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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定長さに予め切断された歯列矯正アーチワイヤを所望の構成に曲げるための機械であ
って、
　第１のグリップツール及び第２のグリップツールであって、各々が、前記歯列矯正アー
チワイヤを解放可能に保持するためのグリップ構造物を有する第１のグリップツール及び
第２のグリップツールと、
　可動アームであって、前記第２のグリップツールを前記可動アームに装着するように適
合された自由遠位端部分を有し、少なくとも２本の異なる軸を中心にして前記第１のグリ
ップツールに対して無関係に動くことができる可動アームと、
　前記可動アーム並びに前記第１及び第２のグリップツールに作用する制御システムであ
って、前記第１及び第２のグリップツールが互いから離れている間に前記歯列矯正アーチ
ワイヤを掴み、かつ、少なくとも２本の軸を中心にして前記第１及び第２のグリップツー
ルを互いに対して動かし、それによって前記歯列矯正アーチワイヤを所望の量だけ曲げる
制御システムと
　を含み、
　前記第２のグリップツールは、曲げられる歯列矯正アーチワイヤを取り上げて前記第１
のグリップツールに挿入するべく構成される機械。
【請求項２】
　前記可動アームは、３本の移動軸及び３本の回転軸を中心にして前記第１のグリップツ
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ールに対して動くことができる、請求項１に記載の機械。
【請求項３】
　前記歯列矯正アーチワイヤが前記第１及び第２のグリップツールによって曲げられた後
に、前記歯列矯正アーチワイヤによって作られた弾性変形力を検出するための力センサシ
ステムをさらに含む、請求項１に記載の機械。
【請求項４】
　前記力センサシステムは、前記第１のグリップツールに連結された第１の力センサと、
前記第２のグリップツールに連結された第２の力センサとを含む、請求項３に記載の機械
。
【請求項５】
　前記制御システムは前記力センサシステムを使用して、前記第１及び第２のグリップツ
ールが計画された位置とゼロ力位置との間の許容限界内にあるか否かを決定する、請求項
４に記載の機械。
【請求項６】
　前記制御システムは、三次元座標システム内の歯列矯正ブラケットの位置及び配向と、
前記ブラケットの中心から前記アーチワイヤ内に配置された隣接する曲げまでの距離とを
示すデータを含む入力ファイルを保存するメモリをさらに含む、請求項１に記載の機械。
【請求項７】
　前記歯列矯正アーチワイヤが前記第１及び第２のグリップツールによって曲げられてい
る間に前記歯列矯正アーチワイヤに熱を加える加熱システムをさらに含む、請求項１に記
載の機械。
【請求項８】
　所定長さに予め切断された歯列矯正アーチワイヤを所望の構成に曲げるための機械であ
って、
　第１のグリップツール及び第２のグリップツールであって、各々が、前記歯列矯正アー
チワイヤを解放可能に保持するためのグリップ構造物を有する第１のグリップツール及び
第２のグリップツールと、
　２つの可動アームであって、それぞれ前記第１及び第２のグリップツールを第１及び第
２の可動アームに装着するように適合された自由遠位端部分を有し、前記２つの可動アー
ムのうちの少なくとも１つが、少なくとも２本の異なる軸を中心にして他方のアームに対
して無関係に動くことができる２つの可動アームと、
　前記可動アーム並びに前記第１及び第２のグリップツールに作用する制御システムであ
って、前記グリップツールが互いから離れている間に前記歯列矯正アーチワイヤを掴み、
かつ、少なくとも２本の軸を中心にして前記第１及び第２のグリップツールを互いに対し
て動かし、それによって前記歯列矯正アーチワイヤを所望の量だけ曲げる制御システムと
、
　を含み、
　前記第２のグリップツールは、曲げられる歯列矯正アーチワイヤを取り上げて前記第１
のグリップツールに挿入するべく構成される機械。
【請求項９】
　前記歯列矯正アーチワイヤが前記第１及び第２のグリップツールによって曲げられた後
に、前記歯列矯正アーチワイヤによって作られた弾性変形力を検出するための力センサシ
ステムをさらに含む、請求項８に記載の機械。
【請求項１０】
　前記力センサシステムは、前記第１のグリップツールに連結された第１の力センサと、
前記第２のグリップツールに連結された第２の力センサとを含む、請求項９に記載の機械
。
【請求項１１】
　前記制御システムは前記力センサシステムを使用して、前記第１及び第２のグリップツ
ールが計画された位置とゼロ力位置との間の許容限界内にあるか否かを決定する、請求項
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１０に記載の機械。
【請求項１２】
　前記制御システムは、三次元座標システム内の歯列矯正ブラケットの位置及び配向と、
前記ブラケットの中心から前記アーチワイヤ内に配置された隣接する曲げまでの距離とを
示すデータを含む入力ファイルを保存するメモリをさらに含む、請求項８に記載の機械。
【請求項１３】
　前記歯列矯正アーチワイヤが前記第１及び第２のグリップツールによって曲げられてい
る間に前記歯列矯正アーチワイヤに熱を加える加熱システムをさらに含む、請求項８に記
載の機械。
【請求項１４】
　歯列矯正アーチワイヤにおいて、患者特有の複雑な曲げを作製するためのコンピュータ
制御ロボットシステムであって、
　可動アームを有する歯列矯正アーチワイヤ曲げロボットと、
　第１の固定されたグリップツールであって、前記歯列矯正アーチワイヤ曲げロボットに
対して分離又は固定するように配置された、所定長さに予め切断された歯列矯正アーチワ
イヤを解放可能に締め付ける第１の固定されたグリップツールと、
　前記可動アームの遠位端に取り付けられた第２のグリップツールであって、前記歯列矯
正アーチワイヤを解放可能に締め付ける第２のグリップツールと、
　コンピュータ可読の入力ファイルであって、患者特有の歯列矯正治療計画に従った歯列
矯正アーチワイヤを形成する少なくとも１つの複雑な曲げの位置を含み、前記患者特有の
歯列矯正計画において三次元座標システム内の歯列矯正ブラケットの位置及び配向と、前
記ブラケットの中心から前記アーチワイヤ内に配置された隣接する曲げまでの距離とを示
すデータをさらに含む入力ファイルと、
　ロボットコンピュータ制御システムであって、前記コンピュータ可読の入力ファイルに
従って、前記アーチワイヤ曲げロボットのアーム、前記第１のグリップツール、及び前記
第２のグリップツールを制御するロボットコンピュータ制御システムと
　を備え、
　前記第２のグリップツールは、曲げられる歯列矯正アーチワイヤを取り上げて前記第１
のグリップツールに挿入するべく構成されるコンピュータ制御ロボットシステム。
【請求項１５】
　前記コンピュータ可読の入力ファイルは、前記患者特有の歯列矯正治療計画に従って手
動で作成される、請求項１４に記載のコンピュータ制御ロボットシステム。
【請求項１６】
　前記歯列矯正アーチワイヤの作製において曲げられた後の前記歯列矯正アーチワイヤの
形状を検知する光学センサをさらに含む、請求項１４に記載のコンピュータ制御ロボット
システム。
【請求項１７】
　前記歯列矯正アーチワイヤが前記第１及び第２のグリップツールによって曲げられてい
る間に前記歯列矯正アーチワイヤに熱を加えるための加熱システムをさらに含む、請求項
１４に記載のコンピュータ制御ロボットシステム。
【請求項１８】
　前記歯列矯正アーチワイヤは形状記憶合金を含み、前記コンピュータ制御ロボットシス
テムは、前記歯列矯正アーチワイヤが曲げられている間、又は前記歯列矯正アーチワイヤ
が前記曲げを維持するべく曲げられた状態で配置されている間、前記歯列矯正アーチワイ
ヤを加熱する抵抗加熱システムをさらに含む、請求項１４に記載のコンピュータ制御ロボ
ットシステム。
【請求項１９】
　所定長さに予め切断されたワイヤを含み、
　前記ワイヤは緩和状態で、所定患者が前記ワイヤを受け入れるアーチフォームに対応す
る一般的なアーチ状の構成を有し、



