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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミック材料から作られる本体であって、
　該本体はその一体化部分として本体の表面から所定の深さまで伸びている表面領域を含
み、
　該表面領域はナトリウム及びカリウムを含まず、
　該表面領域はマグネシウム成分で豊富化されており、それにより親水性表面部位を形成
しており、
　前記マグネシウム成分が表面領域のセラミック材料中に統合されている、本体。
【請求項２】
　前記マグネシウム成分がマグネシウムイオン又は酸化マグネシウムである、請求項１に
記載の本体。
【請求項３】
　前記表面領域は最大でも１０μｍの深さに伸びる、請求項１又は請求項２に記載の本体
。
【請求項４】
　前記表面領域中のマグネシウム成分の割合が前記本体の該表面領域以外の部分における
マグネシウム成分より高い、請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の本体。
【請求項５】
　前記マグネシウム成分の割合が所定の深さから本体の表面に向かって連続的に増加する
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、請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の本体。
【請求項６】
　前記親水性表面部位が９０°未満の接触角によって定義される、請求項１乃至請求項５
のいずれか１項に記載の本体。
【請求項７】
　前記セラミック本体がインプラントである、請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記
載の本体。
【請求項８】
　前記セラミック本体が歯科用インプラントである、請求項７に記載の本体。
【請求項９】
　前記親水性表面部位が骨と接触することを目的とする本体の部分に少なくとも形成され
る、請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の本体。
【請求項１０】
　前記親水性表面部位が軟組織と接触することを目的とする本体の部分に少なくとも形成
される、請求項１乃至請求項９のいずれか１項に記載の本体。
【請求項１１】
　前記親水性表面部位が本体の全表面に形成される、請求項１乃至請求項１０のいずれか
１項に記載の本体。
【請求項１２】
　前記セラミック材料がジルコニアを含む、請求項１乃至請求項１１のいずれか１項に記
載の本体。
【請求項１３】
　前記セラミック材料がイットリア安定化ジルコニアを含む、請求項１２に記載の本体。
【請求項１４】
　少なくとも前記親水性表面部位の一部は表面粗さ処理により得られる増加した表面粗さ
を有する、請求項１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の本体。
【請求項１５】
　請求項１乃至請求項１４のいずれか１項に記載のセラミック材料から作られる本体の親
水性を向上する方法であって、
　該方法は次の工程
ａ）マグネシウム塩、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、金属マグネシウム及びゲ
ルを含有しているマグネシウムからなる群から選ばれる少なくとも１つのマグネシウム化
合物を基礎のガラスセラミック本体の表面上に塗布すること、並びに
ｂ）基礎のセラミック本体をその表面に塗布されたマグネシウム化合物とともに２００℃
より高い温度で熱処理して、それによりマグネシウム化合物ベースのマグネシウム成分が
セラミック材料に拡散すること
を含む、方法。
【請求項１６】
　前記工程ａ）のマグネシウム化合物はＭｇＣＯ３、Ｍｇ（ＮＯ３）２、ＭｇＣｌ２、Ｍ
ｇＳＯ４、酢酸マグネシウムからなる群から選ばれる、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記マグネシウム化合物はＭｇＣＯ３及び／又はＭｇＣｌ２である、請求項１６に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記工程ｂ）の後、未処理のマグネシウム化合物は液体で洗い流すこと、気流、ブラッ
シング、酸洗浄及び／又は酸磨きにより本体の表面から除去される、請求項１５乃至請求
項１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　洗い流すために使用される前記液体は純水又は水溶液である、請求項１８に記載の方法
。
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【請求項２０】
　インプラントとしての使用のための、請求項１乃至請求項１４のいずれか１項に記載の
本体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１に記載の、セラミック材料から作られる本体に関し、請求項１５に
