
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
粉末状原料を圧縮してセラミック圧紛体（４）を形成し、セラミック圧紛体（４）を浸食
方法によって機械加工することにより成形部品（６）の内側輪郭および／または外側輪郭
を成形し、
機械加工されたセラミック圧紛体（４）を焼結して高強度のセラミック成形部品を形成す
るセラミックから成形部品を製造する方法において、
機械加工前に、セラミック圧紛体（４）を埋込み材（３）によって加工物受器（１）に埋
込むものであって、この埋込み材（３）はセラミック圧紛体（４）を損傷せず、且つセラ
ミック圧紛体（４）と化学反応もしないものであることを特徴とするセラミックから成形
部品を製造する方法。
【請求項２】
焼結中、無収縮性であるか或いはほとんど無収縮性であるセラミック原料を使用すること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
セラミック原料は酸化ジルコニウム（ＺｒＯ 2）を含有していることを特徴とする請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
セラミック原料は焼結中、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ 2）と反応してＺｒＳｉＯ 4を生成す
る更に他の物質を含有していることを特徴とする請求項３に記載の方法。
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【請求項５】
セラミック原料は酸化アルミニウム（Ａｌ 2Ｏ 3）を含有していることを特徴とする請求項
２に記載の方法。
【請求項６】
フライス削り用ワックス（３）を埋込み材として使用することを特徴とする請求項１ない
し５のうちのいずれかの項に記載の方法。
【請求項７】
セラミック圧紛体（４）の機械加工後、残りのフライス削り用ワックス（３）を溶融する
ことによってセラミック圧紛体（４）を取り出すことを特徴とする請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
セラミック圧紛体（４）の機械加工は数工程で行なわれ、各々の場合、セラミック圧紛体
（４）の或る領域が機械加工され、先に既に機械加工されたセラミック圧紛体（４）の領
域は埋込み材（３）で再び包囲された状態で機械加工されることを特徴とする請求項１な
いし７のうちのいずれかの項に記載の方法。
【請求項９】
セラミック圧紛体（４）はフライス盤、施盤、ボール盤または研削機のような浸食機（５
）により機械加工されることを特徴とする請求項１ないし８のうちのいずれかの項に記載
の方法。
【請求項１０】
セラミック圧紛体（４）の機械加工は例えばフライス削り、施削、掘削または研削により
完全に自動的に行なわれることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
加工物（６）の所望の輪郭を考慮した浸食プログラムが浸食機（５）についての適切な制
御要件を含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
浸食プログラムの作成に所望のセメントギャップ幅が考慮されていることを特徴とする請
求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
使用したセラミック原料の考えられる収縮要因を浸食プログラムの作成に考慮することを
特徴とする請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
三次元で測定されたポジ模型に基づいて浸食プログラムを作成することを特徴とする請求
項１１ないし１３のうちのいずれかの項に記載の方法。
【請求項１５】
加工物（６）の最終形状の部分輪郭のみを作成し、それにより、焼結後、加工物（６）の
最終輪郭を張合わせ材料と張合わせることにより作成することを特徴とする請求項１ない
し１４のうちのいずれかの項に記載の方法。
【請求項１６】
機械加工中に浸食されたセラミック原料を収集して再使用することを特徴とする請求項１
ないし１５のうちのいずれかの項に記載の方法。
【請求項１７】
歯科技術部品または補綴部品を製造することを特徴とする請求項１ないし１６のうちのい
ずれかの項に記載の方法。
【請求項１８】
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粉末状原料を圧縮したセラミック圧紛体（４）と、セラミック圧紛体（４）を損傷せず、
且つセラミック圧紛体（４）と化学反応せずにセラミック圧紛体（４）を埋込んで機械加
工を容易とする埋込み材（３）と、前記埋込み材（３）に埋込まれた状態でセラミック圧
紛体（４）に機械加工を行えるように埋込み材（３）を支持する加工物受器（１）とから
なることを特徴とするセラミック成形部品を製造するための物品。