(4) JP 5269380 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

　前記ワイヤは、精密長さを有する一連の直線セグメントを含み、
　前記直線セグメントのそれぞれは、前記所定患者の歯に結合されるブラケットのスロッ
ト内に配置されて前記直線セグメント沿いの前記ブラケットの摺動が可能であり、
　前記直線セグメントは互いが、前記ワイヤの隣接直線セグメント間の精密な幾何学的関
係を形成する曲げ及び／又は捩れを含む複数の曲線セグメントのそれぞれにより接続され
、
　前記曲げ及び／又は捩れは、所定の入力ファイルに基づいて機械によって作られ、
　少なくとも１対の隣接直線セグメントは互いが、前記ワイヤの前記隣接直線セグメント
間の精密な幾何学的関係を形成する曲げと捩れとの組み合わせを含む曲線セグメントによ
り接続される、製造された歯列矯正アーチワイヤ。
【請求項２０】
　前記ワイヤは、矩形断面を有する材料を含む、請求項１９に記載の製造された歯列矯正
アーチワイヤ。
【請求項２１】
　前記ワイヤは、円形断面を有する材料を含む、請求項１９に記載の製造された歯列矯正
アーチワイヤ。
【請求項２２】
　前記ワイヤは、方形断面を有する材料を含む、請求項１９に記載の製造された歯列矯正
アーチワイヤ。
【請求項２３】
　前記ワイヤは形状記憶合金から作られる、請求項１９に記載の製造された歯列矯正アー
チワイヤ。
【請求項２４】
　前記ワイヤはステンレス鋼から作られる、請求項１９に記載の製造された歯列矯正アー
チワイヤ。
【請求項２５】
　前記ワイヤはチタンモリブデン合金から作られる、請求項１９に記載の製造された歯列
矯正アーチワイヤ。
【請求項２６】
　前記ワイヤはポリマー又はプラスチック材料から作られる、請求項１９に記載の製造さ
れた歯列矯正アーチワイヤ。
【請求項２７】
　前記ポリマー又はプラスチック材料は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ポリアクリル樹
脂、エポキシ樹脂、熱可塑性樹脂、及び繊維強化複合材料からなるグループから選択され
る、請求項２６に記載の製造された歯列矯正アーチワイヤ。
【請求項２８】
　前記ワイヤはガラス繊維材料から作られる、請求項１９に記載の製造された歯列矯正ア
ーチワイヤ。
【請求項２９】
　前記ワイヤは前記ワイヤ内にループを含む、請求項１９に記載の製造された歯列矯正ア
ーチワイヤ。
【請求項３０】
　前記ワイヤには停止部が溶接される、請求項１９に記載の製造された歯列矯正アーチワ
イヤ。
【請求項３１】
　前記ワイヤ内のマーキングをさらに含む、請求項１９に記載の製造された歯列矯正アー
チワイヤ。
【請求項３２】
　前記ワイヤ内の前記隣接直線セグメント間の精密な幾何学的関係を形成する曲げ及び捩
れの組み合わせを含む曲線セグメントにより複数の隣接直線セグメントが互いに接続され
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る、請求項１９に記載の製造された歯列矯正アーチワイヤ。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
目次
発明の背景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
発明の開示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８
図面の簡単な説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５
好適な実施形態の詳細な説明　　　　　　　　　　　　　　　　２７
　パート１　システム概観　　　　　　　　　　　　　　　　　２７
　パート２　三次元画像キャプチャ　　　　　　　　　　　　　３４
　　　　　　スキャナ製造およびキャリブレーション　　　　　３６　　　　　　パター
ン認識　　　　　　　　　　　　　　　　　４６
　　　　　　デコーディング　　　　　　　　　　　　　　　　４８
　　　　　　１画像当たりの３Ｄ点クラウドの導出　　　　　　５２
　パート３　デジタル印象の作製　　　　　　　　　　　　　　５４
　　　　　　位置合わせへの項目点　　　　　　　　　　　　　５７
　　　　　　フレームからフレームへの位置合わせ　　　　　　５８
　　　　　　顎全体の累積位置合わせ　　　　　　　　　　　　６４
　　　　　　セグメント位置合わせ　　　　　　　　　　　　　６９
　　　　　　ランドマーキング　　　　　　　　　　　　　　　７０
　　　　　　個別歯物体への歯の分離　　　　　　　　　　　　７２
　パート４　治療計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８２
　パート５　器具製造　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０１
　　　　　　ロボット設計　　　　　　　　　　　　　　　　１０５
　　　　　　アーチワイヤ製造　　　　　　　　　　　　　　１１２
特許請求の範囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３８
要約書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５４
【０００２】
（発明の背景）
Ａ．発明の分野
　本発明は主に歯列矯正の分野に関する。より詳細には、本発明は、歯列矯正治療のため
にコンピュータ化されたインタラクティブな方法および関連システムに関する。システム
は、物体の三次元情報をキャプチャする携帯光学スキャナと、三次元歯物体と歯の動きの
ユーザ仕様シミュレーションとを使用するインタラクティブなコンピュータ化した治療計
画と、曲げ機械を含む器具製造装置と、を含む。
【０００３】
Ｂ．関連技術の説明
　歯列矯正において、不正咬合を被る患者は一般に、患者の歯の表面にブラケットを結合
することによって治療される。ブラケットは、アーチワイヤを受け取るためのスロットを
有する。ブラケットとアーチワイヤとの相互作用が、歯に加えられる力を支配し、歯の動
きの所望の方向を決定する。一般に、ワイヤの曲げは、歯列矯正医によって手で作られる
。治療中に、歯の動きはモニタされる。ブラケットの位置および／またはワイヤ形状に対
する修正は、歯列矯正医によって手で行われる。
【０００４】
　治療における効率および結果における最大品質への鍵は、治療プロセスの現実的なシミ
ュレーションである。今日の歯列矯正医は、上顎および下顎のプラスターモデルを取り、
モデルを単一の歯モデルに切断し、これらの歯モデルをワックス床に入れ、所望の位置、
いわゆるセットアップに、並べることができる。このアプローチによって、いずれの推測
なしで、完璧な咬合に到達することができる。次のステップは、すべての歯モデルにブラ
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ケットを結合することである。これによって、歯列矯正医は、正確にこの結果を受け取る
ためにブラケットスロットを通って走るワイヤの外形がわかる。次のステップは、ブラケ
ット位置を元々の不正咬合モデルに移すことに関与する。ブラケットが本物の患者の歯で
この位置に正確に結合されるのを確実にするために、ブラケットおよび歯の関連部分に嵌
まり且つブラケットが患者の歯に確実に配置されることを可能にする小さなテンプレート
をすべての歯用に作製しなければならない。結合プロセスの効率を上げるために、別の選
択肢は、各単一のブラケットを不正咬合のモデルに配置し、次いで、すべてのブラケット
および各歯の関連部分を覆う単一のトランスファトレイを、１つの顎につき１つ作製する
ことである。そのようなトランスファトレイを使用することによって、間接結合法を使用
するきわめて速いが依然として精密な結合が保証される。
【０００５】
　しかし、そのようなアプローチがきわめて多量の時間および労働力を必要とし、したが
って高価になりすぎることは明らかであり、それが、この方法が広く行われていない理由
である。標準的な歯列矯正医はセットアップは作製しない。自己の知識の及ぶ限り、ブラ
ケットを患者の歯に直接置き、既製品のワイヤを使用し、最善の結果を期待する。ブラケ
ットが正しく配置されているか否かを確認する方法がない。ブラケットを誤って配置する
と、歯に与える力の方向および／または大きさが変わる。治療の開始時には、すべての歯
が少なくとも正しい方向へ動き始めるため物事は順調に運ぶが、治療の最後には、最終結
果がいずれの時間点で適切には計画されていなかったという事実により、必要な順応およ
び修正によって、多大な時間が失われる。歯列矯正医にとっては、ラボプロセスでの努力
は依然として治療中に払わなければならい努力を超えているため、これは、上述のラボプ
ロセスよりは依然として好ましい。患者に選択権はなく、適切な計画が行われていれば治
療時間が大幅に減少可能であったことを患者は知らない。
【０００６】
　アンドレイコらに付与された米国特許第５，４３１，５６２号には、歯列矯正に対する
コンピュータ化された器具推進アプローチが記載されている。この方法において、歯の第
１の一定な形状情報が獲得される。一平面上の目標アーチフォームが形状情報から計算さ
れる。カスタマイズされたブラケットスロットの形状、ブラケット基部、および、歯列矯
正アーチワイヤの形状は、数学的に導き出された目標アーチフォームにしたがって計算さ
れる。アンドレイコらの方法の目的は、歯列矯正器具設計における人間的な要素を、目標
アーチフォームおよび器具の設計の決定論的な数学的計算で置き換えることによって、歯
列矯正により多くの予測可能性、標準化および確実性を与えることである。したがって、
’５６２号特許の教示は、歯列矯正医が患者の診断、器具設計、および、治療計画および
モニタリングに完全に関与したままであるインタラクティブなコンピュータ化したシステ
ムから離れている。
【０００７】
　より近年では、１９９０年代後半に、アラインテクノロジーズが、歯列矯正の新しい治
療様相として、透明な取り外し可能な整列配置器具を提供し始めた。このシステムでは、
患者の生歯のプラスターモデルが歯列矯正医によって得られ、遠隔の器具製造センターへ
送られ、そこでレーザで走査される。目標状況での生歯のコンピュータモデルが器具製造
センターで作製され、インターネットによって歯列矯正医へ見せることが可能になる。歯
列矯正医は、個別の歯位置に対して行いたい変更を指摘する。後に、別の仮想モデルがイ
ンターネット上に設けられ、歯列矯正医は改訂されたモデルを再検討して、さらなる変更
を指摘する。そのようなことを数回繰り返した後、目標状況について合意される。一連の
取り外し可能な整列配置器具またはシェルが製造され、歯列矯正医へ発送される。シェル
は、理論的には、患者の歯を所望のまたは目標の位置へ動かす。
【０００８】
　業界は、必要なツールを提供して歯列矯正医が即座に効率的に患者用の治療計画を設計
することができる効果的なコンピュータ化されたインタラクティブな歯列矯正治療計画シ
ステムを欠いていた。業界は、患者が椅子に座っている間に、歯列矯正医が治療用に導き
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出したパラメータを歯列矯正器具の設計にリアルタイムで変換することができる治療計画
システムも欠いていた。本願に記載されているようなリアルタイムの器具設計によって、
治療計画または器具設計のリアルタイムコミュニケーションが、患者に対して発生するこ
とが可能であり、または、コミュニケーションリンクによって伝達されて、同僚または遠
隔の器具製造施設と共有することができる。あるいは、治療計画を遠隔式に実施すること
ができ、デジタル治療計画が、再検討かインタラクティブな修正かまたは承認のために、
歯列矯正医へ送られる。
【０００９】
　スキャナは、物体の表面から情報を捉えて記録するための装置である。紙に印刷された
バーコードまたは文字を読み取る等の、二次元表面から情報を得るためのスキャナは、広
く知られている。歯科の分野を含み、三次元情報も記録するための数種類のスキャナが提
案されている。
【００１０】
　ブランデスティニおよびモーマンに付与された米国特許第４，８３７，７３２号および
米国特許第４，５７５，８０５号には、生体内で、歯の非接触走査をするための走査シス
テムが提案されている。これらの特許には、準備された歯を非接触走査ヘッドで光学的に
マッピングするための手順が記載されている。走査ヘッドは、メモリに格納すべき輪郭デ
ータを電気フォーマットに転換して送る。コンピュータは、メモリを読み取り、線走査パ
ターンに従う。フライス装置が付属装置として作動し、位置制御信号によってこのパター
ンに従い、準備された歯腔用にインプラントをフライス削りする。
【００１１】
　’７３２号特許および’８０５号特許の走査ヘッドは、発光ダイオードを含み、光を腔
に放射する一体型レンズを備える。物体に到達する前に、光線がミラーによって反射され
、複数の平行なスリットから構成される罫線を、または、平行な不透明および透明のスト
ライプの代替パターンを、通る。反射した光はレンズによって電荷結合素子（ＣＣＤ）セ
ンサに焦点を合わされる。この書類の図９に示され且つその後に記載されるパラメータを
使用して、「能動三角測量」として知られているの原則にしたがって、深さ情報が決定さ
れる。基本的に、視差効果のため入射光線とは異なる角度下で物体が見られる。各光スト
ライプは明らかな位置シフトを有し、各光ストライプに沿った各点のシフトの量は、物体
の表面の対応する部分の垂直高さに比例する。
【００１２】
　マッセンらに付与された米国特許第５，３７２，５０２号には、類似の原則で働く歯を
測定するための光学プローブが記載されている。マッセンらの特許に注記されているよう
に、表面位相に大きな変化があるときには、大きなジャンプが、パターンの一定した位相
よりも大きな量でパターンを変位させ、線のパターンを再構築することを困難にするため
、ブランデスティニ技術を使用することは困難である。さらに、入射の角度および反射の
角度の精密な知識、および、光源とデテクタとの間の分離距離が、深さを正確に決定する
ために必要である。さらに、スキャナは歯に対してむしろ慎重に位置決めしなければなら
ず、生歯の完全なモデルを作ることはできない。
【００１３】
　レコウらに付与された米国特許第５，０２７，２８１号には、レーザ源およびデテクタ
を備えた三軸位置決めヘッド、回転ステージ、および、コンピュータ制御装置を使用する
走査方法が記載されている。コンピュータ制御装置が回転ステージと位置決めヘッドとの
両方を位置決めする。物体は回転ステージ上に配置され、レーザビームがこれから反射す
る。反射したレーザビームを使用して、物体とレーザ源との間の距離を測定する。回転ス
テージまたは位置決めヘッドの動きによって、ＸおよびＹ座標が得られる。物体の三次元
仮想モデルはレーザ走査から作られる。’２８１号特許には、歯の形状を獲得して義歯を
形成する目的で、歯のプラスターモデルを走査するために、この走査を使用することが記
載されている。’２８１号特許のシステムは、物体が回転ステージ上に配置されることを
必要とし、物体と位置決めヘッドとの相対位置の精密な制御が常に必要であるため、特に
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柔軟性はない。歯を生体内で走査するには不適当である。
【００１４】
　アンドレイコらに付与された米国特許第５，４３１，５６２号には、歯のプラスターモ
デルから歯の一定の形状情報を獲得する方法が記載されている。プラスターモデルは台上
に置かれ、モデルから公知の距離を離れて位置決めされたビデオカメラを使用してモデル
を直接下に見て、歯の写真が撮られる。画像は入力コンピュータに表示され、位置決めグ
リッドが歯の画像上に置かれる。オペレータは、歯の選択された点の、たとえば歯の近心
および遠位の接触点の、ＸおよびＹ座標情報を手動入力する。レーザがレーザビームを歯
のモデルに方向づけ、且つ、反射されたビームがセンサによって検出される代替実施形態
が記載される。この特許は、歯に関する三次元情報がこの技術から得られると主張するが
、どのように得られるのかは説明していない。アンドレイコのいずれかの技術も、広範囲
に及ぶ商業的成功または歯列矯正における受容を受けていない。、歯の生体走査も達成し
た技術はない。さらに、ビデオ技術は、歯に関する完全な三次元情報を生成せず、むしろ
限定された量の二次元情報を生成し、オペレータがかなりの手動入力することを必要とす
る。この技術を使用したとしても、単一の平面に沿って歯の唇側表面を描写するのにも追
加機器が必要である。
【００１５】
　業界は、オペレータがかなり入力することを必要とせず、物体の三次元情報を即座に自
動的に獲得することができる信頼の置ける正確で低コストの容易に使用される走査システ
ムも欠いており、特に、手の中に保持することができ、生体走査またはモデルを走査する
のに使用することができるものを欠いている。本発明はこの必要性に合致する。
【００１６】
（発明の要約）
　インタラクティブな歯列矯正治療計画システムが、歯の走査に基づいて提供される。こ
のシステムは、生歯の完全仮想三次元モデルを作製するために患者の生歯の画像をキャプ
チャして画像を処理するために、携帯スキャナおよび関連処理システムを含む。データ状
態調節システムが、仮想三次元モデルを処理し、それに応答して、患者の生歯の歯を表す
１セットの個別の仮想三次元歯物体を作製する。個別の仮想三次元歯物体のセットを表示
するためのユーザインターフェースを有するワークステーションが設けられる。インタラ
クティブな治療計画ソフトウェアがワークステーションに設けられて、ユーザは仮想三次
元歯物体を操作することができ、それによって、三次元における患者用の目標状態および
歯のためカスタマイズされた歯列矯正器具用のパラメータを設計する。
【００１７】
　携帯スキャナおよび関連処理システム、データ状態調節システム、および、ワークステ
ーションは、すべて、歯列矯正医のクリニックに設置されてもよい。あるいは、携帯スキ
ャナおよびワークステーションが歯列矯正医のクリニックに設置されて、データ状態調節
システムが、歯列矯正医のクリニックから遠隔場所にある汎用コンピュータに設置される
。さらに、治療計画ソフトウェアは、クリニック、および／または、遠隔場所、および／
または、カスタム歯列矯正器具を製造する精密器具製造センター、のいずれかに設置する
ことができる。器具の種類は、大幅に変動してもよい。
【００１８】
　治療計画装置は、歯列矯正用のインタラクティブなコンピュータ化されたコンピュータ
支援設計およびコンピュータ支援製造（ＣＡＤ／ＣＡＭ）システムであるとみなすことが
できる。装置は、患者の状態の現在の段階を観察し分析し、且つ、目標のまたは所望の段
階を展開し特定する機会を歯列矯正医に提供するという点で、高度にインタラクティブで
ある。目標段階へ歯を動かす最短の直接経路も決定することができる。さらに、装置は、
現在の段階と目標段階との間の歯の動きのシミュレーションを提供する。
【００１９】
　そのより広い態様では、装置は、処理装置およびディスプレイを有するワークステーシ
ョンと、患者の生歯を表す仮想完全三次元モデルを格納するメモリと、を備える。仮想三
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次元モデルは、数種類の可能な源の１つから得ることができ、好ましい実施形態において
は、これは、生歯の走査から到達される。装置は、モデルにアクセスしモデルをワークス
テーションのディスプレイに表示する処理装置によって実行可能なソフトウェアをさらに
含む。ソフトウェアは、ナビゲーションツール、たとえば、タイプコマンド、アイコンお
よび／または表示されたモデルに重ね合わされるグラフィック装置をさらに含み、これに
よってユーザはディスプレイ上のモデルを操作して、三次元空間でモデルの少なくとも１
本の歯のモデルの他の歯に対する動きをシミュレートし、動きの量を精密に定量化するこ
とができる。このシミュレーションは、たとえば、患者用の特定の目標状況を設計するた
めに使用することができる。
【００２０】
　患者用の独特な目標状況の展開は、既製品のまたは一般的なブラケットおよびカスタム
歯列矯正アーチワイヤに基づいたアプローチを含む様々な異なる歯列矯正器具に役に立つ
。本発明の範囲は、他の種類の器具を包含するのに十分であり、たとえば、カスタマイズ
されたブラケット、保持器、または、取り外し可能な整列配置装置に基づいたアプローチ
等である。ブラケットの実施形態において、メモリは、仮想三次元歯列矯正ブラケットの
ライブラリを含む。ソフトウェアによってユーザは、適切なスクリーンディスプレイを通
して仮想ブラケットにアクセスし、仮想ブラケットを患者の生歯の仮想モデルに配置する
ことができる。このブラケット結合位置は、歯１本ずつのベースで歯にカスタマイズして
、個別の患者の解剖学的構造に適応させることができる。歯モデル、ブラケットおよびア
ーチワイヤは個別の物体であり、そのようにメモリに格納されるため、治療計画装置は、
仮想ブラケット、アーチワイヤおよび生歯の仮想モデル、または、より小さな組み合わせ
、たとえば、ブラケットのみ、生歯のみ、または、歯ではなくブラケットおよびアーチワ
イヤ等を、同時に表示することができる。同一のことが他の器具システムにも当てはまる
。
【００２１】
　好ましい実施形態において、歯の仮想モデルは１セットの仮想個別三次元歯物体を備え
る。歯の走査から歯物体を得る方法、および、たとえば、歯肉、歯根および骨等の他の関
連解剖学的構造物の他の仮想物体を得る方法が記載される。歯が互いから且つ歯肉から分
離されるときには、個別に操作されることができる。
このようにして、個別歯物体が個別に選択され、仮想歯物体のセットの他の歯に対して動
くことができる。この特徴によって、歯１本ずつのベースで個別のカスタマイズされた歯
の位置決めが可能になる。これらの位置決めは、３本の軸を中心にした角度回転、または
、横断面、矢状面または冠状面での移動に関して可能である。さらに、動きの量を定量化
するために、様々な測定特徴が設けられる。
【００２２】
　治療計画装置の主要ツールの１つが、所望のアーチフォームまたは目標アーチフォーム
を選択しカスタマイズすることである。再度、歯は個別歯物体であるため、互いから独立
して動くことができ、理想アーチを規定する。目標アーチフォームのこの展開は、補間ま
たは立方スプラインアルゴリズムを使用して計算することができる。あるいは、アーチフ
ォームの種類（たとえばロス）を特定するユーザによってカスタマイズされることができ
、歯は、そのアーチフォームまたはそのアーチフォームの修正に動かされる。アーチフォ
ームは、患者の解剖学的制限に合致するように形状づけることができる。当初アーチフォ
ームが設計された後に、ユーザは、歯１本ずつのベースで適切であると判断するように再
度アーチフォームに歯を位置決めすることができる。治療計画ソフトウェアは、このよう
にして、少なくとも部分的には患者用に提案された治療目的を表すアーチフォームに対し
て、仮想歯物体を動かすことを可能にする。
【００２３】
　治療計画ソフトウェアでは多数の他の特徴が可能であり、アーチフォームの他の歯に対
する歯の動き、仮想ブラケットと歯との互いに対する位置の変更、または、選択されたア
ーチフォームに対して歯を対向させることを含む。カスタムアーチワイヤ曲げをシミュレ
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ートして、さらなる修正を提供することができる。ブラケットと歯とのインターフェース
での結合修正も可能である。
【００２４】
　本発明の別の態様において、処理装置とディスプレイを含むユーザインターフェースと
処理装置によって実行可能なソフトウェアとを有するワークステーションに歯列矯正患者
用のデジタル治療計画のための方法が提供される。この方法は、現在のまたは観察された
状況の患者の生歯を表す歯の三次元仮想モデルを獲得し格納するステップを含む。仮想モ
デルはディスプレイに表示される。この方法はさらに、仮想モデルの歯を目標状況に配置
して、目標状況に動かされた歯を備えた仮想モデルをユーザへ表示するように、仮想モデ
ルの歯の位置を互いに対して動かすステップを含む。患者の歯を現在の状況から目標状況
へ動かす歯列矯正器具のパラメータは、仮想モデルおよび目標状況から導き出すことがで
きる。たとえば、仮想ブラケットが歯に配置される場合、目標状況のその場所は、歯を目
標状況へ動かすアーチワイヤの設計に影響を及ぼす可能性がある。
【００２５】
　物体の三次元情報を捉えるために、スキャナシステムが設けられる。物体は仮想的に精
査下のいずれの物体でもありうるが、本書は、物体が不正咬合を被っている患者の生歯で
ある用途を記載している。
【００２６】
　走査システムは、きわめて高い精密度で三次元情報を得ることを可能にする。
さらに、走査システムは、スキャナの精密な動きを必要とせず、または、精査下の物体を
空間に固定することを必要とせず、使用することができる。驚くべきことに、スキャナは
、たとえば、手で、ユーザに便利なやり方で、単にスキャナを物体の表面上に動かすだけ
で、物体が合理的な限界内で走査中にいずれの無作為な方向に動いても、精密な三次元情
報を作製することができる。このようにして、スキャナを使用して、走査を行っている間
にたとえ患者が頭部または顎を動かしたとしても、１分か２分で患者の生歯の表面をキャ
プチャすることができる。
スキャナと物体との間の空間関係の精密な知識は必要ない。
【００２７】
　スキャナは１セットの画像を獲得し、これは、コンピュータで処理されて、自動的に即
座に高精度で三次元空間における物体の表面構成を計算し、走査の作業以外、本質的に人
間が関わることはない。精査下の物体が、検出するのが困難であり投影軸と画像形成軸と
の間に狭い角度を必要とするアンダーカットおよびシャドーイング特徴部を有する傾向の
程度によって、精密度または正確度が大幅に影響を受ける。歯では、２０または３０ミク
ロン以下の正確度が可能である。この正確度は、表面の性質に依存してさらに改良するこ
とができ、たとえば、表面が多くのアンダーカットまたはびシャドーイング特徴部を有さ
ない場合、投影軸と画像形成軸との間の角度分離を増加することによる。
【００２８】
　スキャナによってキャプチャされた各画像は、仮想三次元点クラウドまたは「フレーム
」に転換される。例示された実施形態は、粗い投影パターンのために、いずれの単一のフ
レームに比較的粗い解像度を有するが、後述のように、複数の画像を獲得してフレームに
位置合わせ手順を実施することによって、微細な解像度が得られる。物体の表面の各点が
複数の画像（たとえば走査の典型的な例では５つまたは６つ）にキャプチャされるため、
フレームの位置合わせは結果として微細な解像度を生じる。よりゆっくり走査し異なる斜
視図から物体の表面のより多くの画像をキャプチャし、結果として得られるフレームを互
いに対して位置合わせすることによって、さらに微細な解像度を得ることができる。
【００２９】
　三次元空間の物体のこの表面構成は、数学的モデル、すなわち、物体の仮想モデルとし
て表すことができ、これは、市販のソフトウェアツールを使用していずれのワークステー
ションまたはコンピュータに表示することができる。数学的モデルは、空間のいずれの配
向で見ることができ、表面の詳細な分析を可能にする。モデルは、コンピュータに格納さ
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れたテンプレート物体と比較することができる。テンプレートからの物体の逸脱を定量化
し分析することができる。さらに、仮想モデルは、１つのコンピュータから世界中のいず
れの場所の別のコンピュータに、インターネット等の通信リンクによって本質的に瞬時に
移すことができる。モデルは、コンピュータ内に複製を作ることができ、したがって複数
のユーザが同時に共有し使用することができる。
【００３０】
　スキャナシステムは、広く様々な工業的、医療的、考古学的、法廷的、古文書的または
他の目的に有用である。さらに、スキャナは、手で持つことができ、たとえば歯または小
さな機械加工された部品等の小さな物体を走査することができるように、サイズを縮小す
ることができ、または、美術品、彫刻、考古学的遺跡（たとえば、フランスのラスコー洞
窟またはメサ・バーデ国立公園の住居またはキーヴァ）、部屋または建物の正面等のより
大きなスケールの物体の数学的モデルを作るのに使用することができるように、サイズを
拡大することができる。
【００３１】
　好ましい実施形態にしたがって、スキャナシステムは、第１の光学軸に沿って物体にパ
ターンを投影する投影システムを含む。パターンは平行な線から構成されてもよく、平行
な線は形状または色、たとえば着色ドットによって分離され、または、他の適切なパター
ンであってもよい。投影されたパターンを使用して、下記により詳細に記載される方法お
よび手順にしたがって物体の表面特徴に関する情報を集める。
【００３２】
　スキャナは、好ましくは感光性ピクセルの二次元アレイを備える電荷結合素子の形態の
、電子画像形成装置をさらに含む。電子画像形成装置は、第１の光学軸とは異なる第２の
光学軸に沿って配向される。電子画像形成装置は、精査下の物体からパターンを反射した
後のパターンの画像を形成する。物体の表面構成が、投影パターンを歪め変化させ、それ
によって表面構成に関する情報を提供する。
表面に関するこの情報は、反射パターンの二次元画像として画像形成装置によってキャプ
チャされる。これらの画像は、本願に記載される手順にしたがって処理され、物体の表面
に関する三次元情報を導き出す。
【００３３】
　走査システムは、好ましい実施形態では、スキャナ用の３軸（Ｘ、Ｙ、Ｚ）キャリブレ
ーション関係を表すデータを格納するメモリもさらに含む。キャリブレーション関係は、
表の形態であってもよく、または、数学的関数の形態（たとえば、多項式、スプラインま
たは他の関数）であってもよい。キャリブレーション関係は、スキャナの２つの特性を識
別する。すなわち、（１）パターンの多数の部分用の電子画像形成装置用のピクセル座標
、上記ピクセル座標は、少なくとも２つの異なるＺ距離でＺ方向における投影システムか
らの距離情報に関連する、（２）少なくとも２つの異なるＺ距離で上記パターンの多数の
部分用のＸおよびＹ方向の距離情報、である。キャリブレーション関係を得る方法は、下
記に詳細に記載される。下記に詳細に記載されるように、関係のもっとも簡略な形態は表
であるが、これらのキャリブレーション関係は、当業者には明らかであるように、１つま
たはそれ以上の数学的関数によって同等に表される。
【００３４】
　キャリブレーション関係を使用して、画像形成装置によって画像形成された物体の表面
の点の三次元座標を導き出す。好ましいキャリブレーション表の作成および使用も、下記
にさらに詳細に説明される。他のキャリブレーション表または手順も可能である。キャリ
ブレーション関係を使用することによって、先行技術のシステムで必要とされるようなス
キャナの光学的および機械的特性の精密な知識なしで、スキャナを操作することができる
。
【００３５】
　スキャナシステムは、少なくとも１つのデータ処理装置、たとえば、コンピュータの中
央演算処理装置またはデジタル信号プロセッサをさらに含み、これは、物体の表面から反
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射した後の投影パターンの画像を処理する。処理装置は、画像（たとえば、投影パターン
の一定の点が画像形成されるピクセル位置）からのデータをキャリブレーション関係と比
較し、それによって投影されたパターンを電子画像形成装置に反射する物体の点の三次元
での空間的情報を導き出す。複数の処理装置を使用することによって、二次元画像を処理
し、各画像の点用の三次元座標を計算し、三次元座標のフレームを互いに対して位置合わ
せして物体の完全仮想モデルを作製するのにかかる時間を削減することができる。
【００３６】
　走査システムはこのようにして、画像形成装置によって作製された画像から且つメモリ
に格納されたキャリブレーション関係から、物体の三次元情報を導き出す。スキャナの光
学的特徴、第１の光学軸と第２の光学軸との間の角度、光学軸と画像形成装置の点との間
の角度、または、画像形成装置から投影装置の分離距離に関する精密な知識は必要ない。
投影システムおよび画像形成装置は、互いに対して連結されていなくてさえよい。キャリ
ブレーション関係は、自動的に且つ完全に、これらの問題、および、スキャナ光学におけ
る変形例の製造および許容値を、高度に信頼のおけるやり方で補償する。さらに、スキャ
ナから物体への距離も知る必要はない。加えて、画像形成光学素子の焦点の深さによって
規定される合理的な範囲内では、スキャナと物体との間の距離にわたる制御も、必要ない
。理想的には、走査中にスキャナから物体への距離は、キャリブレーション中に使用され
たＺ距離の限界内に維持され、その距離は、投影光学素子と画像形成光学素子との組み合
わされた焦点の深さ内である。
【００３７】
　走査システムは、メモリと処理装置と光学要素とが単一のユニット内にあるように構造
することができる。あるいは、処理装置およびメモリは、スキャナ自体のサイズを減少す
るために、走査ワークステーションまたは「走査ノード」等の別個の場所に位置してもよ
い。そのような実施形態において、投影システムおよび画像形成記録装置は、携帯スキャ
ナ装置内に小型化することができる。適切なケーブルが、スキャナ装置をワークステーシ
ョンに接続し、それによって処理装置に走査データを供給し、ワークステーションからコ
マンド（照明コマンド、スタート／ストップコマンド等）を受け取る。
【００３８】
　好ましい器具製造システムも記載され、アーチワイヤ等の歯列矯正器具等の医療装置を
曲げる曲げ装置、固定プレートおよび他の装置を含む。ブラケット配置トレイも記載され
る。１つの実施形態として、患者の不正咬合の三次元仮想モデルを表すデジタルデータと
、不正咬合に配置するべき歯列矯正ブラケットの場所を表すデジタル情報と、を格納する
機械読取可能なメモリを備える歯列矯正器具製造システムが設けられ、上記メモリは、患
者の歯および生歯の三次元仮想モデルと、三次元における目標状況で歯列矯正ブラケット
の場所と、を表すデジタルデータをさらに格納する。装置は、ワイヤ曲げロボットをさら
に含む。不正咬合に配置されたブラケットを備えた不正咬合の三次元物理的モデルを作製
するために、ＳＬＡ（立体リソグラフィ）等の高速原型作成機器が設けられる。形成装置
が、ブラケットを備えた不正咬合の物理的モデルの外形に整合するブラケット配置トレイ
を形成する。ブラケット配置トレイは、物理的モデルから取り外されてもよく、上記トレ
イはブラケットの配置用にスペースを備えて形成され、生歯の仮想モデルに基づいて所望
の位置で歯にブラケットを結合するのを可能にし、且つ、不正咬合に歯列矯正ブラケット
を配置するのを可能にする。
【００３９】
　器具製造装置の多数の他の特徴、治療計画ソフトウェア、走査システムおよび関連特徴
部は、下記の詳細な説明からより明らかになる。
【００４０】
（好ましい実施形態の詳細な説明）
　パート１　概観
　図１は、本発明の代表的実施形態にしたがってスキャナシステム１２を組み込む歯列矯
正ケアシステム１０の例示である。スキャナシステム１２は、携帯スキャナ１４を含み、
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これは、歯列矯正医またはそのアシスタントによって使用され、患者の生歯および関連解
剖学的構造物の三次元情報を獲得する。画像は、多目的コンピュータ等の中央演算処理装
置を有する走査ノードまたはワークステーション１６で処理される。走査ノード１６は、
単独でまたはバックオフィスサーバ２８と組み合わせて、生歯の三次元コンピュータモデ
ル１８を作製し、歯列矯正医に、患者の診断、計画治療およびモニタケアに関する情報の
基礎を提供する。
モデル１８は、ユーザに対して、走査ノード１６に接続されたモニタ２０にディスプレイ
される。
【００４１】
　上記のように、ここに詳細に記載されたスキャナシステム１２は、歯を生体内走査する
ために、あるいは、歯のプラスターモデルおよび／または歯の印象を走査するために最適
化される。しかし、スキャナシステム１２を他の様々な診断および／または治療計画およ
び／または医療分野でのモニタ使用に容易に最適化することができることは、当業者には
明らかである。実施例は、顔または頭部を走査し、形成外科または整形外科手術を計画す
る。これは、工業、製造、法廷、考古学、科学、古文書、または他の用途の、事実上無限
の数の用途に適応することができる。
【００４２】
　歯列矯正ケアシステムは、複数の歯列矯正クリニック２２から構成され、これらは、イ
ンターネットまたは他の適切な通信媒体２４（公衆交換電話網、ケーブルネットワーク等
）を経由して精密器具サービスセンター２６にリンクされる。
各クリニック２２は、モニタ３０を含む自己のユーザインターフェースを有するバックオ
フィスサーバワークステーション２８を有する。バックオフィスサーバ２８は、歯列矯正
治療計画ソフトウェアプログラムを実行する。ソフトウェアは、走査ノード１６から患者
の歯の三次元デジタルデータを獲得し、歯列矯正医にモデル１８をディスプレイする。治
療計画ソフトウェアは、歯列矯正医がモデル１８を操作して患者の治療計画を立てるのを
可能にするという特徴を含む。たとえば、歯列矯正医は、歯用のアーチフォームを選択し
て、アーチフォームに対する個別の歯位置を操作し、患者の所望の状況または目標状況に
到達することができる。ソフトウェアは、歯列矯正医の選択にしたがって仮想の歯を動か
す。ソフトウェアは、歯列矯正医が歯モデルに対して仮想ブラケットを選択的に配置し、
且つ、選択されたブラケット位置が与えられると、患者用にカスタマイズされたアーチワ
イヤを設計することも可能にする。歯列矯正医が患者用の歯列矯正器具の設計を終了する
と、患者、不正咬合および患者用の所望の治療計画に関するデジタル情報が、通信媒体に
よって器具サービスセンター２６へ送られる。選択された場所で歯にブラケットを配置す
るためにカスタマイズされた歯列矯正アーチワイヤおよび装置がサービスセンターで製造
され、クリニック２２へ出荷される。本発明は、他の種類の器具システムにも適用可能で
ある。ブラケットおよびアーチワイヤが、例示された実施形態に示されているが、他の種
類の器具システムも、取り外し可能な整列配置装置、保持器、ヘルプスト器具等のここに
記載の走査システムから利益を得ることができる。
【００４３】
　図１に示されるように、精密器具サービスセンター２６は、中央サーバ３２と、アーチ
ワイヤ製造システム３４と、ブラケット配置製造システム３６とを含む。これらの詳細は
後述される。
【００４４】
　図２は、図１の歯列矯正ケアシステムに使用されるのに適切な走査システム１２のより
詳細なブロック図である。走査システム１２は、物体４０の三次元情報をキャプチャする
ための構造であり、これは、本実施例では、人間の患者の生歯および囲繞する解剖学的構
造物、たとえば、歯肉、骨および／または軟組織である。走査システム１２は、画像キャ
プチャに使用されるスキャナ１４と処理システムとを含み、処理システムは、例示された
実施例では、走査ノードまたはワークステーション１６のメインメモリ４２と中央演算処
理装置４４とから構成される。
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【００４５】
　スキャナ１４は、第１の投影軸４８に沿って物体４０にパターンを投影する投影システ
ム４６を含む。投影されたパターンは、光源５３の前に配置されるスライド５０に形成さ
れる。例示された実施形態において、光源５３は、光ファイバケーブル５１の終点を備え
る。ケーブル５１は、スキャナの基部ユニット５４内に位置するフラッシュランプ５２に
よって生成される高強度フラッシュを担持する。適切なフラッシュランプは、パーキン・
エルマーが販売のモデルＦＸ－１１６０フラッシュユニットである。フラッシュランプ５
２の照度が、スライド５０に含まれるパターンを物体の三次元表面に投影させる。パター
ンに適切なパターンの種類に関するさらなる詳細は、本願の譲受人に譲渡された下記のリ
ュドガー・ルバートらの同時係属特許出願、すなわち、１９９９年３月９日に出願された
出願番号第０９／２５４，７５５号、２０００年４月２８日に出願された出願番号第０９
／５６０，１３１号および２０００年１１月３０日に出願された出願番号第０９／６７３
，８６３号に述べられており、その内容は、ここに参照によって組み込まれる。現在の好
ましい投影パターンが下記に記載される。投影システム４６の光学に関する詳細は、下記
にさらに詳細に述べられる。
【００４６】
　スキャナ１４は、感光性ピクセルのアレイを備える電子画像形成装置５６をさらに含む
。好ましい実施形態は、列および欄のアレイに配列された１０２８×１０２８ピクセルの
サイズの、既製の感色性の電荷結合素子（ＣＣＤ）である。ソニーＩＣＸ２０５ＡＫ　Ｃ
ＣＤチップが適切な電子画像形成装置である。電子画像形成装置５６は、第２の画像形成
軸５８に対して垂直に配向され、軸５８は投影軸４８から片寄っている。投影軸と画像形
成軸との間の角度Ψは、本発明の好ましい実施形態では公知である必要はない。しかし、
３Ｄ計算が図９のパラメータにしたがってなされるならば、画像形成装置５６の中心と光
源５３の中心との間の角度および分離距離は公知である必要がある。
【００４７】
　角度Ψは、スキャナによって必要とされる所望の解像度に依存して、スキャナの設計お
よび製造中に最適化される。これは、今度は、精査下の表面がアンダーカットおよびシャ
ドーイング特徴を有する程度に依存し、これは、結果として、画像形成装置が投影パター
ンを検出することができなくなる。角度Ψが大きくなればなるほどスキャナの正確度は高
くなる。しかし、角度Ψが増加すると、アンダーカットおよびシャドーイング特徴が、反
射されるパターンを阻止し、パターンのキャプチャおよびそれに続く表面のこれらの部分
の三次元分析を妨げる。角度Ψは、図２では幾分誇張されて示されており、大半の用途で
は一般に１０度から３０度の範囲である。
【００４８】
　電子画像形成装置５６は、物体４０の表面からパターンを反射した後に、投影パターン
の画像を形成する。画像形成装置によって画像形成された反射されたパターンは、物体の
表面に関する三次元情報を含み、この情報は画像から抽出される必要がある。したがって
走査システムは、この情報を抽出して物体４０の三次元仮想モデルを作るのに使用される
処理サブシステムを含む。好ましい実施形態において、この処理サブシステムは、スキャ
ナ用のキャリブレーション情報を格納するメモリ４２と、走査ワークステーション１６の
中央演算処理装置４４等の少なくとも１つの処理装置と、から構成される。メモリおよび
処理装置の場所は重要ではない。それらはスキャナ１４自体内に組み込まれてもよい。あ
るいは、画像のすべての処理は、バックオフィスサーバ２８または別のコンピュータで行
うことができる。あるいは、三次元情報を作製するのに必要な時間の量を減少するために
、２つまたはそれ以上の処理装置が処理を共有することもできる。
【００４９】
　メモリ４２は、スキャナ１４用のキャリブレーション関係を格納する。キャリブレーシ
ョン関係は、表または１つ以上の数学関数の形態であってもよく、投影パターンを画像形
成装置に反射した物体上の点の三次元座標点を計算するのに使用される情報を含む。表用
の情報は、キャリブレーションステップ中に得られ、スキャナ１４の製造時に実施される
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。キャリブレーション表は、２片の情報を含むデータ格納場所のアレイを含む。第１に、
キャリブレーション表は、キャリブレーション手順の間に２つの異なる距離でパターンが
キャリブレーション表面に投影されるときに、電子画像形成装置５６によって画像形成さ
れる投影パターンの多数の部分用に、ＸおよびＹ方向にピクセル座標を格納する。第２に
、表は、２つの異なる距離で画像形成される投影パターンの部分用に、ＸおよびＹ方向に
距離情報（たとえば、ミリメートルの１０分の１の単位で）を格納する。キャリブレーシ
ョン表を作製し使用するための好ましい方法は、下記にさらに詳細に説明される。
【００５０】
　走査システムは、画像処理、各画像用の三次元計算、および、フレームの互いに対する
位置合わせを実施するために、少なくとも１つの処理装置を必要とする。例示された実施
形態の処理装置４４は、走査ワークステーション１６の中央演算処理装置（ＣＰＵ）であ
る。ＣＰＵ４４は、物体４０の表面からパターンを反射した後にパターンの画像を処理し
、画像からのデータをキャリブレーション表の項目と比較する。その比較（またはより正
確には、下記に説明されるように、表の項目に対する補間）から、処理装置４４は、投影
されたパターンを電子画像形成装置に反射する物体上の点の三次元での空間情報を導き出
す。
【００５１】
　基本的に、未知の表面構成の物体を走査するスキャナの操作中に、スキャナと物体とが
互いに対して動くときに急速に連続して物体から反射されるように投影パターンの何百ま
たは何千の画像が作製される。各画像用に、反射されたパターンの特定の部分、すなわち
点用のピクセル場所が、キャリブレーション表の項目と比較される。Ｘ、ＹおよびＺ座標
（すなわち、三次元座標）は、反射されたパターンのこれら特定の部分の各々用に得られ
る。各画用に反射されたパターンの特定の点用のこれらのＸ、ＹおよびＺ座標のすべての
総計は、物体の三次元「フレーム」または仮想モデルを備える。物体の何百または何千の
画像が異なる斜視図から得られるときには、スキャナが物体に対して動くと、システムは
これらのフレームの何百または何千の画像を作製する。これらのフレームは次いで互いに
対して位置合わせが行われ、それによって物体４０の完全且つ高度に正確な三次元モデル
を作製する。
【００５２】
　浮遊データ点は、キャリブレーション表を作製する際かまたはキャリブレーション表を
使用して三次元座標を計算する際に削除されることが好ましい。たとえば、キャリブレー
ション表用に項目を作製するときにスプライン等の平滑関数を計算することができ、スプ
ラインを使用して、スプラインから大幅に逸脱するデータ点を削除するかまたは無視する
ことができる。
【００５３】
　図２は、現在好ましい走査システム１２の数種類の他の特徴も示す。ＣＣＤ画像形成装
置５６が単一の画像をキャプチャした後に、装置５６からアナログ電圧信号が増幅器５７
で増幅され、導体５９に沿ってアナログデジタルコンバーター６０へ供給される。デジタ
ル信号は、デジタル画像データのビットマップストリームに転換される。データは、モジ
ュール６１によってＩＥＥＥ１３９４「ファイアワイヤ」フォーマットにフォーマットさ
れ、第２の導体６２によって走査ワークステーション１６のメインメモリ４２へ伝達され
る。走査システムは、生歯の走査が完了した後に、ユーザがスキャナを置くための光学ス
キャナホルダ６４を含む。これらの詳細は特に重要ではなく、例示された実施形態から大
幅に変動してもよい。先に注記したように、走査システムは、椅子側には機器および散乱
が最小であるように作られることが好ましい。それ故に、走査ワークステーション１６は
、患者が座る椅子から幾分距離をおいて位置することが好ましい。スキャナ１４から基部
ステーションおよび／またはワークステーション１６へ導くケーブルは、椅子側の散乱を
さらに排除するために、天井から吊されてもよい。
【００５４】
　走査ワークステーション１６は、走査が行われているときにリアルタイムで生歯の三次
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元モデルとして走査結果をディスプレイするためにモニタ２０も含む。
ユーザインターフェースは、物体の仮想モデルを操作するための、且つ、得られた走査の
走査識別セクションまたはセグメント用のパラメータを入力するかまたは変更するための
、キーボードおよびマウス、および他の特徴部も含む。走査ステーションは、走査が開始
されたり、走査が完了したりしたことを示す信号をＣＰＵ４４へ送るために、フットスイ
ッチを含んでもよく、これは図示されない。
あるいは、基部ステーションは、スタート、ストップ、アゲイン、リピート、セグメント
、ワン、ツー、スリー、フォー等の小セットの音声コマンドを認識するように訓練された
音声認識モジュールを含んでもよく、それによってフットスイッチの必要性を排除する。
ＣＰＵ４４からのスキャナのスタートおよびストップコマンドは、制御信号の形態であり
、光源５２へ送られ、それによって、走査中のランプ５２の照度を制御する。
【００５５】
　光源５２は、適切な頻度で、好ましくは、少なくとも１秒間に１フラッシュを超えて、
たとえば１秒間に６フラッシュ等で動作し、ＣＣＤ画像形成装置５６のフレーム率はフラ
ッシュ率に同期される。１秒間に６フレームのフレーム率で且つ１秒間に１から２センチ
メートルの走査動作で、画像の間に大きなオーバーラップが得られる。スキャナの先端６
８におけるミラーのサイズが、走査が可能である速度に影響を与える。先端６８における
ミラーの例示された実施形態は、１８平方ミリメートルである。より大きなミラーは、物
体のより多くの表面を反射し、より速い走査を可能にする。より小さいミラーは、より遅
い走査を必要とする。ミラーが大きくなればなるほど、生体内走査が困難になり、そのた
め、生体内走査用にサイズと有用性との間に交換条件が存在する。
【００５６】
　スキャナ１４によって作製された画像の間のこのオーバーラップ、および、結果として
得られた三次元フレームによって、フレームの互いに対する滑らかで正確な位置あわせが
