長は 5, 10, 15 mの 3種類とし、必要なギャップ長の寸法についての

検討を行った。 

 

櫛歯電極接続端子

接続端子

櫛歯電極接続端子

接続端子

 

図4-2 フォトリソグラフィ法による試作電極チップ外観写真 

 

（Ｂ）量産化に向けた加工プロセス検討用電極 

 大量安価に電極チップを製造する方法として、レーザによるアブレーション加工の検討を

行った。レーザアブレーションとは、「レーザ光の照射強度がある大きさ（閾値）以上にな

ると、固体表面で、電子、熱的、光化学的及び力学的（機械的）エネルギーに交換され、そ

の結果として、固体の表面がエッチングされる現象」とされている[33]。近年のレーザ発振

装置の波長の拡大（短波長化）、超単パルス化、高ピークエネルギー化などの進展を背景に、

注目されている加工法であり、金属薄膜の微細加工もその応用範囲の一つに入る。レーザ加

工は金属薄膜に直接描画してパターン形成する方式のため、フォトマスクや露光装置、エッ

チング処理が不要で初期設備が比較的少ないというメリットがある。また、エッチング液に

よる基板ダメージを考慮する必要が無いため、ガラス以外の絶縁材料、例えば大量安価に入

手可能なPETなどの樹脂材料を電極の基板として使用することが可能である。本研究では、
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加工精度の見極め、DEPIM 測定への適用についての評価を行うため、いくつかのレーザ加工

装置を用いて櫛歯電極パターンを試作した。 

 図4-3にレーザ加工装置の概要を示す。レーザ発振機によって励起されたレーザ光は、必

要に応じて波長変換素子を通り波長を変換し、ガルバノへ入射される。ガルバノは入射した

レーザ光の反射角を制御し、加工ワークの任意の場所へレーザ光を導く。レーザ光が加工

ワークに照射された部分の電極薄膜が取り除かれ、パターンを形成していく。ガルバノの反

射角制御を任意の形状の軌跡としてプログラミングすることで電極パターンが形成される。

また、加工ワークは２次元平面移動が可能な XY ステージ上に設置する場合もある。この場

合、レーザ光の照射場所を固定して XY ステージをスキャンすることで、ガルバノの制御に

よらず電極パターンの形成が可能となる。レーザ加工装置のシステムとしては、パターン描

画の移動距離に応じてガルバノ／XY ステージ双方を使用する場合もあるが、どちらか単独

で使用する場合もある。 

レーザ
発振機

波長変換素子

ガルバノ

波長１波長２

短焦点レンズ

X,Yステージ

加工ワーク

レーザ
発振機

波長変換素子

ガルバノ

波長１波長２

短焦点レンズ

X,Yステージ

加工ワーク

 

図4-3 レーザ加工装置の概要図 

 

図4-4に代表的なレーザ加工済電極チップの外観写真を示す。櫛歯電極部のギャップ長につ

いて測定を行い、加工状態を評価した結果、Ａ社（6.9 m、）、Ｂ社（4.2 m）、Ｃ社（8.55 

m）と、Ｂ社のレーザ加工装置が最も細いギャップ描画ができ、目標である 5m を達成で

きることが分かった。 

接続端子

接続端子

櫛歯電極

接続端子

接続端子

櫛歯電極

 
図4-4 レーザ加工電極チップの外観 
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４－２ 電極チップの評価 

 

(Ａ) DEPIM測定条件の最適化 

歯周病菌の定量測定機器開発に伴い、短時間で高い感度での菌検出が必要となるため、ま

ず、DEPIM における基礎的な測定条件の最適化を行った。電極は、リファレンス電極を使用

した。3.6×106 cell/ml の大腸菌懸濁液(10 ml)を電極チップ上に環流させ、高周波電圧

(100 kHz, 4～7 V)の印加によって大腸菌を電極に誘電泳動し、菌の集積による電極のコン

ダクタンス変化を測定した（図 4-5)。印加後、20 秒間のコンダクタンス変化を指標にし、

DEPIM測定条件の最適化を行った。 
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まず、電極のギャップ長の効果を検討するために、5, 10, 15 μm の異なるギャップ長を

もつリファレンス電極を用いて DEPIM 測定を行った（図 4-6）。その結果、それぞれの

ギャップ長において、印加電圧が高いほど大きなコンダクタンス変化が観察された。（8 V

以上の電圧印加では電極の崩壊が見られた。）一方、電極のギャップ長は狭いほど大きなコ

ンダクダンス変化が得られることが分かった。また、ギャップ長の減少は電圧の増加よりも

効率よくDEPIM測定の感度を上昇させることが明らかになった。 
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図4-5 大腸菌懸濁液を用いたDEPIM測定によるコンダクタンス変化 

図4-6 DEPIM測定における電極チップのギャップ長の効果 
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今回のようなフロー型DEPIM測定において、電極上を流れる大腸菌懸濁液の環流速度も測

定の感度(コンダクタンス変化)に影響を与えることが予想された。そこで、ペリスタポンプ

を用いて流量を順次変化させて、DEPIＭによるコンダクタンス変化を測定した(図 4-7)。ま

た、電極上の流路の高さについても 100, 200, 300 μm に変化させて実験を行った。5 μm

ギャップのリファレンス電極を用いて、2.4×106 cells/ml の大腸菌懸濁液(10 ml)で印加

電圧7 Vに固定しDEPIM測定を行った結果、流量に依存してコンダクタンス変化量は大きく

変化した（図 4-7 左）。また、流路の高さを変えたとき、それぞれの流量依存性は異なった。

そこで、それぞれの条件における流速を流量と流路断面積から算出した。そして、流速に基

づいてコンダクタンス変化を比較すると、大腸菌懸濁液の流速を約 0.2 m/秒にしたとき、

最も大きなコンダクタンス変化が得られることが分かった（図4-7 右）。 

 

 

次に、レーザー加工電極チップについても、動作確認を行った。検体として大腸菌懸濁液

(2.6×106 cells/ml)を用いて、リファレンス電極とレーザー加工電極チップで同条件にお

いて DEPIM測定を行った(図 4-8)。その結果、レーザー加工電極チップにおいても、リファ

レンス電極と同様に菌依存的なコンダクタンス変化が観察された。さらに、コンダクタンス

変化はレーザー加工電極チップのほうが大きかった。これは、ギャップ長の違いが原因であ

ると考えられる。 
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図4-7 DEPIM測定における流速の効果 
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y = 0.2505x + 29.343

27.00

29.00

31.00

33.00

35.00

0 5 10 15 20
時間 (秒)

コ
ン

ダ
ク

タ
ン

ス
 (

uS
)

菌あり

菌なし

ガラス電極 (ギャップ 5 um)

y = 0.048x + 13.912

13.20

13.60

14.00

14.40

14.80

15.20

0 5 10 15 20
時間 (秒)

コ
ン

ダ
ク

タ
ン

ス
 (

uS
)

菌あり

菌なし

図4-8 レーザー加工電極チップによるDEPIM測定 

レーザー加工電極チップ (ギャップ 4.2 um) リファレンス電極 (ギャップ 5 um) 



 

 

19 

(Ｂ) 電極チップの性能評価 

通常、ヒト唾液 1 ml の中には 108匹の口腔内細菌が存在する。そのうち、当機器の標的

細菌である歯周病菌は 2×105 匹（口腔内細菌の 0.2%）である。そのため、少なくとも 105

匹の細菌を1分で検出することを当機器の実現化目標としている。上記の第５章５－２で示

したように、DEPIM 測定における基礎的な条件を最適化することができた。そこで、現時点

での最適条件において、目標となる性能を達成できるかどうか検討した。検出には、通常の

DEPIMより高感度である EPA-DEPIM を用いた。EPA-DEPIMは DEPIMと同様に電極上に菌を捕

集後、高電圧のパルス印加により細菌膜を破壊し、細胞内イオンを流出させることによって

少ない菌数でも大きなコンダクタンス変化を得ることができる方法である（図 4-9）。我々

は、5.2×104 cells/ml の大腸菌懸濁液 5 ml（2.5×105匹）から 1 分間での大腸菌の検出

を試みた（図 4-10）。その結果、菌を含まない緩衝液(菌なし)での測定に比べて、大腸菌懸

濁液(菌あり)では、有為なコンダクタンス変化が観察された。また、レーザー加工電極チッ

プについても同様に菌によるコンダクタンス変化が観察された。これらのことから、リファ

レンス電極およびレーザー加工電極チップともに、口腔内の歯周病菌を検出する最低限の感

度を有することが明らかになった。本年度は、検出ターゲットである P.g.菌および T.f.菌

の抗体を作製中であるため、代替菌として大腸菌を用いて検出感度の確認を行った。また、

第２章で検討したように、検出ターゲット以外の菌種が混在したときの非特異反応を抑制す

る必要がある。今後、本年度得られた（一部、免疫中）P.g.菌、T.f.菌の抗体を用いたこれ

ら菌体の測定、ならびに検出ターゲット以外の菌種を混合した場合の測定を実施し、電極

チップでの検出感度（尤度）の向上ならびに非特異抑制の最適条件を設定する。 
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図4-9 リファレンス電極を用いたEPA-DEPIM測定 
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図4-10 リファレンス電極およびレーザー加工電極チップの性能評価 
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第５章 電極一体型ディスポセルの開発  

 

５－１ 電極一体型ディスポセル試作品の成型および成型品の寸法検査 

 

試作金型を用いて、口腔内細菌検査用流路付きプレート（以下成型品）を成型した。図面寸

法通りの成型品であるかを確認するために、投影機とマイクロスコープを使用して、成型品

の寸法測定を行った。成型品は、4 種類あり、流路深さにより種類が異なる。以後、流路深

さが0.1 mmをタイプA、0.05 mmをタイプB、0.02 mmをタイプC、0.01 mmをタイプDとす

る。寸法に関しては、タイプ A～D まで全て公差内に収まった。これら測定結果より、成形

品は図面寸法通りに出来上がっていると判断する。 

 

５－２ DEPIM測定時の流路測定 

DEPIM 測定評価を行うには、成型品と検出電極素子（以下電極基板）を組み付ける必要が

ある。組み付けた際に、成型品の流路部分と電極基板との間が目的の流路高さであるか否か

を確認するため、組み付けた成型品の流路高さを測定した。 

成型品と電極基板は、成型品の撓みを軽減させる為、5 mm 厚のアクリル板を上下に挟み、

成型品の四つ角をボルトとワッシャーとナットで締め付けた（図 5-1）。その際、トルクド

ライバーを用いて 2.0 kgf.cm の力で均等に締めた（図 5-2）。電極は、外形 20 mm±0.05 

mm、厚さ1.1 mm±0.1 mmのリファレンス電極基板を使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定には、流路高さを測るためにマイクロスコープを使用し、ボルトの締め付けによる撓

みを測るためにノギスをそれぞれ使用した。流路高さは、成型品の流路（内側）にマジック

ペンで印をつけマイクロスコープの‘2 点間の高さ測定’ツールを用いて、印と基板表面に

パターニングされている電極に焦点を当て、測定した。N 数= 3 でそれぞれ任意に 4 箇所の

測定を行った。ノギスについては、図5-3に①～④で示した箇所を測定した。何も挟まない

5 mm 厚アクリル板のみを組み付けたものを対照実験とした。ノギスによる測定の結果、ア

クリル板自体の厚みにバラツキ、撓みはなく、成型品とOリングを挟むことによりバラツキ

が見られた。また、線対称に向かい合う測定箇所①と③、②と④が近い値を示す傾向にあり、

また②と④の組より①と③の組の方が大きい値を示していることから、ボルト間の距離が長

い①と③で撓みが発生していることが示唆された。 

図5-1 成型品および締め付け部材 図5-2 成型品と電極基板の組み付け 
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また、マイクロスコープによる測定の結果、全てのタイプにおいて目標の流路高さを示し