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は特に医療または歯科医療の目的でセラミックから成形部品を製造する方法に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
在来は、医療工学、歯科医療または歯科工学において補綴部品はこれまで主として高品質
の高価な金属合金、コバルトクロム合金から、また部分的にチタンから製造されてきた。
このような医療製品の必要な生物適合性により、これらの補綴部品の金属表面は通常、セ
ラミック物質で被覆されている。歯科医療および歯科工学においては、美観的理由で特に
前歯領域において歯科磁器体による張合わせがしばしば行なわれている。
かなり長い間、これらの金属合金の代わりに完全にセラミックの系を使用する試みが行な
われてきた。しかしながら、これは、部分的に、工業的に製造されている一連の製品では
、工業セラミックに使用されているように、高性能のセラミックを使用することを必要と
する。しかしながら、工業的に製造されるセラミック部品とは対照的に、医療工学または
歯科工学において製造される補綴加工物は各々の場合に珍しい。何故なら、経済的、材料
技術的および工業上の理由で、公知の工業的製造方法を使用することができないからであ
る。かかる高性能セラミックの更に他の知られた問題は、セラミックペーストが焼結中に
部分的に大きく集中し、これが２０％の及ぶと言う点である。しかしながら、このような
寸法変化は歯科技術的成形部品では許容することができない。何故なら、例えば、ブリッ
ジ技工では、柱部（根部）間の距離または対咬歯との接触個所の高さをミクロメータ内に
保たなければならない。
この理由で、焼結か完全である中実のセラミックブロックから補綴部品を幾何学的に輪郭
決めされた切削刃による切削、幾何学的に輪郭決めされていない切削刃による切削、また
は超音波浸食またはレーザーによる浸食によって機械加工するいくつかの試みがなされて
きた。
【０００３】
ダイアモンド工具、例えば、所謂ＣＡＤ－ＣＡＭ方法によるセラミック部品の研削または
フライス削りは実際には限られた範囲にだけ一般に受け入れられてきた。この方法では、
まず、根部、次いで例えばワックス模型として利用可能である根部に設けられた冠部寸法
を取る。次いで、これらのデータをフライス盤を制御するＣＡＤプログラムに入力する。
次いで、このフライス盤は焼結された高品質のセラミックブロックを自動的に機械加工す
る。しかしながら、このための費用は既に焼結されたセラミックブロックが極めて硬いの
で極めて高い。例えば、酸化アルミニウム（Ａｌ２ Ｏ３ ）または酸化ジルコニウム（Ｚｒ
Ｏ２ ）のような高性能セラミックを研削する場合、ダイアモンド工具は非常に早く磨耗し
てしまい、その結果、形状寸法および工具の直径が機械加工中に変化するので、加工物に
形状寸法の公差が生じる。しかも、例えば冠縁部における補綴部品の臨界点では、材料の
萌出またはミクロな割れ目が生じてしまう。更に他の問題は長い研削時間により代表され
る。何故なら、低い浸食速度および低供給速度で加工が行なわれ、そうでないと、材料に
おける大きな応力が生じて細線亀裂等が生じるからである。更に、機械加工の終了時に、
削られた冠部をセラミックブロックの残部から分離する場合、分離工程が必要である。こ
の手動分離／研削手順では、形状寸法誤差および材料の浸食の両方が生じる可能性があり
、その結果、製造費の高い部品をもはや使用できない。最後に、高性能セラミックの機械
加工は高価で且つ自動的に作動する研削またはフライス盤を必要とする。何故なら、歯科
専門家または機械操作者はもはや機械加工パラメータ（供給、送り出し）を手動で全く制
御することができないからである。高性能セラミックの代わりとして、経済的な研削を許
容する変性歯科セラミックを明らかに使用することのできるが、これらの変性セラミック
は低い強度値を有しているだけである。
従って、既に焼結され且つ高強度であるセラミックブロックの機械加工の変更例として、
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まだ焼結されていないセラミック原料または予備焼結された材料からセラミック成形部品