記載の、セラミック材料から作られる本体の親水性を向上する方法に関し、そして、請求
項１９に記載の、インプラント又はそのようなインプラント用のアバットメント（ａｂｕ
ｔｍｅｎｔ）としてのセラミック本体の使用、特に歯科用インプラント又は歯科用インプ
ラントアバットメント（ａｂｕｔｍｅｎｔ）としての使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科用インプラントなどの、インプラントは当技術分野で周知である。
【０００３】
　歯科用インプラントは、一般に、顎骨に固定されるように設計されるアンカー部と、ク
ラウンまたはブリッジ等の上部構造の直接的又は間接的結合のための基部として機能する
取付け部を含む。
【０００４】
　アンカー部と取付け部とが一部品として完全に一体化形成されている１パート歯科用イ
ンプラントシステム、及び取付け部として機能する、“アバットメント（ａｂｕｔｍｅｎ
ｔ）”といわれる分離部分を含む２パート歯科用インプラントシステムがある。
【０００５】
　したがって、アバットメント（ａｂｕｔｍｅｎｔ）は、上部構造の骨に固定されている
部分と接続するための、歯科インプラント用の分離した取付け部である。
【０００６】
　歯科用インプラントは、一般に、生体適合性があり、そしてさらに良好な機械的特性を
有する材料からなる。
【０００７】
　アンカー部に関しては、歯科用インプラントは良好な骨結合性が要求される。
【０００８】
　用語“骨結合性”は、生きている骨と耐荷重性インプラントの表面との間の直接的な構
造及び機能的な接合を示す。良好な骨結合は、インプラントと骨の間の永続的な結合が得
られるように、インプラントは、骨中にねじ込むことによって初期の安定性に達した後、
短い治癒時間のうちに安全に骨化することを意味する。
【０００９】
　インプラントのための適した材料は、一般的に、例えば、チタン又はジルコニウムベー
スのセラミック等のセラミックのような、金属製である。
【００１０】
　暗色であり、そしてそれゆえ天然歯の色と不一致であるチタンインプラントとは対照的
に、セラミック材料は、それらの色が天然歯の色と密接に一致させることができるという
利点を有する。したがって、試みは、少なくとも挿入後に視認できる部分がセラミック材
料で作られている、歯科用インプラントを提供するためになされている。
【００１１】
　これら有利な特性にもかかわらず、歯科用インプラントのためのセラミック材料の使用
は、頻繁に、一般的にかなり低いそれらの疲労安定性によって制限される。
【００１２】
　十分な機械的安定性を備えたセラミック材料が特許文献１に開示されている。しかし、
この材料はそれ自体、骨結合性ではない。
【００１３】
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　インプラント表面の機械的な粗面化が、それに続く粗面化表面のエッチングと組み合わ
されたとき、骨結合は特に高効率であることが見出された。これに関して、特許文献２に
は、その表面の少なくとも一部をフッ化水素酸を含む溶液を用いてエッチングする方法を
開示されている。
【００１４】
　しかし、比較的に速い方法で確立されたインプラントと骨との間の永続的な結合は、最
終的にインプラントした後の治癒期間の短縮を可能にするので、インプラントの骨結合特
性のさらなる改良が依然として進行中の研究の主題である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】米国特許第６，１６５，９２５（Ｂ）号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第１９８２６７０（Ａ）号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　したがって、本発明の目的は向上した親水性を有するセラミック体を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　この目的は請求項１に記載の本体によって達成される。好ましい実施態様は従属請求項
に示されている。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　したがって、本発明はセラミック材料から作られる本体であって、該本体はその一体化
部分として表面から所定の深さまで伸びている表面領域を含む。発明によれば、表面領域
はマグネシウム成分で豊富化されており、それにより親水性表面部位を形成している。
　また、本発明の本体の好ましい態様としては、
　セラミック材料から作られる本体であって、
　該本体はその一体化部分として本体の表面から所定の深さまで伸びている表面領域を含
み、
　該表面領域はナトリウム及びカリウムを含まず、
　該表面領域はマグネシウム成分で豊富化されており、それにより親水性表面部位を形成
しており、
　前記マグネシウム成分が表面領域のセラミック材料中に統合されている、本体である。
                                                                                