ていないことが確認できた。また、測定にかなりのバラツキがみられた。目標の流路高さを

確認できなかった理由として、Ｏリングの反発による成型品の浮き上がりと電極基板の厚さ

が 0.1 mm 厚かったことによる浮き上がりが考えられる。後者の浮き上がりについては、成

型品に約 0.1 mm のテープを貼付、電極基板の厚みをカバーする対策を行ったが、完全に対

処できたとは断定できない。バラツキの原因として、考えられるのはマイクロスコープで流

路高さを測定した際の焦点の曖昧さである。DEPIM 測定評価時の組み付けた状態では、実際

測定したい成型品の流路は露出しておらず成型品を透過して測定を行った。そのため、樹脂

を透過することで若干の屈折が生じ、対象位置の焦点に影響することが考えられる。その他、

焦点を合わす為につけたマジックペンのインクは数μm～十数μmの厚みがあり、インクの

高さが影響している可能性も考えられる。また、一番のバラツキ原因としては、焦点を合わ

せる方法が人の目である為、個人差や誤差が大きく影響していると考えられる。 

 

５－３ 電極一体型ディスポセル試作品の評価 

 検体(菌液)の通液する流路、電極の組込み、測定機器との電気的接点を同時に実現する電

極一体型ディスポセルの試作品に、実際の電極を組込み、DEPIM 測定を行うことができるか

どうかを評価した。試作セルに、リファレンス電極(5 μm ギャップ)及び測定器との電気的

接点を組み込み、電極一体型セルを製作した。流路高さが異なる4つの試作品があり、その

うちの二つ、Type-Aと Type-Bを用いて試作電極一体型セルの動作確認を行った。シリンジ

ポンプを用いて大腸菌懸濁液を試作セル内に導入し、印加電圧 5Vpp で DEPIM 応答を取得し

た。いずれの試作セルにおいてもDEPIM応答を取得できることが分かった。また、流速を変

化させると、その流速に応じて DEPIM応答が異なることが分かった。図 5-4は、DEPIM計測

300 秒後の応答値を流速毎にプロットしたものである。図 5-4 から、それぞれの Type にお

いて至適な流速があることが分かった。今後は、さらに流路高さと流速との関係を明らかに

することで、電極一体型セルの改良を進める。 

 

①

②

③

④

①

②

③

④

図 5-3 ノギスによる測定箇所 
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第６章 全体総括 

 

本研究事業では、歯周病の原因となる病原菌を、集団検診や歯科クリニックで、その場で、

簡易に、迅速に、高精度に検出可能な細菌検査機器の開発を目指し、下記４つのサブテーマ

にテーマを分担して、研究開発を行った。以下、それぞれのサブテーマについてまとめる。 

 

ｻﾌﾞﾃｰﾏ①抗体DEPIM法の方式開発 

抗体DEPIM法の方式として、新規に提案した微粒子法と、従来から提案されている基板固

定法を検討した。抗体結合金コロイドを用いた微粒子法については、抗体と微粒子の結合状

態の確認など、解決すべき検討課題が見つかった。基板固定法については、抗体固定法とし

て物理吸着法を用いることとし、非特異吸着抑制処理の効果について検討した。非特異吸着

抑制として、各種ブロッキング剤を検討し、非特異吸着に効果的なブロッキング剤及び、そ

の使用方法を見出した。今後は基板固定化法を軸に、微粒子法はバックアップと位置づけ、

本成果を基に、検出ターゲットである歯周病菌について測定性能の評価ならびに条件の

チューニングを行う。 

 

ｻﾌﾞﾃｰﾏ②抗体および電極チップへの抗体固定化技術開発 

歯周病を引き起こす代表的な原因菌である Porphyromonas gingivalis と Tannerella 

forsythia を検出ターゲットとして決定した。認識部位は細菌表面抗原候補として前者が分

泌性プロテアーゼのジンジパイン RgpA（Hgp44)、後者は接着関連因子の BspA タンパクに決

定し、抗体作製を行った。Phorphyromonas gingivalis に対するポリクローナル抗体とモノ

クローナル抗体 7 クローンの確立に成功した。モノクローナル抗体 5 クローンについては

Hgp44 組換えタンパクとの反応も認められた。今後、ポリクローナル抗体についても調べる

予定である。Tannerella forsythia に対するポリクローナル抗体およびモノクローナル抗

体作製は動物免疫の段階にある。 

 電極基板への非特異吸着抑制法に多種類のブロッキング剤を検討し、２種類のブロッキン

グ剤について電極基板への非特異的な吸着を抑制する効果があることを確認した。また、そ

図5-4 試作電極一体型セルの流速に対する300秒時のDEPIM応答 

流量(ml/sec) 
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の非特異吸着抑制効果をDEPIM測定においても確認した。 

 

ｻﾌﾞﾃｰﾏ③電極一体型ディスポセルの開発 

検体液の保持、検体を通液する流路、廃液の保持、検出電極素子の組み込み、測定機器との

電気接点の機能を実現するためのプラスチック成型品の金型を設計・作成し、図面寸法通り

の成型品を成型することについて、目的を達することができた。 

 しかし、DEPIM 測定時（検出電極素子を組みつけた形）の成型品と電極基板の間に出来る

流路高さについて正確な測定ができなかった。今後は、成型時に電極を組み込むことで成型

品と電極を一体化し、漏れの無い、撓みの無い構造を設計・作成することが課題である。 

 

ｻﾌﾞﾃｰﾏ④電極チップの開発 

DEPIM 法における重要なキーデバイスである電極チップを２種類の加工プロセスを用いて試

作を行った。一方の加工プロセスは、微細な電極パターンが安定して作製可能な実績のある

フォトリソグラフィ法を用いて試作を行った。基本的な性能評価や測定条件検討に用いるた

めのリファレンス用電極として基本的な条件検討を実施し、電極寸法、印加電圧、流速など

基本的な条件を確認することが出来た。他方の加工プロセスはレーザ加工を用い、商品化を

念頭に置いた大量安価に生産可能な加工プロセスの候補として試作を行った。３種類のス

ペックの異なるレーザ加工機を用いて試作を行い、それぞれの加工精度・状態・スピードを

評価した。更に、試作したレーザ加工電極を用いてDEPIM測定を行い、目標とする感度が達

成できる見込みであることを確認した。今後、ギャップ長が異なる電極チップを用いて

DEPIM 測定評価実験を重ね、電極加工に必要な寸法精度のスペック検討、装置価格や加工状

態、加工速度などを加味したレーザ加工機の導入など、製品化に向けた具体的な検討を行う。 

 

本年度の研究開発事業においては、抗体DEPIM法の方式、検出ターゲットの決定ならびに

抗体作製の着手、非特異的な反応抑制技術の確立、電極一体型セルの基本機能を確認するた

めの試作（流路を含むプラスチック成型品ならびに内部に組み込む電極チップの試作）を完

了し、それぞれの基本要素技術を確立することを目標とした。上述のように、それぞれのサ

ブテーマにおいて要素技術の確認ができた。 

 

 

◆今後検討すべき課題と対応方針 

以下に、製品化に向けた課題と対応について各サブテーマ毎に記述する。 

 

サブテーマ① 抗体DEPIM法の方式開発 

・ターゲットとする歯周病菌を実際に用いた条件のチューニング： 

本年度はターゲット菌の抗体を作製中であったため、代替として大腸菌を用いて方式検討

を行った。今後、本年度作製した歯周病菌に対する抗体を使用し、実際にターゲット菌

（P.g.菌および T.f.菌）を測定し、検出感度（尤度）の向上ならびに非特異抑制について

の条件最適化を行う。 

・測定電圧、流路形状、電極寸法などの詳細仕様の決定： 

検出条件や電極チップ、流路のディメンジョンなどが検出精度に与える影響を実験的に確

認し、製品化に必要な公差を決定する。 
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サブテーマ② 抗体および電極チップへの抗体固定化技術開発 

・抗体設計・作製： 

 現在までに得られている P.g.菌に対するモノ／ポリクロ抗体について交差反応性確認等

の評価を行い、反応性、特異性の高い抗体をスクリーニングし、使用抗体を決定する。また、

T.f.菌に対するモノ／ポリクロ抗体については作製に着手（動物免疫を開始した）した段階

であるため、継続的に免疫を行い、得られた抗体について、P.g.菌と同様の評価を実施し、

使用する抗体を獲得する。 

・抗体固定化技術開発（非特異抑制）： 

 本年度は代替である大腸菌で効果検証を実施したため、使用抗体を決定次第、ターゲット

菌における抑制効果の確認を行う。 

 

サブテーマ③ 電極一体型ディスポセルの開発 

・量産化に向けた電極一体型プレート成型法ならびに検体リザーバの構成検討： 

金型による一体成型方式を検討中であり、来年度に試作を行い、製造方法を確立する。 

 

サブテーマ④ 電極チップの開発 

製品要求性能を満たすために必要な加工精度を詳細に検討し、導入する加工装置を見極め

る。これに基づき、電極加工装置の導入を行い電極チップの安価な製造方法を確立する。 

 

 また、来年度は上記要素技術を組み込んだ、測定器の試作を行い、検出ターゲットである

歯周病菌を実際に用いて測定実証を行う。 

 

◆薬事申請の計画 

 本事業で開発する細菌検査装置は、診断基準が無い現状においては、他の類似品からクラ

ス１と考えられる（愛媛県薬務課に事前相談で確認）。ただし、検出原理が従来に無いもの

であるため、新規の医療機器となる可能性が高い。このことについては、来年度に作製する

試作機が完成した後に、PMDA に事前相談を行い確定し、最終年度の臨床実験にて薬事申請

用のデータを取得し、研究事業終了後に直ちに薬事申請を行い、薬事手続きが完了次第、事

業化（上市）する予定である。具体的には、H24 年度に作製・評価を行う試作機のデータに

基づき、PMDAへの事前相談をH25年度に実施する。H25年度に実施予定の臨床評価データに

基づき、研究事業終了後直ちにH26年度に薬事申請を予定している。 

 

◆特許取得の計画 

抗体 DEPIM 法を用いて特定種の細菌を検出するための基本的な特許は既に権利化済の４件

（DEPIM 法の基本特許、高感度化 DEPIM 法の特許、DEPIM 法を口腔内細菌検出に適用する応

用特許、抗体DEPIM法の基本特許）を活用する予定である。抗体DEPIM法の条件チューニン

グ、歯周病菌をターゲットにした抗体の作製方法、電極一体型ディスポセルの製造方法など、

周辺技術について、研究開発事業に出願すべき内容が生じ次第、出願を進める予定である。 

 

◆事業化する医療機器の概要 

・製品・システム名称： 歯周病原菌検査機器およびキット（仮） 
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・対象疾患／患者数： 歯周病／５０００万人（潜在患者数） 

・対象顧客：  検診事業者、自治体、歯科クリニック、等 

・想定市場規模： 機器６０億円、消耗品９０億円／年 

・現在の市場の状況： 

試薬を用い歯周病原菌の関連物質を色判定する定性検査キット、抗体価検査や 

PCR検査（いずれも郵送サービス）が市販されている。 

・上市時期：  H28年（薬事承認済） 

・想定売上規模： 15.12億円（工場出荷額ベース、上市５年目単年） 

 

◆事業化（上市）までのスケジュール 

・H26年度：  薬事申請用の機器開発 

・H26～H27年度： 薬事申請～薬事承認完了 

・H27年度：  生産準備 

・H28年度：  事業化予定 

 

◆事業化の体制（予定） 
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◆今後の研究計画概要 

 

 