を製造する方法が開発された。２つの公知方法では、まず、機械により加工された歯根の
印象を作り、その部品用として耐火性材料、特にセラミックよりなるポジ型を形成する。
このポジ型歯根上にワックス製冠部を形成し、ワックス製冠部はその最終形状をまねてい
る。引き続き、ワックス冠部を位置決めしたポジ型根部をゴム環用の床部を構成するゴム
基部に設置し、このゴム環はワックス冠部とともに隙間を持ってポジ型根部を包囲してい
る。次いで、このようにして形成されたマッフル型に液状または可塑性埋込み材を導入し
、埋込み材は注入チャンネルから離れたワックス冠部と共にポジ型根部を包囲する。この
注入チャンネルは例えば、ワックス冠部に連結されたワックス円錐体により形成されてい
る。
埋込み材の硬化後、ゴム基部およびゴム環を取り出し、従って、充填ワックス円錐体付き
の硬化埋込み材が自由に利用可能になる。次いで、このユニットを脱ワックス／予熱炉に
入れて、ワックス冠部のワックスが充填ベントを経て排出されるようにする。このように
して、ワックス冠部に対応するキャビティが埋込み材に形成される。
【０００４】
次いで、キャビティが位置決めされた埋込み材および焼結磁器ブロックをともに予熱炉に
導入して８００℃まで加熱する。この温度では、焼結磁器ブロックは可塑性なり、埋込み
材自身は硬化する。埋込み材および可塑性磁器ブロックを炉から取出した後、可塑性磁器
を押圧装置により充填開口部を経てキャビティに導入する。この押込み自身は特別な押込
み炉で行なわれる。磁器材の冷却後、次いで、充填ベントが位置決めされた冠部が自由に
なるように、埋込み材を破壊する。最後の工程として、最終的に注入チャンネルに生じた
充填ベントからの冠部の分離と、最終外面機械加工とを行なう。
この方法でも、充填ベントからの磁器冠部の分離時に冠部に剥離が生じる恐れがある。既
に焼結された磁器素材を使用することにより、引き続き、この素材を焼成炉で再び焼成す
るなら、冠部にもはや収縮が起こらない。セラミックと対照的に、約８００℃までの加熱
時に既に焼結された磁器を可塑化することができ、このことはセラミックでは極めて高い
温度にしても不可能である。しかしながら、磁器と比較して、セラミックはかなり大きい
曲げ強度を有している。連結バーにより互いに連結された２つまたはそれ以上の冠部の製
造は、例えば磁器の場合、この連結バーが破断するので、可能ではない。従って、このよ
うな複雑な歯科技術成形部品はセラミック材料でしか製造することができない。これが磁
器が通常インレー、アウトレーまたは単一冠部用に使用される理由である。
【０００５】
セラミック冠部の製造のための歯科工学において現在、最も普及している方法はいわゆる
スリップ方法である。この点では、まず、機械によって加工された歯根の印象を取り、次
いで特に金、チタン等の金属フレームを作成する。この金属フレームは歯根を嵌合する薄
層よりなり、最終的にカップ状部品を生じる。次いで、このフレームにセラミック材料を
可塑形態で数層として付設し、各層の付設後、付設セラミックスリップ付きの金属フレー
ムの焼成が行なわれる。このようにして、冠部は均一に外側が被覆され、歯に合わせられ
る。この点で、セラミックスリップはブラシで金属フレームに付けるが、このセラミック
スリップは高い含有量の液体、特に水を含有しているので、焼成中、材料が収縮すると言
う不都合を有している。この収縮の算出は困難であり、この理由で、セラミック材を数層
に付設しなければならない。
セラミック材料の収縮を考慮する場合、歯科セラミック部品を製造する更に他の方法がヨ
ーロッパ特許第０３８９４６１Ｂ１号に記載されている。この特許には、まず、機械によ
って加工された歯根部の表面のネガコピーの印象を作成し、次いでコピーのフライス削り
により等圧圧縮されたセラミック圧紛体を機械加工することが提案されている。コピーの
フライス削りのとき、次の収縮を再び相殺するために機械加工された圧紛体の表面がいく
らか拡大されると言う点で焼結収縮が考慮される。しかしながら、この方法では、コピー
のフライス削りによりセラミック圧紛体の下側だけが機械加工され、成形部品の上側は焼