【００１９】
　表面領域が所定の深さまで伸びているという事実を考慮すると、本体は―“残りの領域
”として―前記表面領域に囲まれた、中核領域をさらに含む。表面領域は本体の一体化部
分なので、表面領域と中核領域とは一体的に形成される。
【００２０】
　一般的に、本発明の文中で使用される用語“豊富化された”とは、残りの領域、すなわ
ち本体の、中核領域よりマグネシウム成分を高い割合で含むセラミック体の表面領域に関
する。本文中で使用される用語“割合”とは、セラミック材料の、原子又は分子、それぞ
れの総数と比較して、いかなる形態（特にイオン形態）のマグネシウムのモル百分率に関
する。
【００２１】
　下記に示されるように、マグネシウム成分の豊富化は、拡散又は浸透による、セラミッ
ク本体へのマグネシウム成分の取り込みにより一般に実現される。好ましい実施態様によ
れば、マグネシウム成分は、上で述べたように、表面領域のセラミック材料に溶け込む。
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後述するように、マグネシウム成分は好ましくはマグネシウムイオン又は酸化マグネシウ
ム（ＭｇＯ）である。
【００２２】
　特に、本発明による本体はインプラントとして、さらに具体的にいうと歯科用インプラ
ントとして使用される。
【００２３】
　驚くべきことに、本発明のセラミック本体はインプラント又はアバットメント（ａｂｕ
ｔｍｅｎｔ）が向上した親水性を備えて得られるということが見出された。本発明によっ
て達成される親水性は安定であり；特に、親水性は水溶液における本体の保管の間維持さ
れることが見出された。
【００２４】
　親水性のこの向上はセラミック表面の向上した骨結合特性に伴う。このことは本発明の
本体を歯科用インプラント又はアバットメント（ａｂｕｔｍｅｎｔ）としての使用に特に
適切にする。
【００２５】
　インプラント又はアバットメント（ａｂｕｔｍｅｎｔ）と周辺軟部組織との向上した相
互作用を考慮すると、向上した親水性はインプラントのアンカー部だけでなく取付け部、
特にアバットメント（ａｂｕｔｍｅｎｔ）、又はそれぞれの中間部に有益である。
【００２６】
　特に、本発明の文中で使用される用語“親水性の”又は“親水性”とは、９０°未満、
より好ましくは３０°未満、最も好ましくは１０°未満である親水性表面部位の接触角に
言及する。
【００２７】
　理論に束縛されることなく、骨結合及び／又は軟組織再生方法の重要な役割を担ってい
る表面の親水性は、特定タンパク質（例えば、フィブリノゲン、血漿フィブロネクチン）
の改良された付着や血液凝固により得られた安定化に伴って進行するという事実によって
ある程度は説明できる。このことは最終的に新しい骨のより速い形成をもたらす。
【００２８】
　急性の又は慢性の炎症過程を抑えることを含む、速い治癒過程を目的としながら、本発
明は、上で述べたように、周囲の骨組織構造とインプラントの密接な接触により、迅速で
機械的に安定した骨結合を可能とする。
【００２９】
　本発明の好ましい実施態様によれば、本発明の本体のセラミック材料はジルコニアを含
む。ジルコニアセラミックは他の歯科用材料との相互作用を示さず、また電気的に中性で
ある。使用しやすいガム反応のために、また歯垢はこの材料にあまり付着しないように思
われるという結果に起因して、材料は炎症の非常に低いリスクを負う。さらに、材料は明
色があり、それ故天然歯の色にしっかりと適応できる。
【００３０】
　最も好ましい実施態様によれば、本発明のインプラントはイットリア安定化ジルコニア
を含んでいるセラミックから作られる。一般に、使用されるイットリア安定化ジルコニア
は正方相である。イットリア安定化正方晶ジルコニアには高強度、高靱性、及び良好な耐
摩耗性がある。
【００３１】
　イットリア安定化ジルコニアの他には、例えば、アルミナ安定化ジルコニア又はセリア
安定化ジルコニアもまた本発明に使用できる。ジルコニア安定化アルミナなどの、他のセ
ラミック材料は考えられる。この関連で、用語“セラミック材料”は、ガラスセラミック
材料もまた含むと理解されるべきである。
【００３２】
　材料の固有特性を妨げずに高い親水性を実現することを考慮すると、表面領域は本体の
表面から最大でも約１０μｍ、より好ましくは最大でも約１μｍ、さらに好ましくは最大