 研究事業２年度目となるH24年度は、検出ターゲットである歯周病菌を、求められる検

出感度、特異性をもって検出可能な測定機器・ディスポセルの試作を行い、ラボにてその検

出性能を確認することが目標となる。そのために、①方式開発・条件最適化（抗体DEPIM法

を歯周病菌検出に特化した条件検討）、②抗体の開発（P.g.および T.f.菌の抗体作製を完了

し、得られた抗体をスクリーニング評価し、使用する抗体を決定する）③抗体固定化・非特

異抑制技術開発（P.g.菌および T.f.菌に対し、抗体の電極チップへの固定化確認、非特異

抑制効果の確認、ならびに条件チューニング）、④ディスポセル成型開発（電極チップを内

包し流路機能を有する一体型電極セルの成型品開発）、⑤測定機器・電極開発・評価（測定

機器および電極チップの試作、評価）の５つのサブテーマにて実施する。 

また、最終年度には来年度開発した試作機をベースに改良を加え、全国５大学（東北大学、

東京歯科大学、日本歯科大学、大阪大学、九州大学）で臨床実験を実施し、開発した試作機

で臨床検体が正確に検出可能であるか、検証を行う予定である。それぞれの実験依頼先には

日本歯周病学会・副理事長・常任理事、日本口腔衛生学会・常任理事を含んでおり、商品化

後の普及の鍵となる、開発した細菌検査機器を用いた検査結果に基づいた歯周病の診断基準

の策定も併せて進める。来年度には臨床実験を実施するための倫理委員会の開催準備や基準

化に向けた戦略構築など、具体的な検討に着手する予定である。 
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３－１ 加工パスソフト開発、及び加工検証 

３－２ NC制御部の改良研究開発 

３－３ 小型・軽量5軸加工機（メカ部）の開発 

 

第４章 形状修正用ダイヤモンドバーの開発 

４－１ ニーズ調査 

４－２ 部材選定・試作作成 

４－３ 加工評価 

 

第５章 全体総括 

５－１ 研究開発成果と今後検討すべき課題、および対応方針 

５－２ 事業化展開 
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第１章 研究開発の概要 

非金属義歯フレームの研究開発の概要について述べる。 

 

１－１ 研究開発の背景・研究目的及び目標 

 

（Ａ）研究開発の背景と目的 

歯科治療で用いられる金属による全身的なアレルギ疾患は年々増加している状況にある。

近年では、金属アレルギ回避や審美性からセラミックス材料が治療に取り入れられており、

クラウン・ブリッジのフレーム材料には強度が高いジルコニアが使われはじめている。しか

し、高齢化とともに支台歯がなく補綴治療が不可能な症例や、インプラント治療ができない

症例も多く、依然として義歯（入れ歯）に頼っており、義歯フレームにはバネ性を有する金

属を使わざるを得ないのが実態である。 

今回の研究開発では、ジルコ二アの中で唯一金属に置き換わる特性（①破壊靭性値が従来

のジルコニアの 3 倍（図 1-1）、②口腔内で特性劣化しない（図 1-2））を持っているナノジ

ルコニア材料を用いて、義歯（本人が取り外しできる義歯）フレームの開発（材料加工に必

要な加工機と形状修正用ダイヤモンドバー含む）を行い、金属からナノジルコニアへの材料

転換を実現する事により今後更に増加することが予測される高齢者の金属アレルギの低減に

貢献することを目的とする。 

 

    

図1-1 曲げ強さと破壊靭性値         図1-2 ジルコニアの特性劣化 

参考文献： Ban and Nawa et al. IADR 2006.    参考文献： Nawa et al, J. Biomed. Mater. Res. 2003 

 

また、本研究開発を遂行するには、加工が従来のジルコニアよりも困難なナノジルコニア

を精度良く効率的に目的の形状に仕上げる必要があり、下記に示す2点の開発が必須である。 

・義歯フレーム作製用CAM装置の開発 

・形状修正用ダイヤモンドバーの開発 

現在の産業界における精密加工技術は、精密加工機（大手企業と中小企業の連携）と加

工工具（中小企業）という両輪の技術から成り立っている。今日までに産業界で確立して

きた中小企業の加工に関する技術ノウハウとモノづくり力を活用し、上記の医療機器の開

発を目指す。 
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＜イメージ図＞ 

     

      金属義歯フレーム       ナノジルコニア（非金属）義歯フレーム 

 

（Ｂ）研究開発の目標 

本研究開発の目標を以下に示す。 

 

（１）義歯フレーム形態の確立と加工検証・評価（パナソニック ヘルスケア（株）、昭和大

学） 

シミュレーション技術（有限要素法（Finite Element Method）、以下 FEM と表記する）

を用いて、ナノジルコニアの最適な義歯フレーム形態の基本形状を決定することを目標と

する。さらに、実症例の加工検証と評価を実施する。 

 

（２）義歯フレーム作製用 CAM 装置の開発（デジタルプロセス（株）、コムス（株）、日本

ベアリング（株）） 

以下に示す義歯フレーム作製用CAM装置の開発を目標とする。 

 

① 義歯フレーム加工に対応する加工パスソフト開発、及び加工検証 

② 義歯フレーム作製用 CAM 装置内の NC 制御心臓部である、モーションコントロール

ボード改良研究、モーションコントロール制御ならびに空気制御系のワンボード化、

小型化、ローコスト化、高速化の開発 

③ 義歯フレームに対応した小型・軽量5軸加工機（メカ部）の開発 

 

（３）形状修正用ダイヤモンドバーの開発（（株）東京ダイヤモンド工具製作所） 

JIS T5505-1 を遵守した形状修正用ダイヤモンドバーの開発を目標とする。開発に当

たっては、砥粒の種類・材質・粒径・形状、軸材、ボンド種類、及びメッキ厚等をニーズ

（歯科医師、歯科技工士）に合わせて的確に選定して開発を実施する。 

 

（Ｃ）研究開発の実施結果 

本研究開発の実施結果を以下に示す。 
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実 施 内 容 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 

 

（１）義歯フレーム形態の確立と

加工検証・評価 

（１）-１ シミュレーション解

析 

（１）-２ 基礎形態検証  

 

（２）義歯フレーム作製用CAMの

装置開発 

（２）-１ ソフト開発・検証 

 

（２）-２ ハード開発・検証 

 

（２）-３ 加工検証 

 

（３）形状修正用ダイヤモンドバ

ーの開発 

（３）-１ ニーズ調査 

 

（３）-２ 部材選定・試作作製 

 

（３）-３ 加工評価 

            

計画 

実績 

 

１－２ 成果概要 

本研究開発の成果概要を以下に示す。 

 

（Ａ）義歯フレーム形態の確立と加工検証・評価 

機械的強度と繰返し耐久性が必要なクラスプ（固定部）の形状/寸法による破壊強度と変

位をシミュレーション解析（FEM）し、基本形状を決定した。さらに、実際の金属義歯フ

レームをナノジルコニアに置き換えて義歯フレームを作製し、支台歯との適合精度を確認

した（1症例）。 

 

（Ｂ）義歯フレーム作製用CAM装置の開発 

本年度の開発取組みとしての成果は以下の内容である。 

 

（１）義歯フレーム加工に対応する加工パスソフト開発 

開発した義歯フレーム作製用加工パスソフトを用いて、2 つの義歯フレーム形状の加工

を行った結果、一方は加工物が外観上良好に加工できたが、他方は加工物に折れが生じた。

折れ発生の原因分析を行い、加工プロセスの改善見通しを立てた。 

 

（２）モーションコントロールボード改良研究（ハード/ソフト開発・検証） 

本年度はモーションコントロールボードの改良に向けてメーカーとの調整検討を開始し課

題共有および改良具体内容および改良実施時期について協議中である。 
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（３）モーションコントロールおよび空気制御系の小型化（ハード開発・検証） 

全体最適配置の再検討および小型化に向けた代替部品の市場調査を開始した。調査内容が

多岐にわたるため本年度での代替部品の全ての置き換え検証実施までは至らなかったが、商

品化に向けての優先順位が高いと判断された軽量化およびシールド性向上を目的とする材質

変更・板厚見直し等を実施し、外装部および制御系において約 10％（本体重量比）の重量

削減が確認できた。 

 

（４）外装部および制御系のローコスト化（ハード開発・検証） 

外装板厚の薄型化およびEMC対策部品削減等については取り組めたが、商品化に向けた最

優先検討事項と考えた電磁両立性確保目的として実施したメッキ処理追加等が予想以上にハ

イコストであったためトータルとしてのローコスト化実現までは至らなかった。 

 

（５）制御系の高速化（ソフト開発・検証） 

全体としての高速化について協議した結果、加工条件に起因した速度制限が支配的であり

現状においては、制御系ソフトの高速化に対する優先度が低いことが判明したため、今回は

加工条件の最適化および高速化を優先し、制御系ソフトの高速化については検討着手のみに

留めた。 

 

（６）加工機の電磁両立性確保（ハード開発・検証） 

外装・制御盤関連の材質・処理見直しを実施した結果、今回のCAM装置開発のベースモデ

ルとなる既存加工機に比較してコアフィルタ数量を削減した状態でも不要輻射において

5.4dB のマージン向上が実現できた。また、電磁両立性のその他の規格においても問題ない

ことが確認できた。 

 

（７）加工機メカ部の軽量化 

材質変更により約5％（本体重量比）の軽量化を実現した。 

 

（８）加工機のY軸ジャバラ格納部の改良によるジャバラつまりの解消 

ジャバラ格納部のクリアランスを変更し、ジャバラの個体差を吸収することでジャバラつ

まりを解消した。しかし、ジャバラ格納部のクリアランスはジャバラつまりと切削粉の封止

性能を両立した最適値には至っていない。 

 

（９）加工機のATCユニットの小型化と取付形状の変更による剛性向上 

工具間隔を短縮して工具ホルダを 10mm 短縮できた。また工具ホルダの締結ねじを 1 本増

やすことで剛性向上を図った。 

 

（Ｃ）形状修正用ダイヤモンドバーの開発 

本年度の開発取組みとしての成果は以下の内容である。 

 

（１）ニーズ調査 

JIS T5505-1 を遵守した形状修正用ダイヤモンドバーのニーズ調査を目的として、形状修
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正用ダイヤモンドバーの開発企業を中心に、特許庁の特許電子図書館（IPDL）に掲載されて

いる出願内容より、技術動向を調査した。その結果、9 件の出願内容が本案件に関連するも

のと判断し、整理した。 

また、国内に出回っている各種の形状修正用ダイヤモンドバーを入手し、ダイヤモンド

バーの仕様、表面状態について評価解析を実施した。 

 

（２）部材選定・試作作製 

JIS T5505-1 を遵守した形状修正用ダイヤモンドバーとして、部材選定ならびに試作作製

を実施した。使用用途、加工性などのニーズ調査の結果から、電着ダイヤモンドバー、メタ

ルダイヤモンドバー、ゴム（シリコーンゴム）系ダイヤモンドバー、その他（ビトリファイ

ド系ダイヤモンドバー、レジン系ダイヤモンドバー）の各種形状修正用ダイヤモンドバーを

製作した。 

何れも JIS T5505-1 の要求事項を満たす形状修正用ダイヤモンドバーの製作が可能で

あったが、品質バラツキの低減、量産に適した製法の確立など量産体制に向けた課題が残る

結果となった。 

 

（３）加工評価 

本年度製作した各種形状修正用ダイヤモンドバーを用いてナノジルコニアの加工評価を実

施した。加工評価の結果、従来の形状修正用ダイヤモンドバーと同等の形状および加工性能

であることを確認した。 

但、砥石摩耗量に対する加工量、即ち研削比に関しては、絶対的な加工量が小さく評価に

までは至らなかった。また、工具寿命についても、同様の理由で評価にまでは至らなかった。 

ナノジルコニアの加工に適した形状修正用ダイヤモンドバーとしての商品化に於いては形

状修正用ダイヤモンドバーの設定価格（コスト）に対する工具寿命が重要であり、加工評価

の結果を基に形状修正用ダイヤモンドバーの開発・改良を進め、仕様の最適化を図る必要が

ある。 

 

１－３ 当該研究開発の連絡窓口 

 

氏名： 菅田 文雄 

所属組織名：パナソニック ヘルスケア株式会社 医療機器・システムBU 

Tel：050-3686-8300 

E-mail：sugata.fumio@jp.panasonic.com 
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第２章 義歯フレーム形態の確立と加工検証・評価 

 