結後に磁器層で覆われ、最終形状にされる。同様に、ヨーロッパ特許第０３７５６４７Ｂ
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１号には、焼結前にフライス削りによりセラミック圧紛体を機械加工することも提案され
ている。
しかしながら、このような圧紛体の機械加工は、圧縮材料が非常に脆いので、全く難しい
ことになる。先に挙げた２つの公報はこれらの難点をいかに解消することができるかにつ
いての情報を示していない。従って、なお一層の開発では、機械加工された歯根部のポジ
コピーの表面に粉末状セラミック原料を押付けることがヨーロッパ特許第０５８０５６５
Ａ２号に提案されている。この点では、収縮を補償するためにポジコピーが歯根部と比較
して拡大される。ここでもまた、セラミック成形部品の表面が磁器層で覆われている。
焼結中、セラミックのこの収縮（この収縮は算出困難である）を回避するために、ヨーロ
ッパ特許第００３０８５０号には、無収縮性のセラミック材料の使用が提案されている。
この点では、原料を粉末形態または液状形態で構造が製造すべきセラミック部品の形状に
実質的に一致する予め組立てられた鋳型に押し入れるか、或いは歯根部の正確なコピーで
ある根部に押付ける。従って、他の方法の場合、まず、適切な鋳型の非常に安価な製造が
必要である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は医療実験室、実際の実験室または商業的実験室において例えば歯
科医または歯科専門家により直接行なうことができるセラミックで成形部品を製造するた
めの簡単且つ経済的な方法を提供することである。
【０００７】
【 発明の実施の形態】
この目的は請求項１の特徴を有する方法で達成される。本発明による方法では、まず、粉
末状セラミック原料を圧縮してセラミック圧紛体を形成し、次いで、このセラミック圧紛
体を浸食（ｅｒｏｄｉｎｇ  ｍｅｔｈｏｄｓ）により機械加工し、引き続き、焼結して高
強度のセラミック成形部品を形成し、機械加工前に圧紛体を、これを損傷せず且つこれと
化学反応しない埋込み材により加工物受器に埋め込む。この方法では、始めは粉状のセラ
ミック原料は圧縮によって全く機械加工することができる状態に置かれる。この場合、セ
ラミック圧紛体の状態はチョークの状態と同様であり、すなわち、既に焼結されたセラミ
ックブロックと比較して、実質的により容易に、より速く、且つ工具の少ない磨耗で、従
ってより正確に機械加工することができる。本発明による埋込みにより、機械加工中にセ
ラミック圧紛体を固定して支持し、薄い壁部の突出または他の損傷の恐れがなく、従って
、効果的に且つ正確に機械加工することができるようにする。この方法のなお一層の利点
は、セラミック圧紛体の機械加工中にフライス削りにより除去された過剰の原料を再び回
収して再使用することができ、その結果、材料費が明らかに低減されると言う点にある。
切削工具はあまり応力付与されなく、従って、より長い有効寿命を達成するので、本発明
による方法は、既に焼結されたセラミックブロックを機械加工する場合、公知の方法と比
較して実質的により経済的であると考えられる。本発明による方法によれば、医療、歯科
医療および歯科工学において、生物適合性移植部品、インレー、部分冠部，冠部、ブリッ
ジ、補綴基部または補助部品を正確に且つ使用目的に合った高い機械的強度で経済的に製
造することができる。特に、この方法では、製造すべきセラミック成形部品の最終構造と
全く同一でないセラミック圧紛体を、公知の方法におけるように材料を鋳型に押し入れた
り根部に押付けたりすることなしに、もっぱら浸食方法による機械加工によって所望の最
終形状と ことが可能である。
本発明のなお一層の展開は従属請求項の要旨である。この方法の本質的な面はセラミック
原料の選択にある。この材料は焼結中、できるだけわずかに収縮すべきであり、理想的な
場合、ほとんど無収縮性であるべきである。これらの条件を満たすセラミック材料は例え
ば、ジルコニウム（ＺｒＳｉＯ 4）であり、その特性を後でより詳細に説明する。しかし
ながら、既に公知の頻繁に使用されているセラミックである酸化ジルコニウム（ＺｒＯ 2