可能になる。フレーム率およびスキャナ動作の許可可能率は多くの要因に依存し、当然な
がら、本発明の範囲内で変動することができる。スキャナと物体との間に相対運動が存在
するため、不鮮明さを減少するのにＣＣＤ画像形成装置５６の露出時間を減少することが
望ましいため、短い時間に高強度フラッシュランプをフラッシュすることが好ましい実施
形態である。画像形成装置から十分な信号強度を達成するために、高強度ランプが望まし
い。好ましい実施形態は、類似露出期間で、５マイクロ秒のフラッシュ時間を使用する。
代替実施形態は、高強度の一定照明源を使用し、シャッター、すなわち、物理的シャッタ
ーか、または、画像を作製する前にピクセルに蓄積する電荷を排出する等の電子シャッタ
ーのいずれかの技術を使用して、画像形成装置の露出を制御する。より長い露出を使用す
る走査は、ラローらに付与された米国特許第５，１５５，５９７号に記載された電子画像
動作補償技術を使用して、画像不鮮明なしで可能である。
【００５７】
　図３は、図１の歯列矯正ケアシステムに使用されるのに適切な、精査下の物体の情報を
得るのに使用される携帯スキャナ１４の斜視図である。図２の投影システム４６および電
子画像形成装置５６が、スキャナのハウジング６５内に含まれる。ハウジング６５は、人
の手で保持されるサイズおよび形状である。スキャナ１４は、先端６８を有する細長い遠
位部分６６を含む。先端６８は、口腔内部の解剖学的構造を走査するのを可能にするよう
に、ヒトの口腔内に挿入されその中で動くことができるような、サイズおよび形状である
。加熱ミラー（図示せず）が、先端６８の下側に配置され、スキャナの光学素子から物体
へ投影パターンを方向づけ、反射したパターンを物体から電子画像形成装置５６に関連し
た図７の画像形成光学素子１０８へ向けて方向づける。ミラーハウジングは、ミラーを加
熱するＡ／Ｃ導電性加熱コイルを有する。ミラーはおよそ４０度まで加熱され、スキャナ
が生体内で使用されているときにミラーが曇るのを防止する。
【００５８】
　図４は、図３の携帯スキャナ１４で走査されている患者７０を例示する。頬および唇が
歯から引っ込められて、スキャナの先端６８が、おそらく１秒間に１から２センチメート
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ルの速度で掃引動作で歯のすべての表面上を動く。上顎または下顎全体が、一連の走査で
、すなわち、左側１回、右側１回および前部１回で、走査される必要があってもよい。こ
れらの個別の走査は、後述されるように、互いに対して位置合わせされる。音声コマンド
またはフットスイッチ（図示せず）の起動が、各走査セグメントの開始および終了を示す
。処理全体は数分しかかからない。物体の色および透明度、および、スキャナの光源の照
明強度および周波数に依存して、二酸化チタン等の明るい反射物質の非常に薄いコーティ
ングを物質に加える必要があることもある。
【００５９】
　図４は、人間の患者の生体内走査を例示するが、スキャナは、当然ながら、好適であれ
ば生歯のプラスターモデル、または、患者から取られた印象を走査するのに使用すること
ができる。印象またはプラスターモデルを走査するときには、走査は１回の通過で形成さ
れてもよく、走査セグメントを互いに対して位置合わせする必要はない。患者の走査を部
分的に生体内で行って、残りをモデルまたは印象から行うことも可能である。
【００６０】
　図５は、患者の生歯のデジタルモデルを計算するのに使用される要素を示す図１のバッ
クオフィスサーバのブロック図である。走査ワークステーションが、スキャナによってキ
ャプチャされたすべての画像を処理し、１セットの三次元フレームを作製した後に、フレ
ームデータはバックオフィスサーバ２８へ送られる。
バックオフィスサーバ２８は、フレーム用の累積位置合わせ処理を行い、最終的にデジタ
ルモデルを作製しスクリーンディスプレイ３０にディスプレイする。三次元フレームの形
態の未加工のスキャナデータがメインコンピュータメモリ７２に格納される。スキャナか
らＮ個のキャプチャされた画像からのフレームデータ、ただしｉ＝１……Ｎが、ハードデ
ィスク７４に格納される。ハードディスクは、ｉ＝２－Ｎ用の１セットの（Ｎ－１）変換
マトリクス［Ｔ］iも格納する。変換マトリクスは基本的に、三次元点の各フレームが最
良に適合するように別のフレームに対して位置合わせされるために、三軸デカルト座標シ
ステムでどのように移動され回転されなければならないかに関する情報を含む。一組内の
第１のフレーム等の、フレームの１つが、位置合わせ用の開始点であり、そのフレーム用
の変換マトリクスは得られない。変換マトリクスの作製、および、三次元モデルを作製す
るためのフレームデータを備えたマトリクスの使用は、下記にさらに詳細に記載される。
【００６１】
　パート２　三次元画像作製
　上記の一般的な紹介および概観を念頭において、二次元画像をスキャナでキャプチャし
各画像の三次元モデルを作製する現在好ましい処理を、このセクションで詳細に説明する
。図６は、スキャナ１４によってキャプチャされる単一画像用の物体の三次元情報を計算
するために、走査ステーション１６（図２）の処理装置４４によって使用される一連のス
テップを例示するフローチャートである。図６に示されるこの処理は、各画像に実施され
る。
【００６２】
　この処理は１つのプロセッサで実行することができ、または、スキャナからキャプチャ
された三次元ビットマップ画像を格納するメモリ、たとえば図２のメモリ４２、へのアク
セスを共有する複数のＤＳＰプロセッサによって実施されまたは共有されてもよい。プロ
セッサの種類は、当然ながら、重要ではない。分配された処理の目的は、走査された画像
を処理するのに必要な時間の減少である。たとえば、１つのプロセッサが、後述の相互相
関処理を実施し、別のプロセッサがパターン認識を実施し、別のプロセッサがデコードを
実施し、別のプロセッサが３Ｄ計算を実施する。これらの処理は独立して実施することが
でき、独立ファイルに関連した各処理は、ディスクメモリに共有される。図６の処理の１
つまたはそれ以上に割り当てられたプロセッサは、必要に応じてファイルにアクセスする
。たとえば、デコーディング処理からの出力ファイルは、ディスクまたは他の処理装置へ
利用可能なメモリに書き込まれる。処理装置は、この例ではネットワーク上にある。３Ｄ
計算に割り当てられたプロセッサは、デコーディング出力ファイルにアクセスし、結果、
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すなわち、ＮフレームおよびＮ－１変換マトリクス用の１セットの座標をディスクまたは
メモリにも書き込む。位置合わせを実施するように割り当てられたプロセッサのいずれの
１つが、次いで、ＮフレームデータおよびＮ－１変換マトリクスにアクセスすることがで
き、後述の位置合わせ手順を実施する。
【００６３】
　図６の処理は、４つの主要ステップから構成される。すなわち、パターン認識処理８０
、デコーディング処理８２、検出されデコードされたパターンの各点用の三次元座標の誘
導または計算の処理８４、および、最後に、走査ワークステーション１６のメモリ４２等
のメモリに三次元座標を格納するステップ８６である。再度、この処理は、走査処理中に
、各キャプチャされた画像用に実施される。
典型的な走査シナリオでは、何百のまたは何千もの画像がキャプチャされてもよく、した
がって図６のこの処理は、何百回も実施されてもよい。処理の結果は、三次元座標の数多
くのセットが格納されることであり、各セットまたは「フレーム」が単一のキャプチャさ
れた画像に関連する。物体の完全仮想モデルを作製するためにこれらのフレームの互いに
対する位置合わせは、本書のパート３に記載される。
【００６４】
　スキャナが生歯上を動くときに、画像形成装置は一連のビットマップ画像を獲得する。
パターン認識を使用して、獲得されたビットマップが分析される。パターン認識は、投影
された線の中線、線の終点および着色ドットの中心を検出する。当然ながら、三角形、方
形または他のコーディング特徴を使用する等の、他の種類のパターンが可能である。コー
ディングは垂直方向に（平行線の方向に）あるが、これは、参照によってここに組み込ま
れる２０００年４月２８日に出願されたルバートらの特許出願番号第０９／５６０，１３
１号により完全に説明されているように、物体の表面によって設けられた投影パターンの
ゆがみがこの方向にあるからである。
【００６５】
　パターン認識処理は、サブピクセル精度を使用する。すべてのドットの色も同様に分析
される。パターン構造の知識に基づいて且つ着色ドットを使用して、すべての認識された
線用のパターンの基点が決定される。投影されたパターンのかなりの部分が、シャドーイ
ング、アンダーカットおよび不鮮明な領域のため画像形成光学素子に対して見えなくても
よいため、これは必要である。二次元から三次元への転換アルゴリズムは、パターンに対
する各画像形成された線の基点の知識を使用して、物体の点の三次元座標を計算する。線
は断片としてのみキャプチャされることが多いため、デコーディングアルゴリズムは、必
ずしも各線に、その線をパターンに明白に割り当てるのに十分な情報を有さない。アルゴ
リズムはしたがって、可能な提携の数シナリオを調査し、衝突を探す。このようにして、
矛盾したシナリオが除去される。投影パターンの線は、画像における順番を変えない。た
とえば、投影パターンの線が連続して１から８０の番号がふられ、線４３が線４４の左に
あるならば、キャプチャされた画像において、線４３は必ず線４４の左にあり、絶対に線
４４の右には来ない。線の順番が侵害される矛盾したシナリオが示される。線の正しい順
番は、適切なアルゴリズムによって推論することができ、これが、線の順番に基づいてシ
ナリオを調べ、衝突または矛盾した線番号づけが存在するものすべてを排除する。独特な
解法が見いだされる。
【００６６】
　三次元転換アルゴリズムの好ましい実施形態が高度なキャリブレーション処理に基づい
ており、光学パラメータのいずれの知識を使用しない一方、代替実施形態は、我々がその
ような知識は持っていないと想定して、解析三角測量の一般原則を使用することができる
。分析的三角測量は、図９に関連して説明される。投影装置は、区別可能な要素のパター
ンを表面に投影する。この投影されたパターンが画像形成される。各キャプチャされた要
素用に、パターンでその基点を告げることが可能でなければならない。これによって、投
影装置の光学軸とその要素を投影した１つの光線との間の角度βを決定することができる
。その要素をキャプチャしたＣＣＤチップでのピクセルの場所によって、画像形成システ
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ムの光学軸とその表面の投影された要素からＣＣＤピクセルへ導く１つの光線との間の角
度βを決定することができる。これらの２つの角度、すなわち、基線および基線の長さに
対する２本の光学軸の角度、を知ることによって、走査装置に対して相対的に要素の空間
的位置を計算することができる。この計算は、１つのキャプチャされた画像内のすべての
検出された要素用に行うことができ、複数の三次元点へ導く。この計算の結果として、表
面のひずみのない縮尺通りの表示を得ることができると理解することが重要である。すべ
ての二次元画像が視差効果によるひずみを示す一方、三角測量処理はこの影響を排除する
。
【００６７】
　解析三角測量法は、光学パラメータの精密な知識を必要とする。スキャナの用キャリブ
レーション表を使用する好ましい実施形態は、この知識を必要としない。
【００６８】
　Ａ．スキャナ製造およびキャリブレーション
　図６に示される処理ステップの詳細を記載する前に、スキャナ１４自体およびそのキャ
リブレーションの方法の例示的実施形態がまず記載される。
【００６９】
　図７は、図３の携帯スキャナ１４の一部の断面図であり、スキャナの投影および画像形
成アスペクトの光学要素を示す。スキャナは、図２の基部ステーション５４のフラッシュ
ランプから一群のレンズ５３Ａから構成されるコンデンサーシステムへフラッシュを運ぶ
光ファイバケーブル５１を含む。光源５３からの光は、スライド５０内に形成されたパタ
ーンを照らす。パターンの選択には広い変動が可能である。現在好ましい実施形態は、続
いて、図１１に関連して記載される。パターンは、投影レンズシステム１０２によってス
キャナからスキャナ（図３）の先端６８に収容されたミラーへ調査下の物体へ向けて方向
づけられる。スキャナは、数個のＬＥＤ光源１０６（たとえば、２または６）をさらに含
み、これを使用して走査中に物体の全体照明を提供し、ユーザが生歯を走査するのを補助
する。プリスム１０４がＬＥＤ光源を囲繞する。投影システムの軸は、軸４８として示さ
れる。
【００７０】
　投影パターンは、物体から反射され、先端６８のミラーによって反射され、画像形成軸
５８に中心を置く画像形成レンズシステム１０８によって受け取られる。受け取られたパ
ターンは、ミラー１１０からＣＣＤ電子画像形成装置５６に反射される。ＣＣＤ５６は、
装置に各ピクセルの電圧信号を生成する。信号のレベルは、そのピクセルに当たる光のレ
ベルを示し、ＣＣＤから画像が生成されるのを可能にする。信号は、公知の回路を使用し
てＣＣＤから読み出され、増幅される。増幅されたアナログ信号は収集され、導体５９に
沿って基部装置へ送られ、デジタル形態に転換される。ＣＣＤからの信号は、例示された
実施形態の着色ビットマップ画像に転換される。例示された実施形態の投影パターンに色
が使用され、したがって、色を検出することができるＣＣＤチップが選択される。当然な
がら、白黒システムも可能である。
【００７１】
　例示された実施形態において、光源と投影パターンとの間の分離距離は公知ではなく、
または必要ではなく、軸４８と５８との間の角度も同様である。しかし、深さ情報を得る
ために、軸の間の非ゼロ角度は必要である。選択された角度は、スキャナが使用される表
面または物体の種類に依存する。これらの種類の実施詳細は、用途によって大幅に変動す
る。さらに、投影および画像形成を別々の独立した可動装置内に位置づけることによって
、２つの軸４８および５８を互いから完全に独立させることが可能である。これは、出願
番号第０９／２５４，８４３号のリュドガー・ルバートらの特許出願により詳細に記載さ
れており、その内容は参照によってここに組み込まれる。ここに記載のキャリブレーショ
ン手順は、投影装置および画像形成装置が２つの別々の独立した可動装置であるときには
、特に有利である。
【００７２】
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　図８は、製造時にスキャナ１４をキャリブレートするのに使用される現在好ましいキャ
リブレーションステーション１２０の斜視図である。ステーション１２０の目的は、キャ
リブレーション表等のスキャナ用のキャリブレーション関係のためのデータを得ることで
あり、これはスキャナシステムのメモリに格納される。キャリブレーションステーション
の設計の幾分の変動は可能である。キャリブレーションステーションの操作の原則は、２
つの公知の距離（Ｚ方向）および公知の空間的広がり（ＸおよびＹ方向）で精密に公知の
外形の参照物体にパターンを投影することによってスキャナがキャリブレートされること
である。平坦な参照物体が好ましいが、公知の外形のいずれの物体を使用することが理論
的には可能であるが、そのような物体を使用することは計算的にはより困難である。キャ
リブレーション手順の目的は、スキャナの機械的または光学的特性の精密な知識を必要と
せずに、スキャナを完全にキャリブレートし、これを未知の表面外形の物体を走査するの
に使用するための状態にする一組の情報をまとめること（たとえば、表の形態に）である
。本実施形態は、キャリブレーション処理の結果としてキャリブレーション表を記載する
が、情報は他の等価の形態であってもよく、たとえば、ピクセルアドレスと距離との間の
数学的関係または公式であり、これは、使用時に距離情報を導き出すように操作される。
【００７３】
　現在好ましいキャリブレーション操作およびキャリブレーション関係を検討する前に、
理解を容易にするために、キャリブレーション発明の原則の検討が示される。
【００７４】
　本願に開示された３Ｄ画像形成装置は、ＣＣＤチップが２Ｄ画像形成装置であるため、
当初は３Ｄ情報を伝達せず、２Ｄ情報のみを伝達する。したがって、三次元に関する情報
は、特別な処理ステップで決定しなければならない。そのような３Ｄ計算を実施するのに
使用することができる追加情報は、図９Ａに示されるような、光学構成要素の空間的配列
である。図９Ａは、構成要素の概略配列を示す。パターンの１つの部分が小さな方形で示
され、この部分が光線に沿って投影されるがその光線もディスプレイされる。この光線が
物体の表面と交差する点は、円としてディスプレイされる。この円の中心で、パターンの
一部が物体の表面に投影される。反射された光線の１つが画像形成レンズシステムを通り
、それがＣＣＤチップの表面に投影され、これが対応信号を発生させる。この図面では、
中心の光線、たとえば、レンズシステムの中心を通る光線のみがディスプレイされる。
【００７５】
　構成要素の幾何的配列の精密な知識があると想定して、パターンの考慮された部分を反
射する物体の表面の一部の空間的座標を精密に計算することができる。
この計算は、３つの必須条件下でのみ可能である。すなわち、
　（ｉ）走査システムのすべての構成要素の幾何的配列を、精密に知っていなければなら
ない、
　（ｉｉ）すべての構成要素の正確な特性値を知っていなければならない（すべてのＣＣ
Ｄピクセルの真のｘ／ｙ座標、パターンの寸法の精密な知識を含む）、　（ｉｉｉ）レン
ズシステムは「理想的」でなければならず、これは、中心光線が理想的直線でなければな
らないことを意味する。
【００７６】
　スキャナの大量生産シナリオでは、これらの必須条件を保証することはほぼ不可能であ
る。１つの可能なアプローチは、個別の装置をキャリブレートすることであり、これは、
理想的構成からの特性値の逸脱が決定され注記される（「補償キャリブレーション」）こ
とを意味する。次いで、３Ｄ計算は、先に記載したもの等のアルゴリズムに基礎を置くが
、さらに、公知の逸脱を考慮に入れ、各装置の個別の特性値を補償する。しかし、この補
償計算は、きわめて慎重に調整しなければならず、プラス／マイナス記号に関するエラー
は、特に逸脱が軽微であるときには容易には検出されない。
【００７７】
　別のチャレンジは、ルバートによるＰＣＴ／ＤＥ９７／０１７９７に開示されているよ
うな走査装置によって呈され、ここでは、画像形成装置および投影装置は物理的には互い
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に接続されず、したがって、幾何的関係は完全に未知であってもよい。
【００７８】
　ここに記載されるキャリブレーション手順では、光学的および機械的構成要素の寸法を
予め知っておく必要はなく、したがって、「独立キャリブレーション」と称することがで
きる。さらに、２つの光学軸によって形成された角度（三角形分割の角度）のいずれの知
識でさえも必要ではない。
【００７９】
　この手順の背景は、図９Ｂに示されるように測定されるべき表面に光線に沿って投影さ
れているパターンの１つの特定の部分を再度見るだけによって最良に説明されることが可
能である。パターンのこの部分が常にこの特定の光線Ｒに沿って投影され、これは、レン
ズシステムの光学特性値およびパターンとレンズシステムとの互いに対する配列によって
規定されることを理解することが重要である。パターンのこの部分が視野にあるいずれの
表面から反射されているならば、表面のこの点がこの光線Ｒに沿っていずれかに位置する
ことは絶対的に確実である。しかし、この光線に沿っていずれの位置に点が位置するのか
は不明である。これを決定するのを可能にするために、「独立キャリブレーション」方法
が基本的にサンプルを作る。第１のサンプルは、投影装置から一定の距離Ｚ1に位置する
表面である。パターンの反射した部分はＣＣＤチップの特定のピクセルに現れる（または
おそらくパターンの部分のサイズに依存して数ピクセルにわたって）。
このＺ距離でこの光線によって当てられているすべての表面が、常に、このピクセルに方
向づけられたこの光線Ｒの反射を発生させる（拡散反射を扱っているため、反射されてい
るすべての点は、光線と表面との間の角度に関係なく、光線を多くの方向に送る）ことを
理解することが重要である。これは、パターンのこの部分がピクセルに反射されるときに
はいつでも、表面のこの点が距離Ｚ1に位置することを正確に知っていることを暗示する
。
【００８０】
　Ｚ1とスキャナとの間の距離を知ることは、スキャナが絶対測定システムとして使用さ
れない限り、必要ではない。走査を絶対測定システムとして使用したい場合には、互いに
対する点の位置だけではなく、スキャナに対する点の位置を測定したいことを意味するが
、スキャナの座標システムの基点に対してＺ値を使用する必要がある。例示された実施形
態は絶対測定システムではないが、それにもかかわらず、物体の正確な仮想モデルを縮尺
通りに作製する。
【００８１】
　キャリブレーション処理中に、異なるＺ距離でキャリブレーション表面から反射したパ
ターンの異なる部分用に複数のそのような「サンプル」を獲得し、互いに対するこれらの
レベルの相対Ｚ距離を知らなければならない。完全なキャリブレーションを受け取るため
に一般にどれほど多くのサンプルが必要であるかは、さらに下記に検討される。このサン
プリング処理の結果は、スキャナ用に導き出される第１のキャリブレーション関係である
。すなわち、（１）パターンの多数の部分の電子画像形成装置用のピクセル座標であって
、上記ピクセル座標は、少なくとも２つの異なるＺ距離でＺ方向の投影システムからの距
離情報に関連する。
【００８２】
　キャリブレーション手順のこの第１のパートを行うと、ＣＣＤチップにパターンを反射
している測定された表面のすべての部分のＺ構成要素を決定することができる。しかし、
Ｘ座標およびＹ座標についての知識はない。この情報を得るために、キャリブレーション
の第２のパートを行う必要がある。
【００８３】
　再度、「サンプル」を取るが、今回は、スキャナの通常使用中に物体に投影されている
パターンは使用しない（投影装置はスイッチが切られる）。むしろ、公知の外形、すなわ
ち公知のＸ－Ｙ空間関係の特徴部を備えた参照物体の画像が視野に得られる。最も簡単な
実現は点である。図９Ｃにおいて、そのような特徴部は、複数の十字線である。ＣＣＤチ
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ップに投影される特徴部は、特定のピクセル（または、特徴部のサイズによって数ピクセ
ル）で現れる。ＣＣＤチップにおけるピクセルのＸ／Ｙ座標は、次いで、特徴部の位置の
Ｘ／Ｙ値に割り当てられる（且つ一定のＺ距離に割り当てられる）。
【００８４】
　特徴部がＺ方向に移動しているならば、ＣＣＤチップの参照物体の投影の位置が変わる
ことは明らかである。したがって、Ｚ座標に依存するが、これは、特徴部のＺ位置が、キ
ャリブレーションの第１のパートに使用された表面のＺ位置に対して公知の参照を有さな
ければならないことを意味する。たとえば、そのような特徴部はＺ1に位置してもよく、
他の特徴部はＺ1に対する公知の参照で位置してもよい。
【００８５】
　このようにして捉えられた第１の特徴部は、参照として作用する。一定のＸおよびＹ値
（ｍｍまたはインチ）は、この特徴部の位置に割り当てられる。そのような特徴部が画像
形成システムの光学軸の近くに置かれるならば、Ｘ＝０ｍｍおよびＹ＝０ｍｍをこの位置
に割り当てることが好ましい。走査システムを絶対測定システムとして使用したい場合に
は、互いに対する点の位置だけではなく、スキャナに対する点の位置を測定したいことを
意味するが、スキャナの座標システムの基点に対してこの特徴部のＸ／Ｙ／Ｚ値を使用す
る必要がある。
【００８６】
　キャリブレーション処理中に、異なるＸ、ＹおよびＺ位置で複数のそのような「サンプ
ル」を獲得し、ここで、互いに対する且つキャリブレーションの第１のパートのＺ値に対
する、これらの特徴部の位置の相対Ｘ／Ｙ／Ｚ値を知らなければならない。完全なキャリ
ブレーションを受け取るために一般にどれほど多くのサンプルが必要であるかは、さらに
下記に検討される。
【００８７】
　捉えられているいずれの特徴部のＸおよびＹ座標とＣＣＤチップにおける特定ピクセル
座標と間の決定された関係は、特徴部のＺ座標に対してのみ存在することを理解すること
が重要である。Ｚでの動きが、Ｘ／Ｙ値を変える。したがって、スキャナの通常の操作中
に、キャリブレーション結果を使用して３Ｄ座標を計算しているときには、パート１で獲
得されたキャリブレーション値を使用して表面のいずれの点のＺ座標を計算しなければな
らず、これらの結果に基づいて、キャリブレーション処理のパート２のキャリブレーショ
ン結果を使用して、Ｘ／Ｙ計算を実施することができる。
【００８８】
　キャリブレーション中に取るべき「サンプル」の数およびその結果を格納する方法に関
しては、数種類の選択肢がある。もっとも率直なアプローチは、投影されたパターンの少
なくとも２つのＺレベル用のピクセル座標を収集することである。ピクセル座標の数は、
パターンの解像度に依存する。Ｚレベルは、スキャナ投影レンズシステムおよび画像形成
レンズシステムの焦点の深さ内ではあるがこの深さの境界に近くに規定されることが好ま
しい。少なくとも２つのレベル用にピクセル座標を収集することによって、すべての他の
Ｚレベルの補間が可能になる。キャリブレーション手順のパート２も、視野に均一に分布
された特徴部（点）を備え、これらの特徴部は再度２つの異なるＺレベルに置かれ、これ
によってＸ値およびＹ値の容易な補間が可能になる。キャリブレーション処理の両パート
で獲得されたピクセル座標は、もっとも簡単な実施形態では表に格納することができる。
【００８９】
　しかし、この率直なアプローチには、一定の不利点がある。まず第１に、装置が必要で
ある。そうでなければ、パート１で必要な表面を制御可能な方法で互いに対して配置する
ことは不可能であり、パート２で捉えられている特徴部も、互いに対して且つパート１で
使用されるキャリブレーション表面に対して正確に配置される必要がある。そのような装
置を使用することは、工業生産環境では問題ではない。しかし、スキャナをたとえば歯列
矯正医のオフィス内でキャリブレートする必要がある場合には、そのような装置をその場
所へ常に出荷することは推奨されることではない。
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【００９０】
　しかし、様々なＺレベルでパターンの各部分をキャリブレートする必要はない。異なる
Ｚレベルで表面を備える装置が使用される場合、パターンの一部はスキャナにより近いレ
ベルに投影され、一部はさらに離れたレベルに投影される。キャリブレーション中に獲得
されないピクセル座標を補間することも可能である。
【００９１】
　パターンの部分ＡおよびＣがレベルＺ1に投影されると想定すると、部分ＣおよびＤが
Ｚ2に投影される間に、レベルＺ1に割り当てられた部分ＡおよびＣ用のピクセル座標（Ａ
にはｘA1およびｙA1、ＣにはｘC1およびｙC1）とレベルＺ2に割り当てられた部分Ｂおよ
びＤ用のピクセル座標（ＢにはｘB2およびｙB2、ＤにはｘD2およびｙD2）とを受け取る。
たとえばｙB2およびｙD2からｘA2（獲得されていない）を線状に補間することが可能であ
る。同様に、ｙB1は、ｙA1およびｙC1から補間することができる。直接獲得されていない
キャリブレーション値を受け取る別の方法は、一定のＺレベル用に獲得されたピクセル座
標を用紙に引き、次いで、それらの点を通る最良適合の線（直線または曲線）を作ること
である。
この最良適合線の数学的関数が格納されるのであれば、ピクセル座標は、それらを別個に
格納するのではなく、その関数を使用して計算することができる。最良適合線を決定する
操作は、当然ながら、コンピュータで直接行うこともできる。
最良適合線概念は、図９Ｃに例示される。
【００９２】
　この手順は、ピクセル座標がＸ値、Ｙ値およびＺ値に割り当てられた特定の特徴部のた
めに獲得されているキャリブレーション手順のパート２と同様に、働く。また、特徴部の
一部のみが各Ｚレベルで捉えられなければならず、残りの値は上述の方法で補間されるこ
とが可能である。したがって、キャリブレーションのパート１を実施するために少なくと
も２つのＺレベルに表面を提供し、且つ、パート２を可能にするこれらの表面に特徴部を
備える１つのキャリブレーション装置のみを使用することも可能である。パターンの一部
、すなわち、捉えられた特徴部の密度は、スキャナの構成要素の光学特性に依存する。パ
ターンの少なくとも４つの部分を捉えるべきであり、信頼のおける補間を提供するために
はＣＣＤ画像形成装置５６の隅に近いことが好ましい。
【００９３】
　このキャリブレーション処理の利点は、スキャナの機械的光学的特徴について予め知っ
ておく必要はまったくなく、光学構成要素の不規則を自動的に補償するこということであ
り、ＣＣＤチップおよびパターンを含む。したがって、安い部品から作られるスキャナを
キャリブレートすることは有用であり、画像形成装置と投影装置との間に公知の関係がな
いスキャナに使用することができる。
【００９４】
　本発明の原則の前述の検討を念頭において、スキャナキャリブレーション装置および方
法の代表的実施形態が、特に図８に関連して記載される。現在好ましいスキャナキャリブ
レーションシステムは、キャリブレーション中に適所に固定されたスキャナを保持するた
めのマウントまたはホルダ１２２を含む。ホルダは、台１２４の頂部に貼付される。キャ
リブレーション装置は、スキャナ１４の前に直接位置決めされる。キャリブレーション装
置は、台に固定して装着された第１の部分１２８と、２つの異なる位置Ｚ１とＺ２との間
でＺ方向に前後に動くことができる第２の部分１３０と、を有するＺ方向キャリヤ１２６
から構成される。
Ｘ方向キャリヤ１３１が、Ｚ方向キャリヤの可動部分１３０に装着される。Ｘ方向キャリ
ヤは、図のように、可動部分１３０に装着される第１の部分１３２と、第１の部分１３２
に対してＸ方向に動くことができる第２の部分１３４と、から構成される。
【００９５】
　Ｘ方向キャリヤ１３１は、その上部表面１３６に２つのキャリブレーション装置を装着
する。すなわち、（１）Ｚ方向にスキャナをキャリブレーションするのに使用される滑ら
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かで平坦なキャリブレーション表面１３８と、（２）ＸおよびＹ方向にスキャナをキャリ
ブレーションするのに使用されるＸ－Ｙキャリブレーション表面１４０と、である。Ｘ方
向キャリヤは、Ｘ－Ｙキャリブレーション表面１４０のバック照明を提供するための光１
４２も含む。
【００９６】
　スキャナ１４をキャリブレートするために、キャリヤ１２６および１３１は、Ｚ方向キ
ャリブレーション表面１３８がスキャナ１４の前に位置決めされるように、動かされる。
スキャナから任意の距離Ｚ１で表面１３８で表面から反射する投影パターンの画像が取ら
れる。次いで、キャリヤ１３０が一定の距離だけ離れて（ΔＺ）新しい位置Ｚ２へ動かさ
れ、第２の画像が取られる。パターンの特定の位置が電子画像形成装置で画像形成される
ピクセルアドレスが決定され、メモリのキャリブレーション表に格納される。距離ΔＺは
、正確に知られ、スキャナメモリに、またはスキャナキャリブレーションを実施するコン
ピュータに、格納される。
【００９７】
　次いで、Ｘ－Ｙキャリブレーショングリッド１４０が距離Ｚ１に置かれるようにキャリ
ヤ１２６および１３１が動き、画像が取られる。画像は、源１４２を起動することによっ
て作製され、源１４２からの光は、キャリブレーション表面１４０の多数の小さな開口部
１４３を通り、電子画像形成装置５６に当たる（パターン照明源は、キャリブレーション
のこのパートでは使用されない）。キャリヤ部分１３０は位置Ｚ２へ動かされ、別の画像
が作製される。Ｘ－Ｙキャリブレーショングリッド１４０の点の間の公知の分離距離を使
用して、キャリブレーション手順の第１のパートで画像形成されたパターンの点用のＸお
よびＹの距離情報が計算される。結果はキャリブレーション表に格納される。この処理は
、下記にさらに詳細に記載される。スキャナキャリブレーションが終了すると、スキャナ
連続番号およびスキャナキャリブレーション表（またはキャリブレーション関係の他の表
示、たとえば、一組の数式）が、スキャナのメモリにまたは走査された画像を処理するス
キャナに関連するコンピュータに、格納される。
【００９８】
　キャリブレーション表面の代替構成が図８Ａに示される。キャリブレーション装置は、
互いから且つスキャナから公知の距離の、一組の反射性の平坦な平行表面１４４、１４４
’、１４４’’および１４４’’’から構成され、開口部１４３は平面の表面に沿って公
知の距離で且つ隣接する平坦な表面から公知の距離で間隔をおかれる。中心にある十字特
徴部は、キャリブレーション表面の基点を形成し、下記に説明されるように使用される。
表面１４４、１４４’、１４４’’および１４４’’’の２つは、Ｚキャリブレーション
表面用に使用される。ＸおよびＹキャリブレーション用に、バックライト照明源１４２が
起動され、光が開口部１４３を通って電子画像形成装置へ行く。電子画像形成装置の二次
元焦点平面全体が、ここに詳細に記載された教示にしたがって、表面１４４、１４４’、
１４４’’および１４４’’’の公知の点の補間からキャリブレートされる。図８Ａの実
施形態は、図８の実施形態よりもやっかいであるとみなされるが、キャリブレーション表
面の他の構成が可能であると例示するように提供される。事実、湾曲した表面または傾斜
した表面を使用することさえできるが、もっとも簡単な表面は、直接、電子画像形成装置
に配向された平坦な表面である。
【００９９】
　したがって、本発明の１つの可能な代替実施形態において、パターンを物体に投影し物
体からのパターンの反射を受け取るためのキャリブレーション装置が、スキャナ用に設け
られる。キャリブレーション装置は、公知の分離距離および空間的広がりを有する２つま
たはそれ以上の平行表面（たとえば１４４および１４４’’）と、２つまたはそれ以上の
平行表面に設けられた複数の点光源１４３と、を備える上記投影されたパターンを受け取
るキャリブレーション表面１４４を備える。ここに記載されるように、点光源は、光が光
源１４２から表面１４４を通ることを可能にする開口部であるが、他の構成も可能である
。たとえば、点光源は、表面１４４のアレイに配列された発光ダイオードであってもよい
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。開口部１４３は、金属のシートに精密高動力レーザで穴を形成することによって、互い
に対して精密に且つ公知の空間関係に形成される。あるいは、開口部１４３の代わりに、
高度に正確な印刷処理を使用して黒い点が紙に形成されてもよく、黒い点はＣＣＤ５６に
よって画像形成される。
【０１００】
　ここに記載されたキャリブレーション手順は、先行技術の方法に比較して、画像用の三
次元情報を計算するための代替のより好ましい方法を表す。図９は、公知の方法にしたが
って物体の表面構成を計算するのに使用することができる関連パラメータの例示である。
図９の方法は、デテクタと光源との間の分離距離Ｄまたは基線と、軸４８と５８との間の
角度と、図面に示される角度αおよびβと、に関する知識を必要とする。本発明のキャリ
ブレーション方法および三次元情報を計算する方法は、この情報のいずれをも必要としな
い。キャリブレーション手順は、光学経路の光学素子の不完全さを補償し、したがって、
高精密光学素子の必要性を排除する。さらに、スキャナをキャリブレーション平面に対し
て配置することに関する精密な知識を必要としない。軸４８と５８との間の角度と、スキ
ャナと走査されている物体との間の分離距離と、いずれのグローバル座標システムの物体
の位置のいずれの絶対値と、を知る必要はない。スキャナによって、真の参照独立走査が
可能になるが、これは依然として、三次元表面のきわめて精密な記載を与える。
【０１０１】
　キャリブレーションは一般に、製造中に１回実施され、これは、スキャナの寿命中持続
するのに十分でなければならない。しかし、スキャナは、必要が生じた場合には、簡単に
直ちに再キャリブレートすることができる。
【０１０２】
　スキャナのキャリブレーションの代表的例は、図１０および下記検討から良好に理解さ
れる。図１０は、任意の独特の光線Ｒn,mの例示であり、これは、キャリブレーション手
順の第１のパートの間に、スキャナの投影システムから図８の滑らかで平坦なキャリブレ
ーション表面１３８へ投影される。光線Ｒn,mは、電子画像形成装置５６によって捉えら
れ、キャリブレーション平面は、スキャナから２つの異なる距離Ｚ１およびＺ２に位置決
めされる。２つの位置の間の距離はΔＺである。距離Ｚ１を知る必要はないが、分離距離
ΔＺは知られている。分離距離ΔＺは、スキャナ１４の画像形成光学素子１０８の焦点の
深さに依存して、変動する。
【０１０３】
　図１０は、スキャナのキャリブレーションおよび分離の三次元情報の作製に使用される
基本的原則を例示し、これは、図９の方法によって必要とされる計算に対する改良である
とみなされる。図１０は、平面１３６が距離Ｚ１にあるときに、光線Ｒn,mが位置１５０
で画像形成装置に当たることを例示する。キャリブレーション平面１３６が位置Ｚ２へ動
くと、光線Ｒn,mは点１５２でデテクタに当たる。両方の位置での光線Ｒn,m用のピクセル
座標は、キャリブレーション表に格納される。実際に、投影パターンから数多くの光線の
ピクセル座標は、Ｚ１およびＺ２用に格納される。これらのピクセル座標は、キャリブレ
ーション手順の第２のパートからのＸおよびＹの寸法測定とともに、投影パターンで走査
された物体用の三次元座標を計算するのに必要なキャリブレーション表を作るのに必要な
すべての情報を与える。
【０１０４】
　光線Ｒn,mは、投影パターンの単一の点に対応する。投影パターンにおいて光線Ｒn,mが
どこから発するかの知識が必要である。したがって、ＣＣＤ電子画像形成装置の様々な部
分によって画像形成されているパターンの特定の部分を識別するために、いくつかのパタ
ーン認識および検出されたパターンのデコーディングが必要である。パターン認識処理を
理解するためには、図１１、１２、１７、１８および１９および下記の検討を読まれたい
。
【０１０５】
　パターン認識
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　図１１は、図３のスキャナから物体（キャリブレーション表面１３８を含む）に投影さ
れるパターンの一部の例示である。投影パターンは、赤、緑および黄色に着色されたドッ
ト１５８によって互いから分離された平行線１５６のアレイを備え、他の種類の投影パタ
ーンが可能であることが理解される。着色されたドット１５８の順序は、線１５６の長さ
に沿って、且つ線に対して垂直の方向で、変動する。ここに記載されるパターン認識およ
びデコーディング処理を使用して、投影パターンのすべての領域が画像形成装置からのピ
クセルデータからデコードすることができるように、この技術は使用される。図１１は、
光線Ｒn,mを１つの特定の線と１つの特定の着色ドットとの交点から開始するように取る
ことができ、この場所が、パターン認識およびデコーディング処理から正確に決定するこ
とができることを例示する。同様に、光線Ｒn,mよりも１列下にあり線Ｌに沿った光線を
識別することもできる。現在の実施例において、着色ドットのＮ個の欄または線がありＭ
個の列があるように、パターンが作られる。図１２は、図１１のパターンを通る様々な光
線を、Ｎ×Ｍ点のアレイによって表すことができることを例示する。
【０１０６】
　図１１の投影パターンを表す点のこのアレイは、図１４に示されるように、列および欄
のアレイに配列された電子画像形成装置またはＣＣＤ５６によって画像形成される。Ｘ方
向にピクセルのＸ個の欄があり、Ｙ方向にピクセルのＹ個の列がある。例示された実施形
態において、各方向に１，０２８ピクセルがある。
【０１０７】
　図１７、１８および１９は、捉えられた二次元画像のパターン認識処理を例示する。図
１７は、電子画像形成装置のピクセルの１つの列からの信号レベルを示す。信号は、投影
パターンの線Ｌがピクセルの特定の列のピクセル２０から２３で画像形成されることを示
す。４つのピクセルに対するピクセル値を平均することによって、サブピクセル解像度で
、ピクセル２１に対する線の中心点を計算することが可能になる。図１８は、この実施例
において、線Ｌおよび隣接する着色ドットが画像形成装置の表面にどのように画像形成さ
れるかを示す。線は、ピクセルのいずれの欄に対して必ずしも中心にある必要はなく、し
たがって、線の中心点を決定するために平均化を実施しなければならないことに注意され
たい。図１９に示されるように、類似のパターン認識処理が、着色ドットのために実施さ
れる。各着色ドットの中心が位置づけられ、画像形成装置によって画像形成されたすべて
の線および着色ドット用の線の中心点も同様に位置づけられる。
【０１０８】
　パターン認識処理は、このようにして、画像形成装置（着色ビットマップ画像の形態で
）の出力信号を取り、線の中心および特定の着色ドットの中心用に１セットのピクセル位
置に戻る。処理の次のステップは、線および着色ドット用のこれらのピクセル位置を、投
影パターンの特定の線および着色ドットに相互に関連づける。この処理は、デコーディン
グと称され（図６の処理８２）、下記に詳細に説明される。デコーディングは図８に関連
して記載されたキャリブレーション手順中には通常は必要ないが、これは、Ｚキャリブレ
ーション表面が平坦であり、ＣＣＤ５６の投影パターンの配列が保たれるからである。し
かし、スキャナの使用中にデコーディングを使用して未知の表面構成の物体を走査する。
【０１０９】
　デコーディング
　デコーディング処理は、画像形成装置によって画像形成された線用の１セットのピクセ
ルアドレスと、画像形成装置によって画像形成された特定の着色ドット用の１セットのピ
クセルアドレスとを、投影パターンの特定の線および着色ドットへ転換する処理である。
デコーディングは、キャリブレーション中に絶対に必要であるわけではない（特にＺキャ
リブレーション表面が平坦な表面である場合には）。しかし、アンダーカット、シャドー
特徴部または他の不規則部を有する物体に画像を処理する間には使用される。投影パター
ンの線の順番は維持されるため、受け取られるパターンの一部のみをデコードすることが
可能である。たとえば、線１３および１６がデコードされる場合、線１４および１５もデ
コードされるが、それは、線１３および１６に対するそれらの空間的関係が維持されるか
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らである。
【０１１０】
　画像形成分析処理は、特定のピクセルが特定の線または特定の着色ドットを画像形成し
ていることを知る必要がある。投影パターンまたはスクリーン５０（図２）は、着色ドッ
トの独特で且つ頻繁に変動する順序のため、両方向に連続して変動する。デコーディング
処理は単に、赤、黄色および緑のドットが画像形成装置内に画像形成されている場所を調
べ、これらの結果を、投影パターンの赤、黄色および緑のドットの公知の順序と比較し、
それによって、投影パターンを参照して、各光線を位置づけるかまたは識別する。たとえ
ば、処理は、たとえば、画像形成装置の列Ｎのピクセル２１が投影パターンの線１３、列
５５の中心を画像形成していることを知っている。
【０１１１】
　再度、図８および１０のキャリブレーション開始を参照すると、スキャナはＺキャリブ
レーション表面１３８の２つの画像を取り、一方は距離Ｚ１であり、他方は距離Ｚ２であ
る。投影パターンの各光線Ｒn,mがアレイによって画像形成されるピクセルアドレスは、
図２４に示されるように、キャリブレーション表＃１としてここに称されるキャリブレー
ション表に格納される。この点で、キャリブレーション表面がスキャナの前の虚平面Ｚ１
に対してＺ方向に動くときに、投影パターンの画像形成がどのように変動するかを知って
いる。しかし、ＸおよびＹ関係は未だにわかっていない。したがって、スキャナは、公知
の外形のパターンを使用してＸおよびＹ方向にキャリブレートされなければならない。こ
れは、図８および１３から１６に関連して説明される。
【０１１２】
　図１３は、図８のＸ－Ｙキャリブレーション表面１４０の例示であり、キャリブレーシ
ョン表面１４０のＱ×Ｐ点（小さな開口部１４３）のアレイが、十字形１４５の形状で、
表面１４０の中心に基点を有する座標システムに編成されるのを示す。キャリブレーショ
ン表面１４０は、４つの象限ＩからＩＶから構成されるとして概念的に説明される。図２
３は、基点における表面の点の１つの可能な番号づけ規則を示す。例示された実施形態に
おいて、Ｘ－Ｙキャリブレーション表面１４０の点は、実際に、公知の距離（たとえば１
ｍｍ）だけ互いから間隔をおいた小さな開口部である。開口部は、表面１４０の後ろに位
置決めされた光源１４２が起動されるときに、複数の点光源として作用する。光のこれら
の点は、キャリブレーションステップの第２のパートの間に電子画像形成装置５６によっ
て画像形成される。ＸおよびＹ方向の基点からピクセル信号（表面１４０の点源の画像形
成を示す）を数えることによって、表面１４０のどの点がどのピクセルによって、再度サ
ブピクセル解像度で、画像形成されているかを決定することができる。投影パターンの特
定の部分を照明するピクセルのアドレスを知っており、このピクセルが画像形成している
表面１４０の基点からの距離を知ることができるため、ＸおよびＹ方向のピクセルをキャ
リブレートすることは可能である。図２５に示される第２のキャリブレーション表を中間
ステップとして使用して、図２４の主要キャリブレーション表＃１用のＸおよびＹ方向の
距離値を作製する。
【０１１３】
　この処理は、実施例によって説明される。図１５は、キャリブレーション中に電子画像
形成装置によって先に画像形成されたＸ－Ｙキャリブレーション平面の２つの点から走査
された物体から所与の光線Ｒ2,3用のＸおよびＹ方向におけるピクセルアドレスの補間を
示す例示である。図１５は、投影パターンの所与の点、光線Ｒ2,3が、象限ＩＩＩにある
表面１４０の点を画像形成したピクセルの間、すなわち、基点の左側の１４点と１５点と
の間および基点の下の１４点と１５点との間にあるピクセルによって画像形成されること
を示す。これは図２１によって提案され、図２１は、光線Ｒ2,3がＣＣＤ値に画像形成さ
れる場所を示す。
図２１は、Ｘ－Ｙキャリブレーション表面１４０の対応する点が電子画像形成装置のピク
セルによって画像形成される場所も示す。図２１に示されるように、本実施例において、
ピクセル値はＸおよびＹ方向の３０と９０との間にある。
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【０１１４】
　図２５は、図２４に示されるキャリブレーション表１のＸおよびＹ方向の距離項目を作
製するのに使用されるＸ－Ｙキャリブレーション表＃２を示す。図２５は、Ｘ－Ｙキャリ
ブレーション表面１４０の各点用に、これらの点を画像形成するピクセルの対応するピク
セルアドレスが識別され表に格納されることを示す。
これは、Ｘ－Ｙキャリブレーション表面１４０の４象限のすべての点に行われる。これら
の値は、Ｘ－Ｙキャリブレーション表面が距離Ｚ１およびＺ２の両方に位置決めされ、画
像が両方の点で生成されるときに得られる。表の項目は、ＸおよびＹ方向のピクセルアド
レスであり、サブピクセル解像度で表される。象限Ｉ用の代表的項目が示され、項目は、
Ｘ－Ｙキャリブレーション表面のすべての点用に作られることが理解される。
【０１１５】
　今、Ｚキャリブレーション手順からの投影パターンの光線Ｒ2,3が（キャリブレーショ
ン表面１３８を使用して）、特定の場所で画像形成されているならば、表＃１用の項目を
ｍｍで計算するために、図２５のキャリブレーション表＃２を使用することができる。再
度、本実施例を使用して、光線Ｒ2,3（投影パターンの線２、列３に対応する）が、Ｚ＝
Ｚ１で、Ｘ方向に３０．２、Ｙ方向に３６．２のアドレスを有するピクセルによって画像
形成されると想定する。ｍｍでの距離は、図２５のキャリブレーション表２の項目の補間
から計算することができる。これは、線２、列３の項目用に示される。Ｚ＝Ｚ１の距離で
、この点は、Ｘ方向に３０．２、Ｙ方向に３６．２のピクセルで画像形成され、これは、
基点からＸ方向に－１４．６ｍｍ、Ｙ方向に－１４．４ｍｍの距離に対応する。同様に、
Ｚ＝Ｚ２では、この点は、Ｘ方向に４３．０、Ｙ方向に３１のピクセルによって画像形成
され、これは、Ｘ方向に－１４．８ｍｍ、Ｙ方向に－１５．８ｍｍの距離に対応する。こ
の情報は、図２６に示されるように、表＃１に記入される。
【０１１６】
　この補間は、スキャナから未知の距離Ｚ’でピクセルアドレスと物体用の距離との間に
存在する線状関係の利点を有する。これは、図２２から最良に理解される。光線Ｒn,mが
Ｚ＝Ｚ１で画像形成装置の１つの点１６０に画像形成され、且つ、Ｚ＝Ｚ２の距離で別の
点１６２に画像形成されることを知っているため、光線は、Ｚ’がＺ１とＺ２との間にあ
る点線１６４に沿っていなければならない。
同様に、Ｚ’＞Ｚ２の場合、１６６で示される線に沿っている。Ｚ’＜Ｚ１の場合は、線
１６８に沿う。距離とピクセルアドレスとの間のこの線状関係は、光線Ｒn,mおよびｍｍ
でのＸおよびＹ距離に関するＺ情報を得るためのキーである。
さらに、ΔＺはキャリブレーション中に正確に知られ（たとえば、例示された実施形態で
は７ｍｍ）、線状関係がピクセルアドレスと距離との間に存在するため、正確に光線Ｒn,