(6) JP 6095653 B2 2017.3.15

10

20

30

40

50

でも約５００ｎｍ、そして最も好ましくは最大でも約２００ｎｍの深さに伸びる。親水性
を向上すると同時にセラミック材料やその表面トポグラフィーの固有特性を維持するため
、この範囲内では、表面領域は十分に薄いと考えられる。したがって、向上した親水性の
他に、セラミック材料の他の特性―例えば、本体の外観―は、本質的に不変のままにする
ことができる。セラミックの機械的性質、上で述べたように、例えば、イットリア安定化
正方晶ジルコニアの強度、靱性及び耐摩耗性もまた維持できる。
【００３３】
　本発明のさらに好ましい実施態様によれば、マグネシウム成分の割合は、通常、所定の
深さから本体の表面に向かって連続的に増加する。言い換えれば、表面領域では、上で述
べたように、表面から中核領域に向かって減少しているマグネシウム成分の勾配がある。
このことは以下に詳細に開示される本発明の直接的方法がもたらす結果である。結果的に
、マグネシウム成分が親水性をもたらすために非常に重要である場合には、マグネシウム
成分の割合は最も高い。
【００３４】
　発明のさらに好ましい実施態様によれば、この部分では向上した親水性は特に重要なの
で、親水性表面部位は骨組織と接触することを目的とする本体の部分に少なくとも形成さ
れる。
【００３５】
　基本的なメカニズムは向上した骨結合を導くメカニズムと異なると思われるけれども、
代替的に又は追加的に、インプラントへの軟組織の付着はより高い親水性によって向上さ
れることが見出されているので、親水性表面部位は軟組織と接触することを目的とする本
体の部分に少なくとも形成されることもまた考えられる。
【００３６】
　特に好ましい実施態様によれば、親水性表面部位は本体の全表面に形成される。上記の
ように、親水性表面部位は本体の一部にのみ形成されることもまた考えられる。
【００３７】
　親水性表面部位の少なくとも一部は表面粗さ、すなわち、粗面、特に欧州特許出願公開
第１９８２６７０号に準じる欧州特許出願公開第１９８２６７１号に記載されているよう
な方法によって得られるような、微視的粗さと巨視的粗さとの組み合わせを有することが
さらに好ましい。微視的粗さをもたらすための詳細な説明は欧州特許出願公開第１９８２
６７０号、特に段落［００２４］乃至［００３０］、［００６０］乃至［００６４］及び
［００７９］乃至［００８１］に載っており、それらの開示内容は参照することにより本
明細書に含まれる。
【００３８】
　微視的及び巨視的表面粗さの記載された組み合わせはインプラントの高い骨結合特性に
寄与する。
【００３９】
　上述の本体に加えて、本発明はさらに本体の親水性を向上する方法に関する。該方法は
次の工程
ａ）マグネシウム塩、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、金属マグネシウム及びゲ
ルを含有しているマグネシウムからなる群から選ばれる少なくとも１つのマグネシウム化
合物を基礎のガラスセラミック本体の表面上に塗布すること；
ｂ）基礎のセラミック本体をその表面に塗布されたマグネシウム化合物とともに２００℃
より高い温度で熱処理して、それによりマグネシウム化合物ベースのマグネシウム成分が
セラミック材料に拡散すること
を含む。
　したがって、水溶液で洗い流すことはマグネシウム成分を除去しないという意味で、マ
グネシウム成分とセラミック体との安定した結合が形成される。
【００４０】
　加熱処理ｂ）の温度は好ましくはマグネシウム化合物の熱分解温度を超える温度に設定
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される。一般的に、加熱処理ｂ）の温度は約２５０℃乃至約１６５０℃、好ましくは約６
００℃乃至約９００℃の範囲内である。
【００４１】
　当然のことながら、温度はまた基礎の本体の各セラミック材料に左右される。例えば、
東ソー（Ｔｏｓｏｈ）又はＭＺ１１１型の材料（当業者に知られている）、及び予備焼結
された基礎の本体に対して、加熱処理ｂ）の温度は異なる可能性がある。加熱処理の温度
は好ましくは約２５０℃乃至約１６５０℃、より好ましくは約６００℃乃至約１５００℃
、そして最も好ましくは約８００℃乃至約１３５０℃である。
【００４２】
　本発明の文中において、用語“マグネシウム化合物”はセラッミク体に塗布されるマグ
ネシウム種に使用される一方で、用語“マグネシウム成分”はセラミック体に拡散し、そ
してそれにより本体の表面領域に統合されるマグネシウム種に使用される。
【００４３】
　マグネシウムイオン又はＭｇＯはセラミック体に拡散するための好ましい成分であるの
で、基礎のセラミック体の表面に塗布されるマグネシウム化合物は、好ましくは熱処理の
間にＭｇＯを形成する化合物である。さらに、マグネシウムイオンは同様にセラミック体
に拡散することが好ましい。特に好ましい実施形態によれば、ＭｇＯ、ＭｇＣＯ3、Ｍｇ
（ＮＯ3）2及びＭｇＳＯ4の群から選ばれるマグネシウム塩が使用される。本発明に適し
ているさらなるマグネシウム化合物としては、例えば、クエン酸マグネシウムや酢酸マグ
ネシウムが挙げられる。
【００４４】
　表面トポグラフィーに影響を与えることなく、マグネシウムをセラミック本体に拡散さ
せるので、ＭｇＣＯ3の使用が特に好ましい。歯科用インプラントへの使用を考慮すると
、表面を粗面化することによりもたらされる骨結合特性は、上で述べたように維持される
。