２－１ 義歯フレーム形態の確立 

義歯フレームにおいて、特に機械的強度と繰返し耐久性が必要なクラスプ（固定部）につ

いて、使用に耐えうる基本形態を求めるべく、シミュレーション解析（FEM）による強度解

析を実施した。 

今回、現状の金属義歯フレームのクラスプ（固定部）がアンダーカットに入った際に開き

が0.25mmであることを想定し、図2-1および表2-1に示す形状/寸法の棒状モデルを用意し、

効果的な応力分散ができる形態を決定するべく、シミュレーション解析（FEM）を実施した。 

シミュレーション解析（FEM）の結果、クラスプ内での応力集中を緩和でき、想定される

繰り返し疲労による破壊に対しても、抵抗性を付与できる可能性が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1 解析モデル 

 

表2-1 モデル寸法 

 

 

 

 

 

 

テーパー比 1.0(テーパー無) 0.8 0.6 0.4

①A1.33-B1.50 a1.33-b1.50 a1.06-b1.20 a0.80-b0.90 a0.53-b0.60

②A2.00-B1.00 a2.00-b1.00 a1.60-b0.80 a1.20-b0.60 a0.80-b0.40

③A2.50-B0.80 a2.50-b0.80 a2.00-b0.64 a1.50-b0.48 a1.00-b0.32

テーパー比 1.0(テーパー無) 0.8 0.6 0.4

①A1.33-B1.50 a1.33-b1.50 a1.06-b1.20 a0.80-b0.90 a0.53-b0.60

②A2.00-B1.00 a2.00-b1.00 a1.60-b0.80 a1.20-b0.60 a0.80-b0.40

③A2.50-B0.80 a2.50-b0.80 a2.00-b0.64 a1.50-b0.48 a1.00-b0.32

変位=指定値
テーパ

a

Ａ
負荷

b

B
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２－２ 義歯フレーム作製と適合精度確認(加工検証) 

 

（Ａ）加工検証概要 

機械的強度と繰り返し耐久性が必要なクラスプ部の、形状及び寸法による破壊強度をシ

ミュレーション解析(FEM）を用いて決定された基本形状を、STL データ形式で出力し、義歯

フレーム作製用加工パスソフト(以下、加工パス)にて作製された NC データを用い、ナノジ

ルコニア材料で加工を行った。 

(図2-2)の設計データにはクラスプ部が3箇所設けてあり、 

3箇所それぞれ肉厚が薄い上、Cリング形状であるため、加 

工時の切削抵抗負荷により、クラスプ部が折れやすいと想定 

される。従って、加工パス上での、ノブ支柱、サイド支柱の 

取り付け位置、取り付け方向、太さ等の条件設定が重要にな 

ってくる。また切削条件についても、加工送り速度、加工ピ 

ッチ、工具回転数、仕上げ代等の条件の最適化が必要になる。 

これらの条件を変更しながら、試作加工検証を4回繰り返し 

た。第1回、第2回の試作加工では加工中の負荷により工具 

長が変わり、クラスプ形状に破損が生じたが、加工送り速度 

と加工ピッチの変更を行い、第3回目の試作加工では破損の 

ないフレームを製作することができた。さらに加工時間短縮 

と工具磨耗軽減を考慮した切削条件により、4回目の試作加 

工を行いフレームの製作が完成した(図2-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-3 ナノジルコニア義歯フレーム 

 

（Ｂ）加工検証評価 

デジタルプロセス株式会社が開発した加工パスソフト(後述3-1章参照)で試作加おこない、

手修正は必要なものの、支台歯に適合する加工物を得ることができた(図 2-7～図 2-10)。1

次試作としては、下記のような課題はあるものの次のステップに進むための要素技術は確立

できた。 

図2-2 設計データSTL形状 

クラスプ部 
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課題として、義歯フレーム形状より部分的な加工肉残り(0.4mm 未満)・削りすぎ(最大

0.5mm 程度)が確認できた。要因としては、加工プロセス(加工方向や加工速度など)がいま

だ適切でないことが考えられ、今後の加工プロセス検討にて対策・改善を実施する必要があ

る。 

また、義歯フレーム形状(図 2-4)と加工物のスキャンデータ(図 2-5)を重ね合わせ(図 2-

6)、反り、変形解析を行ったところ、結果として、全体的にみて大きな反りはないが、数値

化が難しいレベルの反りがあった。反りの要因としては、焼成時の収縮が考えられ、焼成時

の収縮変形の抑制が課題であり、対策・改善に取り組んでいく。 

そして今後、モデル数を増やし、最適な加工プロセスを得るために加工検証を実施してい

く。 

      

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-4 義歯フレーム形状の設計データ 図2-5 実加工物スキャンデータ 

 

図2-6  義歯フレーム形状の設計データと 

実加工物スキャンデータの重ね合わせ 
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※写真提供：昭和大学歯学部歯科補綴学教室 馬場一美教授 

 

 

図2-7 従来のCoCr義歯フレーム 図2-8 ナノジルコニア製義歯フレーム 

図2-9 完成した 

ナノジルコニア製義歯 

図2-10 ナノジルコニア製 

義歯の模型装着時 
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第３章 義歯フレーム作製用CAM装置の開発 

 

３－１ 加工パスソフト開発、及び加工検証 

 

（Ａ）開発概要 

CAD にて設計された義歯フレーム形状を入力とし、その形状を加工機にて削り出すための

NCデータを出力するための義歯フレーム作製用加工パスソフトを研究開発する。 

なお、義歯フレーム形状はSTLデータ形式とし、加工対象材料は従来のジルコニアよりも

強度が高く、加工が難しいナノジルコニアとする。 

義歯フレーム形状は、現在一般的に切削加工されているクラウンやブリッジ、コーピング

フレームと比べて、全体的に薄く、また、局所的に細く長いクラスプ部がある複雑な形状を

しているため、それを考慮したNCデータを作成することが本研究の課題となる。 
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（Ｂ）機能構成 

開発する機能の一覧を表3-1に、大機能の各々の関連を図3-1に示す。 

表3-1 機能一覧 

大機能 中機能 小機能 

1．義歯フレーム

形状入力機能 

(1)STLデータ読み込み機能 
1)STLデータ格納 

フォルダ情報設定機能 

  
2)STLデータ選択入力 

表示機能 

(2)加工方向設定機能 
1)加工方向(咬合面、頬側)指

示機能 

  
2)加工方向(軸回り角度) 

指示機能 

2．義歯フレーム

支柱作成機能 

(1)中央ノブ支柱作成と形状 

分割機能 
  

(2)ノブ支柱作成機能 1)ノブ支柱自動作成機能 

  2)ノブ支柱長さ変更機能 

  
3)ノブ支柱回転角度変更 

機能 

  
4)ノブ支柱傾け角度変更 

機能 

  
5)ノブ支柱断面形状変更 

機能 

(3)サイド支柱作成機能 1)サイド支柱自動作成機能 

  2)サイド支柱位置変更機能 

  3)サイド支柱径変更機能 

3．義歯フレーム

加工形状設定

機能 

(1)加工ブロック焼成率設定機能   

(2)加工ブロック厚み設定機能   

4．義歯フレーム

加工ＮＣデー

タ作成機能 

(1)工具情報入力機能   

(2)加工条件設定機能 1)推奨切削条件設定機能 

  2)切削条件設定機能 

  3)外周加工幅入力機能 

(3)加工パス生成機能 
1)外周加工範囲情報生成 

機能 

  2)外周加工パス生成機能 

  3)面取り加工パス生成機能 

  4)粗加工パス生成機能 

  5)仕上げ加工パス生成機能 

(4)加工NCデータ出力機能 
1)NCデータ出力先情報 

入力機能 

  2)NCデータ出力機能 
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図3-1 大機能関連図 

 

 

 

 

 

義歯フレームCAD 

2．義歯フレーム支柱作成機能 義歯フレーム形状情報 

STLデータ 

3．義歯フレーム加工形状設定機能 

1．義歯フレーム形状入力機能 

4．義歯フレーム加工NCデータ作成機能 

義歯フレーム加工形状情報 材料情報 

サイド支柱情報 

ノブ支柱情報 

加工領域情報 

NCデータ 

加工機制御システム 
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（Ｃ）成果概要 

2 つの義歯フレーム形状(モデル A、モデル B)を対象に、開発した義歯フレーム作製用加

工パスソフトにて作成したNCデータを用いて加工を行った結果、 

 

（１） モデル A は、クラスプ部などが欠けることなく加工することができた(図 3-2、 

図3-3)。 

 

（２） モデル B は、図 3-4、図 3-5 の赤丸部で折れたが、内向きのクラスプ部に支柱

を付加し、端から中央に向かって順に加工し最後に中央部を加工することで、

薄く複雑な義歯フレ－ム形状でも加工できる見通しがたった。 

 

（３） 加工の結果、モデル A は加工物が外観上良好に加工できたが、削り残り等の詳

細分析を行い、その結果をもって加工プロセス検討を実施継続する。またモデ

ル B は、1 ステップ前のパスとの高さ差がある場合、その間にパスを追加する

など、切削抵抗が一定以上にならないようなパスを作成する必要があることが

わかった。今後さらに、モデル数を増やして検証を実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-2 義歯フレーム形状の設計データ(モデルA）      図3-3 加工結果(モデルA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-4 義歯フレーム形状の設計データ(モデルB)     図3-5 加工結果(モデルB) 
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３－２ NC制御部の改良研究開発 

（Ａ）小型軽量化 

今回のCAM装置開発のベースモデルとなる既存加工機は、製品重量があるために設置可能

な場所が制限されており、商品化における汎用性を高めるためには小型化と同時に軽量化に

も取り組む必要がある。 

今回、小型化については軸構成・制御系配置について検討を行ったが機能を維持したまま

小型化する具体案までには至らなかったため継続取組みとする。 

軽量化については日本ベアリングと共同で検討した結果、弊社担当部の外装部については

構成上、本体加工精度への影響が少ないと推測されることから板厚削減を行うこととした。

変更後の板厚については、最低強度が確保可能であることおよび市場入手性において問題が

無いことの2点から選択を行った。 

   外装板厚： （変更前）1.6mm ⇒ （変更後）1.0mm 

これによる重量削減として、10.2％（本体重量比）が達成できた。 

また、これによる振動音の発生・外観異常・電磁遮蔽効果の低下などの弊害は確認されな

かった。 

全体としては、回路構成上の安全対策部品（1kg）が追加されたため 9.7％（本体重量

比）の軽量化となった。 

 

（Ｂ）電磁両立性(EMC:ElectroMagnetic Compatibility) 

CAM 装置を商品化するには、法規制となる電磁両立性を安定して確保しておく必要がある

が、生産したもの全てについての電磁両立性確保を確認するために全数確認することは設

備・費用・期間等において現実的ではなく、代表サンプルによる測定でマージンを確保する

ことにより製造バラツキが発生しても電磁両立性が確保されることを担保するのが一般であ

る。しかしながら、今回のCAM装置開発のベースモデルとなる既存加工機のマージンレベル

が小さいため量産時に問題ないレベルまで改善しておくことが商品化に向けた必須条件であ

ることが既存モデルの改善検討を行っていく中で明確になってきた。 

以後、既存モデル（従前品）と今回の改善モデルについて比較して述べる。 

 

（１）従前品の構成とその評価結果 

① 外装部 

機構部と制御部を覆うカバーを外装部と呼ぶ。 この外装部の金属と金属が接触する部分

は塗装で覆われ電気抵抗が非常に大きく抵抗計で抵抗が測定できない状態となっていた。ま

た、外装部に使用される素材は亜鉛メッキ鋼板でこのメッキのために抵抗計の接触子を接触

させても多くの部分で抵抗が無限大状態になっている部分がほとんどの部分を占めている。 

② 制御部 

制御部もまた、外装部と同じ亜鉛メッキ鋼板が使用されていて、雑音電波の発生源である

モータドライバや位置決めコントローラが取り付けられているシャーシーも電気抵抗が高い

状態となっている。 

③ 試験前の処置 

試験結果の向上を目的として従前品の電磁両立性試験実施前に外装部の金属と金属との接

触部分、外装部の機構部との接触部分の塗装とメッキをサンドベーパーにて剥離した。 
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④ 評価結果 