mが線１６４、１６６または１６８に沿っている場所が、仮想平面Ｚ１に対するＺ方向に
おける未知の物体の位置を正確に教える。光線Ｒn,mが電子画像形成装置によって画像形
成されているこの場所は、ここに記載されるパターン認識およびデコーディング処理によ
って到達される。
【０１１７】
　再度、図１６および１７の例を参照すると、光線Ｒn,mはＣＣＤの領域で画像形成され
、これが表１（図２５）に格納されることを知っている。キャリブレーション表２（図２
６）から、光線Ｒn,mの領域におけるＸ－Ｙキャリブレーショングリッドでの隣接する点
のＸおよびＹ座標を知っている。Ｘ－Ｙキャリブレーショングリッドの点は公知の距離だ
け互いから離れているため、ＸおよびＹ座標の補間によって、基点からｍｍで距離を計算
することができる。これは、投影パターンのすべてのＮ×Ｍ部分に行われる。
【０１１８】
　たとえば、図２４のキャリブレーション表１によって、光線Ｒ2,3が、Ｚ＝Ｚ１ではピ
クセルアドレスＸ＝３０．３およびＹ＝３６．２で画像形成され、Ｚ＝Ｚ２ではピクセル
アドレスＸ＝４３およびＹ＝３１で画像形成されることがわかる。次いで、表２（図２５
）の項目を見ると、表２のピクセルアドレスを見ることによって、Ｘ－Ｙキャリブレーシ
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ョングリッドにおいて、もっとも近いＸおよびＹ点がみつかる。これは、図１６に見られ
る。表１から公知のピクセルアドレスへの表２のピクセルアドレスの補間は、結果として
ｍｍでＸ、Ｙアドレスになる。本実施例において、ｍｍでＸ＝－１４．６、ｍｍでＹ＝－
１４．４である。
結果は今、表１に加えられる。図２６参照。距離Ｚ＝Ｚ２に関して同一のことが行われる
。当然ながら、投影パターンのすべてのＮ×Ｍ光線に同一のことが実施され、結果として
、完全に満たされたキャリブレーション表が得られる。図２６の表＃１は、光線Ｒ2,3の
項目を示すのみであるが、処理は、Ｚ＝Ｚ１およびＺ＝Ｚ２用のすべての光線に対して行
われる。
【０１１９】
　図２０は、電子画像形成装置の光学要素に対して、２つの点Ｚ１およびＺ２で図７のキ
ャリブレーションステーションからＸ－Ｙキャリブレーション平面の点を例示する。Ｚ＝
Ｚ１であるときに、Ｘ－Ｙキャリブレーション平面のいくつかの点が画像形成されずに、
Ｚ＝Ｚ２のときに画像形成されることは明らかである。これらの点は、Ｑ方向でΔＱで示
され、Ｐ方向にも存在する。キャリブレーション表２は、これらを考慮に入れる。４つの
すべての象限でいくつかの点は、Ｚ＝Ｚ１では画像形成されなくてもよく、Ｘ－Ｙキャリ
ブレーション中にＺ＝Ｚ２で画像形成される。１７０で示される点は、Ｚの両方の値で画
像形成される。
【０１２０】
　上記から、本発明の１つの態様において、機械読取可能メモリが、スキャナによって走
査される物体の三次元情報を計算するのに使用されるスキャナ用に提供される。メモリは
、走査ユニット自体内にあってもよく、スキャナ用の別個のワークステーション内にあっ
てもよく、または、獲得された画像データを処理し物体の三次元モデルを作製するリモー
トコンピュータ等の計算装置内にあってもよい。メモリは、表等のスキャナ用のキャリブ
レーション関係を含むデータ格納場所のアレイを備える。キャリブレーション関係は、ス
キャナから２つの異なる距離に位置するキャリブレーション表面に投影されたパターンの
多数の部分用のピクセル座標と、２つの異なる距離用のパターンの部分のＸおよびＹ方向
の距離情報と、を識別する。メモリに格納されたキャリブレーション項目によって、走査
システムは、電子画像形成装置に投影パターンを反射する物体上の点用の三次元座標を計
算することができる。
【０１２１】
　スキャナは完全にキャリブレートされたため、未知の距離で且つ未知の表面構成を有す
る物体を走査する準備ができる。表面用のＸ、ＹおよびＺ座標の導出は、次のセクション
で説明される。
【０１２２】
　１画像当たりの３Ｄ点クラウドの導出（図６、ステップ６）
　図６および２６を参照して、単一のキャプチャされた画像用の三次元の空間座標の導出
を説明する。キャリブレーション中に完全に満たされた表１の項目により、スキャナは、
今や、未知の距離でいずれの物体用のＸ、ＹおよびＺ座標を導き出すことができる。スキ
ャナは、距離がＺ１とＺ２との間にあるときに、キャプチャされた画像の焦点が合うよう
に、もっとも正確であるが、この範囲外の距離は依然として、画像形成されデコードされ
ることが可能である。
【０１２３】
　第１に、電子画像形成装置５６が画像をキャプチャし、画像は、上記詳述のように、図
６のステップ８０および８２でパターン認識およびデコーディングを受ける。この処理は
、結果として、物体に投影されＣＣＤのピクセルによって画像形成されるパターンのすべ
ての線および着色ドット用にメモリに格納される１セットのピクセル座標になる。キャプ
チャされた画像のピクセルアドレスを図２６の表１の項目（キャリブレーション中に完全
に満たされた場合）と比較すると、三次元で、キャプチャされた画像のすべての点の座標
が得られる。
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【０１２４】
　処理は下記の通りである。
【０１２５】
　第１に、パターンの部分の公知の線および列番号、および、関連ピクセル番号が与えら
れ、表１を使用してキャプチャされた画像に見いだされた投影パターンのすべての部分の
Ｚ値を計算する。仮想平面Ｚ１から測定される、いずれの点用の、未知の距離Ｚ’は、下
記の通りである。
【０１２６】
【数１】