【００４５】
　さらに好ましいマグネシウム成分として、ＭｇＣｌ2は特に高い親水性をもたらすこと
が示されている。
【００４６】
　ＭｇＯ、ＭｇＣＯ3、Ｍｇ（ＮＯ3）2、ＭｇＳＯ4やＭｇＣｌ2などの、マグネシウム化
合物の塗布は、例えば、浸漬（ｓｏａｋｉｎｇ）／液浸、浸し塗（ｄｉｐｐｉｎｇ）又は
ドロップキャスティング（ｄｒｏｐ　ｃａｓｔｉｎｇ）によって、粉体への埋め込みによ
って、スピンコーティング、電気泳動法、サンドブラスティングの使用によって、又はプ
ラズマ侵入イオン注入法（ＰＩＩＩ）によって実施できる。
【００４７】
　上記方法に代えて、マグネシウム化合物の他の塗布方法としては、マグネシウム含有ゲ
ルの塗布、物理蒸着（ＰＶＤ）、化学蒸着（ＣＶＤ）及び原子層蒸着（ＡＬＤ）が挙げら
れる。それに関して、ＰＶＤが特に好ましく、そのために好ましくは、ＭｇＯは表面上に
直接スパッタされる。またＭｇＯは酸素バックグラウンド圧力と組み合わせてマグネシウ
ムをスパッタすることにより表面に形成される。
【００４８】
　マグネシウム成分はセラミック材料中に拡散するという事実を踏まえると、マグネシウ
ム成分と基礎の本体との間には不連続なコーティングはなく、そしてそれ故不連続な境界
はない。その結果として、追加材料の単独のコーティングがセラミック体に適用されたと
きに、マグネシウム成分は一般的に見られるので、マグネシウム成分を分離すること又は
洗い落とすことはない。
【００４９】
　したがって、本発明の方法はとても簡単な方法でマグネシウム成分を本体の中へ統合す
ることができる。本体の材料と統合したマグネシウム成分は、チタニウムや上で述べたよ
うに工程ｂ）に従う熱処理によってマグネシウム成分の拡散が得られない材料に関して、
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欧州特許出願公開第１８４７２７８号の内容との違いが明確である。
【００５０】
　セラミック材料中へのマグネシウム成分の十分な拡散を実現する実際の温度は、使用さ
れる特定のセラミック材料及びマグネシウム成分によって決まる。述べたように、ＭｇＯ
及び／又はＭｇイオンは分散してセラミック体中に組み込まれるのに好ましい成分である
。
【００５１】
　マグネシウム成分の拡散の深さは、工程ｂ）に従う熱処理の温度及び時間を適切に設定
することにより、調整できる。本発明の内容を知った当業者であれば、拡散の望ましい深
さを得るための、これらのパラメーターの設定の仕方を知っている。
【００５２】
　一般に、本発明の本体は焼結処理を使用しながら調製される。この点において、方法の
工程ａ）、すなわちマグネシウムの塗布は（予備焼結された）白色の本体上に行われ、そ
の後、最終的な焼結温度に付され、また上で述べたように工程ｂ）に従う熱処理にもまた
同時に付されると考えられる。
【００５３】
　発明のさらに好ましい実施態様によれば、熱処理後に非特異的に結合された、残留マグ
ネシウム化合物の歯科用インプラントを洗浄する。この洗浄工程は好ましくは純粋又は例
えば、ＮａＣｌ溶液のような水溶液、又は他の液体で歯科用インプラントを洗い流すこと
により行われる。特に塗布されたマグネシウム化合物が固形である場合、気流、ブラッシ
ング及び／又は研磨などの、他の洗浄方法は除去のために行われる。
【００５４】
　洗浄工程の効率は超音波を使用することにより向上される。それによって、表面上に軽
く付着する粒子、粒子の塊又は反応生成物は効果的に除去される。別法として、酸洗浄も
可能である。
【００５５】
　熱処理され、そして上記の洗浄工程に付される歯科用インプラントは親水性表面を有し
、また生物活性がある。
【００５６】
　本発明のさらに好ましい実施態様によれば、方法はマグネシウム化合物を塗布する前に
本体の表面の少なくとも一部をサブトラクティブ処理により粗面化する工程を含む。サブ
トラクティブ処理は２つの連続的に粗面化する工程：例えば、酸エッチングによって、微
視的な表面粗さをもたらす第二工程前に、例えば、サンドブラスティングによって、巨視
的な表面粗さをもたらす第一工程を含むことが、この文中においてさらに好ましい。この
点において、サブトラクティブ処理は欧州特許出願公開第１９８２６７０号の段落［００
５５］乃至［００６４］に従う方法に言及され、それらの開示内容は参照することにより
本書に含まれる。
【００５７】
　特に、粗面化する工程は最終的な焼結工程後に行われ、そして最終的な焼結工程は予備
焼結された白色の本体上にカルシウム化合物を塗布した後に実行される。
【００５８】
　上記のように、本発明によって達成される目的はインプラント学、特に口腔インプラン
ト学の分野で特に有用である。本発明は上で述べたようにインプラント、特に歯科用イン
プラントとしての本体の使用にさらに関する。
【００５９】
　本発明は同様にそのようなインプラント用のアバットメント（ａｂｕｔｍｅｎｔ）とし
ての本体の使用に関する。インプラント、特に歯科用インプラントに対して上述した全て
の特徴及び利点は、同様にアバットメント（ａｂｕｔｍｅｎｔ）にも当てはまる。
【００６０】
　本発明は以下の実施例を通じてさらに説明される。
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【実施例】
【００６１】
試料の調整
　機械加工された表面、約１ｍｍの厚さ及び約５ｍｍの直径を有するイットリア安定化ジ
ルコニアのディスク（ＣｅｒａｍＴｅｃ　ＡＧ製のＭＺ１１１　ＨＩＰ）を使用した。