図3-6に従前品での電磁両立性試験の結果、図3-7に電磁両立性試験に合格をさせるため

のフェライトコアの配置とその巻き数を記す。 

電磁両立性試験を行ったが、雑音低減のためのクランプフィルタを追加しても合格レベル

とのマージンが 1.5dB と非常に低い (No.1 206.445MHz でのMargin QP値が 1.5dB) 。 

 
図3-6 従前品の試験データ(EN55011規格) 

図3-7 制御盤のレイアウト図とクランプフィルタの取り付け位置 

 

（２）今回開発での留意点 

雑音電波低減のため下記について検討する。 

① 部品選択と設計上の留意点 

外装部 ：材料を鋼板にニッケルメッキを施し、金属と金属が接触する部分は塗装時に 
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     塗料が塗布されない様マスキングを施す。 

制御部 ：外装部とシャーシー材料にニッケルメッキを施す。 

② フェライトコアの挿入場所 

必要最小限のフェライトコアで電磁両立性試験に合格できるかどうかを確認するために必

要最小限と考えられるフェライトコアを取り付けて試験を試みた（図3-8）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3-8 電磁両立性試験直前のクランプフィルタの取り付け位置 

図 3-9 図 3-8の状態での測定結果 

 

未対策状態ではマージンは2.9dB であった（図3-9）。 

 

（３）電磁両立性エミッション試験の結果 

① 測定結果 

図3-10に電磁両立性エミッション試験直後の対策した様子を示す。 
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図3-11にこの時の測定された電波の測定結果を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3-10 電磁両立性エミッション試験直後のクランプフィルタの取り付け位置 

 

図3-11 電磁両立性エミッション試験の結果 

 

② 測定結果の評価 

従前品から削除できたクランプフィルタは下記のとおり。 

CF02, CF03, CF04, CF05, CF10, CF11 

測定対象となった妨害電波は147.4 MHz でマージンは規定レベルから 8.3dB あった。 

ニッケルメッキを施した事によって、妨害電波レベル的には非常に効果があったと考える。 
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（４）EMC試験結果 

① 適応規格 EN55011  --------合格 

② 適応規格 EN61000-6-2 4-2 合格 

③ 適応規格 EN61000-6-2 4-3 合格 

④ 適応規格 EN61000-6-2 4-4 合格 

⑤ 適応規格 EN61000-6-2 4-5 合格 

⑥ 適応規格 EN61000-6-2 4-6 合格 

⑦ 適応規格 EN61000-6-2 4-8 合格 

⑧ 適応規格 EN61000-6-2 4-11 合格 

 

（５）今後の改良点 

① 外装部 

ニッケルメッキは高価であるので、鋼板のメッキで表面導電性の良いものを選択する。 

② 制御部 

EN55011の試験の際にあらたに 4軸位置決めコントローラの USBケーブルからの妨害電波

低減のために平編銅線を取り付けたが、取り付けのために工作する時間および部材のコスト

もかかるため、金属性あるいはシールド機能のある配線ダクトの採用を検討する。 

 

３－３ 小型・軽量5軸加工機（メカ部）の開発 

（Ａ） テーマ１：加工機メカ部の軽量化 

（１） 研究内容 

現在の加工機メカ部重量は１２６kg となっており、卓上サイズとしては重量物扱いと

なってしまう。軽量化には構成部品の軽量化が必須となるが、同時に装置剛性の低減となる

為、影響の少ない部品の軽量化を図る（図3-12、図3-13）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図3-11 支柱対策前 図3-12 支柱対策後 

 

アルミフレーム×３本 

 

支柱×３本 

図番：OCS9-F061/支柱 

1本当たりの重量：４kg 

型番：SF-30・60 L=405TW 

1本当たりの重量：0.65kg 



 

 

 

20 

対策前φ４０の鋼材支柱を対策後市販品のアルミフレーム（30×60）に変更した。 

 

（２）研究結果 

加工機メカ部の重量について5％（本体重量比）の軽量化を実現できた。 

 

（３） 次期への課題 

現状の装置サイズではこれ以上の軽量化は難しいと考える。次期開発では装置の小型化

を視野に入れ、更に１０％の軽量化を目指す。 

 

（Ｂ） テーマ２：Y軸ジャバラ格納部の改良によるジャバラつまりの解消 

（１） 研究内容 

ジャバラは鋼材の加工と違い安定した寸法で仕上げることは困難であり、個体差が大き

く、設計寸法値よりも+2mm で仕上がってくる場合もあり格納部内でつまりが発生すること

がある。 

ジャバラ格納部内のクリアランスを大きく取りジャバラの個体差を吸収させる（図 3-13）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャバラ格納部のクリアランスを対策前各１mm から対策後２mmに拡大した（図 3-14、図

3-15）。 

 

 

ジャバラ 

図3-14対策前ジャバラ断面 

 

図3-13 Y軸ジャバラ機構部 

図3-15対策後ジャバラ断面 
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  （２） 研究結果 

ジャバラ格納部の拡大によりジャバラの個体差を吸収することに成功した。 

 

  （３） 次期への課題 

無暗に拡大すると切削粉の侵入を招いてしまう為、クリアランスの最適化が必要である。

ジャバラメーカーと打合せを持ち検討の必要がある。 

 

（Ｃ） テーマ３：ATCユニットの小型化と取付形状の変更による剛性向上 

  （１） 研究内容 

工具ホルダを小型にし、締結部の負担を軽減させることと同時にATCユニットとY軸スラ

イドの締結部を強化し外力による負担を軽減させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工具間隔を対策前２５mmから対策後２３.５mmに短縮し両端の余分箇所をカットすること

により工具ホルダ全長を対策前１４５.５mm から対策後１３５.５mm に短縮、更に締結ねじ

を対策前２箇所から対策後３箇所に変更した（図3-16、図3-17、図3-18、図3-19）。 

 

  （２） 研究結果 

工具ホルダの小型化により締結部から工具ホルダ先端までの距離が対策前９３.５mm から

対策後８９mm と短縮されており更に締結ねじの本数を増やすことによりモーメントに対す

 図3-18 工具ホルダ対策前 図3-19 工具ホルダ対策後 

工具ホルダ 締結ねじ２箇所 工具測長センサ 締結ねじ３箇所 

図3-17工具ホルダ対策後 
 

図3-16 工具ホルダ対策前 
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る剛性が上がった。 

 

  （３） 次期への課題 

剛性向上が図れたとは言え不測の外力には耐えられない可能性がある。無暗に剛性向上し

ても、例えばATCスピンドルの衝突の際にATCスピンドルの破損を招いてしまう為、適度な

剛性に留めておく必要があり検討が必要である。 

また、工具測長センサは工具ホルダと連結されており、工具ホルダ破損時に影響を与えな

い為にも工具測長センサは独立固定させる方式で検討する。 
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第４章 形状修正用ダイヤモンドバーの開発 

 

４－１ ニーズ調査 

（Ａ）特許による形状修正用ダイヤモンドバーの技術動向調査 

JIS T5505-1 を遵守した形状修正用ダイヤモンドバーのニーズ調査を目的として、形状修

正用ダイヤモンドバーの開発企業を中心に、特許庁の特許電子図書館（IPDL）に掲載されて

いる出願内容より、技術動向を調査した。その結果、9 件の出願内容が本案件に関連するも

のと判断し、整理した。 

本年度調査した範囲では、形状修正用ダイヤモンドバーに関する出願内容は、バーの構造

および材質に関するもの：4 件、電着技術に関するもの：2 件、ゴム混練技術に関するも

の：2件、ろう付け（溶着）技術に関するもの：１件であった。 

また、ダイヤモンド工具では新規性がないと思われる発明内容も特許として成立している

ことが確認され、ダイヤモンド工具では公知となっている事象が特許に抵触する可能性があ

るものの、いずれも回避可能であると判断した。 

 

（１）【発明の名称】 歯科用ダイヤモンドバーおよびその製造方法 

出願番号 ： 昭62‐67886       出願日 ： 昭和62（1987）年3月24日 

公開番号 ： 昭63-234963       公開日 ： 昭和63（1988）年9月30日 

特許番号 ： 第1693437号 

出願人  ： 株式会社 松谷製作所 

【課題の要約】 従来、歯科の治療に用いられるダイヤモンドバーは、バー本体の先端部に

ダイヤモンド砥粒をニッケル等の金属によって電着して研削部を形成し、研削部の形状ある

いは砥粒の粒径等の識別のために、シャンク部の中間部に溝を形成してここに有色塗料を塗

布した構成になっている。このため、ダイヤモンドバーを治療装置に装着した後においては

塗料の種類を識別できない場合があり、収納した場合にも塗料の種類を識別できない場合が

あるという問題があった。また、塗料を塗布するための溝を形成しなければならず、製造コ

ストがアップするという問題があった。 

【解決手段】 バー本体の外周の研削部に隣接する箇所に有色塗料を塗布した点を特徴とす

る。バー本体の外周の研削部から後端側へ向かう所定の範囲に有色の絶縁性塗料を塗布する

ようにした点を特徴とする。 

 

（２）【発明の名称】 歯科用研削・研磨材 

出願番号 ： 特願平4‐182449      出願日 ： 平成4（1992）年7月9日 

公開番号 ： 特開平6‐22983       公開日 ： 平成6（1994）年2月1日 

特許番号 ： 第2137665号 

出願人  ： 株式会社 マシンツール中央 

【課題の要約】 補綴物が硬いものでも、ビビリ振動なく円滑に研削し得るために、砥石の

基材を弾性材でなすことがある。しかし、その弾性度合が大きいと、被研削（研磨）物との

間に有効な圧接力を得ることができず、円滑な研削（研磨）作用を行なうことができない。

一方、弾性度合いが小さいと、振動吸収作用がなくなり、ビビリ振動を吸収し得ない。また、

従来の弾性基材の砥石は、その弾性ゆえに砥粒の把握力（ボンディング力）が弱いため、作
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業中、高価なダイヤモンド砥粒が基材から容易に剥離し、研削研磨力も耐久性もない。 

【解決手段】 有効な弾性力を有する課題を解決するために、微細な超砥粒と未加硫ゴムを

混練し、その未加硫ゴムをボンディングマトリクスとして加硫成形した歯科用研削・研磨材

であって、そのゴム硬度を 85°～90°とした。また、強い把握力を得る課題を達成するた

め、微細な超砥粒と未加硫ゴムを混練し、その未加硫ゴムをボンディングマトリクスとして

加硫成形した歯科用研削・研磨材であって、超砥粒はその表面をゴムとの親和・密着付与剤

でコーティングしたものであり、未加硫ゴムは超砥粒との親和・密着付与剤を添加したもの

である構成とした。 

 

（３）【発明の名称】 歯科用砥粒固着バー 

出願番号 ： 特願平9‐283385     出願日 ： 平成9（1997）年10月16日 

公開番号 ： 特開平11-113926      公開日 ： 平成11（1999）年4月27日 

拒絶査定 ： 平成18（2006）年5月10日 

出願人  ： マニー株式会社 

【課題の要約】 ダイヤモンド砥粒を固着した歯科治療用のダイヤバーに於いて、歯の研削

時に生じる繰り返し曲げに伴って作用する応力の集中を軽減させる。 

【解決手段】 予め設定された形状と寸法を持った先部とシャンク部と、先部とシャンク部

の間に構成された縦断面屈曲点からなる軸台金のダイヤバーにおいて、作業部が形成された

先部のシャンク側の端部を縦断面屈曲点と一致させない位置に設定する。ダイヤバーに曲げ

応力が発生した場合であっても縦断面屈曲点に対する応力の集中を低減することが出来る。 

 