　ただし、ΔＺは、上述のキャリブレーション開始におけるＺ１からＺ２への距離である
。
【０１２７】
　例として光線Ｒ2,3を使用して、この光線がＸ方向のピクセル＃３５で画像形成される
のであれば、表１から下記の通り計算される。
【０１２８】

【数２】

　したがって、Ｚ’＝０．３７５×７．０ｍｍ、すなわち２．６２５ｍｍである。光線Ｒ

2,3を反射する物体上の点は、仮想平面Ｚ１から２．６２５ｍｍである。物体のすべての
他の点用のＺ値も、仮想平面Ｚ１に対して測定される。
【０１２９】
　今、表１（図２６）を参照して、空間におけるこの点のＸおよびＹ方向のｍｍ値を決定
し、表１のｍｍ項目に別の補間が実施される。下記の通り計算される。
【０１３０】
　パターンの線２、列３は知っているため（パターン認識およびデコーディングから）、
表１のｍｍ項目を補間する必要がある。
【０１３１】
　Ｘ値は、－１４．６と－１４．８との間であり　ΔＸ＝０．２ｍｍ
　Ｙ値は、－１４．４と－１５．８との間であり　ΔＹ＝１．４ｍｍ
　Ｘの真値＝ＸatZ1－（σ×ΔＸ）、同様に、Ｙの真値＝ＹatZ1－（σ×ΔＹ）である。
【０１３２】
　したがって、
　光線Ｒ2,3用のＸの真の値＝－１４．６－（０．３７５×０．２）＝－１４．６７５ｍ
ｍ
　光線Ｒ2,3用のＹの真の値＝－１４．４－（０．３７５×１．４）＝－１４．９２５ｍ
ｍ
　である。要約すると、光線Ｒ2,3を反射する物体の点用のＸ、ＹおよびＺ座標は、
　Ｘ＝－１４．６７５ｍｍ
　Ｙ＝－１４．９２５ｍｍ
　Ｚ＝－２．６２５ｍｍ
　である。
【０１３３】
　これらの点は図６のステップ８６で走査ワークステーション１６のメモリ４２に格納さ
れる。この処理は、キャプチャされた画像に記録される投影パターンのすべての光線Ｒn,

mに実施される。結果は、各キャプチャされた画像用に、空間における１セットの三次元



(31) JP 5269380 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

座標であり、ここでは「フレーム」と称される。この点のセットは、汎用コンピュータで
ほんの一瞬で計算することができる。
【０１３４】
　パターン認識、デコーディングおよび３Ｄ座標計算処理は、これから、歯の二次元ビッ
トマップ画像を参照して説明される。下記に記載される処理は、走査されるいずれの物体
でも同一である。
【０１３５】
パート３　デジタル印象の作製
　患者の生歯の完全三次元モデルを、本発明の走査システムから作製することができる。
この処理には、オペレータがスキャナ１４（図３）を生歯上を、好ましくは生体上で、動
かし、一連の画像のフレームを作製することを必要とする。フレームは、スキャナが歯上
を動くときに、少なくとも１秒間に１フレームの割合で得られる。顎全体の走査には、操
作上の制約および画像をキャプチャする際の途切れのため、３つの別々の走査オペレーシ
ョンまたは「セグメント」が必要である。走査が行われているときには、キャプチャされ
た画像のストリーム用に、図６の４つのステップが実施される。最終結果は、１セットの
フレームを走査ワークステーション１６のメインメモリに格納することである。フレーム
は、下記に詳述される様々なフレーム位置合わせ技術の１つまたはそれ以上を使用して、
位置合わせすることができる。ひとたびすべてのフレームが互いに対して位置合わせされ
ると、患者の生歯の完全三次元仮想モデルが、歯列矯正医のためにディスプレイされる。
このコンピュータモデルは、診断および治療計画に基礎情報を与える。全体的歯列矯正ケ
アシステムの治療計画態様に対する導入は、パート４に述べられる。
　図２７は、走査ワークステーション１６における信号処理前の、図１、２、３および４
のスキャナの電子画像形成装置５６によってキャプチャされた歯および関連解剖学的構造
物の二次元ビットマップ画像の例示である。図２７を調べると、画像は、歯および関連解
剖学的構造物から反射されるときに、投影パターンの様々な線および着色ドットを含むこ
とがわかる。これらの線および着色ドットが画像形成装置５６に画像形成される場所は、
歯および関連解剖学的構造物の三次元形状に関する情報を含む。
【０１３６】
　図６に戻って参照すると、第１のステップは、キャプチャされた画像におけるパターン
認識処理である。図２８は、パターン認識および除去操作を実施した後の図２７の画像の
例示である。除去操作は基本的に、パターン認識処理が、たとえば表面が焦点ずれである
ため（すなわち、スキャナ光学素子の範囲外）、線および着色ドットを検出することがで
きない場合に、これらのピクセル用にゼロピクセル値に戻す。
【０１３７】
　図２８の画像にデコーディング操作を行った後には、結果として、投影パターンのデコ
ードされた光線Ｒn,mが画像形成装置５６に画像形成された１セットのピクセル位置が得
られる。ステップ８４は、スキャナ用のメモリに格納された図２６のキャリブレーション
表＃１を使用して、すべてのそのような光線用に実施される。結果として、図６のステッ
プ８６で、画像のすべての点用に１セットの三次元座標が得られ、点クラウドは「フレー
ム」を備える。図２９は、データの単一「フレーム」の例示であり、すなわち、ここに記
載されるパターン認識、デコーディングおよび３Ｄ座標計算によって単一の二次元画像か
ら計算された走査された物体の三次元点クラウドである。
【０１３８】
　図３０は、図２９のクラウドの点の例示であり、その中で、クラウドの３つの隣接する
点が一緒に結合されて三角形表面を形成する。位置合わせ処理における三角形表面の使用
法は下記に記載される。図３１は、図３０に示された三角形表面から形成された三次元表
面の別の図である。図３２は、図３１の表面の図であり、平滑化アルゴリズムによって滑
らかにされ、物体の表面のより滑らかな表示を与える。１セットの三次元座標を取りそれ
らをコンピュータモニタにディスプレイするための市販の在庫品ソフトウェアが存在し、
そのようなソフトウェアを使用して三次元表面をディスプレイする（ユーザの所望による
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）。
【０１３９】
　図３３は、スキャナの電子画像形成装置５６によって得られたビットマップ画像の別の
例である。図３４は、図６のステップを実施した後の、図３３の二次元ビットマップ画像
から得られた三次元表面の平面図である。
【０１４０】
　図３５は、図３４に示された三次元表面の斜視図である。ソフトウェアプログラムによ
って、表面はいずれの自由度で回転することができ、表面の完全検査および目視分析を可
能にする。
【０１４１】
　スキャナおよび走査された物体は、走査された画像をキャプチャしている間に、互いに
対して動くため、大多数のフレーム用の三次元座標は互いに一致しない。言い換えると、
点は各画像用に異なる空間配向から画像形成されたため、物体上の所与の点用のＸ、Ｙお
よびＺ座標はフレームごとに変わる。したがって、物体の完全な全体的デジタルモデルを
作製するために、フレームを互いに対して位置合わせしなければならない。本発明は、フ
レームに実施されるべき様々な位置合わせ手順を提供し、他のフレームの物体の座標に対
して１つのフレームの物体の座標用に最良適合解法を見いだす。これらの位置合わせ手順
は、下記セクションに記載される。
【０１４２】
　図３６は、上顎および下顎の一連の走査から患者の生歯の完全三次元モデルを作製する
ために実施されるステップを例示するフローチャートである。ステップは、位置合わせ処
理への項目点を決定するステップ１９０と、１つのフレームを別のフレームへ位置合わせ
するフレームからフレームへの位置合わせ処理ステップ１９２と、セグメント（すなわち
、何らかの理由で走査が中断された走査の部分）を互いに対して位置合わせするためのセ
グメント位置合わせ処理１９４と、最後に、フレームが他のすべてのフレームに位置合わ
せされて、フレームからフレームへの位置合わせによって得られるよりも、わずかにより
正確な物体のモデルを得るための累積位置合わせ処理１９６と、を含む。用途によって、
ステップ１９４は必要でなくともよく、フレームからフレームへの位置合わせのみが必要
であってもよく、または、ユーザが累積位置合わせのみを望んでもよく、ステップ１９２
または１９４はまったく実施されないことが理解される。
【０１４３】
　位置合わせの結果として、スキャナによってキャプチャされたフレームからすべての点
を含む三次元モデルが得られる。そのようなモデルの例が、図３７Ａに示され、表面１９
９は、三次元空間におけるすべてのフレームの点の総計を示す。図３７Ｂは、表面の１つ
の小さなセクションを例示し、たとえば、３つのフレームから三次元空間の点を示す。
【０１４４】
　好ましい位置合わせ技術は、１セットの点を別のセットの点に位置合わせするのではな
く、先のフレーム（または一群のフレーム）によって形成された表面へ、フレームを備え
る１セットの点（三次元座標）を位置合わせすることに関与する。これは、例示された実
施形態に使用される比較的粗い投影パターンによる。
点は、物体の湾曲に比較して、密度が低くてもよい。図３７Ｃは、歯の走査から１つのフ
レームを示し、フレームの点は線によって接続され１セットの三角形表面を形成する。投
影パターンの粗さ（および点クラウドにおける広く間隔をおいた点）は、表面の所与の部
分が重なり合うフレームによって捉えられるという事実によって補償され、１つのフレー
ムの点から先のフレームの表面へ、または、先に位置合わせされた２つ以上のフレームに
よって規定された表面へ、位置合わせが行われる。ここに記載される位置合わせ処理によ
って、最終的に、三次元モデルの微細解像が可能になる。これは、図３７Ｄによって示さ
れ、歯のきわめて微細且つ高解像度の仮想モデルを作るために、互いに対して位置合わせ
された歯の走査用のすべてのフレームを示す。
【０１４５】
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　Ａ．位置合わせへの項目点（図３６のステップ１９０）
　位置合わせ処理は、１つのフレームすなわちフレームｉを別のフレームすなわちフレー
ムｉ＋１へ適合させるための開始点を必要とする。開始点は、例示の実施形態では、Ｘ、
ＹおよびＺ方向のフレームの重なり合う点の間のずれの大まかな計算である。先行技術の
システムは、スキャナと物体との公知の物理的配列のため空間的関係を予め良好に知って
いるが、本発明はそうではない。開始点は、１つのフレームと先のフレームとの間の（お
よび、１つのフレームと１セットの先のフレームとの間の）空間的関係の最初の想定であ
る。
【０１４６】
　ＸおよびＹ方向のずれを計算する方法は、図３８ＡからＣに例示される。図３８Ａから
３８Ｃは、ＸおよびＹ方向の二次元相互相関手順の例示である。手順は、図３９Ａおよび
３９Ｂの手順とともに、データの連続したフレームの間の位置合わせアルゴリズム内に最
初の項目点を見いだすのに使用される。
【０１４７】
　図３８Ａおよび３８Ｂから、フレームｉ＋１がフレームｉからＸおよびＹ方向へ動くの
を見ることができる。移動の量、ΔＸおよびΔＹを得るために、各列のすべてのピクセル
値を加え、一次元Ｙベクトルを獲得し、且つ、各欄のすべてのピクセル値を加え、一次元
Ｘベクトルを獲得することによって、画像はＸ軸およびＹ軸の両方に投影される。これは
、両方のフレームで実施され、結果として、Ｘframe iおよびＸframe i + 1、および、Ｙ

frame iおよびＹframe i + 1が得られる。ベクトルは平滑化され、投影されたパターンの
影響を抑える。
【０１４８】
　ΔＸを計算するために、フレームｉのＸベクトル（フレームｉ－Ｘframe i）およびフ
レームｉ＋１のＸベクトル（フレームｉ＋１－Ｘframe i + 1）の各値の間の差の絶対値
が、－ｘａ＜ｋ＜＋ｘｅの範囲内で変動する位置シフトで計算される。これらの値の合計
が、一定量のｋによってシフトされるＸframe iおよびＸframe i + 1の相似を表す。ｋの
最小値が決定される。この結果は、ΔＸ方向にシフトまたは移動を与える。
【０１４９】
　同一の処理がＹ方向にも実施される。図３８Ｃに見られるように、フレームｉが量ΔＸ
およびΔＹだけ動く場合、両方のフレームの重なり合う点は同一の値を有し、ピクセル値
の差の合計は、ほぼゼロになる。
【０１５０】
　図３９Ａおよび３９Ｂは、２つの連続したフレーム、すなわち、本実施例ではフレーム
１およびフレーム２用の、Ｚ方向における一次元相関手順の例示である。線２００は、点
クラウドに３つの隣接する点を接続することによって形成される、第２のフレームの三次
元表面を表す。点２０２のセットは、フレーム１を表す点クラウドの点を表す。Ｚのずれ
、すなわち、ΔＺを計算するために、フレーム２のすべてのＺ値の合計が取られ、結果を
点の数で割り、結果としてフレーム２の平均Ｚ値が得られる。同一のことがフレーム１に
も行われる。フレーム２の平均Ｚ値とフレーム１の平均Ｚ値との差が、Ｚのずれ、ΔＺで
ある。図３７Ｂは、量ΔＸ、ΔＹおよびΔＺだけフレーム１が移動した後の結果を例示す
る。結果は、フレーム１の点がフレーム２の三角形表面にきわめて近いということである
。ΔＸ、ΔＹおよびΔＺの値は、フレーム１に格納され、位置合わせ処理の項目点として
使用される。
【０１５１】
　Ｂ．フレームからフレームへの位置合わせ
　フレームからフレームへの位置合わせは、１つのフレームを別のフレームに位置合わせ
する処理であり、すなわち、移動および回転における最長適合が、フレーム内で重なり合
う点を互いに一致させることを見いだす処理である。フレームが順番に作製される場合、
フレームからフレームへの位置合わせは、第２のフレームから第１のフレームへ、第３の
フレームから第２のフレームへ、第４のフレームから第３のフレームへ、等の、位置合わ
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せを意味する。フレームからフレームへの位置合わせは、非常にすばやく実施することが
できる。走査システムのオペレータが、走査ワークステーションのモニタでフレームから
フレームへの位置合わせの結果を見ながら、依然として患者を走査しているというやり方
で、実施することができる。オペレータが見るものは、モニタ上の生歯の正確な三次元表
示であり、今まで走査された生歯の部分である。追加フレームが得られると、先のフレー
ムに位置合わせされ、コンピュータモデルに加えられる。走査が完了すると、コンピュー
タモデルをモニタ上で回転して、歯および解剖学的構造物のすべての関連部分が走査され
たか否かを検査することができる。ユーザはしたがって、フレームからフレームへの位置
合わせを使用して、走査結果に即座のフィードバックを得る。
【０１５２】
　図４０Ａから４０Ｄは、１セットのフレームのフレームからフレームへの位置合わせ処
理のフローチャートであり、各フレームは、走査された物体の三次元点クラウドから構成
される。各フレームは一般に、画像キャプチャ中にスキャナが動くため物体に対するスキ
ャナの異なる空間配向から作製され、したがって、フレームは、少なくともある程度、重
なり合う。位置合わせ処理を使用して、互いに対するフレームの間の最良適合を見いだし
、それによって、すべてのフレームから物体の表面の完全三次元仮想モデルを提供する。
フレームからフレームへの位置合わせの最終結果は、走査された物体の実質的に正確な三
次元モデルである。この物体は、コンピュータメモリの大きなセットの点座標によって表
される。
結果もまた、先のフレームに適合するために、各点のフレームがどのように三次元で移動
し回転しなければならないかに関する情報を提供する１セットの変換マトリクスとして表
される。
【０１５３】
　フレームからフレームへの位置合わせ処理は、反復性処理でもある。各反復の最後に、
三次元で２つのフレームが互いに対してどれほど「近い」かに関して比較が行われる。十
分に近くない場合は（「近さ」は、品質指数によって、すなわちミクロンで、絶対的に決
定される）、第１の反復を使用して、別の反復が行われる。フレームからフレームへの処
理は、ユーザがどれほど微細なまたは正確な位置合わせを望むかに依存して、何十または
何百もの反復が続いてもよい。２つのフレームの間で最良適合に到達した場合、または、
最大数の反復が起こった場合、処理は停止する。
【０１５４】
　図３９および４１から４３とともに図４０Ａから４０Ｄを参照すると、最初のステップ
２０９は、位置合わせ処理の項目点として実施される。このステップで、図３９Ａの処理
および先に記載した処理を実施して、フレームｉ－１およびフレームｉのＺ座標変換を行
う。基本的に、この変換は、両方のフレームのＺ座標値を個別に合計して、各フレームの
中央Ｚ値を求め、これらの中央値から差またはΔＺを求め、この量によって一方のフレー
ム（フレームｉ）をシフトし、そのフレームのすべての点のＺ座標をフレームｉ－１の点
に近づけることによって、実施される。ステップ２０９の理論的根拠は下記の通りである
。表面のＺ軸測定は、スキャナ運動の自由度を表す。Ｚ方向におけるスキャナ運動は、走
査されている物体に重大な新しい情報を提供しない。しかし、電子画像形成装置の焦点光
学素子のため（図７の１０８）、物体の目に見える表面は、スキャナが表面に対してＺ方
向にどれだけ動くかによって、わずかに小さくなるか大きくなるかし、一方、目に見える
区域の表面の中心（または、おおざっぱに言うと「重力の中心」）は、基本的に、Ｚ方向
運動とほぼ同一のままである。Ｚ座標変換ステップ２０９は、Ｚ表面座標を標準化するこ
とによってこの効果を排除する。この処理は、下記に記載されるステップ２の排除基準も
可能にし、それによって、重なり合わない点および浮遊データ点が位置合わせ処理から排
除される。
【０１５５】
　位置合わせ処理自体は、図４０Ａのステップ１、２０９で開始する。このステップでは
、フレームｉのすべての点からフレームｉ－１の表面への最小距離ベクトル２４８（Ｎ１
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、Ｎ２、．．．）が計算される。フレームの表面は、隣接する点を一緒に三角形または他
の多角形とともに接続することによって容易に得ることができる。フレームｉの各点用の
最小距離ベクトルは、下記の３つのベクトルのうちの最小である大きさを有する距離ベク
トルとして規定される。すなわち、１）三角形表面へ直角なフレームｉ－１の三角形表面
へ交差する点から最短のベクトル、２）フレームｉ－１の三角形表面の縁へ直交する点か
ら最短のベクトル、３）フレームｉ－１の最近点への点から最短のベクトルである。これ
は、法線ベクトル、すなわち上記タイプ１）であることが最も多いが、常にではない。図
４１の実施例において、最小距離ベクトル２４８は、フレームｉの点２５０からフレーム
ｉ－１の三角形表面２５２へ計算され、ベクトル２４８は表面２５２に対して直角である
。
【０１５６】
　ステップ２（図４０Ａの２１２）において、２つのフレームの間の重なり合わない点を
排除し、浮遊データ点を排除するために、３つの排除基準がステップ１の最小距離ベクト
ルに加えられる。第１に、フレーム１の境界要素（縁または点）に関係するすべての最小
距離ベクトルが排除される。第２に、一定の予め規定された値Ｒを超える量を備えて浮遊
データ点を示すと思われるすべての残りの最小距離ベクトルが排除される。第３に、スキ
ャナの見る方向に対して外側表面を形成する三角形表面のみが考慮に入れられる。すべて
の表面は、定義上、２つの側部を有する。「外側」表面は、スキャナに向けて配向してい
る物体の表面であるとみなしている。
【０１５７】
　ステップ３（２１４）では、すべての最小距離ベクトルＮ1．．．ＮNのベクトル合計が
計算される。これは、図４２に示され、ベクトル２５４はベクトル合計を表す。
【０１５８】
　ステップ４（２１５）では、ベクトル合計２５４にスカラー１／Ｎを乗じることによっ
て、中央値最小距離ベクトル（ｔ）が計算される。中央値最小距離ベクトルは、基本的に
、フレームｉ－１に良好に適合するためにフレームｉがどのようにＸ、ＹおよびＺ方向に
移動するべきかの目安を構成する。今や、位置合わせ処理は回転要因を計算する必要があ
り、これはステップ５から８によって説明され、フレームｉ－１に良好に適合するために
フレームｉがどのように回転しなければならないかを示す。
【０１５９】
　ステップ５（２１６）では、中央値最小距離ベクトルのＸ、ＹおよびＺ構成要素が、フ
レームｉのすべての点から引かれる。これは、フレームｉ座標のコピーを作り、手順の中
間ステップとしてコピー上で操作することによって実施され、フレームｉからの基礎とな
るデータは変更されない。同一のステップで、ステップ２によって排除されていないフレ
ームｉの点の「質量中心」が計算される。「質量中心」は、点の数の逆によってスケール
されたすべての言及点の位置ベクトルのベクトル合計として規定される。
【０１６０】
　ステップ６（２１８）では、フレームｉのすべての点用に２つのベクトルのクロス乗積
の計算が行われる。図４３を参照すると、２つのベクトルは下記の通りである。すなわち
、１）ステップ５で計算されたようにフレームｉの残りの点の質量中心のベクトルによっ
て減じられた、グローバル座標システムの基点２５３からフレームｉの点へ拡張する位置
ベクトルＶｉ、および、２）その点用に識別された最小距離ベクトルＮｉである。
【０１６１】
　ステップ７（２２０）では、ステップ６で計算されたクロス乗積のベクトル合計の計算
が行われ、これは、フレームｉのすべてのｉ点用に正味クロスベクトル
【数３】