）または酸化アルミニウム（Ａｌ 2Ｏ 3）を使用することも考えられる。これらの材料は焼
結中、或る程度まで収縮する。しかしながら、通常圧縮されて立方体を形成するか或いは

10

20

30

40

50

(5) JP 3621046 B2 2005.2.16

課題を解決するための手段並びに

する



ボックス状に成形されるセラミック圧紛体は、焼結中、均一に、従って予知可能に収縮す
るように、極めて一様な材料密度を有している。公知の方法、例えば、粉末を鋳型に押し
入れるか或いは圧力下で注入する場合、従って、原料の非一様な密度分布がしばしば回避
されない場合とは対照的に、本発明による方法では、収縮方法を非常に容易に考慮するこ
とができ、且つ焼結前に大きい成形部品を製造することにより補償することができる。
【０００８】
更に他の従属請求項の特徴はセラミック圧紛体の機械加工方法の有利な実施例を論じてい
る。セラミック圧紛体は好ましくは浸食機、例えば、フライス盤、施盤、ボール盤または
研削機により機械加工され、機械加工は自動的に行なうことができる。この場合、例えば
歯根部および歯冠部の三次元で測定されたポジ模型に基づいて作成された特別の浸食プロ
グラムに浸食機のための対応制御指令を組み込むことができる。この点で、浸食プログラ
ムを作成する場合、例えば、所望のセメントギャップ幅またはセラミック原料の考えられ
る収縮要因を考慮するのがよい。例えば、適当なフライス削り用ワックスを埋込み材とし
て使用することができる。圧紛体の機械加工は幾つか 工程で行なうことができ、各々の
場合、先に既に機械加工された圧紛体の領域は埋込み材で再び包囲され、それにより安定
化される。従って、このようにして、機械加工中、セラミック冠部の非常に薄い側壁を保
護することができる。フライス削り用ワックスを溶融することにより、機械加工後にセラ
ミック圧紛体を再度注意深く取り出すことができる。このフライス削り用ワックスおよび
埋込み材を圧紛体の機械加工中に収集し、再使用することもできる。
好ましくは３つの使用セラミック材料の特性を以下に論述する。
非常に頻繁に使用される酸化アルミニウム（Ａｌ 2Ｏ 3）もコランダムの名前で知られてい
る。この材料を工業において（例えば、研磨材、研削材、耐火材として）使用する多くの
様々な可能性に加えて、酸化アルミニウムはセラミック歯代替物の場合だけでなく、花瓶
またはコーヒーカップにも使用されているほとんどの様々な粘土鉱物およびセラミックに
おいて非常に頻繁に使用される酸化物である。酸化アルミニウムは特に、歯着色外観、高
い耐磨耗性、耐薬品性，生物適合性および酸洗いされるか或いは磨かれたセラミック表面
の心地よい触感を有しているので、歯代替物用に適した材料である。更に他の利点は酸化
アルミニウムがＸ線半透過性であり、酸化アルミニウムよりなる歯冠部はＸ線検査中、Ｘ
線像を誤判定するおそれがあるいずれの人為結果をも生じることがない。
酸化ジルコニウム（ＺｒＯ 2）は幾つかの異なる結晶変性体で存在することができる。公
知のセラミック材料の中でも、酸化ジルコニウムは最も高い曲げ強度および引張強度値、
高い耐磨耗性および耐腐蝕性、および低い熱伝導度を有するので、近年、これらの酸化ジ
ルコニウムは技術及び医療分野においてますます重要になってきている。酸化ジルコニウ
ムセラミックは、その優れた特性により、好ましくは大いに機械的に負荷のかかる構成に
使用される。しかも、酸化ジルコニウムは焼結中、比較的わずかな収縮しか示さない。
酸化ジルコニウム（ＺｒＯ 2）に基づいて、殆ど無収縮性であるＺｒＳｉＯ 4セラミックを
反応焼結方法により製造することができる。これは、原料のセラミック圧紛体に含有され
る反応性成分が焼結中にその体積を増すので、残りの成分の収縮を補償すると言う点で達
成される。酸化ジルコニウム用に適したこの種類の方法が、例えば、カラミッシュサイト
シュリフト（セラミックスジャーナル）５０（４）、１９９８年の文献「無収縮性のＺｒ
ＳｉＯ 4セラミックの製造方法」に記載されている。この場合、金属間化合物（ジルコニ
ウムジシリサイド、ＺｒＳｉ 2）が反応性成分として使用される。また、焼結中、ポリシ
ロキサンであるいわゆる低損失バインダーがポリシロキサンおよび酸化ジルコニウムと反
応して所望のセラミック（ＺｒＳｉＯ 4）を形成する押圧助剤として使用される。この反
応焼結方法の本質的な利点は、種々の反応成分の一部の機能である予期すべき焼結収縮を
簡単な計算により評価することができると言う点にある。従って、ほとんど０％の収縮が
起こる場合、反応性成分，すなわち、ジルコニウムジシリサイド（ＺｒＳｉ 2）の必要と
される含有量を算出することができる。
これらのＺｒＳｉＯ 4セラミックについてすぐ上で述べた特性の結果、寸法が焼結前後で
同じであるミクロ構造の成分を製造することができる。従って、加工物を損傷することな