（４）【発明の名称】 歯科用砥粒固着バー 

出願番号 ： 特願2002‐285999     出願日 ： 平成14（2002）年9月30日 

公開番号 ： 特開2004‐121305      公開日 ： 平成16（2004）年4月22日 

特許番号 ： 第4112328号 

出願人  ： 株式会社 ジーシー 

【課題の要約】 歯科臨床及び歯科技工において、天然歯や、歯科用修復物、義歯及び人口

歯などの歯科用補綴物を研削する際に使用される歯科用ダイヤモンドバーを、研削屑が巻き

付き難く、且つ研削屑の除去性や研削感に優れたものとする。 

【解決手段】 バー本体の先端部にダイヤモンド粒子を、平均粒径が0.01～50μmであって

且つダイヤモンド粒子よりも小さなフッ素化合物粒子が略均一に含有されている金属メッキ

層により固着している歯科用ダイヤモンドとする。この金属メッキ層中のフッ素加工物粒子

の体積分率は 0.1～60％であることが、また金属メッキ層がニッケルメッキ層である場合に

はこの金属メッキ層に更に 0.1～1.5 重量％のリン化合物が含有されていることが望ましい。 

 

（５）【発明の名称】 弾性砥石の混練方法及び混練装置 

出願番号 ： 特願2003‐371731    出願日 ： 平成15（2003）年10月31日 

公開番号 ： 特開2005-131754     公開日 ： 平成17（2005）年5月26日 

特許番号 ： 第4722389号 

出願人  ： マニー 株式会社 

【課題の要約】 十分な強度を備え熱伝導性のよい鋼をベースとし、摩耗して混入する鋼の
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粉の量を少量に抑えることができる弾性砥石の混練方法と、この混練方法に使用する弾性砥

石の混練装置を提供する。 

【解決手段】 複数の鋼製のローラを備え、隣接するローラ間に粘性基材と砥粒を通過させ

て混練する混練装置であって、ローラがその表面の少なくとも一部に酸化しない性質を持つ

素材からなる外郭層を有することを特徴とする。外郭層としては、合成樹脂、セラミックな

どを使用することができる。ローラの間の隙間を粘性基材砥粒混合物が繰り返し通過するこ

とで砥粒がマトリックスとしての粘性基材内に均等に分布するように混練される。 

 

（６）【発明の名称】 歯科用バーの製造方法 

出願番号 ： 特願2003‐394928    出願日 ： 平成15（2003）年11月26日 

公開番号 ： 特開2005-152281     公開日 ： 平成17（2005）年6月16日 

未審査請求によるみなし取下 ： 平成19（2007）年2月27日 

出願人  ： 株式会社 サンテクノ 

【課題の要約】 歯科用バーの台金からの砥粒の脱落を極力減少させ、研削量及び寿命を著

しく向上させる。 

【解決手段】 台金の表面にメッキ処理により金属層を形成して砥粒を仮付けし、次いで、

ろう付処理あるいはレーザ加工によって仮付けした砥粒を台金の表面に完全に固着する。 

 

（７）【発明の名称】 歯科用軸付砥石及びその製造方法 

出願番号 ： 特願2006‐24109      出願日 ： 平成18（2006）年2月1日 

公開番号 ： 特開2007-202743       公開日 ： 平成19（2007）年8月16日 

特許番号 ： 第4815226号 

出願人  ： マニー 株式会社 

【課題の要約】 新品のときから使い終わるまで、ほぼ一定の切れ味を保つことができる歯

科用軸付砥石を提供する。 

【解決手段】 結合材と砥粒とを混合して砥石を成形し、該砥石を軸の先端に固定した歯科

用軸付砥石であって、該砥石の表面を適当な砥粒の回転砥石などで削り取ることによって、

歯科用軸付砥石の使い初めの切れ味を、設計上予定した被研磨対象物を十分に研磨したとき

に得られる定常的な切れ味とほぼ同等にした。歯科用軸付砥石の切れ味が、新品から廃棄さ

れるまで、ほぼ同じ切れ味となる。 

 

（８）【発明の名称】 歯科用研削バーとその製造方法 

出願番号 ： 特願2006‐234725     出願日 ： 平成18（2006）年8月31日 

公開番号 ： 特開2008-54885       公開日 ： 平成20（2008）年3月13日 

特許番号 ： 第4168291号 

出願人  ： マニー 株式会社 

【課題の要約】 識別部に塗料を塗布するための溝を形成する必要がなく、識別部の塗料が

剥れにくい歯科用研削バーを提供する。 

【解決手段】 棒状の台金と、該台金の先端部にあって砥粒が固着された研削部と、該研削

部に隣接した台金の外周部分であって有色塗料が塗布された識別部とを有し、識別部が、周

方向は均一な厚さで、軸方向には識別部中央部分が厚い山形曲線状に塗布されている。 
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（９）【発明の名称】 研削工具用の耐久性と研削性に優れた軸付き超砥粒研削砥石の製造

法およびこの方法による軸付き超砥粒研削砥石 

出願番号 ： 特願2007‐303817     出願日 ： 平成19（2007）年11月23日 

公開番号 ： 特開2008-149450      公開日 ： 平成20（2008）年7 月3日 

未審査請求によるみなし取下 ： 平成23（2011）年2月22日 

出願人  ： 日本精機宝石工業 株式会社 

【課題の要約】 シャンクの細径部の疲労折損を少なくし、曲げ剛性を高め、研削作業中の

曲がりを減少することにより研削寸法精度を向上した軸付き超砥粒研削砥石を提供する。 

【解決手段】 オーステナイト系ステンレス鋼線または析出硬化型セミオーステナイトステ

ンレス鋼線を溶体化処理および冷間加工によって引張強さ1300N/mm2以上とした軸付き超砥

粒研削砥石用の合金およびシャンクに加工し、シャンクの先端部の表面にダイヤモンド粒子

または立方晶窒化硼素の超砥粒を金属ニッケルとともに電着し、次いでガス活性化処理した

後、シャンクを 380～450℃の温度で窒化処理または軟窒化処理して先端部の超砥粒を除く

シャンクの表面に耐疲労性および耐塑性変形性に優れた窒素を含有する窒化層、あるいは窒

素と炭素を含有する軟窒化層を形成する。 

 

（Ｂ）形状修正用ダイヤモンドバーの評価解析 

JIS T5505-1 を遵守した形状修正用ダイヤモンドバーのニーズ調査を目的として、現在、

国内に出回っている各種の形状修正用ダイヤモンドバーを入手し、ダイヤモンドバーの仕様、

表面状態について評価解析を実施した。 

本評価解析に際しては、非破壊、非接触により表面状態の観察と表面形状の計測を実施す

る目的で、レーザ顕微鏡（キーエンス製：VK-X200）を用いた。本評価解析に用いたレーザ

顕微鏡は、測定用レーザ光源に波長408nmのバイオレットレーザを用いており、測定用レー

ザ光源に赤色半導体レーザを用いた場合に問題となるダイヤモンド砥粒へのレーザ光の透過

がないのが特徴である。ダイヤモンドバーの表面に存在するダイヤモンド砥粒の状態を観察

すべく、観察倍率は砥粒径により適時調整の上、表面状態の観察と表面形状の計測を実施し

た。 

 

（１）【商品名】 Dia Shine 113S 

販売者 ： 株式会社 ジーシー       製造元 ： 大和化成工業 株式会社 

粒度呼称 ： 仕上げ用           砥石種別 ： シリコーンゴム 

 

製造販売届出番号 ： 11B3X00053000007 

歯科材料9  歯科用研削材料 

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材70903000 

 

【観察結果の概要】 砥粒径は5～8μm程度で、砥粒の集中度は非常に高い傾向を示した   

（図4-1）。 
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図4-1 砥石表面の観察結果 

 

（２）【商品名】 Aadva Point Zr 115C 

発売元  ： 株式会社 ジーシー     製造元 ： 大和化成工業 株式会社 

粒度呼称 ： コース           砥石種別 ： ゴム 

 

製造販売届出番号 ： 11B3X00053000009 

歯科材料9  歯科用研削材料 

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材70903000 

 

【観察結果の概要】 砥粒径は150～200μm程度で、砥粒形状はイレギュラー形状を呈して

おり、砥粒の集中度やや高い傾向を示した。観察品は加工試験に供したものと推察され、砥

粒の目つぶれが顕著であった（図4-2）。 

 
図4-2 砥石表面の観察結果 

 

（３）【商品名】 Aadva Point Zr 115F 

発売元  ： 株式会社 ジーシー     製造元  ： 大和化成工業 株式会社 

粒度呼称 ： ファイン          砥石種別 ： ゴム 

 

製造販売届出番号 ： 11B3X00053000009 

歯科材料9  歯科用研削材料 

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材70903000 
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【観察結果の概要】 砥粒径は5～7μm程度で、観察品は加工試験に供したものと推察され、

砥粒の脱落した痕跡が多数観察され、砥粒の脱粒が顕著であった（図4-3）。 

 
図4-3 砥石表面の観察結果 

 

（４）【商品名】 Core Master 

販売元  ： 株式会社 松風      製造販売元 ： 株式会社 昭研 

粒度呼称 ： コース          砥石種別   ： ゴム 

 

製造販売届出番号 ： 26B3X00014000011 

歯科材料9  歯科用研削材料 

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材70903000 

 

【観察結果の概要】 砥粒径は80μm前後で、観察品は加工試験に供されたものと推察され、

砥粒の目つぶれと砥粒の脱粒が顕著であった（図4-4）。 

 

図4-4 砥石表面の観察結果 

 

（５）【商品名】 Super Max #9007 

製造販売元  ： 株式会社 モリタ     製造元   ： Edenta AG (スイス) 

粒度呼称    ： なし          砥石種別 ： レジン 

 

医療機器届出番号 ： 27B1X00109000191 
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【観察結果の概要】 砥粒径は55～65μm程度で、砥粒形状はイレギュラー形状を呈してお

り、観察品は加工試験に供されたものと推察され、砥粒の目つぶれが顕著であった（図 4-

5）。 

 
図4-5 砥石表面の観察結果 

 

（６）【商品名】 SINTER DIA HP 

製造販売元： 株式会社 松風 製造元： Dental Forschung Schleicher GmbH(ﾄﾞｲﾂ) 

粒度呼称 ： なし      砥石種別 ： ろう付け （溶着） 

 

製造販売届出番号 ： 26B1X00004000173 

歯科材料9  歯科用研削材料 

一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材70902000 

 

【観察結果の概要】 砥粒径は 55～65μm 程度、砥粒は天然ダイヤモンド砥粒でイレギュ

ラー形状を呈する。観察品は加工試験に供されたものと推察され、砥粒の目つぶれが顕著で

あった（図4-6）。 

 

図4-6 砥石表面の観察結果 
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尚、形状修正用ダイヤモンドバーは、一般工業用ダイヤモンド工具とは異なる粒度呼称が

一般に用いられており、その呼称は各社各様の様相を呈している。以下に形状修正用ダイヤ

モンドバーの製造会社が発行しているカタログの記載内容を抜粋して以下に示す。 

 

形状修正用ダイヤモンド

バーの粒度呼称 

用途 

スーパーコース 超粗 

コース 粗研磨用 

レギュラー 

ミディアム 

中研磨用 

ファイン 仕上げ研磨用 

スーパーファイン つや出し研磨用 

参考文献 ： エデンタ 技工製品カタログ 

 

形状修正用ダイヤモンド

バーの粒度呼称 

粒径表記 

コース 125-150μm 

スタンダード 106-125μm 

ファイン 53-63μm 

エクストラファイン 20-30μm 

参考文献 ： マニー株式会社 DIA-BURSカタログ 

 

形状修正用ダイヤモンド

バーの粒度呼称 

粒径表記 

コース 150μm 

スタンダード 105-125μm 

ファイン 55μm 

エクストラファイン 25μm 

参考文献 ： ヤスナガダイヤモンドバーカタログ 

 

形状修正用ダイヤモンド

バーの粒度呼称 

用途および粒径表記 

スーパーコース 概形成・金属除去用 

コース 概形成 

ミディアム  

ファイン 仕上げ用 

エクストラファイン 仕上げ用 

40～50μm 

ウルトラファイン コンポジット仕上げ用 

20～30μm 

ハイグロスポリッシング 10μm 

参考文献 ： メリーダイヤモンドバーカタログ 
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JIS T5505-1 を遵守した形状修正用ダイヤモンドバーとして、部材選定ならびに試作作製