であり、ただし、ｘはクロス乗積演算子である。
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【０１６２】
　ステップ８（２２２）では、ステップ７のベクトル合計が、フレームｉの点の位置ベク
トル（Ｖｉ）のすべての二乗の合計の逆に対して重みづけされ、回転ベクトルＵに到達す
る。Ｕは、下記のように解釈される。すなわち、Ｕの方向は回転軸を与え、Ｕの大きさは
回転の角度または量である。特に、Ｖｉを座標システムの基点からすべての点の頂点への
位置ベクトルであるとみなし、且つ、Ｎｉを上記規定された最小距離ベクトルであるとみ
なすと、下記のように重みづけされる。
【０１６３】
【数４】

　この重みづけの背景にある推論は下記の通りである。距離ベクトルを線状ばね要素の実
現と仮定すると、クロス乗積のベクトル合計は、両方のフレームの間に作製された集合モ
ーメントまたは回転矛盾を表す。フレームｉの位置とその最終位置との間の逸脱が小さい
場合、回転モーメントが必要な調整の方向も決定すると想定することができる。位置ベク
トルの二乗の合計の逆の補助によるスケーリングは、フレームｉのグローバル展開を考慮
する。すなわち、中心からの点の距離が大きくなればなるほど、回転モーメントと、現在
の位置と目標位置との間の角度と、の割合が大きくなる。グローバル的には、上述の因子
（位置ベクトルの二乗の合計の逆）がこの割合を説明する。
【０１６４】
　適切なスケーリング因子の導出は、決して正確な計算ではない。しかし、すべての経験
的ケースにこの因子を使用して、重なり合う領域および変換の実行を規定する反復が集束
することがわかった。
【０１６５】
　ステップ９では、ステップ８の結果が、経験的「加速因子」ｆでスケールされる。因子
ｆは、この集中をできる限り加速するように作用する。１よりも大きいｆの値が、比較的
大きい回転変位には適切であるが、いずれにせよ経験的に決定されなければならない。
【０１６６】
　ステップ１０（２２６）では、ステップ９の結果が回転の軸として解釈され、その大き
さが、両フレームの局所重なり合い区域が互いに中にあるようにするためにフレームｉが
回転しなければならない量を示す。回転ベクトルの大きさは、フレームｉがそのまわりを
回転しなければならない角度として解釈される。
【０１６７】
　フレームｉ用の回転変換マトリクス［Ｔ］（Ｒ）が計算される。この公式は、ステップ
９から生じる回転ベクトルをどのように転換するかを示し、ただし、βは、フレームｉの
フレームｉ－１に対する重なり合い区域に適合するのに必要な回転角度に等しい正味クロ
スベクトルの元々の長さであり、ｕはＵの単位ベクトルであり、
【数５】

であり、構成要素ｕx、ｕy、ｕzを備える。
【０１６８】
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【数６】

閉鎖方式で移動および回転の変換を計算するための独特の変換演算子を得るために、４×
４マトリクス表示が使用される。４×４表示と３×３マトリクス［Ｔ］（Ｒ）によって表
される三次元回転との間の関係は下記の通りである。
【０１６９】

【数７】

４×４表示とベクトル（ｔ）によって表される三次元変換との間の関係は、下記の通りで
ある。
【０１７０】

【数８】

この４×４マトリクスを三次元ベクトルに適用するために、下記の転換が行われる。すな
わち、三次元ベクトルは、４ベクトルの最初の３つの構成要素を三次元ベクトルの構成要
素で識別するが、第４の構成要素は常に固有であることによって、四次元ベクトル空間に
変換される。（ｘ、ｙ、ｚ）Ｔ→（ｘ、ｙ、ｚ、１）Ｔ

　ステップ１１（図４０Ｃの２２８）では、フレームｉ用の変換マトリクス［Ｔ４］（ｉ
）が、回転マトリクス［Ｔ４］（Ｒ）（右から）にステップ４からの変換マトリクス［Ｔ
４］（ｔ）を乗じることによって計算される。［Ｔ4］（ｉ）＝［Ｔ4］（Ｒ）［Ｔ4］（
ｔ）。
【０１７１】
　あるいは、フレームｉの点クラウドを、回転マトリクスおよび変換ベクトルによって別
個に独立して操作することができる。
【０１７２】
　ステップ１２（２３０）では、図４０Ａのステップ１（２１０）で計算された最小距離
ベクトルの二乗の合計の平方根の計算が行われ、これは、この反復における位置合わせの
近似因子品質を示し、下記の値ＭＡである。ステップ１２（２３２）では、近似因子ＭＡ
が、品質指数または成功位置合わせを示す閾値（たとえば５０ミクロン）に比較される。
値ＭＡが品質指数よりも大きければ、位置合わせ処理は別の反復を繰り返される。ステッ
プ２３４に示されるように、ｉ番目のフレームのすべての点が、変換マトリクス［Ｔ４］

iの操作によって更新される。処理は２３６に示されるようにステップ１へ戻り、ステッ
プ１から１３の別の反復が実施される。
【０１７３】
　近似因子ＭＡが品質指数よりも小さい場合には、位置合わせ処理は次のフレームへ進む
。図４０Ｄに示されるように、ステップ１４で処理は、変換マトリクス［Ｔ４］ｉの適用
後に、次のフレーム（フレームｉ＋１）およびフレームｉを検索する。ステップ１５（２
４０）では、フレームｉおよびフレームｉ＋１用に、ステップ１から１４の反復処理が繰
り返される。この処理は、ステップ１６（２４２）に示されるように、すべてのＮフレー
ムが位置合わせされるまで続く。処理の最後で、結果として、三次元モデルを備える１セ



(38) JP 5269380 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

ットの点、および、フレームの各々（第１のフレーム、すなわちフレーム１以外）用の１
セットの変換マトリクス［Ｔ４］2から［Ｔ４］Nが得られ、これを使用して三次元モデル
を作製する。フレーム１等の１つのフレームは、第１に作製されたフレームであり、位置
合わせ用の開始フレームとして選ばれ、そのフレーム用の変換マトリクスはない。
【０１７４】
　図４５は、正味法線ベクトル、三角形表面、クロスベクトル等を計算するときに使用さ
れるフレームの点の数を除去するかまたは制限するために、範囲変数Ｒを使用することが
できることを例示する。範囲変数Ｒの目的は、先のフレームの三角形表面からかけ離れた
浮遊データ点を選別して除くことである。浮遊データは、変換マトリクスの項目をゆがめ
、品質指数が満たされるまで反復の数を増やすという影響を有する。Ｒは、１ｍｍであっ
てもよく、または、１／５０ｍｍ等のようにずっと小さくてもよい。
【０１７５】
　図４６は、フレームからフレームへの位置合わせ処理が終了する２つの方法を例示する
。線２６０によって示されるように、近似因子が閾値、ここでは３０ミクロン、よりも下
になるときに、処理は終了してもよい。あるいは、近似因子が、図４０のステップ１から
１３のさらなる反復にもかかわらず、品質指数よりも上の値で横ばい状態になることがあ
る。これは、線２６２によって示される。近似因子ＭＡが、１０反復後、１反復につき少
なくとも何らかの量（たとえば１パーセント）改良されない場合、処理は完了したと判断
される。ここで、記号表示ｘは、先の反復からその反復までの品質指数の改良の量が最初
に閾値、たとえば１パーセント未満になった反復を示す。
【０１７６】
　Ｃ．顎全体の累積位置合わせ
　上記のように、累積位置合わせは、フレームからフレームへの位置合わせの代替または
改良である。これら２つの差は、フレームからフレームへの位置合わせは、１つのフレー
ムを別の１つのフレームに位置合わせするだけであるのに対し、累積位置合わせは、１つ
のフレームを２つ以上のフレームに位置合わせし、たとえば、１つのフレームが、すべて
の先に位置合わせされたフレームに位置合わせされるということである。実施することが
できる多数の種類の累積位置合わせがあり、そのうちの数例をここに挙げる。累積位置合
わせの利点は、結果として得られる三次元モデルがより正確であることである。不利な点
は、累積位置合わせは、大幅にコンピュータ集約的になり、したがって、現在市販の低コ
ストのマイクロプロセッサまたはコンピュータを使用して実施するには多くの時間が必要
であるということである。
【０１７７】
　図４７Ａおよび４７Ｂは、１つの可能な累積位置合わせ手順の簡略化した例示である。
図４７Ａは、フレーム２の三角形表面とフレーム１の点とを示す。図４７Ａに表される点
および表面は、実際には三次元である。フレーム２をフレーム１に位置合わせした後に、
フレーム３を準備する。フレームからフレームへの位置合わせとは異なり、フレーム３は
、フレーム１とフレーム２との両方に位置合わせされる。言い換えると、三角形表面はフ
レーム３の点上に形成され、最小距離ベクトルはフレーム１およびフレーム２（フレーム
１への位置合わせ後）の点の各々用に計算され、図４０の他のステップが実施される。各
新しいフレームが検索されるときには、先の位置合わせの後に、すべての先のフレームか
らの点の総計へ位置合わせされる。
【０１７８】
　図４８Ａから４８Ｃは、１つの可能な累積位置合わせ処理のフローチャートである。ス
テップＡ（２７０）では、第１のフレームの点がメモリから検索される。
【０１７９】
　ステップＢでは、第２のフレームの点がメモリから検索される。
【０１８０】
　ステップＣでは、変換マトリクス［Ｔ］2がフレーム２用に検索される。この処理は、
たとえば、フレームからフレームへの位置合わせを実施した後に、各フレーム用の変換マ
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トリクスが既に生成されていることを想定する。
【０１８１】
　ステップＤでは、変換マトリクス［Ｔ］2がフレーム２に加えられる。
【０１８２】
　ステップＥでは、変換マトリクス［Ｔ］2がフレーム２に加えられた後に、フレーム１
の点のフレーム２の点への位置合わせが実施される。基本的に、図４０Ａから４０Ｂのス
テップ１から１１が実施される。
【０１８３】
　ステップＦでは、位置合わせの品質が閾値未満であるか否かに関するチェックが行われ
る。そうでなければ、位置合わせが再度実施される（新しい変換マトリクスによって更新
されたフレーム２の点で）。ステップ２７８および２８０は、品質閾値が満たされるかま
たは最大数の反復が起こるまで、何回も何回も繰り返し実施される。
【０１８４】
　指数が満たされるかまたは最大数の反復に達すると、処理はステップＧ（２８２）へ進
む。［Ｔ］2’で示されるフレーム２用の新しい変換マトリクスが獲得され格納される。
【０１８５】
　ステップＨでは、新しい変換マトリクス［Ｔ］2’がフレーム２の点に加えられる。
【０１８６】
　ステップＩでは、フレーム２の新しい変換された点が「グローバルコンテナ」に加えら
れる。グローバルコンテナは、単に、フレーム１からの点および変形されたフレーム２の
点を含むメモリ位置である。
【０１８７】
　ステップＪでは、フレーム３およびその変換マトリクス［Ｔ］3がメモリから得られる
。
【０１８８】
　ステップＫでは、変換マトリクス［Ｔ］3がフレーム３の点に加えられる。
【０１８９】
　ステップＬでは、グローバルコンテナのすべての点に対して、変形されたフレーム３の
位置合わせが実施される。図４０のステップ１から１１が実施される。
【０１９０】
　ステップＭでは、品質指数が閾値より下であるか否かに関するチェックが行われる。そ
うでなければ、位置合わせ処理の別の反復が実施される。品質指数が閾値より下になるか
または最大数の反復に達するまで、これは繰り返される。
【０１９１】
　指数が満たされる（または最大数の反復に達する）と、処理はステップＮへ進む。新し
い変換マトリクス［Ｔ］3’が獲得され、メモリに格納される。
【０１９２】
　ステップＯでは、この新しい変換マトリクスがフレーム３の点に加えられる。
【０１９３】
　ステップＰでは、変換操作が実施された後に、フレーム３の点がグローバルコンテナに
加えられる。
【０１９４】
　ステップＱでは、Ｎフレームの残りに対して、図４８のステップＡからＰの処理が実施
される。
【０１９５】
　ステップＲでは、すべての変換マトリクス［Ｔ］2’…［Ｔ］N’が、バックオフィスサ
ーバのハードディスクに格納される。完成したグローバルコンテナ（完全三次元モデル）
が再度、後の日付で（または別のワークステーションに）作製される必要があるときには
いつでも、これらの変換マトリクスが使用される。モデルは、単に、［Ｔ］2’…［Ｔ］N