10

20

30

40

50

(6) JP 3621046 B2 2005.2.16

の



しに非常に小さい詳細構造ではしばしば全く可能でない機械的仕上がもはや必要ではない
。従って、同じ理由で、これらのセラミックは歯科医療または歯科技術部品、特に薄い壁
を有する歯冠部の製造に非常に適している。
以上の名前の３つのセラミック材料は、それらの特性の結果、歯科医療分野において使用
するのに特に良く適している。それにもかかわらず、本発明による方法はこれらの材料に
制限されなく、他のセラミック材料、例えば、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、アルミニウ
ムチタネート（ＡＴｉ）、またはピエゾセラミック（ＰＺＴ）を使用することができる、
医療分野だけではなく、技術分野にも本発明を使用することができる。この点で、無収縮
性セラミック材料を使用することが特に実に有利であるが、決して絶対に必要であるわけ
ではない。何故なら、既に述べたように、圧紛体を形成するための材料の一様な圧縮によ
り、焼結中、成形部品の均一な密度分布、従って一様な収縮、従って制御可能な収縮が達
成されるからである。
【０００９】
【実施例】
本発明による歯冠部の製造方法の個々の工程を示す添付図面を参照して本発明を以下によ
り詳細に説明する。
以下に説明する本発明の利点は原則的にこれまで知られている歯冠部の製造方法に非常に
類似しており、従って歯科専門家により非常に容易に実施することができる点にある。
この点で、まず、例えば、印象に基づいて、歯科専門家はその補綴作業の基礎として石膏
または他の適当な模型形成材料から機械により加工された歯根部のポジ模型を作る。次い
で、このポジ模型を測定装置で機械的に、光学的に或いは他の方法により三次元で測定す
る。次に、特別なソフトウエアにより、構造が歯根部の形状に対応する冠部の内側を機械
加工するフライス削りまたは浸食プログラムが生成され、自動フライス盤の制御装置に入
力される。この方法においては、歯科専門家はフライス削りプログラムの作成中、ソフト
ウエアにより考慮される追加のパラメータ、例えば、必要なセメントギャップ幅を入力す
る。しかも、焼結中に収縮するセラミックに対して、僅かに拡大した成形部品を調製する
ことによって収縮を補償するために、対応する補正因子を考慮されるようにしてもよい。
【００１０】
図１に示すように、次いで、歯科専門家は、例えば、酸化アルミニウム（Ａｌ２ Ｏ３ ）、
酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２ ）の無収縮性セラミック材料、または他の高性能セラミック
の等圧的に圧縮されたセラミック圧紛体４を回転軸線２を備えた加工物受器１に挿入する
。この点で、加工物受器１における圧紛体４の固着は好ましくは注入可能な埋込み材３で
埋め込むことにより行なわれる。埋め込み材３に圧粉体４を機械的に固定するが、この方
法では、セラミック圧縮複合材を損傷したり、いずれかの化学反応によりセラミック原料
を変化させたりしない。例えば、合理的な値段のものとして、支持体として適当である容
易にフライス削り可能な埋込み材３として特別なフライス削り用ワックスを使用すること
ができる。
図２に示す次の工程では、加工物受器１をフライス盤の保持装置に挿入し、フライス削り
手順を開始し、それにより、この場合、まず加工物６の冠部の内側のフライス削りが行な