を実施するにあたり、使用用途、加工性などのニーズ調査の結果から、電着ダイヤモンドバ

ー、メタルダイヤモンドバー、ゴム（シリコーンゴム）系ダイヤモンドバー、その他（ビト

リファイド系ダイヤモンドバー、レジン系ダイヤモンドバー）の各種形状修正用ダイヤモン

ドバーを製作することとした。 

 

４－２ 部材選定・試作作成 

JIS T5505-1 を遵守した形状修正用ダイヤモンドバーとして、部材選定ならびに試作作

製を実施した。使用用途、加工性などのニーズ調査の結果から、電着ダイヤモンドバー、メ

タルダイヤモンドバー、ゴム（シリコーンゴム）系ダイヤモンドバー、その他（ビトリファ

イド系ダイヤモンドバー、レジン系ダイヤモンドバー）の各種形状修正用ダイヤモンドバー

を製作した。 

何れも JIS T5505-1 の要求事項を満たす形状修正用ダイヤモンドバーの製作が可能で

あったが、品質バラツキの低減、量産に適した製法の確立など量産体制に向けた課題が残る

結果となった。 

今回、形状修正用ダイヤモンドバーの開発に際して、ニーズ調査の結果から、各種ダイヤ

モンドバーに対する砥粒種（図4-7）、砥粒径、砥粒粒度の組み合わせ（表4-1）を選定し、

開発を進めることとした。 

【イレギュラー形状】                   【ブロッキー形状】 

  

  

図4-7 砥粒種の比較例 

 

 

 

枠内の拡大 枠内の拡大 
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表4-1 各種ダイヤモンドバーに対する砥粒径および砥粒粒度の組み合わせ 

ダイヤモンドバーの種類 砥粒径および砥粒粒度 

電着ダイヤモンドバー SD80～SD140 

メタルダイヤモンドバー SD120～SD325 

ゴム（シリコーンゴム）系ダイヤモンド

バー 

SD230～SD400 

SD10-20μm～SD2-4μm 

ビトリファイド系ダイヤモンドバー SD10-20μm～ 

レジン系ダイヤモンドバー SD10-20μm～SD2-4μm 

ろう付け （溶着）ダイヤモンドバー （SD80～SD200） 

 

形状修正用ダイヤモンドバーには、用途に合わせて各種の軸の材質と直径に幾つかの規格

が存在するが、本年度製作した形状修正用ダイヤモンドバーは軸の材質と直径を共通仕様と

し、歯科用マンドレールを用いるφ15～20 程度のホイール形状とした。歯科用マンドレー

ルは、直径φ2.35 の大橋精密工業製＃303 を用い、ホイール部を各種仕様で製作した（図

4-8）。 

 

図4-8 本年度製作した形状修正用ダイヤモンドバーの外観 

 

（Ａ）電着ダイヤモンドバー 

電着ダイヤモンドバーは、ダイヤモンド砥粒を保持する結合材として、電解めっきにより

金属基材の表面にニッケルを成長させたものを適用するもので、一般工業用ダイヤモンド工

具で一般的なものと同様である。 

技術的な課題としては、形状修正歯科技工用ダイヤモンドバーに求められる細軸径の金属

基材に均一なニッケルめっきを成長させることと、細軸径の金属基材に粒径の大きなダイヤ

モンド砥粒を保持させるかが挙げられる。 

本年度製作した電着ダイヤモンドバーは、一般工業用ダイヤモンド工具で一般的な仕様で

製作したが、量産に際しては上記技術課題が残り、工法の確立が課題となる。 

 

（Ｂ）メタルダイヤモンドバー 

メタルダイヤモンドバーは、ダイヤモンド砥粒を保持する結合材として、銅錫合金を主成

分とする金属粉末を適用するもので、一般工業用ダイヤモンド工具で一般的なものと同様で

ある。 
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技術的な課題としては、本案件で求められている研削加工が難しいナノジルコニアに対し

て、ダイヤモンド砥粒の目つぶれを抑制し、ダイヤモンド砥粒が完全に目つぶれする前に、

研削抵抗により結合材が適度に摩耗する状態の再現が挙げられる。金属粉末の組成、ダイヤ

モンド砥粒の含有量の最適化を図ることとする。  

本年度製作したメタルダイヤモンドバーは、一般工業用ダイヤモンド工具で一般的な仕様

を基にナノジルコニアへの研削性に考慮した仕様で製作した。 

 

（Ｃ）ゴム（シリコーンゴム）系ダイヤモンドバー 

シリコーンゴムタイプのダイヤモンドバーは、ダイヤモンド砥粒を保持する結合材として、

シリコーン樹脂を適用するもので、一般工業用ダイヤモンド工具での適用は一般的ではない。 

シリコーン樹脂はシロキサン結合（－Si －O－Si－）を主鎖とするエラストマーの総称で

硬化反応の形態により熱加硫型（HVR）と室温硬化型（RTV）に分類される。HVR はロール混

練機を用いて可塑化と混合を行い、硬化剤により加硫し、熱硬化反応により弾性体を成形す

るものである。一方、RTV は液状もしくはペースト状で、常温もしくは加熱で硬化反応によ

り弾性体を成形するものである。RTV は１液型と２液型に分類され、それぞれ常温硬化タイ

プと加熱硬化タイプがあり、さらに硬化反応形式から縮合反応型と付加反応型が存在する

（参考文献（１））。 

 

 

参考文献（１） ： 信越化学工業株式会社 信越シリコーン RTVゴム カタログ 
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本案件でのダイヤモンドバーへの適用に際しては、一般工業用ダイヤモンド工具の製造方

法と設備を用いて製造可能なことと、シリコーン樹脂とダイヤモンド砥粒を混練する際に作

業環境中からの異物混入を防止する観点から、室温硬化型（RTV）のシリコーン樹脂を選定

することとした。 

技術的な課題としては、シリコーン樹脂がダイヤモンド砥粒を把握する能力である砥粒保

持力が小さいことから、本案件で求められている研削加工が難しいナノジルコニアに対して、

有効な加工能力を維持する状態の再現が挙げられる。 

また、シリコーンゴムタイプのダイヤモンドバーは、ゴム硬さが低い状態、即ち弾性が大

きい場合、有効な研削力を得ることが出来ず、一方でゴム硬さが高い状態、即ち弾性が小さ

い場合、振動吸収作用がなくなる。事前評価として、実験計画法により各要因がゴム硬さに

及ぼす影響を評価した結果、シリコーン樹脂の選択と共に、ダイヤモンドの含有量による影

響が大きいことが確認された（図4-9）。 

本年度製作したシリコーンゴムダイヤモンドバーは、ニーズ調査の結果を基に仕様を決定

したが、シリコーン樹脂毎のゴム硬さなど物性に対する基礎的評価が課題として残る。また、

量産に際しては、最終製品の形状および寸法に成型する工法が未確立である。 

 

 
図4-9 実験計画法によるゴム硬さの影響度評価の結果 

 

（Ｄ）ビトリファイド系ダイヤモンドバー 

ビトリファイド系ダイヤモンドバーは、ダイヤモンド砥粒を保持する結合材として、ガラ

ス系材料を適用するもので、一般工業用ダイヤモンド工具で一般的なものと同様である。 

技術的な課題としては、本案件で求められている研削加工が難しいナノジルコニアに対し

て、ダイヤモンド砥粒の目つぶれを抑制し、ダイヤモンド砥粒が完全に目つぶれする前に、

研削抵抗により結合材が適度に摩耗する状態の再現が挙げられる。砥石の微細構造、ダイヤ
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モンド砥粒の含有量の最適化を図ることとする。   

本年度製作したビトリファイド系ダイヤモンドバーは、一般工業用ダイヤモンド工具で一

般的な仕様を基にナノジルコニアへの研削性に考慮した仕様で製作した。砥石の微細構造に

対する基礎的評価が課題として残る。 

 

（Ｅ）レジン系ダイヤモンドバー 

レジン系ダイヤモンドバーは、ダイヤモンド砥粒を保持する結合材として、熱硬化性樹脂

を適用するもので、一般工業用ダイヤモンド工具で一般的なものと同様である。 

技術的な課題としては、本案件で求められている研削加工が難しいナノジルコニアに対し

て、ダイヤモンド砥粒の目つぶれを抑制し、ダイヤモンド砥粒が完全に目つぶれする前に、

研削抵抗により結合材が適度に摩耗する状態の再現が挙げられる。熱硬化性樹脂に添加する

フィラー類、気孔形成材、ダイヤモンド砥粒の含有量の最適化を図ることとする。   

本年度製作したレジン系ダイヤモンドバーは、一般工業用ダイヤモンド工具で一般的な仕

様を基にナノジルコニアへの研削性に考慮した仕様で製作した。砥石に添加するフィラー類

および砥石の微細構造に対する基礎的評価が課題として残る。 

 

（Ｆ）ろう付け （溶着）ダイヤモンドバー 

ろう付け（溶着）ダイヤモンドバーは、ダイヤモンド砥粒を保持する結合材として、溶着

金属を適用するもので、一般工業用ダイヤモンド工具の一部で適用されている。 

技術的な課題としては、ダイヤモンド砥粒と溶着金属の接合性と、溶着金属が冷却される

時に形成されるクラックにより、所定のダイヤモンド砥粒の保持力が達成出来ない点が挙げ

られる。溶着金属の化学組成の最適化、ダイヤモンド砥粒表面状態の改質を図ることとする。 

ニーズ調査の結果、ろう付けダイヤモンドバーの検討を進めることとなったが、工法につ

いては全く未知数の段階である為、本年度は調査・検討に留まった。 

 

４－３ 加工評価 

本年度製作した各種形状修正用ダイヤモンドバーを用いてナノジルコニアの加工評価を実

施した。加工評価の結果、従来の形状修正用ダイヤモンドバーと同等の形状および加工性能

であることを確認した。 

しかし、本年度は形状修正用ダイヤモンドバーの仕様が未確定な為、多大な時間を要する

工具寿命を調査する段階にまで至らなかった。商品化に於いては形状修正用ダイヤモンド

バーの設定価格（コスト）に対する工具寿命が重要であり、加工評価の結果を基に形状修正

用ダイヤモンドバーの開発・改良を進め、仕様の最適化を図る必要がある。 

 

（Ａ）加工評価方法 

加工評価に用いた装置はグラインディングセンタ（日立精機製：VKC45）の工具チャック部

にエアスピンドル（ナカニシ製：HES810-BT40）を組み込んだもので、これに各種の形状修正

用ダイヤモンドバーを取り付け、加工評価に供した（図4-10）。 
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図4-10 加工評価に用いた装置 

 

加工後のナノジルコニアの表面粗さについて、触針式の表面粗さ測定機（東京精密製 

SURFCOM 1400D）で測定（図 4-11）し、パラメータ算出規格 JIS-‘94にて Raおよび Ryの

表面粗さのパラメータを評価した。尚、表面粗さの測定に際しては、形状修正用ダイヤモン

ドバーの回転方向に対して、垂直の方向となる様に測定子を走査させた。 

 

 

図4-11 表面粗さ測定の様子 

 

（Ｂ）加工評価結果 

ナノジルコニアを加工評価した結果、本年度製作した各種形状修正用ダイヤモンドバーは

従来の形状修正用ダイヤモンドバーと同等の形状および加工性能であることを確認した。 

同一加工条件に於いて、加工後のナノジルコニアの表面粗さは、SD270クラスではRa0.35

μm、Ry2.0μm程度であり、SD325クラスではRa0.30μm、Ry1.6μm程度と砥粒径の細粒化に

より表面粗さが改善される影響が確認された。これは同等の砥粒径を用いた従来の形状修正

用ダイヤモンドバーと同等の表面粗さであった（表4-2）。 
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表4-2 表面粗さ測定結果 

表面粗さ SD270クラス SD325クラス 従来品 

Ra 0.351μm 0.298μm 0.252～0.367μm 

Ry 1.997μm 1.602μm 1.507～2.201μm 

 

但、砥石摩耗量に対する加工量、即ち研削比に関しては、絶対的な加工量が小さく評価に

までは至らなかった。また、工具寿命についても、同様の理由で評価にまでは至らなかった。 

 