’を、フレーム２…Ｎを備える未加工のフレームデータへ加えることによって作製される
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。
【０１９６】
　ステップＳでは、グローバルコンテナがユーザにディスプレイされる。これは、バック
オフィスサーバ２８のモニタに、または、走査ステーション１６のモニタ２０に行うこと
ができる（図１）。グローバルコンテナは物体のデジタル表示であるため、コンピュータ
ネットワークにわたって運ばれ、別の端末によってディスプレイされ、共有されることが
可能である。たとえば、バックオフィスサーバがインターネットへの接続を有する場合、
モデルはインターネットによって精密器具サービスセンター２６へ運ばれ、そこでディス
プレイされることが可能である。また、たとえば、様々な歯列矯正医、歯周病医または歯
科専門医の間で共有されることが可能であり、そのため、彼らは遠隔で患者を共同して研
究することができ、協力してケアを計画することができる。
【０１９７】
　図４９は、１セットのフレームの例示であり、図４８に述べられた累積位置合わせから
の変形を例示する。図４９では、フレームからフレームへの位置合わせの順番とは異なる
順番のフレーム位置合わせが実施される。特に、フレームからフレームへの位置合わせお
よび図４８の累積位置合わせが、フレームが得られる順番で実施される。これは、そうで
ある必要はない。事実、「隣接」に基づいた順番でフレームを位置合わせすることによっ
て、すなわち、物体の特定の部分を画像形成するすべてのフレームを一緒に位置合わせし
なければならないという概念に基づいて（または、１つずつ位置合わせされるという順で
）、より正確な位置合わせを得ることができる。位置合わせの順番は、数字の左側の欄に
よって示される。図４９の右側は単に、各フレームが１セットの点用のＸ、ＹおよびＺ座
標から構成されることを例示するだけである。フレームは、同一数の点を有する必要はな
く、通常は有さない。
【０１９８】
　図４９において、位置合わせ順番は、他のフレーム用の表面の位置に対する所与のフレ
ーム用の物体の表面の位置に基づいている。図５０は、１セットのフレームの簡略化され
た例示であり、フレームが得られた順番を示し、フレームの他のフレームに対する隣接は
、図４９に示される位置合わせ順番を基礎としている。フレーム７（Ｆ７）は選ばれた開
始フレームである。したがって、フレーム７を囲繞するフレームが次に位置合わせされる
。これは、図のように、Ｆ７、Ｆ３、Ｆ４、Ｆ１１、Ｆ１２、Ｆ６…である位置合わせの
順番によって示される。
【０１９９】
　図５１は、１セットのフレームの別の例示であり、フレームの位置合わせは、図４９の
方法にしたがって実施される。位置合わせの順番は、フレームの右の欄の数字によって示
される。フレーム２、３、６および７等のマーキングは、これらのフレームが位置合わせ
されたことを示す。マーキングは、単に、図４９および５０の位置合わせ手順中にフレー
ムが削除されないことを保証するためのチェックとして、どのフレームが位置合わせされ
たかをコンピュータが記録を取っておくのを例示する方法である。他のフレーム、たとえ
ば、フレーム４および５を選択する方法は、数多くの基準に基づくことができ、たとえば
、フレームを獲得する順番、既に位置合わせされた他のフレームに対する隣接、等である
。
【０２００】
　図５２は、すべての連続位置合わせ用の基線として第１に捉えられたフレーム（Ｆ１）
に基づいた累積位置合わせの例示である。これは、本質的に図４８の技術である。図５３
は、代替位置合わせ手順を例示し、フレームのセットの各フレームは、フレーム位置合わ
せ処理の１反復で、逐次順で、物体の累積位置合わせ三次元モデルに位置合わせされる。
次に、累積三次元モデルを更新し、各フレームの変換マトリクス［Ｔ］用に更新された値
で位置合わせ処理を繰り返す。品質値が容認可能な範囲内に入るまで、または、所定の数
の反復が実施されるまで、処理が続く。累積位置合わせにはさらに別の可能性も存在する
。どれを使用するかの選択は、利用可能な計算資源、その技術用に累積位置合わせを実施
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するのに必要な時間の量、および、望まれる正確度に依存する。
【０２０１】
　図５４は、ワークステーションコンピュータ（たとえば、走査ステーションまたはバッ
クオフィスサーバワークステーション）のスクリーンショットであり、利用可能な位置合
わせパラメータと、フレームからフレームへの位置合わせまたは累積位置合わせのいずれ
かを実施する際に位置合わせを最適化するために変わることができる変数と、を示す。パ
ラメータは、走査される物体の種類、位置合わせから結果を得るために必要な時間の量、
物体に対してスキャナが動く速度、および、重なり合いの量等に依存して、大幅に変動す
ることができる。図５４は、ユーザが、適当であると思う位置合わせ手順を選択し修正す
ることができるのを例示する。２つの異なる種類の位置合わせがここで示され、すなわち
、品質指数（「距離限界」）が２５０ミクロンである「未加工」の位置合わせと、品質指
数が５０ミクロンへ減じられる微細位置合わせと、である。距離限界は、法線ベクトルの
二乗の合計の平方根をフレームの点の数で割ったものとして計算される。「静止カウント
」という用語は、品質指数にほとんどまたはまったく改良が見られなくなるまで続く反復
の数を示す。半径値は、図４５に示されるフィルタＲを意味する。収束因子０．１０は、
静止カウントが開始する前に、連続するフレームの間に必要な最小量の改良を意味する。
収束因子は、ｉ番目の反復およびｉ－１番目の反復の品質指数の二乗の差を取り、ｉ番目
の反復の品質指数の二乗で割ることによって、計算される。
【０２０２】
　位置合わせする点の数は、位置合わせを試みるのに必要な（境界Ｒ内の）点の重なり合
いの最小量を示す。「加速」因子が示され、値は１．６である。これは、加速因子を乗じ
た正味法線ベクトルの量によって、変換マトリクスのＸ、ＹおよびＺ方向に点が動くこと
を意味する。加速因子を使用することによって、品質指数を満たすのに必要な反復の回数
を減じることがわかった。
【０２０３】
　最大反復カウント値は、処理を稼働からエンドレスループに保つストップ値である。オ
ーバーラップサイズ値は、ｍｍ2で、位置合わせが実施されるサイズの限界である。これ
は、位置合わせアルゴリズムから浮遊点を選別して除くよう作用する。活動点の最小割り
当ては、位置合わせを試みる前の２つのフレームの間の重なり合いの最小量であり、１の
分数で表される。最大三角形サイズは、三角形のサイズが大きすぎ、浮遊データ点を示す
三角形のサイズを除去するフィルタである。最大縁長は、単に、三角形表面の１つの一方
の側の最大許可長である。
不成功ファイルの最大カウントは、位置合わせ処理の失敗が宣言される前の、不成功の一
連の位置合わせの数である。
【０２０４】
　図５５は、１セットのフレームの２つのフレーム用の図４０にしたがったフレームから
フレームへの位置合わせを示すワークステーションコンピュータからのスクリーンショッ
トである。フレームからフレームへの反復に図５４に示される様々なパラメータを選択し
て使用する。この場合、フレーム４７がフレーム４６に位置合わせされている。フレーム
４６の表面が白で示され、フレーム４７がダークトーンで示される。図５５の左手側は各
反復の結果を示し、稼働時間、反復の数、重なり合う点の数、１の分数で表されるフレー
ム（Ｕ）の間の重なり合い、品質指数ＭＡ、および、フィルタＲの値を含む。３反復後、
粗い位置合わせの品質指数が満たされた。処理は、微細位置合わせで続いた。一連の微細
位置合わせ反復が実施された。品質指数ＭＡが各位置合わせ反復で改良することに注意さ
れたい。
【０２０５】
　歯の典型的走査におけるフレーム２のフレーム１に対する位置合わせの、最後の２０反
復からのデータ、および、最終結果が、図５６に示される。４５反復後に、３０ミクロン
の距離限界が満たされた（ＭＡ＝２７．６８６ミクロン）。画像ではフレーム１とフレー
ム２とが本質的に等しい量であるように、フレーム１（白）およびフレーム２（ダークト
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ーン）が図的表示されることに注意されたい。これは、フレーム１と２との間に「最良適
合」が達成されたことを示す。
【０２０６】
　Ｄ．セグメント位置合わせ
　歯等のいずれの物体を走査するときには、走査のオペレータが１回の走査通過で物体の
すべての表面をキャプチャすることができないという状況が発生することもある。中断は
、１か所から到達するには不可能である場所へスキャナを物理的に動かさなければならな
い必要性のため、患者のために走査することから休憩を取る必要性のため、または他の理
由のため、である。単一の顎の歯を走査するときには、走査は一般に、２つまたは３つの
異なるセグメントで実施される。第１に、顎の一方の側部が走査され、次いで顎の前部、
そして顎の他方の側部が走査される。この状況では、物体の３つの異なるセグメントがあ
る。一般にフレームからフレームへの位置合わせを使用して、各セグメントのすべてのフ
レームが互いに対して位置合わせされる。次いで、セグメントが互いに対して位置合わせ
される。これを行った後に、顎全体の累積位置合わせが実施される。
【０２０７】
　セグメント位置合わせを実施するために、１つのセグメントの少なくとも１つの点が他
のセグメントに共通であることを示す何らかの方法がなければならない。セグメント位置
合わせは、したがって、セグメントの間にいくらかの重なり合いを必要とする。走査ワー
クステーションは、２つの異なるセグメントが重なり合う少なくとも１つの点を指摘する
機構を提供する。歯を走査する場合には、スキャナのオペレータは一般に、顎の両側部の
走査および歯の前部の走査に、犬歯を含む。オペレータは、側部および前部セグメントで
これらの歯を走査するように指示されることもある。したがって、セグメント位置合わせ
は、ユーザがセグメント位置合わせを実施するために使用する犬歯上の点を選択するかま
たは指摘することによって進む。ここで「ランドマーキング」と称される手順を使用して
、セグメントを位置合わせするのに使用される点を選択する。物体を完全に走査するため
に２つ以上のセグメントを使用した他の種類の物体を走査するときに、類似処理が行われ
ることが理解される。
【０２０８】
　Ｅ．ランドマーキング
　図５７は、患者の上前歯（セグメント１）の、このセグメントのフレームからフレーム
への位置合わせ後の、三次元モデルの図的表示を示すスクリーンショットである。ユーザ
は、治療計画の予備ステップとして、且つ、走査された上顎の重なり合うセグメントを互
いに対して位置合わせして上顎および関連生歯の完全モデルを計算するステップとして、
犬歯にランドマークを加える。
【０２０９】
　図５７に示されるランドマーキングの目的は、前部走査および２つの側部走査に共通す
る犬歯上に点を選択することである。ランドマーキングは、不正咬合を修正する器具の一
部として歯列矯正ブラケットを配置するために適切な場所である歯の唇側表面の点にも行
われる。ランドマークは、点の場所および配向の両方によって特徴づけられる。ランドマ
ークを配置するために、ユーザは、番号３０１の列によって示される歯の番号をクリック
し、ランドマークを配置したい犬歯の表面に、マウスでカーソルをドラッグする。次いで
カーソルを解放すると、ランドマーク３０２が歯に表れる。ランドマークは、歯の切縁へ
向かなければならない矢印３０４を有する。ユーザは、単にランドマークをクリックしマ
ウスを一方の方向へまたは他の方向へ回すことによってランドマークを回転して、矢印を
適切な配向に配置することができる。各ランドマークが配置されるときに、歯の番号の下
のボックスが、３０６で示されるようにハイライトされる。
【０２１０】
　図５７に示される歯番号づけ規則は下記の通りである。第１の数字は、患者の生歯の象
限を示し、１は上側右、２は上側左、３は下側左、４は下側右である。
第２の数字は歯の番号であり、１は切歯である。このようにして、ランドマークは、歯１
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３および２３、すなわち、上側犬歯に配置される。
【０２１１】
　これらの犬歯はそれぞれの側部走査に重なり合うため、且つ、ランドマークが配置され
る歯の唇側表面上の点のＸ、ＹおよびＺ座標がコンピュータに割り当てられるため、図５
７に示される前部セグメントを２つの側部セグメントに位置合わせすることが今や可能で
ある。このセグメント位置合わせが今、実施される。
各セグメントの間の重なり合うフレームは、互いに対して、または他のセグメント全体に
対して、位置合わせされることが可能である。
【０２１２】
　セグメント位置合わせを実施した後に、図４８の手順にしたがって顎全体の累積位置合
わせが実施される。累積位置合わせを実施した後に、顎全体の仮想三次元モデルが、バッ
クオフィスサーバワークステーション２８のモニタで歯列矯正医に呈される。
【０２１３】
　走査が１回の通過で行われる場合、たとえば、プラスターモデルに実施される場合、セ
グメント位置合わせの必要はない。ランドマーキングステップは、その場合は排除されて
もよいが、それにもかかわらず、仮想モデルの歯物体に仮想ブラケットを配置するステッ
プとして実施されてもよい。
【０２１４】
　患者のための治療を計画するに当たり、歯列矯正医は、歯を、患者の不正咬合を修正す
るために互いから独立して動くことができる個別の歯物体として概念化する。さらに、歯
列矯正医は、印象から患者の生歯の物理的モデルを作り、モデルから歯を切断し、次いで
、不正咬合を修正する目標状況を提供するために歯を互いに対して個別に動かすように訓
練されている。したがって、バックオフィスサーバワークステーション２８は、歯列矯正
医が患者の生歯の仮想三次元モデルでこれを行うことを可能にする双方向治療計画ソフト
ウェアを含む。この治療計画を行うために、したがって、歯を歯肉および他の解剖学的構
造物から分離し、歯の歯冠のみを歯列矯正医に呈することによって、累積位置合わせから
生じる三次元モデルを処理することが高度に望ましい。これによって、仮想個別歯物体が
、コンピュータ上で三次元で個別に動くことができる。歯を累積位置合わせから個別の歯
物体に分離するこの処理は、次に記載される。
【０２１５】
　下記に記載される分離処理は、１つのさらなる利点を有し、すなわち、個別の歯を表す
ために必要なメモリが少ない。累積位置合わせは、結果として、いずれの所与の歯を表す
ために、多数のフレームから非常に多くの数の点になる。下記に記載されるように分離処
理は、このデータのセットを、歯の表面を表す単一の表面を記載する点の単一のセットへ
減じる。この結果として、治療計画ソフトウェアは、歯の治療計画ステップをより早く進
めることができる。
【０２１６】
　Ｆ．個別歯物体への歯の分離（歯モデリング）
　図５８Ａから５８Ｆは、走査された歯から個別歯モデルを作製するのを示す一連の例示
である。この処理をこれから詳細に説明する。
【０２１７】
　図５８Ａは、走査された生歯および歯３０８を囲繞する関連解剖学的構造物を示す。こ
の歯は、図５７に示される歯番号づけ規則では歯番号１４である。バックオフィスサーバ
ワークステーションは、上顎および下顎の各歯用の三次元仮想テンプレート歯物体を格納
する。歯番号１４用のテンプレート歯３１０は、図５８Ｂに示される。テンプレート歯３
１０物体は、歯の境界を規定する点の単一セットを有する三次元歯物体である。図５８Ｃ
に示されるように、テンプレート歯３１０は、歯３０８とほぼ同一の空間的位置に位置決
めされる。ランドマーク３０２は、テンプレート歯が適切に軸回転するのを補助し、これ
を歯３０８に対して適切に適合させる。テンプレート歯は、唇側ランドマーク３０２にし
たがって生歯の点クラウドに配置される。テンプレート歯は、生歯の点クラウドにできる
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だけ近い点を得るために、ユーザによって大きい縮尺にされるかまたは小さい縮尺にされ
るか、または、任意に位置決めされるかすることができる。
【０２１８】
　図５８Ｄに示されるように、テンプレート歯の点から歯３０８の走査された点クラウド
へベクトルが引かれる。表面のそれぞれの部分が走査中にどのくらいの頻度でカバーされ
るかに依存して、各光線が数表面に交差する。各ベクトル用に表面が選択される。最小の
三角形が選択されることが好ましいが、これは、この表面が、スキャナが生歯表面に対し
てより垂直配向に位置決めされたときにスキャナによって取られる画像に対応し、結果と
して表面のその部分の座標の決定がより正確になるからである。別の可能性として、無関
係な表面を使用しないことを保証するためにフィルタを使用して、最外表面が選択される
。すべてのベクトルによって交差された表面のこれらの点は、新しく作製された三角形表
面として結合され、したがって、図５８Ｅに示される１つの一貫した表面を形成する。次
いで、最後に、歯の失われた部分がテンプレート歯から完成される。結果が、図５８Ｆに
示される。第２の通過において、この作製された物体が次いでテンプレート歯として使用
され、図５８Ｃから５８Ｆによって示されたステップが反復式に繰り返される。これは、
元々のテンプレート歯と走査された点クラウドとの間に大幅な差があるときでさえ、たと
えば、走査データのギャップ、歯の異なる外形があるときでさえ、アルゴリズムが働くこ
とを確実にするために行われる。目的は、密接に適合するテンプレート歯物体を必要とし
ないアルゴリズムを提供することである。
【０２１９】
　最終結果は、個別の三次元仮想歯物体３１２であり、図５９に示されるように、ユーザ
にディスプレイされる。結果は、オリジナルデータの三次元重ね合わせ（白）および歯の
分離したモデル（よりダークなトーンまたは対照的な色）として、ワークステーションユ
ーザインターフェースにディスプレイされてもよい。
これらのトーンによって、ユーザは、走査された歯３０８と個別の歯物体３１２との間の
良好な適合を示す、白およびダークトーンの均一な分布があるか否かを確かめることがで
きる。このステップは、差（または差の合計）を検出するアルゴリズムによって自動化さ
れてもよく、差が大きすぎる場合には処理を繰り返す。
【０２２０】
　この処理は、当然ながら、すべての歯に対して実施される。結果は、患者の生歯におけ
るすべての歯の１セットの個別歯物体である。歯は、単独で、または、図５９に示される
ような囲繞する解剖学的構造物とともに、ディスプレイされることが可能である。
【０２２１】
　人間の何らかの相互作用が、図５８の関係で上述の実施形態に使用される。歯列矯正ク
リニックのワークステーションで両方の歯列弓のすべての歯に処理を実施することができ
るが、それは必要ではない。特に、生歯の仮想モデルおよびテンプレート歯がメモリ内で
デジタルデータとして存在するため、それらは遠隔場所へ運ばれることが可能であり、生
歯を仮想歯物体に分離する作業は、別の場所で実施することができる。これは、クリニッ
クのバックオフィスワークステーションまたはサーバ２８に過度に提携せず、クリニック
で必要な労働が少なくなるという利点を有する。したがって、機能が、図１の精密器具サ
ービスセンター２６のサービスとして実施され、または、おそらく、必要なコンピュータ
ハードウェアおよびソフトウェアを備えた他の事業体またはサービス提供業者によってさ
え実施されることを企図する。ひとたび仮想歯物体が生歯のすべての歯に得られると、セ
ットの仮想歯物体が、インターネットによって治療計画または他の目的のためにクリニッ
クへ送り戻される。歯物体の分離を実施する事業体が、当初提案された治療を歯列矯正医
へ呈することも可能であり（目標状況、ブラケットの場所、歯列矯正アーチワイヤの設計
等）、歯列矯正医にそれから処理を取らせるかまたは単に自分の提案を指摘する。
【０２２２】
　生歯の仮想モデルから歯を分離することは、歯の切縁、歯の間の溝および歯肉と歯との
間の交差を示す溝を検出するアルゴリズムを使用して、自動的に実施することもできる。
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【０２２３】
　歯物体を他の構造物（たとえば、他の歯および歯肉）から分離するときに、２種類のエ
ラーが発生する可能性がある。すなわち、１）実際にはその歯に属さないたとえば歯肉お
よび隣接する歯等のデータが歯用に選択される、２）その歯に属するデータが無視される
、である。
【０２２４】
　最初の問題には、モデル化処理を実施しているワークステーションに消去モードを提供
することによって対処する。このモードにおいて、たとえば、不必要な区域をマウスでハ
イライトして消去アイコンをクリックするか、または他の類似技術によって、３Ｄデータ
から三角形表面を消去するツールがユーザに設けられる。各歯が個別にモデル化されるた
め、不必要なデータ、たとえば、他の歯または歯肉組織に属するデータを表すデータの部
分を歯から排除する。これは、一時的処理に過ぎず、その歯をモデル化するためのみに使
用され、基礎となる走査されたデータは保存される。隣接する歯をモデル化するときに、
そのデータが再度使用される。消去処理は、元々の走査データに直接実施することもでき
る。しかし、元々の走査データは、データの巨大なオーバーレイから構成されうるため、
これは不便でありうる。
【０２２５】
　代替として且つより好ましいアプローチとして、ユーザは、既に作られ三角形の１つの
シェルから構成される歯モデルを検討する。したがって、消去モードは、たとえば、図５
８ＡからＦの処理の１反復後に使用される。選択および消去処理はかなり速い。モデル化
アルゴリズムは、単一の通過でモデルから削除されるべき表面を計算する。図５８の処理
の反復の残りは、一般に、さらなる消去なしで実施することができる。
【０２２６】
　不必要なデータを消去するための別の代替として、カッター平面ツールがワークステー
ションソフトウェアに設けられて、ユーザが正しい歯走査データを選択するのを補助する
ことができる。この特徴の活性化は図６４Ａに示される。この技術において、２つの平面
１０００および１００２が、生歯の走査された仮想モデル１８に重ね合わせられる。ユー
ザは、適切なナビゲーションツールをワークステーション２８ユーザインターフェースに
使用して平面１０００および１００２を空間のいずれの配向に移動または回転することが
可能である。平面は異なる色であってもよい。平面は、個別仮想歯物体として、または、
図５８の反復手順の一部として、歯走査データを選択する境界として作用する。平面１０
００および１００２の外部にあるすべての３Ｄデータは無視される。図６４Ａの平面の反
復は、歯の物理的モデルを別々の歯物体に切断する物理的処理をシミュレートする。
【０２２７】
　図６４Ａは、隣接する歯の間の接触区域で歯が湾曲するか屈曲するため、２つの平面が
完全に働かなくてもよく、平面１０００が事実、２つの異なる歯に交差してもよいことを
示す。図６４Ａにおいて、領域１００４の区域は、隣接する歯３０８Ａからのいくつかの
三角形表面が２つの平面１０００と１００２との間の領域に含まれることを示す。歯３０
８Ａのこれらの部分は、上述の消去モード特徴によって手で消去することができる。
【０２２８】
　無関係な解剖学的構造物を含まずに歯を分離する別の可能な方法は、歯が隣接する解剖
学的構造物に交差する歯の表面の複数の点をユーザがマウスでクリックすることができる
ことに関与する。図６４Ｂにおいて、ユーザは、歯が歯肉組織に交差する歯３０８に区域
１００６をハイライトする。各区域がハイライトされ選択される（たとえば、マウスのク
リックによって）と、ソフトウェアが、これらの区域１００６に関連する点の座標を記録
する。次いで、これらの点（または平面）を一緒に接続する一連の平面が作られる。これ
らの平面１００８は、図６４Ｃおよび６４Ｄのハッチされた区域によって示される。平面
１００８は、図６４Ａのカッター平面１０００および１００２と同一の機能を果たし、す
なわち、関連非歯解剖学的構造物、たとえば、歯肉および他の歯から、歯を分離する境界
を規定する。患者の解剖学的構造物に依存して、図６４Ｂに示されるように、隙間のない
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区域をハイライトする必要があり、そのため、平面１００８は歯肉および歯の輪郭に整合
する。
【０２２９】
　次に、第２の問題を参照すると、図５８Ａから５８Ｆの歯分離処理は、そうでなければ
無視されるであろう適切なデータを使用するよう強制することができる。具体的には、ユ
ーザは、元々の走査データが不当に無視された一定の区域をクリックする。区域をクリッ
クすることが、モデル化アルゴリズムに、選択された区域を含む走査から元々のデータ点
を取るように強制する。たとえば、図６４Ｄの領域１０１０は、これに関連する走査デー
タを有するが、そのようなデータはフレームからフレームへの位置合わせ処理では無視さ
れる。ユーザはこの区域をハイライトし、これらの区域の点はこの区域をカバーする適切
なフレーム用の元々の走査データから満たされる。
【０２３０】
　このユーザ相互作用の安全な操作を可能にするために、モデル化アルゴリズムは、走査
データ（真実の点）に基づくものとして、または、データの欠如のためアルゴリズムによ
って作られた場合（人工点、図５８Ｂのテンプレート歯３１０によって供給される）、仮
想歯モデルの各作製された点を内的にマークするかまたは分類する。通常、スキャナは歯
の間のギャップの画像を効果的にキャプチャすることができないため、歯の間の空間にお
けるデータの欠如は常に発生する。
データの欠如は、不適切な走査によっても発生する。データの欠如は、図５８のモデル化
アルゴリズムによってある程度、矯正することができ、データの欠如は、たとえば歯の間
のギャップではテンプレート歯によって供給され、このテンプレート歯を、上述のように
走査された生歯に適合させる。人工点は、そのようにマークされることが可能であり、異
なる色でディスプレイされるか、またはより明るいかまたはより暗いトーンを使用してデ
ィスプレイされることが可能である。不当に無視されたデータに対する上述のユーザの操
作は、人工表面にのみ効果がある。
【０２３１】
　歯の走査から消失したデータまたはギャップは、図６５に示されるような、簡略な補間
手順を使用して、テンプレート歯から満たすことができる。図６５の例は、１つの次元（
Ｚ）に与えられ、類似処理が他の次元ＸおよびＹに発生する。
図示のように、歯３０８の走査データは、１０２０で示されるギャップを含む。
テンプレート歯は、このギャップに対応する表面１０２２を含む。この表面を満たすため
に、ギャップ１０２４の左側縁の点とＺ方向のテンプレート表面３１０との間で、ｍｍで
の距離が決定される（０．６ｍｍ）。右側縁１０２８で同一のことが行われる（０．９ｍ
ｍ）。中点が選ばれ１０２６、点１０２６の距離に到達する値が平均される（０．７５ｍ
ｍ）。この処理は、図のように、中間点用に繰り返される。適切な数の補間の後、テンプ
レート歯３１０の点が、測定された量または計算された量だけ、ここでは、０．６ｍｍ、
０．６８ｍｍ、０．７５ｍｍ、０．８３ｍｍ、０．９ｍｍ、Ｚ方向へ動かされる。これら
の点は、今や線によって接続されて三角形表面を形成し、歯３０８の表面を完成する。
【０２３２】
　歯モデルは、ひとたび作られると、消去モードを使用するか、図６４Ａの平面１０００
および１００２に類似した平面をクリップするか、または、他の従来の手段によって、隣
接歯間整復、すなわち歯の一部をこすって取る等の、歯に施されてもよい様々な治療をシ
ミュレートするように修正することができる。
【０２３３】
　上述の標準化テンプレート歯のライブラリは、１つの可能な実施形態における各歯の標
準歯モデルに基づく。上述のライブラリは、民族性、性別、年齢、または他の要因に基づ
いて、歯のライブラリを含むように増強することができる。たとえば、ライブラリは、ヒ
スパニック用のテンプレート歯の１つのライブラリ、東洋人用のテンプレート歯の別のラ
イブラリ、白人用のテンプレート歯の第３のライブラリ、等から構成されてもよい。これ
らのライブラリには、第三者から得られた、または、患者の走査から作られた、治療計画
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ソフトウェアを供給することができる。たとえば、本発明のシステムを使用した各走査の
後に、ソフトウェアが、上述の処理を使用して歯を個別の歯物体に切断し、患者の人種、
性別および年齢等の識別標識とともに、メモリに歯を格納する。長期にわたると、様々な
種類の患者の仮想歯物体の大コレクションが得られる。これらの仮想歯は、歯ごとに、所
与の民族型用に互いに位置合わせすることができ、結果として、所与の民族群用のテンプ
レート歯の新しいライブラリが得られ、メモリに格納される。
ユーザは、その後、ソフトウェア用に、民族性等の関連基準に基づいて、テンプレート歯
のどのライブラリを新しい患者に使用するかを識別することができる。
【０２３４】
　あるいは、状況によっては、テンプレート歯のライブラリからのテンプレート歯ではな
く、テンプレート歯として反対側の歯を使用することが望ましい場合もある。この状況で
は、反対側の歯の１つの歯物体は、ライブラリおよび累積位置合わせ走査のテンプレート
歯から得られる。次いで、反対側の歯をテンプレート歯として且つ累積位置合わせを上記
説明したように使用することによって、反対側の歯の歯物体が得られる。
【０２３５】
　状況によっては、テンプレート歯は、修正する必要がある。そのような状況のうちの数
例として、部分出齦臼歯、細片にされた歯、または、先に大規模な歯科作業を受けた歯が
挙げられる。テンプレート歯は、数学的モデルとして存在するため、ユーザインターフェ
ースにディスプレイされ修正されることが可能である。修正は、適切なナビゲーションソ
フトウェアおよびクリッピングまたは消去特徴を使用して、モデルの一部を削除すること
によって、行うことができる。１つの方法は、クリッピング平面特徴を提供することであ
り、それによって、適切なナビゲーションツールを使用するユーザによって規定された配
向および場所で、平面がテンプレート歯に交差する。平面の一方の側のテンプレート歯の
一部が削除される。ユーザは、平面をテンプレート歯の所望の場所に位置決めし、問題の
歯の解剖学的構造物を大まかに整合させる。この処理は、結果として歯分離アルゴリズム
の滑らかな実行になり、結果として、実質的に正確に患者の歯の構造物に整合する仮想歯
モデルが得られる。
【０２３６】
　仮想歯モデルは、単に歯の歯冠を越えて拡張してもよい。たとえば、歯の各々用の標準
化された仮想歯根テンプレートのライブラリが、ワークステーションのメモリに格納され
てもよい。各歯の個別仮想モデルが作られると、その歯用の標準化歯根が仮想歯根モデル
に整合され、それによって歯全体の個別仮想歯モデルを作る。
【０２３７】
　この処理は、仮想歯肉組織のテンプレートに拡張されてもよい。一方では、歯肉組織か
ら個別仮想歯モデルを分離した後に、走査データの残っている部分が歯肉組織（あるいは
、走査される組織に依存して、少なくとも歯肉組織の一部）を描く。この歯肉組織は、実
質的に不完全であってもよい。不完全部分は、仮想歯肉組織、たとえば、歯列弓全体の歯
肉、のテンプレートによって供給されることができる。仮想歯肉組織のテンプレートは、
患者の解剖学的構造物に適合する必要に応じて、縮尺を大きくしたり小さくしたり、また
は、修正したりすることができる。走査された歯肉組織に対するテンプレート歯肉の位置
合わせによって、歯肉の完全三次元仮想モデルを作ることができる。
【０２３８】
　この処理は、上顎および下顎の両方のテンプレート骨へ拡張することができる。ここの
目的は、患者の上顎または下顎の三次元仮想モデルを作ることである。
上顎および下顎の仮想三次元モデルは、ＣＡＴ走査データまたは骨格標本を含む様々な源
から得ることができる。モデルは、ワークステーションのメモリに格納される。仮想テン
プレート上顎および下顎は、次いで膨張されるか、収縮されるか、または他の方法で修正
されて、患者の解剖学的構造物に固定する。患者のＸ線は、処理を補助する。修正された
仮想テンプレート上顎および下顎が作られるときには、仮想歯、歯肉およびまたは歯根を
、上顎または下顎と一緒に、単独でまたは歯列矯正器具とともに、ディスプレイすること
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ができる。
【０２３９】
　テンプレート仮想物体の概念は、仮想テンプレート歯冠へ拡張することができ、走査特
徴およびワークステーションのユーザインターフェースは、仮想歯冠のシミュレーション
および仮想歯冠の仮想準備歯への適合に拡張される。たとえば、準備された歯は、ここに
記載されるように走査され、仮想三次元モデルとして表される。歯用の（および一般に全
３２本の歯用の）テンプレート仮想三次元歯冠は、ワークステーションのメモリに格納さ
れるか、または、データベースからアクセスされる。仮想テンプレート歯冠の形状は、減
少されるかまたは適合されるかして準備された歯に嵌まり、そこで、歯冠と準備された歯
の表面が合致する。歯冠の咬頭の形状は、対向する歯および隣接する歯の表面構成から、
または、走査され仮想歯物体が表される反対側の歯の表面構成から、得ることができる。
【０２４０】
　ひとたび歯冠形状がワークステーションに到着すると、３Ｄ歯冠物体ファイルとして、
歯冠を製造するラボ等の遠隔地へ運ばれることが可能である。たとえば、３Ｄ歯冠物体フ
ァイルは、立体リソグラフィ機械へ供給され、歯冠の物理的モデルが作られる。物理的モ
デルから金型が作られる。歯冠は、ロストワックス技術を使用して金または磁器から金型
内に形成される。あるいは、３Ｄ歯冠物体ファイルは、歯冠を機械加工するために、ＣＮ
Ｃフライス盤へ供給されてもよい。
そのような歯冠は、いずれの適切なセラミックまたはステンレス鋼を含む金属材料から作
ることができる。この処理は、歯冠を製造する時間および労力を実質的に節約することを
表す。典型的な歯冠準備処理は、手動処理である。
【０２４１】
　仮想テンプレート歯物体の概念およびコンピュータ上での歯物体をユーザが操作するこ
とは、入れ歯の分野でも使用することができる。伝統的に、印象は、歯肉および関連骨質
歯槽構造物から取られ、これらの解剖学的構造物は、プラスチックまたはワックスに型を
とられる。予め形成された歯が、所望の咬合でワックス内に設定される。入れ歯は、ロス
トワックス技術を使用してアクリルに注型される。この処理は、ここに記載される走査方
法を使用して且つ仮想三次元テンプレート歯を使用して、自動化することができる。第１
に、歯肉および関連解剖学的構造物が走査され、ワークステーションに三次元仮想モデル
として表される。
次いで、仮想テンプレート歯がメモリから検索される。テンプレート歯は、歯肉の仮想モ
デルによって表されるアーチフォームに一致するように、必要に応じてサイズを上げるか
下げるかされる。次いで仮想テンプレート歯がアーチフォームに配置される。この点で、
歯、歯肉および関連解剖学的構造物の三次元仮想モデルが、三次元仮想物体としてワーク
ステーションメモリに表される。このデジタル物体を、入れ歯が製造される遠隔地等のい
ずれの場所に運ぶことができる。この物体から、入れ歯を、フライス削りおよび注型を含
む様々な技術から製造することができる。たとえば、生歯および／または歯肉の立体リソ
グラフィ物理的モデルを作ることができ、ロストワックス技術を使用して物理的モデルか
ら得られた金型に入れ歯を注型することができる。
【０２４２】
　仮想テンプレート歯は、法医歯科、すなわち、歯からの犠牲者の身元の復元に使用され
ることもできる。例として、何本かの歯を含む顎を上述のように走査して、三次元仮想物
体として表わすことができる。消失している歯は、仮想テンプレート歯を取り込み、それ
らを仮想物体に配置することによって、復元することができる。仮想テンプレート歯は、
年齢または民族等の情報が公知であれば、それらに基づいてもよい。反対側の歯は、実在
の走査された歯をテンプレート歯として使用し、走査された歯を対側性位置に配置するこ
とによって、作ることができる。結局、生歯の完全仮想表示は、ワークステーションで得
られ、見ることができる。犠牲者の顔の形状は、軟組織、歯肉、唇、頬、皮膚、髪等を備
えるテンプレート仮想物体を加え、三次元物体または犠牲者に関して公知の他の情報に基
づいたナビゲーションツールを使用してテンプレート物体を修正することによって、復元
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することができる。
【０２４３】
　テンプレート歯を使用する別の例は、たとえば、歯ぎしり等による歯の摩耗を診断し且
つ検出することを目的とする。この例では、患者から取られた元々の走査が、三次元仮想
モデルに転換される。個別の歯が、上述のように三次元歯物体に視覚的に分離される。生
歯全体のこの元々の仮想モデルかまたは仮想三次元歯物体のセットを、テンプレートとみ
なすことができる。時間がたつうちに、生歯が再度周期的に走査され、上述のように三次
元仮想モデルに転換される。個別の歯（または全体としての生歯）がテンプレートと比較
され、歯の摩耗による差を識別する。これは、各々が色またはトーンが異なる２つのモデ
ルを重ね合わせて、歯の表面が当初は存在したが現在の仮想モデルには存在しない場所を
目で検出することによって、実施することができる。あるいは、測定ツールをユーザイン
ターフェースに設けることができ、歯の高さ、または、摩耗を示す他の距離を測定し、数
値をユーザインターフェースでユーザへ呈する。これらの測定値は、テンプレートの測定
値と比較することができる。今や、歯の摩耗は精密に定量化することができる。
【０２４４】
　さらに別の可能性として、患者の元々の走査から個別の歯物体が得られる。これらの歯
物体は、メモリに格納される。事故のためまたは抜歯のため患者の歯が失われている場合
には、仮想歯物体が、交換の歯を製造するために精密なテンプレートを提供する。交換歯
は、たとえば、上述の立体リソグラフィおよびロストワックス技術を使用して製造するこ
とができる。
【０２４５】
　仮想歯モデルを作ることによって、仮想ブラケットを仮想的に個別の仮想歯に結合する
ことができる。仮想ブラケットは、ブラケット製造業者から得られたブラケットの３Ｄ　
ＣＡＤモデルから得られる。あるいは、ブラケットを走査して、走査フレームをブラケッ
トの仮想三次元モデルに位置合わせすることから仮想ブラケットモデルが得られる。いず
れの場合にも、仮想ブラケットはメモリに格納され、後に、歯列矯正ワークステーション
のユーザインターフェースからアクセスされる。たとえば、仮想ブラケットは、ランドマ
ークの場所で歯に配置され、次いで、ユーザインターフェースによって設けられた適切な
ナビゲーションツールにアクセスするユーザによって動かされる。
【０２４６】
　ブラケットの仮想結合は、単に、仮想ブラケットを歯の仮想表面に重ね合わせるだけで
ある。ブラケットと歯の両方は別個で個別の仮想物体であるため、たとえば物体の位置を
最適化するために、それらは互いから自由に動くことができる。治療計画ソフトウェアに
よって、ユーザは、Ｘ、ＹおよびＺ方向と３本の直交する回転軸を中心にした回転とのい
ずれの組み合わせに沿って、インタラクティブにブラケットを位置決めすることができる
ことが好ましい。１つの可能な実施形態において、下記のステップを実施するユーザによ
って、ブラケット配置が訂正される。すなわち、
　１）生歯の仮想モデルおよび仮想ブラケットがディスプレイされるまで治療計画ソフト
ウェアによるナビゲートする（これは、目標状況かまたは不正咬合のいずれかでありうる
）ステップと、
　２）ブラケットをクリックするかまたはドロップダウンメニューからブラケット番号を
選択することによってブラケットの動きを選択するステップと、
　３）ブラケット等の仮想物体を動かすためにナビゲーション制御をディスプレイするア
イコンをクリックすること等によって、ブラケット用のナビゲーション制御にアクセスす
るステップと、
　４）ユーザがブラケットを備えた歯を動かすか、または、ブラケットを三次元で自由に
動かすかを選択するのを可能にするステップと、
　５）ブラケットを所望により三次元で動かすために、ナビゲーション制御を使用するス
テップと、である。
【０２４７】
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　ブラケットが歯モデルとは無関係に動く場合、ユーザがブラケットの運動を終えている
ときには、仮想歯がブラケットの場所へ動かされる。ブラケットを歯に結合する結合訂正
が更新される。ブラケットは次いで仮想的に歯に結合される。
この処理は、各歯に行うことができる。結果として、歯列矯正医が歯に対する仮想ブラケ
ットの配置をカスタマイズした。ブラケットスロットを通るアーチワイヤは、歯上のブラ
ケットの位置に関係なく、所望の目標状況へ歯を動かすために、曲げる必要がある。
【０２４８】
　仮想歯列矯正ブラケットのディスプレイされたセットを、仮想歯列矯正アーチワイヤと
一緒に組み合わせることが、ユーザにカスタマイズされた仮想歯列矯正器具を呈する。カ
スタマイズされた仮想歯列矯正器具の長所は、２つのコンピュータの間で研究され修正さ
れ共有され、歯列矯正器具を製作するために通信媒体を通して電子的に運ばれることがで
きることである。治療計画ソフトウェアは、本質的に特化したＣＡＤ／ＣＡＭシステムで
あり、歯物体、ブラケット物体、ワイヤ物体および他の器具および物体の仮想的ないずれ
の構成の設計を可能にする。これらの物体は、独立した数学的物体として存在するため、
一緒にまたは単独に、選択的にディスプレイされることが可能である。たとえば、治療計
画ソフトウェアは、ユーザが所望により歯、ワイヤ、ブラケットまたは仮想物体または器
具を選択するかまたは非選択状態にするのを可能にするアイコンまたはボタンをユーザイ
ンターフェースにディスプレイする。たとえば、歯およびアーチワイヤは、ユーザインタ
ーフェースから削除されたブラケットと一緒にディスプレイすることができる。歯列矯正
医は、次いで、個別歯物体を選択しこれを三次元で動かすことができ、三次元でブラケッ
トの再配置へ続く歯の動き、および、アーチワイヤの形状の変化を選択する。
【０２４９】
　さらに、歯モデルを作る上記処理は、携帯スキャナからの走査データに関連して記載さ
れているが、これは必須ではない。歯物体の分離は、どのように三次元モデルが得られる
かに関係なく、歯のいずれの三次元モデルで実施することができる。三次元モデルは、Ｃ
Ｔスキャン、プラスター印象からのレーザスキャンまたは他の方法から獲得することがで
きる。
【０２５０】
パート４　治療計画
序　治療計画ソフトウェアが、歯列矯正医クリニックのワークステーションに、および、
可能であれば、図１の精密器具センター等の他の遠隔場所に、設けられる。治療計画ソフ
トウェアは、歯列矯正用のインタラクティブなコンピュータ化されたコンピュータ支援設
計およびコンピュータ支援製造（ＣＡＤ／ＣＡＭ）システムであるとみなすことができる
。装置は、患者の状態の現在の段階を観察し分析し、且つ、目標または所望の段階を展開
し特定する機会を歯列矯正医に提供するという点で、高度にインタラクティブである。目
標段階へ歯を動かす最短の直接経路も決定することができる。さらに、装置は、現在の段
階と目標段階との間の歯の動きのシミュレーションを提供する。
【０２５１】
　そのより広い態様では、装置は、処理装置およびディスプレイを有するワークステーシ
ョンと、患者の生歯を表す仮想完全三次元モデルを格納するメモリと、を備える。仮想三
次元モデルは、数種類の可能な源の１つから得ることができ、好ましい実施形態において
は、これは、生歯の走査から到達される。装置は、モデルにアクセスしモデルをワークス
テーションのディスプレイに表示する処理装置によって実行可能なソフトウェアをさらに
含む。ソフトウェアは、ナビゲーションツール、たとえば、タイプコマンド、アイコンお
よび／または表示されたモデルに重ね合わされるグラフィック装置をさらに含み、これに
よってユーザはディスプレイ上のモデルを操作して、三次元空間でモデルの少なくとも１
本の歯のモデルの他の歯に対する動きをシミュレートし、動きの量を精密に定量化するこ
とができる。このシミュレーションは、たとえば、患者用の特定の目標状況を設計するた
めに使用することができる。
【０２５２】
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　患者用の独特な目標状況の展開は、市販のまたは一般的なブラケットおよびカスタム歯
列矯正アーチワイヤに基づいたアプローチを含む様々な異なる歯列矯正器具に役に立つ。
本発明の範囲は、他の種類の器具を包含するのに十分であり、たとえば、カスタマイズさ
れたブラケット、保持器、または、先に述べられた取り外し可能な整列配置装置に基づい
たアプローチ等である。ブラケットの実施形態において、メモリは、仮想三次元歯列矯正
ブラケットのライブラリを含む。ソフトウェアによってユーザは、適切なスクリーンディ
スプレイを通して仮想ブラケットにアクセスし、仮想ブラケットを患者の生歯の仮想モデ
ルに配置することができる。このブラケット結合位置は、歯１本ずつのベースで歯にカス
タマイズして、個別の患者の解剖学的構造に適応させることができる。歯モデル、ブラケ
ットおよびアーチワイヤは個別の物体であり、そのようにメモリに格納されるため、治療
計画装置は、仮想ブラケット、アーチワイヤおよび生歯の仮想モデル、または、より小さ
な組み合わせ、たとえば、ブラケットのみ、生歯のみ、または、歯ではなくブラケットお
よびアーチワイヤ等を、同時に表示することができる。同一のことが他の器具システムに
も当てはまる。
【０２５３】
　好ましい実施形態において、歯の仮想モデルは１セットの仮想個別三次元歯物体を備え
る。歯の走査から歯物体を得る方法、および、たとえば、歯肉、歯根および骨等の他の関
連解剖学的構造物の他の仮想物体を得る方法が述べられる。歯が互いから且つ歯肉から分
離されるときには、個別に操作されることができる。
このようにして、個別歯物体が個別に選択され、仮想歯物体のセットの他の歯に対して動
くことができる。この特徴によって、歯１本ずつのベースで歯に個別のカスタマイズされ
た歯位置決めが可能になる。これらの位置決めは、３本の軸を中心にした角度回転、また
は、横断面、矢状面または冠状面での移動の点に関して可能である。さらに、動きの量を
定量化するために、様々な測定特徴が設けられる。
【０２５４】
　治療計画装置の主要ツールの１つが、所望のアーチワイヤまたは目標アーチワイヤを選
択しカスタマイズすることである。再度、歯は個別歯物体であるため、互いから独立して
動くことができ、理想アーチを規定する。目標アーチワイヤのこの展開は、補間または立
方スプラインアルゴリズムを使用して計算することができる。あるいは、アーチフォーム
の種類（たとえばロス）を特定するユーザによってカスタマイズされることができ、歯は
、アーチフォームまたはそのアーチフォームの修正に動かされる。アーチフォームは、患
者の解剖学的制限に合致するように形状づけることができる。当初アーチフォームが設計
された後に、ユーザは、歯１本ずつのベースで歯に対して適切であると判断するように再
度アーチフォームに歯を位置決めすることができる。治療計画ソフトウェアは、このよう
にして、アーチフォームに対して仮想歯物体を動かすことができ、それは、少なくとも部
分的には患者用に提案された治療目的を表してもよい。
【０２５５】
　治療計画ソフトウェアでは多数の他の特徴が可能であり、アーチフォームの他の歯に対
する歯の動き、仮想ブラケットと歯との互いに対する位置の変更、または、選択されたア
ーチフォームに対して歯を対向させることを含む。カスタムアーチワイヤ曲げをシミュレ
ートして、さらなる修正を提供することができる。ブラケットと歯とのインターフェース
での結合修正も可能である。
【０２５６】
　本発明の別の態様において、処理装置とディスプレイを含むユーザインターフェースと
処理装置によって実行可能なソフトウェアとを有するワークステーションに歯列矯正患者
用のデジタル治療計画のための方法が提供される。この方法は、現在の状態または観測さ
れた状況に患者の生歯を表す歯の三次元仮想モデルを獲得し格納するステップを含む。仮
想モデルはディスプレイに表示される。この方法はさらに、仮想モデルの歯を目標状況に
配置して、目標状況に動かされた歯を備えた仮想モデルをユーザへ表示するように、仮想
モデルの歯の位置を互いに対して動かすステップを含む。患者の歯を現在の状況から目標
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状況へ動かす歯列矯正器具のパラメータは、仮想モデルおよび目標状況から導き出すこと
ができる。たとえば、仮想ブラケットが歯に配置される場合、目標状況のその場所は、歯
を目標状況へ動かすアーチワイヤの設計に影響を及ぼす可能性がある。
【０２５７】
　好ましい実施形態において、方法は、歯列矯正器具たとえばブラケットを表す仮想三次
元物体を仮想モデルの歯の表面に配置するように、ワークステーションのユーザがユーザ
インターフェースを操作することを可能にするディスプレイに、スクリーンディスプレイ
を提供する。仮想ブラケットのライブラリがメモリに格納され、ランドマーキング手順を
使用してブラケットを所望の位置で歯に配置することができる。解剖学的考慮が、ブラケ
ットがその元々の選択された位置から新しい位置へ動くのに影響を与えることもある。し
たがって、ユーザが歯に対するブラケットの位置を変更するのを可能にするナビゲーショ
ンツールを、ソフトウェアが提供する。
【０２５８】
　治療計画システムは、三次元空間のいずれの位置に動くことができる個別の歯物体に基
づいている。それらは数種類の方法で動くことができ、直接ユーザ仕様運動によって、お
よび、歯列矯正器具を備える物体を加えて器具の構成を変えて歯を動かすことによって、
である。たとえば、ブラケットは歯に仮想的に結合され、ブラケットの位置は、歯を動か
すように三次元で変更することができる。あるいは、ブラケットのスロットに嵌まるアー
チワイヤ形状を規定することができる。アーチワイヤの動きをシミュレートすることがで
き、結果として歯の動きのシミュレーションが得られる。
【０２５９】
　治療計画ソフトウェアは、より正確な診断を可能にする特徴を含む。一つには、生歯の
仮想モデルを三次元で自由に操作して、結果としてモデルの完全仮想査定を得ることがで
きる。測定ツールも設けられ、これによって歯列矯正医は、モデルのいずれの２つの点の
間の距離を決定することができる。これによってユーザは、当初段階と目標段階の両方で
、患者の形態を定量化することができる。このようにして、治療の進捗、器具の設計に提
案された変更、または、歯の動きを精密に定量化することができる。ケアサイクル中に形
態における差および変化を測定することによって、歯列矯正医は即座に且つ正確に患者の
治療を査定することができる。治療の変更は前もって行うことができる。結果として、治
療期間がより短くなる（且つ、歯列矯正医は、年間により多くの患者をみることができる
）。
【０２６０】
　治療計画システムは、患者を治療するのに使用されてもよい歯列矯正器具を備える仮想
物体を組み込む。本発明は、治療を開始する前に、完全な器具システムの設計および様々
な治療シナリオのシミュレーションを提供する。
【０２６１】
　咬合位置合わせ走査が患者から得られ、生歯が噛み締められるときに上顎および下顎の
走査を空間的に相互に関連させる。この走査を使用して、上顎および下顎の位置合わせを
提供し、修正相関位置を決定する。この咬合位置合わせ走査は、通常、治療の開始時に必
要とされ、上顎と下顎との間に関係を設定する。
【０２６２】
　次いで、図５７に示されるようなランドマークが、すべての歯の唇側表面に配置される
。例示された実施形態は、ランドマークを手動で配置しているが、この処理は自動化する
ことができる。ランドマークは最初は、臼歯および前歯に置かれ、他の歯上のランドマー
ク用の概算位置を、たとえば同一平面に、歯肉組織および歯の切縁に対するランドマーク
の相関位置、または他の要因、に基づいて、作ることができる。
【０２６３】
　ランドマークは、不正咬合を修正するために歯列矯正医が歯列矯正ブラケットを配置し
たい場所に、配置される。ブラケット形状は、モニタ３０（図１）に示される。様々な市
販のブラケット用の三次元テンプレートがメモリに格納され、ソフトウェアは歯列矯正医
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に、患者に使用するブラケットの特定の製造業者およびスタイルを選択させる。このよう
にして、ランドマークが配置されると、歯列矯正医がブラケットを配置したい歯の唇側表
面にコンピュータモデルに、仮想ブラケットが表れる。歯列矯正医は、不正咬合を修正す
るために自分が歯に作製したい力の種類に依存して、ブラケット位置を動かすことができ
る。
【０２６４】
　図６０は、目標または所望の状態に位置決めされた患者の歯物体３１２のコンピュータ
モデルを示す歯列矯正ワークステーションからのスクリーンショットである。例示は、ユ
ーザが公知の種類のアーチフォーム（たとえば、ロス）から患者用のアーチフォームを選
択し、コンピュータがユーザによって選択されたアーチに沿って歯を配置する結果である
。これは、歯列矯正医が選択したカーブに沿って、歯列矯正医が置いた仮想ブラケットを
配置することによって、実行される。ブラケットは、図６０からは削除されているが、図
６１には示されている。ソフトウェアによって、単にスクリーンディスプレイのスライド
線区域３２０に新しい値を入力するだけで、利用可能な値をスクロールするために矢印を
上下に動かすマウス操作によって、または、値を変更するバーをマウスで操作することに
よって、または、他の類似操作で、歯列矯正医は目標状況の多くの変数を変更することが
できる。図６０は、いくつかのパラメータを示し、それによって歯列矯正医は、患者用の
独特でカスタマイズされた目標状況を提供するように、アーチの形状、歯の間の距離、臼
歯の間の距離、および他のパラメータを調整することができる。
【０２６５】
　図６１は、目標状況の患者の歯のコンピュータモデルを示す別のスクリーンショットで
あり、これも、歯列矯正医が、目標アーチフォーム用に歯１本ずつのベースで、歯の位置
、配向、角形成、トルク、および歯に関する他のパラメータをカスタマイズするのに利用
可能である多数のパラメータを示す。仮想ブラケット３２２は、ユーザがランドマークを
置いた場所で歯物体３１２に位置決めされる。仮想アーチワイヤ３２４は、各仮想ブラケ
ットのスロットを通る。
【０２６６】
　図６２は、目標状況の正面図と、患者の治療を計画するに当たり歯を互いに対して動か
し位置決めするのをシミュレートするために歯列矯正医が利用可能な追加パラメータと、
を示す別のスクリーンショットである。たとえば、図６２において、カーソルは仮想歯４
１（歯番号づけ規則）へ動かされ、マウスがクリックされる。歯４１は次いでハイライト
される。歯列矯正医がその歯を抜くことを望む場合、ボックス２２をクリックしてシミュ
レーションで抜歯する。あるいは、歯４１は、３本の回転軸のいずれを中心にして回転し
てもよく、Ｘ、ＹまたはＺ方向に動いてもよく、または、より大きなまたはより小さなギ
ャップが歯の間に形成されてもよい。
【０２６７】
　図６３は、上部アーチの目標状況を示し、仮想ブラケット３２２が適所にある。歯列矯
正医は、歯１本ずつのベースで、ブラケット３２２位置、アーチワイヤ形状３２４または
歯３１２位置を調整することができ、それによって、患者の治療計画を最適化する。
【０２６８】
　治療計画の結果として、１セットのブラケット配置位置が作製され、且つ、不正咬合を
治療するためにカスタマイズされた歯列矯正アーチワイヤの形状がモニタに表示される。
ブラケットの位置、不正咬合の三次元モデル、目標状況の三次元モデル、および、使用す
るアーチワイヤの種類に関する情報が、図１の精密器具センター２６へ送られる。カスタ
マイズされた歯列矯正アーチワイヤは、ブラケットの位置および種類、および患者用の目
標状況にしたがって製造される。さらに、歯列矯正医がブラケットを適切な位置に配置す
るのを補助するためにトランスファトレイが製造される。トランスファトレイ、ブラケッ
トおよびアーチワイヤは、歯列矯正医のクリニック２２へ出荷される。次いで、歯列矯正
器具が患者に加えられ、治療が開始する。
【０２６９】
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　携帯スキャナによって数分間で生歯を走査することができるため、スキャナは治療をモ
ニタするにあたっての重要なツールになる。治療が進むにつれて、治療中の歯の動きおよ
び位置を、高度な精密さで定量化することができる。歯列矯正医は、治療中に、たとえば
歯の動きに影響を与える生物学的影響のため、ワイヤの修正をする必要があることを識別
することができる。ワークステーションの治療計画ソフトウェアは、現在の状況と、目標
状況とを表示する。新しいカスタマイズされたアーチワイヤがコンピュータに表示される
。新しいアーチワイヤを作るための関連情報は、精密器具サービスセンターへ送られ、ア
ーチワイヤが製造され、クリニックへ出荷される。
【０２７０】
　治療中にモニタリング走査が取られ、進捗を測定し定量化し、期待した治療からの逸脱
を検出する。歯物体の各々は既に格納されているため、モニタリング走査は、生歯全体に
は必要ではないが、１つの表面のみに、たとえば、咬合面または舌面、またはこれら２つ
の幾分の組み合わせに、必要である。現在の上および下の関係を得るために、噛み締めた
状態の歯を備えた咬合走査も取られる。残りの歯の位置は、患者の歯の仮想物体３１２（
図５８Ｆ）から得られる。モニタリング走査を実施した後に、走査されたデータの歯モデ
ルに対する位置合わせが実施されて歯を完成し、治療のその点での患者の現在の仮想モデ
ルを導き出す。この仮想モデルを調べて、歯の目標仮想モデルと治療の開始時の仮想モデ
ルとを比較することによって、進捗が予想通りか否か、または、歯列矯正器具に追加修正
が必要か否かがわかる。これらの修正は一般に、アーチワイヤ歯列矯正治療方式における