われる。フライス削り具５の制御は好ましくはフライス削り／浸食プログラムにより自動
的に十分に行なわれる。しかしながら、無収縮性セラミックの使用では、例えば、根部の
ポジ模型の直接コピーによりフライス削りを手動で行なうことも考え得る。しかしながら
、この場合、必要なセメントギャップ幅を考慮するためにポジ模型を間隔取りラッカーで
被覆するか、或いはポジ模型に箔キャップを設けなければならない。
【００１１】
フライス削り手順が自動的に十分に行なわれる場合、歯科専門家は通常のように平均的な
時間で冠部または他の歯科技術加工物をワックスで模型作成することができる。仕上げ歯
冠部の所望の構造を確認するために加工物基礎 (歯根部またはポジ模型 )に配置されて模型
作成が完了したこの加工物を再び測定装置で三次元で測定する。
前記のように、ソフトウエアにより冠部の外側を機械加工するためのフライス削りプログ
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ラムが生成され、フライス盤の制御装置に入力される。図示の例では、フライス削りプロ
グ ムを２つの工程に分割し、各々の場合において、冠部の赤道まで (冠部の縁部から赤
道まで、或いは噛合わせ面から赤道まで )延びる領域を機械加工する。冠部の外側が冠部
の低部分から赤道まで機械加工されるこのフライス削りプログラムの第１工程を図３に示
してある。この点で、この時点でまだ機械加工されていない冠部６の側部は従前通り、埋
込み材３により支持され、従って、圧 体４は加工物受器１から落下するのが防がれる。
加工物６の下側の機械加工を完了した後、引き続き、埋込み材３を再度、加工物受器１に
注入する（図４）。また、冠部の側壁部を支持するために、冠部の外側の第１領域の機械
加工前に冠部の先にフライス削りされた内側をフライス削り用ワックス３で再び埋めるこ
とも可能である。次いで、加工物受器１を１８０°回転させることによって、まだ機械加
工すべき冠部の上側をフライス削りに適した位置に再び位置を定める（図５）。
【００１２】
図６における図示によれば、フライス削りプログラムの第２工程で、冠部の外側上部分を
噛合わせ面から赤道までフライス削りする。この状態では不安定で且つわずかに脆い加工
物の下側もこの機械加工工程中、フライス削り用ワックス３に更に埋め込むことによって
しっかり保持され、臨界個所（加工物６の部分的に非常に薄い側壁部）が支持され、従っ
て加工物６の材料突出または損傷の恐れがない。しかも、埋込み材３を再度、圧紛体の最
初に注入した側に注入することによって、加工物６は落下することが防がれる。
作業全体中、フライス削りされた圧紛体および埋込み材を吸引により引き出すことができ
る。次いで、適切に構成されたダスト取り出し装置において、ゆるい粉末状の圧紛体をフ
ライス削り用ワックス３から分離し、再び回収することができる。次いで、歯科専門家は
適当な装置でこの回収材料から新たな圧紛体をプレス加工するので、セラミック基礎材料
からのセラミック成形部品の最適な歩留まりを達成することができる。
フライス削り手順の終了後、圧紛体加工物６を取り出す。フライス削り用ワックスを使用
する場合、この加工工程は図７に示す加熱炉または特別な脱ワックス装置において、例え
ば高温空気乾燥器によって行なわれる。この点では、埋込み材３の残りの部分にまだ支持
されている圧紛体加工物６が入っている加工物受器１を収集皿８の上側を構成する流体マ
ット７に設置する。次いで、熱供給中、フライス削り用ワックスが融解し、流体マット７
