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研究成果の概要（和文）：本研究では、金属粉末積層造形法を駆使し、形状と組織の「異方性」を制御すること
で、金属材料でありながら生体内で骨として認識される力学機能（低ヤング率、異方性）を有したインプラント
材料の創製にチャレンジした。形状制御においては、凝固部の配置の人為的制御により、骨類似の低ヤング率か
ら材料本来のヤング率値まで、等方性から一軸、二軸、三軸異方性までの幅広い制御を達成した。組織制御にお
いては、スキャンストラテジーによりβチタン合金の集合組織制御に成功し、<001>優先配向の形成と同方向で
の低ヤング率化を実現した。積層造形法による形状・組織制御により、従来ない高機能骨インプラント材料を実
現することができた。

研究成果の概要（英文）：We challenged the development of metal implant materials for bone 
replacement that is recognized as bone itself by controlling the anisotropies of shape and 
microstructure under a metal additive manufacturing technology. For the shape control, arbitrary 
configuration of solid part enabled control of wide range of Young's modulus with isotropic and 
uni-, bi-, and tri-axial anisotropies. For the microstructural control, crystallographic texture was
 controlled by scan strategy of heat source. <001> preferential orientation was realized, which 
resulted in low Young's modulus in the <001> oriented direction. We achieved a highly functionalized
 implant materials under additive manufacturing controlling the shape and microstructural 
anisotropies.

研究分野： 生体材料学
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１．研究開始当初の背景 
 
「金属粉末積層造形法（Metal Additive 

Manufacturing 法）」は、三次元構造体を自由
自在に造形可能な手段として、全世界的に脚
光を浴びており、種々の産業分野において実
用化のための研究開発が盛んに行われてい
る。とりわけ、医療分野での実用化の期待は
大きく、多品種少量生産、カスタマイズ化が
求められている生体用骨代替金属インプラ
ントへの適用が国内外で模索されている。し
かしながら、(A) 金属粉末を用いた際の直接
造形の困難さ、(B) 造形体内部からの原料粉
末除去の困難さ、(C) 熱源の集光度と投入熱
量の適正化の困難さ、(D) 骨の持つ異方性を
実現できていない、など解決すべき問題が山
積している。特に、(D)は骨の微細構造・力学
機能異方性の重要性への理解が十分になさ
れていないことから、その設計指針さえ存在
しないのが現状である。 
 
２．研究の目的 
 
この課題解決のため、本研究では、金属

AM が本来得意とする任意の“形状制御”に加
え、“組織制御”による異方性の加算を試みる、
「形状・組織同時制御」の方法論を確立する
ことで、あたかも生体骨として振る舞い、生
体に骨として認知されるような力学的親和
性の高い理想的な異方性材料の設計・開発を
試みる。 
 
３．研究の方法 
 
金属粉末積層造形装置を駆使し、造形条件

の制御により、異方性に着目した形状、組織
の制御を試みた。造形した試料について、圧
縮試験により力学特性、FE-SEM-EBSD によ
り結晶方位解析を行い、異方性を評価した。 
 
４．研究成果 
 
図 1 は、造形中の様子を、図 2 は、本研究

にて提案した、ヤング率とその異方性を任意
に設計可能な新規構造体デザインの一例を
示す。本構造体は構成単位となるそれぞれの
立方体を選択的にソリッド化することで、そ
の配置やソリッド数に依存したヤング率と
その異方性を発現する。CAD による形状設計
に基づくことから、構成要素の形状は直方体、
三角錐等を任意に選択可能である。図 2 の例
では、立方体を 3 × 3 × 3 = 27 個配置した
場合の CAD モデルの例と、当該モデルを
Ti-6Al-4V 合金を用いて電子ビーム積層造形
（EBM）法で作製した際の直交 3 軸方向への
ヤング率を示す。この場合、ヤング率は Voigt
則と Reuss 則の組み合わせで算出可能であり、
本構造体化により素材の緻密体のヤング率
（Ti-6Al-4V 合金の場合 110 GPa）から生体骨
類似の極低ヤング率まで、3 軸でのヤング率

が等しい等方性から、1 方向のみヤング率が
高値を示す 1 軸異方性、2 方向に高値を示す
2 軸異方性、3 軸とも異なるヤング率を示す 3
軸異方性までの広範囲の制御が可能であっ
た。ヤング率の実測値は、計算値と同等であ
り、計算の妥当性が示された。さらに、配置
の数を増加（例えば 5 × 5 × 5）させるこ
とで、より連続的なヤング率値の設計が可能
となる。 
この概念を実際のボーンプレートに適用