　ディスクを、超音波を使用しながらＤｅｃｏｎｅｘ　１５　ＰＦで５分間清浄し、プラ
ズマ処理に付した。具体的には、プラズマ処理は次のパラメーター：出力３５Ｗ、６ｓｃ
ｃｍ酸素ガスフロー［ｓｃｃｍ：立方センチメートル毎分；１ｓｃｃｍ＝常圧（すなわち
、１０１３ｍｂａｒ）で１ｃｍ3／分、圧力≒０．１ｍｂａｒ、時間２．５分］を使用し
ながら、“フェムト（Ｆｅｍｔｏ）”（Ｄｉｅｎｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｇｍｂ
Ｈ　＋　Ｃｏ．ＫＧ，Ｅｂｈａｕｓｅｎ）型の装置を用いて行った。

　１：１の質量比でＭｇＣＯ3を水と混合して調製したＭｇＣＯ3スラリーを約１乃至２ｍ
ｍの厚さでディスクに塗布した。

　その表面に塗布されたスラリーを付けたディクスを２時間１１５０℃で加熱し、その後
空気中で冷却した。冷却した試料をその後、純粋を使用しながら洗い流し、アルゴン気流
下乾燥した。

　ディスクの表面の化学組成及び表面領域を、Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）を使用しなが
ら測定した。ＸＰＳ分析には、材料の深さの関数として正規化された原子百分率の測定が
含まれる。この目的を達成するために、試料の表面材料を、アルゴンスパッタガンを使用
しながら取り去り、そして異なる深さでＸＰＳスペクトルを取った。スパッタリングの間
、材料を均質に取り去るため、試料を回転した。
【００６２】
接触角（ＣＡ）
　３つの試料に対して、接触角を液滴法（ＥａｓｙＤｒｏｐ　ＤＳＡ２０　Ｅ，Ｋｒｕｓ
ｓ　ＧｍｂＨ）に従い、純粋を用いて測定した。０．３μＬの滴径を選んだ。接触角は円
形断片関数（ｃｉｒｃｕｌａｒ　ｓｅｇｍｅｎｔ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を表面上に置かれ
た液滴の外形に適合することにより計算した［“円適合法（ｃｉｒｃｌｅ　ｆｉｔｔｉｎ
ｇ　ｍｅｔｈｏｄ）”］。

　実験室の空気に暴露した時間の関数としての接触角の結果を以下に示す：
【００６３】
【表１】

【００６４】
化学組成
　ＸＰＳによって決定された通りに、ディスクの化学組成（すなわち、表面から所定の深
さでの各元素の原子百分率）を以下に示す：
【００６５】
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【表２】
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