 

 

 

38 

第５章 全体総括 

 

５－１ 研究開発成果と今後検討すべき課題、および対応方針 

本研究事業では、金属アレルギの低減に向け、ジルコニアの中で唯一金属に置き換わる特

性を持つナノジルコニア材料を用いた非金属義歯フレームの開発を目指し、下記3つのサブ

テーマにテーマを分担して、研究開発を行った。以下、それぞれのサブテーマについてまと

める。 

 

サブテーマ（１）義歯フレーム形態の確立と加工検証・評価 

義歯フレーム形態は、機械的強度と繰返し耐久性が必要なクラスプ（固定部）の形状/寸

法による破壊強度と変位をシミュレーション解析（FEM）し、基本形状を決定できた。また、

実際の金属義歯フレームをナノジルコニアに置き換えて義歯フレームを作製し、支台歯との

適合精度を確認することができた（1 症例）。今後、実際のモデル症例を増やして、ナノジ

ルコニア義歯フレームを設計、加工、評価し、臨床評価が実施できる最適設計指針を確立さ

せる。また、同時に禁忌症例の見極めも行っていく。 

 

サブテーマ（２）義歯フレーム作製用CAM装置の開発 

加工パスソフトは、2 つの義歯フレーム形状を対象に、開発した義歯フレーム作製用加工

パスソフトにて作成した NC データを用いて加工を行った結果、A モデルについては加工物

が外観上良好に加工できたが、B モデルは加工途中で加工物に折れが生じた。折れ発生の原

因の分析を行った結果、内向きのクラスプ部に支柱を付加し、端から中央に向かって順に加

工し最後に中央部を加工することで、解析上は薄く複雑な義歯フレ－ム形状でも加工できる

見通しがたった。今後更にモデル数を増やして実加工検証を実施し、加工プロセスの検証を

行っていく必要がある。 

CAM 装置の小型・軽量化開発については、今回、物理的な小型化検討までは至らなかった

が材料変更・部品変更により全体で約 15%（本体重量比）の軽量化を実現するとともに商品

化可能レベルまでの電磁両立性向上が確保できることを確認できた。また、加工機本体の品

質向上に関わるY軸ジャバラ部は、ジャバラ格納部のクリアランスを大きく取ることにより

ジャバラのつまりを解消しジャバラの個体差を吸収することに成功した。さらに、工具測長

センサを一体として備えたATCユニットの締結ねじを増加させることで、加工バー抜き差し

の外力に対する工具測長センサ精度の安定性を高めることができた。しかし、今回変更した

材料は材料入手性およびコスト面において課題があることが判明しており、商品化に向けて

は同等機能を持った代替材料への置き換え検討が必要である。平成 24 年度は、今回の原理

試作機について詳細な課題分析を行うことで商品化実現に向けた小型化、軽量化、低コスト

化に継続して取り組む。さらに、加工機の性能を向上する取り組みとして、一つは加工精度

と加工品位の向上を図るために軸剛性の強化を検討する。もう一つは加工精度の安定化のた

めATCユニットと工具測長センサの独立固定を検討する。 

 

サブテーマ（３）形状修正用ダイヤモンドバーの開発 

本年度製作した各種形状修正用ダイヤモンドバーについて、ナノジルコニアを加工評価し

た結果、従来の形状修正用ダイヤモンドバーと同等の形状および加工性能を実現できること
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を確認できた。しかし、ナノジルコニアの加工に適した形状修正用ダイヤモンドバーとして

の商品化に於いては形状修正用ダイヤモンドバーの設定価格（コスト）に対する工具寿命が

重要であり、加工評価の結果を基に形状修正用ダイヤモンドバーの開発・改良を進め、仕様

の最適化を図る必要がある。また、量産時の品質安定化への取り組みとして、工法の確立、

作業環境の整備と共に、プロセス FMEA など工程毎の不良影響度調査を実施するなどの具体

的方策が必要となる。さらに、JIS T5505-1 の試験項目内用を達成すべく、量産届出へ向け

たデータ取得と資料作成が必要となる。 

 

５－２ 事業化展開 

 

（Ａ）薬事申請の計画 

薬事届出に関しては、本事業で開発する義歯フレーム製作用 CAM装置はクラス 1、形状修

正用ダイヤモンドバーもクラス 1 と考えられる。品目仕様の洗い出しにより薬事届出用の

データを取得し、研究事業終了後に直ちに薬事届出を行い、薬事手続きが完了次第、事業化

（上市）する予定である（表5-1、表5-2）。 

 

表5-1 薬事申請の計画の概要1 

 

 

 

 

 

 

表5-2 薬事申請の計画の概要2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬事申請予定者 パナソニックヘルスケア株式会社

クラス分類 クラス1

申請/届出 届出

製品・システム名称 歯科用ＣＡＭ装置／歯科用ダイヤモンドバ－

薬事申請予定者 パナソニックヘルスケア株式会社

クラス分類 クラス1

申請/届出 届出

製品・システム名称 歯科用ＣＡＭ装置／歯科用ダイヤモンドバ－

薬事申請に関する

今後の計画

年 計画内容

H25

(2013)

歯科用ＣＡＭ装置 （クラス1）届出

H25

(2013)

歯科用ダイヤモンドバ－（クラス1）

届出

薬事申請に関する

今後の計画

年 計画内容

H25

(2013)

歯科用ＣＡＭ装置 （クラス1）届出

H25

(2013)

歯科用ダイヤモンドバ－（クラス1）

届出
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（Ｂ）特許取得の計画 

本事業開発製品に関して出願した特許を表5-3に示す。 

 

表5-3 本事業開発製品に関して出願した特許 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｃ）事業化する医療機器 

事業化する医療機器の概要を表5-4に示す。 

 

表5-4 事業化する機器の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 概要

製品・システム名称
ナノジルコニア義歯フレ－ム/歯科用ＣＡＭ装置/
歯科用ダイヤモンドバ－

対象疾患／患者数 義歯数：自由診療 5万床、保険診療 300万床

対象顧客 補綴治療及びインプラント治療ができない患者

市場規模 義歯フレ－ム：375億円
歯科用ダイヤモンドバ－：27億円

現在の市場の状況
（競合、国内/国外
等）

自由診療、保険診療ともすべて金属性義歯フレ
－ム（国内外ともに同じ状況）

上市時期 Ｈ25年4月

項目 概要

製品・システム名称
ナノジルコニア義歯フレ－ム/歯科用ＣＡＭ装置/
歯科用ダイヤモンドバ－

対象疾患／患者数 義歯数：自由診療 5万床、保険診療 300万床

対象顧客 補綴治療及びインプラント治療ができない患者

市場規模 義歯フレ－ム：375億円
歯科用ダイヤモンドバ－：27億円

現在の市場の状況
（競合、国内/国外
等）

自由診療、保険診療ともすべて金属性義歯フレ
－ム（国内外ともに同じ状況）

上市時期 Ｈ25年4月

発明の名称・内容等 特許番号 出願年

ジルコニア系複合セラ
ミック焼結体、及びそ
の製法

特許第2945935号 1996

生体用ジルコニア系
複合セラミック焼結体

特許第3648968号 1998

セラミック製歯科補綴
物の製造方法

特許第4539397号 2005

ジルコニア系複合セラ
ミック焼結体及びその
製法

特許第2703207号 1995

発明の名称・内容等 特許番号 出願年

ジルコニア系複合セラ
ミック焼結体、及びそ
の製法

特許第2945935号 1996

生体用ジルコニア系
複合セラミック焼結体

特許第3648968号 1998

セラミック製歯科補綴
物の製造方法

特許第4539397号 2005

ジルコニア系複合セラ
ミック焼結体及びその
製法

特許第2703207号 1995
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（Ｄ）事業化（上市）までのスケジュール 

事業化（上市）までのスケジュールの概要を表5-5に示す。 

 

表5-5 事業化（上市）までのスケジュールの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｅ）事業化の体制 

事業化の体制の概要を図5-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-1 事業化の体制の概要 

 

 

時期（年度単位） 事業化（上市）までの計画内容

Ｈ24年度 機器開発、臨床評価、薬事届出

Ｈ25年度 事業化(上市）予定

時期（年度単位） 事業化（上市）までの計画内容

Ｈ24年度 機器開発、臨床評価、薬事届出

Ｈ25年度 事業化(上市）予定

【研究実施機関】

昭和大学
東京医科歯科大学
< 理工学的評価 >

< 技工現場 >
< 歯科治療現場 >

【事業管理機関 且つ
研究実施機関】

材料評価
臨床評価
依頼 等

材料評価
臨床評価
結果 等

パナソニック デンタル(株)

医療機関・技工所

【研究実施機関】

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛｾｽ(株)
コムス(株)

日本ベアリング(株)
<歯科用ＣＡＭ装置>

東京ダイヤモンド
工具製作所(株)

<歯科用
ダイヤモンドﾞﾊﾞｰ>

厚生労働省
ＰＭＤＡ

第三者認証期間

製品
供給

開発
委託

薬事届出等

承認

発注
販売
（義歯フレーム/歯科用ダイヤモンドバー）

発注

パナソニック ヘルスケア(株)

販売
（義歯フレーム/歯科用ダイヤモンドバー）

※H24/1月時点
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（Ｆ）今後の研究計画概要 

本年度の研究開発事業においては、シミュレーション技術（FEM）によるナノジルコニア

に最適の義歯フレーム形態を確立すること、および義歯フレーム作製用CAM装置と形状修正

用ダイヤモンドバーの試作を完了し基本要素技術を確立することを目標とし、それぞれのサ

ブテーマにおいて要素技術の確認ができた。今後は、確立した要素技術をベースに、図 5-2

に示すような4つのサブテーマにテーマを分担し、研究開発を進めていく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-2 今後の研究計画概要 

 

以下、それぞれのサブテーマの研究計画概要を述べる。 

 

サブテーマ ① 義歯フレームの加工プロセス開発とデザインの最適化義歯フレーム形態の確

立と加工検証・評価 

加工プロセスの開発（汎用性を考慮した加工条件と加工工程の確立）、および義歯フレ－

ムのデザインの最適化（CADにおける設計指針確立）を行う。 

 

サブテーマ ② 義歯フレーム作製用CAM装置の開発 

汎用加工パスソフトおよび CAM装置の商品化開発（H23年度成果を分析して、小型、軽量、

低コスト、高剛性な CAM 装置の開発）、および薬事届出のためのデータ取得と資料作成を行

う。 

 

サブテーマ ③ 形状修正用ダイヤモンドバーの開発 

JIS を遵守し、コストと寿命のバランスを考慮したダイヤモンドバーの商品化開発、およ

び薬事届出のためのデータ取得と資料作成を行う。 

 

サブテーマ ④ ナノジルコニア義歯フレームの臨床研究 

年度内に2大学で各20症例の臨床評価を実施する。 

 

実施内容(サブテーマ） 実施者 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

⑥ 義歯フレームの加工プロセス

開発とデザインの最適化

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ

昭和大学

⑦ 義歯フレーム作製用CAM装置

の開発

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛｾｽ/

ｺﾑｽ/日本ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

⑧ 形状修正用ダイヤモンドバー

の開発
東京ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工具

⑨ ナノジルコニア義歯フレームの

臨床研究

昭和大学/

東京医科歯科大

実施内容(サブテーマ） 実施者 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

⑥ 義歯フレームの加工プロセス

開発とデザインの最適化

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ

昭和大学

⑦ 義歯フレーム作製用CAM装置

の開発

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾛｾｽ/

ｺﾑｽ/日本ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ

⑧ 形状修正用ダイヤモンドバー

の開発
東京ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工具

⑨ ナノジルコニア義歯フレームの

臨床研究

昭和大学/

東京医科歯科大

基礎検討

原理試作機
製作

技術検証用
試作

設計指針
確立

実証・評価・最適化

評価機製作
技術
資料

コスト・寿命・品質
の評価及び見極め

技術
資料

臨床評価
（2大学で各20症例）

事業
開始
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