した際の CAD モデルの例を図 3 に示す。長
手方向（長管骨の骨長軸方向に平行に設置）
への曲げモーメントの負荷を想定した計算
により、生体骨類似の低ヤング率化が達成さ
れた。さらに、同じ空隙率であっても、曲げ
の中立軸からの距離に対して凝固部の配置
を変えることで、ヤング率、最大荷重等が可
変であった。 
図 2、図 3 で示したいずれの構造体の場合

 
図 2 27 個の立方体要素からなる形状制御さ
れた構造体。凝固部の配置により等方性から一

軸、二軸、三軸異方性まで制御可能。 

 

図 1 造形中の様子。 



でも、発生する主応力ベクトル方向に連結し
た緻密部貫通要素が主に力学特性を支配す
ることが示された。 
一方で、組織制御の観点から、結晶集合組

織の制御とそれに基づく力学機能異方性の
発現にも成功した。本研究には、結晶集合組
織形成（単結晶化を含む）により生体骨類似
の低ヤング率化が期待できる、bcc 構造を有
するβ型チタン合金（Ti-15Mo-5Zr-3Al (in 
wt.%)）に着目した。本合金は、唯一の生体材
料としての ISO 認可（ISO 5832-14）合金であ
る。本合金は多結晶体では約 85 GPa のヤン
グ率を示すが、単結晶化により、<001>にて
44.4 GPa という低ヤング率を発現する。一方
で、<111>にて約 120 GPa を示し、形状異方
性を有しない緻密体であっても、異方性の発
現による低ヤング率化が達成可能である。す
なわち、<001>を優先配向化させることが、
低ヤング率インプラントの創製のポイント
となる。 
本研究で、造形時のスキャンストラテジー

が、本合金の集合組織形成のための重要な造
形パラメータであることを見出した。例えば、
図 4 に示したスキャンストラテジーX での造
形は、図 5 に示すような走査方向（x 方向）
に<001>、造形方向（z 方向）に<011>が優先
配向した集合組織を形成し、一方でスキャン
ストラテジーXY での造形は、図 6 に示すよ
うに 2 つの走査方向（x、y 方向）、造形方向

（z 方向）ともに<001>が優先配向した単結晶
様の集合組織を形成した。 
こうした結晶集合組織形成の結果、<001>

が優先配向した方位においては約 69 GPa の
低ヤング率を示した。一方、<011>優先配向
方向でのヤング率は約 100 GPa を示すことが
確認され、金属粉末積層造形法による材質異
方性部材の造形に成功した。単結晶の低ヤン
グ率が達成されていない理由の 1 つは、集合
組織の不完全性であると考えられ、結晶配向
性のさらなる顕在化により、ヤング率は単結
晶での理想値に近づくものと期待できる。さ
らに、本結果は、集合組織の強度を変化させ
ることでヤング率異方性と低ヤング率値を
制御することが可能であることを示してい
る。集合組織の強度は造形時のスキャンパラ
メータの系統的変化により制御可能である
ことを本研究にて示しており、無配向の組織
制御をも実現している。 
さらに、動物骨への埋入により、本手法で

作製したインプラントの高い生体親和性を
確認している。 
以上のような形状と組織の同時制御によ
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図 4 結晶集合組織を制御することが明らか

となった「スキャンストラデジー」。 

 
図5 スキャンストラデジーXにより造形した
Ti-15Mo-5Zr-3Al 合金緻密体の IPF マップと

{001}、{011}極点図。 

 
図 3 本研究で形状制御したボーンプレート

の CAD モデルの例。 

 
図 6 スキャンストラデジーXY により造形し
た Ti-15Mo-5Zr-3Al 合金緻密体の IPF マップ

と{001}、{011}極点図。 



り、患者個々の骨形状に適合しつつ、骨の材
質のバリエーションに個々に対応可能なイ
ンプラントが実現可能となることが、本研究
の成果として示された。当初目的として掲げ
た、生体内で骨として認識される力学機能を
示し、周囲骨へのオステオサイトを介した働
きかけを可能とする金属製インプラントの
ための材料の創製に成功したと言える。 
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