を通って収集皿８の中へ滴り込み、最終的に圧紛体加工物６は流体マット７の上に十分に
取り出された状態になる。そうすると、収集皿に収集された溶融フライス削り用ワックス
を既に先に回収された粉末状のセラミック原料と同じように正確に再使用することができ
る。
【００１３】
次いで、実験室において、最終的に、高強度の補綴部品を形成するためのフライス削りさ
れた加工物６の焼結が適当なセラミック炉で行なわれる。
すぐ上で説明した方法は本発明の特に有利な実施例を示している。この点で、個々の工程
は、材料の突出または割れが起こるのを回避するために圧紛体をできるだけ注意深く機械
加工するように個々の工程を示してある。しかしながら、図示の方法の変更例も考え得る
。例えば、冠部の内側および冠部の外側の機械加工順序を逆することもできる。しかも、
加工物の内側または外側輪郭のみを作成し、次いでそれらを他の方法で機械加工すること
も考え得る。しかしながら、機械加工が完了した圧紛体の形状は好ましくは (特に無収縮
性セラミックでは )セラミック成形部品の所望の最終形状に対応し、或いは 或る程度ま
で収縮するセラミックの場合、この収縮率は、商業的観点から不利である高価な仕上げが
省略されるように、仕上げ成形部品が所望の最終形状を有するようにして、焼結中、圧紛
体が収縮するように考慮される。しかしながら、例えば、この方法により最終形状の部分
的輪郭を作成することができることが美観上の理由で望ましいか、或いは必要であり、最
終形状は磁器材料または他の適当な材料により張り合わせによって作成される。最後に、
製造すべきセラミック成形部品の形状に応じて、フライス盤の代わりに、或いはフライス
盤に加えて、他の浸食機、例えば、施盤、ボール盤または研削機を使用することもできる
。
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この方法の本質的な利点は、容易且つ確実に機械加工することができる圧紛体から加工物
の機械加工によって、これまで知られている大きな機械による加工の問題、すなわち、高
い程度の工具の磨耗、フライス盤についての精度および要件、従って製造コストが著しく
低減される点にある。これは、特に医療技術または歯科医療補綴加工物を製造する場合、
これらの加工物が独特であり、従って多くの数に製造することができる場合には有利であ
る。それでも、本発明によるこの方法は、非常に小さい部品をこれまで達成されなかった
精度で製造することもできるので、技術部品の製造において大きな利点をもたらす。
【図面の簡単な説明】
【図１】加工物受器に挿入された圧紛体を示す図である。
【図２】冠部の内側の製造を示す図である。
【図３】冠部の外側の第１領域の製造を示す図である。
【図４】既に機械加工された側部の再埋込みを示す図である。
【図５】１８０°回転された加工物受器を示す図である。
【図６】冠部の外側の第２領域の製造を示す図である。
【図７】圧紛体の取り出しを示す図である。
【符号の説明】
１　　加工物受器
２　　回転軸線
３　　埋込み材（フライス削り用ワックス）
４　　セラミック圧粉体（セラミック原料ブロック）
５　　浸食機
６　　成形部品（加工物）
７　　流体マット
８　　収集皿
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ７ 】
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