ワイヤ変更として行われ、新しい曲げが歯列矯正アーチワイヤに配置される。
【０２７１】
　当初仮想ブラケット配置
　生歯の三次元モデルから今、切断され歯物体として表される個別の歯は、三次元で互い
に対して動くことができる。ブラケットが固定して歯に結合されると歯列矯正医は想定す
るため、ブラケットを動かすことによって歯を動かす。処理の次のステップはしたがって
、ブラケットを歯に結合するための当初位置を選択することである。下記に注記されるよ
うに、この当初位置は、治療計画ソフトウェアによって調整することができる。ブラケッ
トの表面および対応する歯の表面の空間的位置は、知られている。衝突回避アルゴリズム
を使用して、歯の表面に位置決めされたブラケットを保ち、臨床上、望ましくない結果で
ある、仮想ブラケットが歯自体に入るのを防止する。ユーザは、アイコン（ブラケットが
歯に整合するのを表す磁石のような形状のもの等）を起動することによって歯とは無関係
にブラケットを動かすことができる。ブラケットが新しい位置に動かされるときには、歯
はブラケットの表面に整合する。
【０２７２】
　ブラケットは、ソフトウェアでは仮想三次元物体として表され、すべてのブラケットの
表面および歯は、三次元空間座標で知られている。したがって、衝突検出アルゴリズムを
使用して、シミュレートされた歯またはブラケットの動きが結果としてブラケットと歯と
の間の衝突になるときを検出する。類似衝突アルゴリズムが設けられて、ブラケットの接
着表面が仮想歯物体の本体内に移動するのを防止し、ブラケットが歯の表面に位置するの
を保つ。ユーザがブラケットの位置を動かしたい場合には、歯の動きがブラケットの動き
の後に続く。また、再度、ブラケットは公知の空間座標を備えた三次元仮想物体であるた
め、ユーザにはツール（アイコン等）が設けられ、起動されると、ユーザは、ブラケット
を１つの平面または軸を中心に動かし、他の方向の動きを凍結することができる。
【０２７３】
　当初仮想ブラケット配置は下記の通りに行われる。図５７に示されるようなランドマー
ク３０２が、すべての歯の唇側表面に配置される。ランドマークは、不正咬合を修正する
ために歯列矯正医が歯列矯正ブラケットを配置したい場所に配置される。ブラケット形状
はモニタ上に示される。様々な市販のブラケット用の三次元テンプレートがメモリに格納
され、ソフトウェアは歯列矯正医に、患者に使用するブラケットの特定の製造業者および
スタイルを選択させる。このようにして、ランドマーク３０２が配置されると、歯列矯正
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医がブラケットを配置したい歯の唇側表面に、コンピュータモデルに仮想ブラケットが表
れる。歯列矯正医は、自分が不正咬合を修正するために歯に作りたい力の種類に依存して
、ブラケット位置を動かすことができる。ブラケットは個別の物体であり、メモリに格納
されるため、仮想歯の表面に配置されるときには、完全な位置情報が三次元で知られてい
る。そのようであるため、ブラケットは、ユーザインターフェースに適切なユーザ仕様コ
マンドによって、単独でまたは歯とともに表示されるか、または視野から隠されることが
できる。たとえば、目標または現在の段階を示すスクリーンディスプレイは、ブラケット
を隠すかまたはブラケットを表示することを指示するアイコンを有することができ、アイ
コンを起動すると、ブラケットが隠されるかまたは表示される。歯モデルおよびアーチワ
イヤ等の他の物体とは無関係に存在する他の仮想物体にも同一のことが当てはまる。
【０２７４】
　今や歯は個別の歯物体に分離され、歯列矯正医は、今、現在の目標段階を見て、患者用
の目標状況をカスタム設計し、不正咬合を治療する器具を設計することができる。これら
の態様は、これからさらに詳細に説明される。
【０２７５】
　観察された（現在の）段階を見る
　図６９は、不正咬合の三次元モデル１８を示すスクリーンショットであり、それぞれ上
部アーチ３２６および下部アーチ３２８の両方にある歯３１２を示す。スクリーン３３０
は、ディスプレイの上部部分を横切る一列のアイコン３３２を含み、これは、生歯、仮想
ブラケットおよび現在の且つ目標のアーチフォームを見るためにユーザに利用可能な様々
なツールに関連する。スクリーンの下部部分３３４は、１セットのタブ３３６を含み、こ
れらは、治療計画の様々な態様にアクセスされる。これらのタブ３３６は、患者タブ３３
８を含み、これは、図６６のスクリーンにアクセスする。リミットタブ３４０によってユ
ーザは、観察された段階と目標段階との間の歯の動きを、たとえば、３０パーセント、５
０パーセントおよび７５パーセントの段階に機能を落とすことができ、これらの位置で両
方のアーチ用の歯の位置を表示することができる。差タブ３４２は、各歯の観察された段
階と目標段階との間の差（移動および回転の点で）を定量化する。空間管理タブ３４４に
よってユーザは、１本またはそれ以上の歯を抜くことをシミュレートし、両方のアーチの
歯の間の間隔あけを調整することができる。結合修正タブ３４６によって、結合修正を経
由して実現される歯の位置を調整することができる。技術タブ３４８によって、ユーザは
ブラケット処方を選択することができ、ブラケット高さ（ブラケットスロットから歯の切
縁までの距離）をデフォルトで設定することができる。タブは、ユーザによって選ばれた
ブラケット処方用のパラメータも表示する。図６９のスクリーンショットで選択された上
部／下部（Ｕ／Ｌ）関係タブによって、ユーザは、３本の軸での移動（横方向、矢状方向
および垂直方向）によって且つこれらの軸を中心にした回転によって、上顎と下顎との関
係を修正することができる。ユーザは、手動でフィールド３５０に値を入力して、いずれ
のパラメータを変え、その変更は、生歯のモデルの視野に即座に反映される。
【０２７６】
　タブはまた、ブラケットオフセットタブ３５２を含み、これによってユーザはブラケッ
トを歯に再位置決めすることができ、各ブラケットの配置修正用の数値を特定する。ブラ
ケットタブ３５４によってユーザは、両方のアーチの各歯用のブラケットの種類または製
造業者に関する情報を入力することができる。
【０２７７】
　治療のステップまたはユーザによって規定される限界（下記にさらに詳細に説明される
）に基づいて、不正咬合から目標状況へ歯が動くのをアニメーションにするさらなる「変
形」タブを設けることができる。
【０２７８】
　図６９のスクリーンショットは領域３５６を含み、それによってユーザは、観察された
段階の画と目標段階の画との間をナビゲートすることができる。ここで、ユーザは、観察
された段階の両方のアーチをハイライトするかまたは選択するかし、そのためスクリーン
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ディスプレイは、現在の段階または察された段階の生歯のモデルを示す。
【０２７９】
　図６７を参照すると、治療計画ソフトウェアは、好ましくは、複数のアイコン３３１を
表示し、そのすべてが図６９に示されるわけではないが、ユーザが即座にたやすく、様々
な標準斜視図で三次元モデルを見るのを可能にする。たとえば、図６７のアイコン３３１
は、それぞれ、上面図、底面図、右側面図および左側面図で生歯を診るためのアイコン３
３３、３３５、３３７および３３９を含む。
ズームインまたはズームアウトするアイコン３４１が設けられる。アイコン３４３および
３４５によってユーザは、それぞれ、仮想歯、仮想ブラケットおよび仮想アーチワイヤを
含む上部アーチまたは下部アーチのみを見るのを選択することができる。アイコン３４７
によってユーザは、仮想生歯を示すか隠すかすることができ、ブラケットおよびアーチワ
イヤは除外する。アイコン３４９によってユーザは、仮想ブラケットを選択するかまたは
非選択状態にすることができる。測定機能（下記に記載される）のためにマーカーアイコ
ン３４１が使用され、スクリーン上のいずれの仮想物体を操作するために物体ナビゲーシ
ョンアイコン３５３が使用される。
【０２８０】
　複数の物体を三次元の画に位置決めするときには、図６９に示されるように、図６７の
カメラナビゲーションアイコンがすべての要素を一緒に動かす。図７０に示されるように
、仮想ブラケット４００の当初配置は、歯とともに表示することができる。さらに、カメ
ラナビゲーションツールによってユーザは、いずれの所望の程度でズームインおよびズー
ムアウトすることができる。しかし、仮想歯３１２および仮想ブラケット４００は、個別
の三次元物体であり、これらは個別に選択され動かされることができる。物体を動かす１
つの方向は、新しい位置値（たとえば、後述されるように、変位をｍｍでまたは回転角度
の点で）を入力することによる。ソフトウェアによって提供される別の方法は、アイコン
３５３をクリックすることによって、または、ツールメニューを経由して機能にアクセス
することによって、起動される物体ナビゲーション制御装置を使用することである。物体
ナビゲーション制御装置によってユーザは、歯列矯正判断および視覚フィードバックに基
づいて、物体を動かすことができる。動きの量は格納され、数値位置情報を使用して表示
することができる。下記にさらに詳細に検討されるように、ブラケット位置は、歯１本ず
つのベースで個別に調整することができる。
さらに、カメラナビゲーションアイコンによって、アーチフォームのナビゲーション（す
なわち、選択されたアーチフォームに配置された歯）、ブラケットのナビゲーション、ま
たは、アーチワイヤのナビゲーションが可能になる。
【０２８１】
　物体ナビゲーションツールは、まず、選択されるべき物体（たとえば、歯、ブラケット
、アーチワイヤ等）を必要とする。スクリーンに表示された物体を選択し且つ非選択状態
にするために、ユーザは物体上にカーソルを配置し、マウスをダブルクリックする。選択
された物体は、別個の色でハイライトされる。追加物体は、＜ＣＴＲＬ＞ボタンを押し続
けながら追加物体をダブルクリックすることによって、選択される。物体を拡大するため
に、物体は上述のように選択され、アイコン３４１がクリックされる。
【０２８２】
　選択された物体を動かすために、ソフトウェアは物体ナビゲーションアイコン３５３を
提供する。アイコン３５３が選択されるときには、物体ナビゲーションツールがスクリー
ン３３０に表れる。これらのナビゲーションツール３５５は、図６８および図６９に示さ
れる。物体ナビゲーションアイコン３５５は、大きな円３５７と小さな円３５９と小さな
矩形３６１とを備える。第１に、物体は上述のように選択される。次いで、物体ナビゲー
ションアイコン３５３がクリックされ、ツール３５５を起動してそれらが表示されるよう
にする。ユーザは次いで、ツール３５５に対してマウスポインタを位置決めし、後述のよ
うに押してドラッグし、物体を位置決めする。マウスポインタが大きな円３５７の外部に
あるときには、ドラッグを開始するときに、物体は、ドラッグの方向に依存して、時計回
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りかまたは反時計回りのいずれかに回転される。マウスポインタが大きな円３５７内に位
置決めされるときには、ドラッグを開始するときに、物体をいずれの方向にも回転する。
ドラッグを小さな円３５９内部から開始するときには、物体は１つの平面内を動く。ドラ
ッグを矩形３６１内部から開始するときには、下へドラッグすることによって物体はより
近くに動き、上へドラッグすることによって物体は離れて動く。
【０２８３】
　物体を測定する
　再度図６７を参照すると、アイコン３５１によってユーザは、生歯の仮想モデルのいず
れの部分に測定マーカーを設定することができる。ユーザは、アイコン３５１を使用して
生歯のいずれの２つの点にマーカーを配置し、マーカーの間の距離がスクリーンに表示さ
れる。
【０２８４】
　アイコン３５１を使用するために、ユーザはアイコンをクリックし、次いで、生歯の３
Ｄ画のいずれの場所をクリックしてマーカーを配置する。２つのマーカーの間に直線が引
かれる。マーカーの間の距離が、スクリーンに、たとえば、３Ｄ画のウインドウペーンの
上部左隅に、表れる。ツールメニューのツールが、ＤＥＬＥＴＥ　ＡＬＬ　ＭＡＲＫＥＲ
Ｓ（すべてのマーカーを削除する）機能を含み、マーカーを削除する。
【０２８５】
　測定機能によってユーザは、歯のサイズ、臼歯間の幅、犬歯間の幅、アーチ長さ、シュ
ペー湾曲、および、他の重要な歯列矯正パラメータおよび診断パラメータを測定すること
ができる。本発明の測定態様は、当初治療計画を設定することと治療をモニタすることと
の両方の点で、シミュレートされた歯の動きを精密に定量化することができるため、特に
重要である。
【０２８６】
　モデル断面を見る
　閲覧選択肢も、クリッピング平面特徴を含み、それによって、いずれの所望の平面を通
る歯の断面が可能である。図７３に示されるように、クリッピング平面が上顎を通して示
されるが、ユーザは自由にこの平面を三次元空間で動かすことができる。歯が拡大される
場合には、上顎と下顎との間の接触点を検査し、当初咬合位置合わせにおける上顎および
下顎を見て調整し、咬合平面の位置を調整するために、クリッピング平面特徴がきわめて
有用である。たとえば、図７４において、クリッピング平面は、上下の切歯３１２Ａおよ
び３１２Ｂを通って示される。
【０２８７】
　クリッピング平面は、図６８に示される物体ナビゲーションツールで物体のように操作
される。平面は、ツールメニューを使用してアクセスされ、ユーザはＳＨＯＷ　ＣＬＩＰ
ＰＩＮＧ　ＰＬＡＮＥ（クリッピング平面を示す）をハイライトするかまたは選択する。
平面がスクリーンに表れる。ユーザは次いで、物体ナビゲーションアイコン３５３（図６
７）をクリックする。図６８の物体ナビゲーション制御装置３５５が表示される。ユーザ
は次いで、マウスポインタをナビゲーション制御装置３５３上に位置決めして、クリッピ
ング平面の位置を調整する。大きな円３５７（図６８、図７３）の外部の領域でドラッグ
を開始するときには、平面は、時計回りかまたは反時計回りかに回転される。次いで、大
きな円３５７の内部でドラッグを開始するときには、平面は、ドラッグによって指示され
る方向に回転される。小さな円３５９の内部からドラッグを開始するときには、クリッピ
ング平面はドラッグの方向に動く。矩形３６１内部から開始するときには、上へドラッグ
するとモデル内へ浅く切り、下へドラッグすることによってモデル内を深く切る。
【０２８８】
　当初咬合位置合わせを見て調整する
　典型的な治療計画の第１のステップは、三次元空間で歯を配置する場所を決定すること
である。これは、通常、骨に対する歯の垂直レベルの規定または固定と、咬合平面を規定
し、咬合平面を矢状的且つ横方向に調整することと、に関与する。これは、今度は、通常
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、歯と上顎および下顎との間の構造的関係の査定に関与する。歯列矯正医は、Ｘ線、ＣＡ
Ｔスキャン、写真、または、治療計画ソフトウェアの患者記録部分に格納された他の二次
元データ、および、当然ながら、不正咬合の三次元モデルにアクセスし調査することによ
って、これを実施し、歯は、個別歯物体として表されるか、または、囲繞する解剖学的組
織とともに表されるかのいずれかである。切歯および臼歯の正中矢状プロファイルは、Ｘ
線で歯の正中矢状平面を重ね合わすことによって設定される。
【０２８９】
　図６６は、治療計画ソフトウェアを走らせるワークステーションからのスクリーンショ
ットであり、患者情報スクリーンを示す。スクリーンは、患者の頭部および顔部の様々な
写真５０２、および、患者の生歯の様々な画を格納するための領域５００を含む。写真は
デジタルカメラで撮られワークステーション内に取り込まれ、治療計画ソフトウェアから
アクセスされる。ソフトウェアの患者情報セクションは、メニュー５０４によってアクセ
スされる、患者用の他の関連情報を入力し表示するための別個のスクリーンも含む。これ
らの追加スクリーン（図示せず）は、患者の人口統計、患者の医療歴、歯科歴および歯列
矯正歴、検査ノート、および、Ｘ線を含む。
【０２９０】
　この処理を補助するために、治療計画ソフトウェアは、当初咬合位置合わせを見て調整
する能力を提供する。上部アーチと下部アーチとの間の当初咬合位置合わせは、図６９の
Ｕ／Ｌ関係タブ３２７を使用して修正することができる。ユーザは、フィールド３６６に
値を入力することによって、下顎を上顎に対して動かすかまたは回転することができる。
ユーザは、スライドバー３６８を下へ動かすことによって上顎および下顎の噛む動きをシ
ミュレートすることもできる。このシミュレーションの間に、下顎は横から横へ且つ上下
に動き、噛む動きをシミュレートする。
【０２９１】
　図７１は、ワークステーションのスクリーンの三次元閲覧区域を、公知のウインドウペ
ーン技術を使用して、どのように別個のスクリーンに分けることができるかを示す。ここ
で、ウインドウペーン３６０において、観察された段階の臼歯の区域が表示され、歯列矯
正医は、上下の関係を査定し、空間の３つの平面の上下の関係用の値を変えることができ
る。同時に、ウインドウペーン３６２は、上部から見た上顎および下顎を示す。ウインド
ウペーン３６４は、臼歯から切歯に向けて見る生歯を示し、そうでなければ歯列矯正医は
三次元仮想モデルなしでアクセスすることはできない画である。これらの様々な画、およ
び、クリッピング平面ツール、および、ソフトウェアの患者記録部分のＸ線および患者写
真データは、効果的な歯列矯正診断、治療計画、および、器具設計用に完全な一連のツー
ルを提供し、当初咬合位置合わせを含む。
【０２９２】
　図７２は、観察された段階の生歯の三次元モデルを示す別のスクリーンショットである
。Ｕ／Ｌ関係タブの不正咬合フィールド３６６には、何の値も入力されていない。上顎お
よび下顎を調べることによって（必要に応じて、拡大またはクリッピング平面特徴を使用
する）、ユーザはフィールド３６６に数値を設定することができ、対応する歯の動きをす
ぐにシミュレートして、所望の上部および下部の当初咬合位置合わせに到達する。
【０２９３】
　目標アーチフォームの設計
　図７５を参照すると、ユーザが咬合平面の当初レベルを設定し当初の観察された状態を
調べた後、次のステップは、患者用の所望のまたは目標のアーチフォームおよび中線を選
択することである。歯列矯正医は、患者用の一般的な種類のアーチフォーム、たとえば、
ロスを、先に選択したかまたは指示している。治療計画ソフトウェアによって、ユーザは
、個別の患者用にこのアーチフォームに基づいて目標アーチを作製することができる。ユ
ーザは、領域３５６の観察された段階をハイライト歯列矯正、次いで、マウスを右クリッ
クする。ポップアップメニュー３７０が表れ、ユーザは、ＩＮＳＥＲＴ　ＴＡＲＧＥＴ　
ＳＴＡＧＥ（目標段階を挿入する）を選択する。目標段階は、仮想アーチ線を作るために
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仮想ブラケットスロットを通って走る平らな仮想ワイヤを作ることによって、到達される
。アーチ形状は、患者の顔の解剖学的構造、骨構造、不正咬合、および、歯列矯正の判断
を使用して他のパラメータに基づき、アーチ形状に対するユーザの選択された好みに基づ
いている。ワイヤ目標形状は、不正咬合ブラケットスロット位置を通して最良適合を有す
る。１つの実施形態において、このワイヤは平らである。所望により、シュペー湾曲を作
るために垂直方向に不正咬合を適合するワイヤを設計することも可能である。冠平面に歯
の傾斜を設定するモンソンの横方向カーブ等の、横方向における外形を変えることもでき
る。
【０２９４】
　図７６は、目標のまたは所望の状態に位置決めされた患者の歯の物体３１２のコンピュ
ータモデルを示す歯列矯正ワークステーションからのスクリーンショットである。例示は
、ユーザが公知の種類のアーチフォームから患者用のアーチフォームを選択し、コンピュ
ータがユーザによって選択されたアーチに沿って仮想ブラケットを配置する結果である。
これは、歯列矯正医によって選択されたアーチフォームまたはカーブに沿って仮想ブラケ
ットを配置するかまたは通すことによって実行される。ブラケットは図７６から削除され
ているが、図７７には示されている。当初の目標のアーチフォームが作られるときには、
図６７に示されるスライド線タブが起動される。
【０２９５】
　図７６でユーザに呈される当初の目標アーチフォームは、単に当初のアーチフォームに
過ぎない。治療計画ソフトウェアによって、歯列矯正医は、単にスクリーンディスプレイ
のスライド線区域４０２に新しい値を入力することによって、目標状況の多くの変数を変
えることができる。図１９はいくつかのパラメータを示し、それによって歯列矯正医は、
犬歯の間の距離、最奥の臼歯の間の距離、中心線のずれ、および、歯の前部の曲率半径を
含むアーチの形状を調整することができる。スライド線区域によってもユーザは、対称的
なアーチフォームまたは非対称的なアーチフォームを選択することができ、図のように右
および左の象限に修正を加える。区域４０２に値が入力されると、アーチフォームの形状
は、スクリーンディスプレイで即座に修正され、ユーザは患者用の様々な可能なアーチフ
ォーム構成をシミュレートすることができる。
【０２９６】
　図７６および７７に示されるアーチフォームを作製する際に、ユーザは通常、下部アー
チを先に開始する。上部アーチは、自動的に下部アーチから導き出される。ユーザは、３
つのアーチアイコン３９０、３９２および３９４を使用して数種類の方法でアーチの形態
を見ることができる。アーチアイコン３９０は、不正咬合アーチ用であり、これによって
青線がスクリーンに表れ、観察されたアーチまたは不正咬合の曲率を呈する。この線が、
歯に配置されるように仮想ブラケットのスロットを通る。アーチアイコン３９２は、目標
アーチ用であり、目標状況の歯のブラケットスロットを通るカスタムアーチワイヤを表す
。図７６の線３９６はこのアーチを表す。アーチアイコン３９４は、ソフトウェアによっ
て作製された理想スプラインまたはカーブのためのものであり、最適形状を表す。ユーザ
が、スライド線の項目を使用して目標アーチを操作するときに、アーチは放物線形状を保
つ。スライド線タブの領域３９８の数値は、アイコン３９４に関連する理想スプラインの
チェックポイントおよび境界状況を表す。これらの値は、図のように編集することができ
る。
【０２９７】
　ソフトウェアによって、不正咬合アーチフォームおよび計画されたアーチフォームの作
製および表示が可能であるため、２つのアーチフォームの間の差は、アーチ長の不適当を
制御する、すなわち、隣接歯間の減少、抜歯またはギャップサイズの制御の必要性を識別
するのに必要なスペースを示す。隣接歯間の減少は、クリッピング平面特徴、および、空
間の３つの平面における個別歯物体の形状づけのシミュレーションによって達成すること
ができる。抜歯およびギャップの制御のシミュレーションは、次に説明されるように提供
される。
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【０２９８】
　空間管理－抜歯および歯の間のギャップの管理
　治療計画ソフトウェアは、空間管理タブ３４４を提供し、これは、抜歯を含む歯の間の
空間を管理するために使用される。図８２は、上顎および下顎の両方の目標状況を示すス
クリーンショットである。ユーザが空間管理タブ３４４をクリックすると、タブの領域４
２０が表れる。領域４２０によってユーザは、現在の段階または目標段階のいずれかにお
ける抜歯をシミュレートすることができる。ここで、ユーザは、歯番号４１の抜歯をシミ
ュレートするが、これは、現在の段階および目標段階用の列におけるその歯用の適切なセ
ルをクリックすることによる。結果は図８３に示される。歯４１を抜くことがシミュレー
トされる。領域４２２によってもユーザは、歯の間の近心ギャップサイズ用の値を入力す
ることができる。０．１ｍｍのデフォルト値が設けられる。しかし、ユーザはこれらの値
を変えることができる。たとえば、ユーザは、図８４に示される近心ギャップサイズ用の
セルの列にいずれの値を入力することができる（この例では２ｍｍ）。
図８４では、セル４２３がチェックされていないため、歯４１の抜歯のシミュレーション
は実施されていないことにも注意されたい。近心ギャップサイズ列４２４のその歯用のセ
ルに正の数がタイプされるのであれば、歯は遠位に動く。そのセルに負の数がタイプされ
る場合には、歯は近心に動く。
【０２９９】
　仮想ブラケット位置を調整する
　上部アーチフォームおよび下部アーチフォームが最適化された後に、ユーザは、歯に対
する仮想ブラケット４００の位置の調整を望むこともある。仮想ブラケット位置を調整す
るステップは、アーチフォームを設計する前に実施することもできる。
【０３００】
　仮想歯の切縁に対する仮想ブラケットの垂直位置は、行うことができる１つの調整であ
る。この距離は、先に記載された測定ツールを使用して測定することができる。この距離
用のブラケット製造が推奨される。当初のランドマークが推奨された距離の外部でブラケ
ットに配置されるのであれば、この距離は、物体ナビゲーションツールを使用することに
よって調整することができる。あるいは、ユーザは、アーチフォームおよびブラケットの
セット（ブラケット構造、ブラケット技術およびワイヤ種類、たとえば、直線等）用の好
ましい値を選択することができ、ランドマークおよび仮想ブラケットは、推奨された距離
で歯に配置される。
【０３０１】
　ブラケット配置は、ユーザによってインタラクティブに実施することもできる。ユーザ
は、すべての歯３１２を１本ずつ見て（図７５のスクリーンショット等のスクリーンを使
用して）、基本的にブラケット４００の位置、たとえば、角形成、横から横への位置、お
よび、対向する顎における歯への関係、が満たされているかどうかを確かめる。ユーザは
、不正咬合または目標段階を見ながらこのステップを実行してもよい。仮想ブラケット４
００の位置を改良するために、ユーザはブラケットを選択し、必要に応じてズームインし
、先に記載されたナビゲーションツールを使用して歯表面に対するブラケットの位置を調
整する。
【０３０２】
　目標アーチフォームにおける個別の歯位置の修正
　アーチフォームが設計されブラケット配置が最適化された後に、ユーザは、目標アーチ
で歯１本ずつのベースで個別歯位置を調整することができる。これを実施することができ
る３つの方法がある。第１に、ユーザは、目標修正タブの表を使用することができる。た
とえば、図７８を参照されたいが、この中で、ユーザは、歯番号４１の回転用に－１５度
の値を入力しており、歯はその量だけ回転する。修正は、アーチワイヤ３９６の曲げによ
って実現される。歯のブラケット位置は、この実施例では変化しない。目標修正タブ４１
０によって、空間の３つの平面における近心頬側および冠移動、および、トルク、角形成
、および、３本の直交軸を中心にした回転運動のために、いずれの値を入力することがで
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きる。このようにして、単に目標修正タブ４１０の表に値を入力することによって、独立
歯位置修正が、すべての歯で６度の自由度で利用可能である。別の例が図８１に示され、
その中では新しい目標位置が、歯番号４１用に示されている。
【０３０３】
　第２に、ユーザは、図６９の結合修正タブ３４６を使用して歯を動かすことができる。
例が図８５に示される。結合修正タブ３４６によってユーザは、単に適切なセルに値を入
力することによって、アーチのいずれの歯の歯位置用に新しい値を入力することができる
。選択された歯３１２Ａ（歯番号４１）は、図のように動かされる（ここでは、－１５度
の新しい回転値が入力される）。仮想ブラケットは空間で同一位置のままであり、ブラケ
ットのパッドと歯の表面との間のギャップ４１２は、ブラケットが歯に結合されるときに
、結合接着剤によって埋められる。
【０３０４】
　結合修正タブまたは目標修正タブを使用してシミュレートされることが可能である共通
歯運動の実施例は、下切歯を頬側にまたは唇側に動かし、切歯を軸方向に傾け、切歯を平
らにする。
【０３０５】
　第３に、ユーザは、ナビゲーションツールを使用してインタラクティブに歯位置修正を
シミュレートすることができる。ユーザは、必要に応じて目標段階を表示する。歯物体は
、上記に説明されたように選択される。ユーザは、図６７のズームアイコン３４１をクリ
ックして、必要に応じてズームインまたはズームアウトする。ユーザは次いで、物体ナビ
ゲーションアイコン３５３をクリックして、物体ナビゲーション制御装置を表示する。ユ
ーザは次いで、ナビゲーション制御装置を使用して、所望に応じて歯を動かす。歯の動き
は、ユーザが動きを定量化したいか、または、歯位置のさらなる修正のために結合修正表
および目標修正表を使用したい場合、結合修正表および目標修正表に新しい値として記録
される。
ユーザが歯を新しい位置へ動かした後に、スクリーンでハイライトされている２つのチェ
ックマークアイコン４１４、４１６（図７７、７８）の一方をクリックする。青のチェッ
クマーク４１４が結合修正によって新しい歯位置を実現する。
赤チェックマーク４１６がワイヤ修正によって新しい歯位置を実現する。
【０３０６】
　個別の歯位置の修正の別の例は、図７９および８０に示される。図８０には、目標状況
が示され、仮想歯物体３１２と仮想ブラケット４００との両方を備える。歯１６（３１２
Ａ）では、歯の最奥咬頭と対向する歯との間にギャップがあることに注意されたい。歯列
矯正医は、歯番号１６用の角形成セルに表４５０にある量を入力することによって（ここ
では－１５度）、基本的に歯３１２Ａにブラケット４００の場所を再位置決めし、ブラケ
ットにずれを作ることによって、このギャップを修正することができる。結果が図８０に
示される。角形成値の変更が、歯番号１６を後ろに回転させて、対向する歯を備えたより
望ましい咬合にする。
【０３０７】
　ワイヤタブ
　図８６のワイヤタブ４３２によってユーザは、ブラケット位置を変えずに、ワイヤ構成
を変えることができる。図８６では、仮想ワイヤ３９６が、歯およびブラケットから孤立
して示されていることに注意されたい。歯列矯正医が精密器具製造センターからワイヤを
獲得しないことを選ぶ場合には、仮想ワイヤは、実際のサイズにスケールされ、プリント
アウトされ、ワイヤを手で曲げるためのテンプレートを提供することができる。タブは、
セクション４３０を含み、ここでユーザは、歯が現在の状況から目標状況へ動くときに、
歯１本ずつのベースで、ワイヤがブラケットに対して摺動する距離をｍｍで見ることがで
きる。歯が現在の状況から目標状況へ動く際に歯２２の衝突が検出されることに注意され
たい。これは、その内容がここに参照によって組み込まれる、２０００年１２月７日に許
可された出願番号第０９／４５１，６０９号、サシデバらに付与された米国特許第　　　
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号の教示にしたがって数種類の可能な方法で解決することができる。
【０３０８】
　追加ワイヤ曲げ修正
　ワイヤオフセットタブ４２６（図７３および図８７参照）によってユーザは、元々のブ
ラケット位置を保持しながら同時に修正された歯位置に対してワイヤ３９６を曲げるのを
シミュレートすることができる。図８７では、ワイヤ３９６は平らであり、修正が指示さ
れていないことに注意されたい。ユーザは、仮想モデルの歯の１本をハイライトし、歯位
置用に新しい値を入力する。変更は、ワイヤ３９６の新しい形状に反映される。タブによ
ってユーザはまた、アーチワイヤ内に過剰／過少補償を組み入れることができる。これら
の設定は、ブラケット位置に影響を与えない。曲率半径等のワイヤ曲げの特徴は、スライ
ドタブ（図示せず）にアクセスすることによって制御することができる。別のタブ、力４
２８は、ワイヤが各歯にかけてこれを当初位置から目標位置へ変位する力の近似値を表示
する。
【０３０９】
　治療段階　現在の状況と目標状況との間の差が、運動のミリメートルでまたは３本の軸
を中心にした回転の程度で、定量化することが可能であるため、患者用の治療をセグメン
トまたは段階に分けることができ、各段階は任意に規定される。たとえば、歯列矯正医は
、第１の治療段階を、当初位置から最終位置への中間までの歯の動きとして特定すること
ができる。ソフトウェアは、中間位置へ動かされるときの歯の位置をユーザが見ることが
できるスクリーンを含む。基本的には、シミュレーションは、単に、当初段階と最終段階
との間の歯の位置の差に０．５を掛けるだけであり、結果として得られる歯の位置がワー
クステーションに表示される。さらに、ユーザは、４分の１または４分の３等のさらなる
中間位置を特定することができる。この特徴で、歯列矯正医は、治療をモニタし、設定さ
れた限界または段階と治療の進捗を比較する。患者が治療中に診察に来るときには、患者
の生歯が走査される。今の現在の状況の三次元モデルが、規定された段階と、おそらくは
目標状況と、比較される。実際の進捗と計画された治療との間の差を定量化することがで
きる。アーチワイヤへの変更は、治療計画ソフトウェアを使用して設計することができ、
歯を所望の方向に動かして、観察される予想されない生物学的影響を明らかにする。
【０３１０】
　治療計画の上記の記載は、上述のように獲得された、スキャナから生歯の三次元モデル
を使用して、予想されている。しかし、他の源から三次元ソフトウェア内に取り込むこと
によって、デジタル治療計画を実施することが可能である。テキストドキュメントを１つ
の種類のファイルから転換する変換プログラム（たとえば、マイクロソフトワードをワー
ドパーフェクトへ）に類似した、異なるファイルフォーマットの異なるソフトウェアプロ
グラムと、三次元モデルを交換することができることは、今日では知られている。大半の
三次元用途は、異なる３Ｄフォーマット用に、数種類の取り込みフィルタを有する。
【０３１１】
　しかし、三次元物体を記載するには一般に２つの異なる方法がある。すなわち、表面表
示によるものと、中実表示によるものとである。表面記載に３Ｄデータを保持する３Ｄフ
ァイルは一般に、物体の表面を形成する三角形から構成される。ＳＴＬフォーマットは、
もっとも古いものの１つであり、したがって、三角形を使用するもっとも共通のフォーマ
ットである。これは、立体リソグラフィ機械に情報を供給するために使用される。ＳＴＬ
のより詳細な記載は、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｍｓｏｎｌｉｎｅ．ｃｏｍ／ａｒｔｉｃ
ｌｅｓ．０１９７０４．ｈｔｍｌで見ることができ、その内容は、ここに参照によって組
み込まれる。
【０３１２】
　治療モニタリング
　インタラクティブなコンピュータ化された治療モニタリングは、ここに記載された治療
計画およびシステムの器具設計態様には重要な利点である。一般に、患者が治療中にオフ
ィスに来るときには、走査されて、生歯の新しいデジタルモデルが獲得される。この新し
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いモデルから、現在の状況と元々の不正咬合との間の差、および、現在の状況と目標状況
または予め規定された限界または先に規定された治療段階との間の差をモニタすることが
できる。これらの差は、精密に定量化することができる。たとえば、現在のモデルの歯上
の１点が選択され、元々の不正咬合の歯のモデルがスクリーンにかぶせられる。２本の歯
の重ね合わせによってユーザは、発生した位置の変化を見ることができる。先に記載され
た測定マーカー特徴によってユーザは、動きの量を精密に定量化することができる。
【０３１３】
　観察された治療結果と予想された結果との差の逸脱を、ここに記載された走査および治
療計画特徴を使用して、精密に且つ治療の早い段階で捉えて、修正することができる。た
とえば、歯列矯正医は、アーチワイヤにさらなる曲げを置く必要があってもよい。そのよ
うな追加曲げは、スクリーン上にワイヤ形状をシミュレートし、スクリーン上にワイヤの
みを表示し、スクリーンをプリントアウトし、ワイヤを曲げるためのテンプレートとして
使用することによって、実施することができる。現在の状況は、新しい器具を製造するた
めに精密器具センターへ送ることもできる。当然ながら、これらのモニタリングおよび治
療修正は、患者のために選択されるいずれの種類の器具にも適用可能である。
【０３１４】
パート５　器具製造　患者のために計画された治療にしたがって製造される器具は、本発
明の範囲内で変動することができ、歯列矯正医および患者によって望まれる器具の種類を
含む用途に依存する。平らなワイヤおよびブラケット、仕上げワイヤ、保持器、ヘルプス
ト装置、拡張装置、および、アラインテクノロジーズが供給するもの等の取り外し可能な
透明な整列配置装置を含む広く様々な治療方式に、上述の治療計画およびシミュレーショ
ン特徴部を使用することができることは明らかである。
たとえば、現在の段階または観察された段階から目標段階または治療段階への歯の動きは
、一連の運動ステップに分けることができる。処理の各ステップでは、治療計画ソフトウ
ェアで個別の歯モデルを操作することによって、その段階の歯の位置が知られる。これら
の歯の位置を使用して、整列配置装置を製造することができる。
【０３１５】
　代表的な実施形態では、治療計画ソフトウェアの結果を使用して、カスタマイズされた
歯列矯正アーチワイヤと、患者の歯に既製品のブラケットを精密に配置するためのブラケ
ット配置トレイと、を作製する。歯列矯正医の満足のいくまで治療計画特徴部が実行され
て提案された目標状況が仕上げられたときには、治療計画ソフトウェアは下記の情報を格
納する（患者記録に加えて）。すなわち、
　１）現在の段階または不正咬合の仮想モデル、
　２）不正咬合に対するブラケットの配置位置、ブラケットの種類および寸法を含む、
　３）アーチワイヤの種類を歯列矯正医が選択（材料およびサイズを含む）、および、
　４）目標状況、目標状況で三次元における歯およびブラケットの位置を含む。
【０３１６】
　器具製造ステップがアーチワイヤの形状を計算するかまたはこれを知ることさえ、絶対
的に必要ではないことに注意されたい。アーチワイヤ外形は、歯が目標状況にあるときに
三次元空間でのブラケット位置によって影響される。このブラケット位置情報は、上記４
）の目標状況に含まれる。
【０３１７】
　図１を参照すると、治療計画ソフトウェアからの上記情報は、適切な通信媒体２４を通
してデジタル形態で精密器具サービスセンター２６へ送られる。サービスセンターは、不
正咬合の歯に意図された位置でブラケットを配置するためのブラケット配置トレイおよび
カスタマイズされたアーチワイヤを製造する。
【０３１８】
　基本的に、ブラケットスロットの位置およびブラケットの形状は、歯が目標状況にある
ときには、治療計画ソフトウェアによって最終的に展開され格納される情報である。ブラ
ケットスロットのこの位置およびスロットの形状（たとえば長さ）は、当然ながら、三次
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元で知られている。スロット形状から、目標状況でブラケットスロットを通るアーチワイ
ヤの形状を表す線セグメントの三次元セットを導き出すことは可能であり、ブラケットス
ロットを一緒に接続する曲げの最適形状を計算する。まっすぐなセクションおよび曲げの
位置は、ワイヤ曲げロボットに入力ファイルとして供給される。ワイヤ曲げロボットは、
ワイヤのサイズ、スロットの形状およびサイズ、および、目標状況のスロットの位置を知
る必要があるだけである。この情報から、アーチワイヤを所望の形状に曲げるようにロボ
ットコマンドが作成される。
【０３１９】
　ブラケット配置トレイは、立体リソグラフィ法または他の類似技術を使用して、別個に
製造される。治療計画ソフトウェアは、上記のアイテム１）および２）を作製し、ブラケ
ットを歯に重ね合わせて、観察された段階または不正咬合において意図された場所で三次
元歯および仮想ブラケットを備える三次元モデルを作製する。この三次元モデルは、立体
リソグラフィ（ＳＬＡ）機器へ供給される。
ＳＬＡ機器は、歯に重ね合わされたブラケットを備えた歯のプラスチックモデルを製造す
る。熱可塑性ホイルがＳＬＡモデル上に配置され、モデルおよびホイルは圧力チャンバ内
に配置される。チャンバは加圧され、そのためホイルは生歯およびブラケットを包む。冷
却後、ホイルはモデルから取り外される。ホイルは、今はトランスファトレイの形状であ
り、ブラケットが位置する小さなへこみを有する。本物のブラケットがこのへこみに配置
される。歯列矯正医は、間接結合技術を使用して、ブラケットを歯に結合する。トランス
ファトレイは、ブラケットを所望の位置で歯に位置決めする。結合が完了した後に、歯列
矯正医はトランスファトレイを取り外し、結果として所望の位置で歯に結合したブラケッ
トが得られる。このステップで生歯をさらに走査することができ、ブラケットの位置を検
証する。ブラケット位置のいずれの実質的逸脱は、再度、上述の治療計画特徴を使用して
、アーチワイヤの修正によって補償することができる。
【０３２０】
　既製品のブラケットが、所与の患者の個別の歯に精密に整合することは絶対にないため
、ブラケット基部（歯に結合される部分）と歯との間には常にいくらかの小さなギャップ
がある。１つの選択肢は、結合中に余剰の結合接着剤を使用してギャップを満たすことで
ある。別の選択肢は、ブラケットの基部に、接着剤から作られたカスタマイズされたパッ
ドを装備することである。
【０３２１】
　カスタマイズされたブラケットパッドは、様々な技術を使用して製造することができる
。１つの可能性は、接着剤のブロブをブラケット基部に結合し、フライス盤を使用してブ
ロブを削り歯の表面に整合させることである。歯の表面は走査から精密に知られており、
表面に対するブラケット基部の位置も精密に知られているため、きわめて正確なブラケッ
トパッドをこのようにして製造することができる。別の技術は、打ち抜き機械を使用して
、所望の形状にブラケットパッドを打ち抜くか、またはブランクとして打ち抜いて、打ち
抜かれたパッドを所望の形状にフライス削りすることである。第３の可能性は、カスタマ
イズされたパッドの雌型を作り、金型にパッドを形成して、パッドをブラケットに結合し
、歯列矯正医が、パッドを歯に結合するときに必要に応じてパッドをトリミングすること
である。
【０３２２】
　ひとたびブラケットが歯に結合されると、ブラケット配置の走査が行われる。
走査は、予想されたブラケット位置のデジタルテンプレートと比較される。ブラケットが
不正確に配置された場合は、ブラケットを歯に再結合することができる。あるいは、予想
された位置からブラケットの変位を補償するために必要に応じてワイヤに対する修正が行
われてもよい。基本的にこれは、目標状況で実際のブラケットの配置で歯の位置をシミュ
レートして、必要に応じてアーチワイヤの形状を修正するか、または、ブラケットの実際
の配置に基づいて新しいアーチワイヤを獲得するかによって行われる。
【０３２３】
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　生歯およびブラケットを表す雄型ＳＬＡモデルの中間ステップなしでトランスファトレ
イを製造することも可能である。これらのトレイは、プラスチックシートに類似していて
、高速原型作成方法（ＳＬＡ、レーザ焼結、フライス削り、３Ｄプリンティング等）を使
用して作製されてもよく、または、より洗練された外形を有し、ブラケットを保持する特
徴部および生歯に適切な位置決めを提供する特部徴を含む。さらに、たとえば先に引用し
たアンドレイコ特許に記載された技術を使用して、生歯およびブラケットの三次元モデル
からブラケット配置治具をフライス削りすることができる。
【０３２４】
　別の可能性として、仮想歯／ブラケット外形に基づいたカスタマイズされたブラケット
結合パッドを作製することができる。そのような結合パッドは、歯の表面に一致して歯用
の配置治具として作用し、ブラケット結合パッドが歯に精密に位置するのを可能にする追
加材料を含んでもよい。次いでブラケットは、ブラケット結合パッドに結合される。次い
で、追加材料が除去される。
【０３２５】
　上記記載を念頭において、治療計画機能が、いずれの源からいずれの３Ｄブラケットを
取り込んで実施できることが理解される。好ましい実施形態は、携帯スキャナから走査さ
れた三次元モデルを使用するが、これは必要または必須ではない。ソフトウェアは、ＳＴ
Ｌ、ＤＸＦ、ＶＲＭＬ等を含む３Ｄ物体のファイルの共通の種類用の取り込みフィルタを
有することが好ましい。
【０３２６】
　さらに、治療計画ソフトウェアの別の重要な態様は、任意のやり方で歯モデルに対する
ブラケットの配置が可能であり、且つ、一緒に動くように、これらのブラケットを歯に仮
想的に「結合」することが可能であるということである。本発明の実施形態は、ランドマ
ーク特徴を記載しており、それによってユーザは歯にランドマークをつけ、ブラケットは
ランドマークに配置されるが、これは、他の方法で実施されてもよく、歯冠の高さ、ブラ
ケットの種類、歯のサイズ等のパラメータに基づいてユーザの係わりなしで自動的に行う
ことを含む。
【０３２７】
　上記のように、ソフトウェアは、いずれの形状の仮想ワイヤに沿ってブラケットを整合
することも提供する。このようにして、ユーザがアーチワイヤの形状を変えると、ブラケ
ットがこの形状に従い、それによって、目標状況における歯の位置の修正を示す。この特
徴によってユーザは、ワイヤ形状に基づいて治療計画を推進することができる。逆に、ワ
イヤ形状は、歯にブラケットを配置することによって規定されることが可能である。この
ようにして、治療計画はブラケット配置によって推進されるものでありうる。ワイヤの形
状および設計には、広い多様性が可能であることは明らかである。
【０３２８】
　さらに、上顎および下顎両方の歯のシミュレーションを一緒に提供することによって、
ソフトウェアは、上顎／下顎関係、咬合平面および歯の中線を規定するのに広い多様性を
提供する。
【０３２９】
　ソフトウェアの別の重要な態様は、先に記載したマーキングアイコンおよび測定特徴を
使用して、仮想的に無限の３Ｄ測定特徴部を提供するということである。この特徴は、有
力な診断ツール、および、治療の進捗をモニタし結果を定量化するツールを提供する。
【０３３０】
　歯は、完全三次元仮想物体として表されるため、現在の状況から目標状況へ歯が動くシ
ミュレーションの際に、歯の間の衝突または歯とブラケットとの間の衝突を検出すること
が可能である。歯物体を表す点クラウドが表面を規定し、歯の動く間に表面が接触すると
きに、衝突がシミュレートされる。この衝突は、適切な衝突検出アルゴリズムによって検
出される。衝突が検出されると、ユーザに衝突を知らせることができ、たとえば、主要歯
として１本の歯を選択し、その歯を最初に治療の初期段階に動かし、次いで他の歯を治療
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の第２段階へ動かすことによって、ユーザは歯の間の衝突を解消することができる。これ
らの特徴は、１９９９年１１月３０日に出願され、現在許可されている米国特許出願第０
９／４５１，６０９号にさらに詳細に記載されており、その内容はここに参照によって組
み込まれる。
【０３３１】
　現在の治療計画ソフトウェアの別の利点は、これが、ユーザ仕様の歯の動きの効果で即
座にフィードバックを返すリアルタイムシミュレーションをユーザに提供することである
。ディスプレイのフィールドに値が入力されると、または、ユーザがナビゲーションツー
ルを使用すると、結果が即座に表示される。さらに、システムは、すべての物体に任意の
アクセスを提供し、選択、ナビゲーションおよびエクスポートを含む。
【０３３２】
　Ａ．ロボット設計
　図８８は、図１に示された現在の好ましいアーチワイヤ製造システム３４の概略表示で
ある。システム３４の重要な態様は図８８Ａのブロック図の形態に示される。システム３
４は、ワイヤ曲げロボット６０４の操作を制御するための制御システムを含む。例示され
た実施形態の制御システムは、曲げプログラムを走らせる汎用コンピュータ６００とロボ
ット制御装置６０２とを備える。コンピュータ６００は、精密器具サービスセンターのコ
ンピュータから、歯が目標状況にあるときの三次元におけるブラケットスロットの場所に
関する情報を含む入力ファイルを受け取る。コンピュータ６００は、ロボット制御装置に
、曲げることが必要なワイヤに沿った点に対応するワイヤ点情報を供給する。この情報は
、ロボット制御装置６０２によって、ワイヤ曲げロボット６０４用のモーションコマンド
に変換される。
【０３３３】
　システムが他の種類の医療装置を曲げるときに同じように働くことが理解される。コン
ピュータ６００は、何らかの源から、当該の医療装置をどのように曲げる必要かあるかに
関しての情報を提供する入力ファイルを受け取る。コンピュータ６００は、ロボット制御
装置６０２に、曲げる必要がある医療装置の長さ方向に沿った点に対応する位置情報を供
給し、ロボットはそれに応答して入力ファイルにしたがって医療装置を曲げる。
【０３３４】
　ワイヤ曲げロボット６０４は、遠位端にグリップツールを有する可動アーム６０６から
構成される。可動アームは、台または基部６１０に装着された近心端を有する。ロボット
は、第１のグリップツール６０８も含む。例示された実施形態において、第１のグリッパ
ーツール６０８は基部６１０に対して固定され、台に装着される。したがって、第１のグ
リップツール６０８は、ここでは、「固定グリッパー」と称されることもある。第１のグ
リッパーツール６０８を第２のロボットアームの端に配置することも可能であり、その場
合には、第１のグリッパーツールは必ずしも固定されることはなく、むしろ、アーチワイ
ヤの源または他方の可動アームに対して空間を自由に動く。そのようなシステムにおいて
、基点を有する座標システムが規定され、第１のツールは公知の位置に位置決めされる。
ロボット用の曲げコマンドはこの公知の点に対するものである。
【０３３５】
　ワイヤまたは曲げるべき他のワークピースが、第１のグリッパー６０８によって保持さ
れ、グリップツールは可動アーム６０６の端に保持され、アームは、空間の新しい点に動
かされ、それによってワークピースを曲げる。アーム６０６および固定グリッパー６０８
の構造の詳細は、下記にさらに詳しく記載される。
【０３３６】
　複数のクリニックにサービスを行う精密器具サービスセンターの場合がそうであるよう
に、図８８のシステム３４は、カスタマイズされたアーチワイヤを連続して１つずつ製造
するように設定される。そのようであるため、ロボット６０４はアーチワイヤ材料の源を
含む。源は、ワイヤのスプールであってもよく、その場合、個別のアーチワイヤ用にワイ
ヤの長さを切断するために切断ツールが必要である。あるいは、図８８および９３に示さ
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れるように、源は、可動アーム６０６の端のグリップツールによって把持されるように準
備された複数のまっすぐなアーチワイヤ６１５を含むマガジン６１４から構成される。第
１のグリップツールが可動アームの端に装着される実施形態において、第１のグリップツ
ールは、次のワークピースを検索することができ、一方、可動アームは仕上がったたワー
クピースを出口位置に配置する。
【０３３７】
　コンピュータ６００に供給された入力ファイルにしたがってアーチワイヤを曲げた後に
、ロボットアーム６０６の端の可動グリップツールが、ワイヤ（または曲げられているワ
ークピース）を６１６で示された出口位置に配置する。仕上がったアーチワイヤのワイヤ
６２２を出口位置６１６からラベルづけおよびパッケージステーション６２４へ運ぶため
に、複数のトレイ６２０を含むコンベヤシステム６１８が設けられる。ラベルづけおよび
パッケージステーション６２４は、アーチワイヤ用のラベルを印刷するプリンタ６２６と
、ワイヤ用の箱または袋等のパッケージのサプライを含むマガジン６２８と、を含む。ス
テーション６２４で労働者は、プリンタからラベルを取り、これを、アーチワイヤ６２２
またはワイヤ用のパッケージに加える。コンベヤシステム６１８も、モントラックのモン
テク部門が販売する種類のもの等の、市販の既製品のコンベヤシステムに基づいている。
【０３３８】
　ワイヤ製造システム３４は、ワイヤ製造コンピュータ６００からのコマンドおよび設定
に応答する加熱制御装置６１２を含む。制御装置６１２は、ロボットのグリップツールの
グリップフィンガの加熱要素６０７Ａおよび６０７Ｂへの電流の供給を制御し、それによ
ってグリップフィンガを周囲温度以上に加熱する。温度センサ６０５Ａおよび６０５Ｂが
グリップフィンガの温度を検出し、グリップフィンガの加熱のフィードバック制御のため
に使用される。赤外線ヒートデテクタ等の、ワークピースの温度を測定するための直接お
よび間接のシステムも設けられてもよい。加熱制御装置６１２は、ワイヤを曲げていると
きにグリップツールに電流を供給するワイヤ加熱電力サプライ６１１も制御する。ロボッ
トが、形状記憶材料またはチタンモリブデン合金（ＴＭＡ）材料、または可能な他の材料
、を曲げているときに、電力サプライ６１１が使用される。電流がワイヤ内に抵抗加熱を
生成する。電流は、ワイヤに形成される曲げが材料内に設定されるワイヤ温度を生成する
ように、ワイヤ加熱電流センサ６１３を経由して制御される。ワイヤの抵抗加熱が実施さ
れるときに、グリップフィンガの加熱が過剰な熱損失を回避する。
【０３３９】
　図８９は、図８８の製造システムに使用される可動ロボットアーム６０６の斜視図であ
る。図８９では、アームの遠位端６３４のグリップツールは省略されている。好ましい実
施形態において、可動アームは、既製品の６軸ロボットアームおよび固定ツールに基づい
ている。ロボット６０４用の適切なアーム、固定ツールおよびロボット制御装置は、ドイ
ツのストーブリユニメーションが販売している。ストーブリのロボットアームおよび固定
ツールは、グリップツール、加熱制御装置および補助システム、ソフトウェア、電流加熱
サブシステム、力センサ、および、アーチワイヤまたは他の適切な医療装置を曲げるため
にここに記載された他の特徴部で、カスタマイズされる。
【０３４０】
　アーム６０６は、図８８の台６１０に装着する近心端または基部６３０と、後述される
ように、図９２の第２のグリップツール６５１Ａが装着されてツールフランジ６３４から
構成される自由遠位端６３２と、から構成される。アーム６０６は、６本の異なる軸に沿
って動くことができ、方向は、図８９で番号１～６をふられた矢印によって示される。こ
のようにして、基部は台６１０に対して固定され、頭部部分６３６は基部６３０に対して
回転する。頭部部分６３６のジョイントは、アームセグメント６３８を、矢印２によって
示される軸を中心に回転させる。同様に、アームセグメント６４０は、ジョイント６３９
によって矢印３によって示される軸を中心にして回転する。ジョイント６４２は、アーム
セグメント６４０を、矢印４によって示される軸を中心に回転させる。アームセグメント
６４０の端に取り付けられたジョイント６４４は、ツールフランジ６３４を、矢印５によ
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って示される軸を中心に回転させる。第６のジョイント（図示せず）は、ツールフランジ
６３４を、矢印６によって示される軸を中心に回転させる。
【０３４１】
　図９０は、図８９のロボットアームの斜視図であり、アームジョイント６３９の動き、
および、アームセグメント６４０およびツールフランジ６３４の対応する運動を示す。ロ
ボット用のモーションコマンドが、ロボットの基部６３０に差し込むケーブル６５０に沿
ってロボット制御装置６０２から供給される。
【０３４２】
　図９１は、図８９および図９０のロボットアーム６０６の遠位端でツールフランジ６３
４へ装着される好ましいグリップツール６５１Ａの詳細斜視図である。
図９１に示される構造は、図８８および図９２の固定グリッパー６０８にも適用される。
グリップツール６５１Ａは、一対の対向するグリップフィンガ６５２および６５４から構
成され、これが開閉して、ワークピース、この場合は歯列矯正アーチワイヤ６１５、を掴
み、解放する。空気シリンダが、グリップフィンガ６５２をフィンガ６５４に対して軸を
中心に動かすことによって、グリップフィンガ６５２を作動し、それによって、フィンガ
６５２および６５４は、ワイヤ等のワークピースを掴み、解放することができる。位置決
めセンサ６５５（図８８Ａ）が、フィンガの位置を検出する。
【０３４３】
　代表的な実施形態において、アーチワイヤは、ニチノール、すなわち、ニッケルおよび
チタンに、銅または他の合金を加えたものに基づいた材料等の形状記憶合金から作られる
。これらの材料は、加熱されて、ワイヤに形成された曲げの形状を保持することができる
。したがって、図８８Ａのワイヤ加熱電力サプライ６１１は、固定グリップツールおよび
可動グリップツールのグリップフィンガへ電流を供給する。ワイヤに沿った電流の流れが
、ワイヤが曲げられるようにワイヤの形状にしたがって歪を取る材料に十分なワイヤの抵
抗加熱を作る。ワイヤからグリップフィンガ内へ熱が放散するのを避けるためにグリップ
フィンガ６５２および６５４が、電気加熱要素６０７Ａおよび６０７Ｂによって加熱され
ることが好ましい。導体６６０および６６２が、グリッパーフィンガの加熱要素に電流を
供給する。
【０３４４】
　図９１のグリップツール６５１Ａは、歪ゲージの形態で力センサ６６４をさらに含む。
力センサは、曲げがワイヤに置かれた後にまたは曲げ運動中に、ワイヤがグリップフィン
ガへ与える力を検出するように設計される。力センサ６６４によって検出される力は、大
きさと三次元での方向との両方が決定される。ワイヤを過剰に曲げるための力センサから
の出力の使用は、下記にさらに詳細に説明される。
【０３４５】
　図９２は、可動アーム６０６の遠位端６３２に位置する可動グリップツール６５１Ａと
ともに、図９１に示されるようなグリップツール６５１Ｂを有する固定グリッパー６０８
の斜視図である。歯列矯正アーチワイヤ６１５が、グリップツール６５１Ａおよび６５１
Ｂによって掴まれて示される。固定グリッパー６０８およびグリップツール６５１Ｂは、
基部６１０に対して静止したままである。固定グリップツール６５１がアーチワイヤ６１
５を把持し可動グリップツール６５１Ａもアーチワイヤ６１５を把持し、次いで、可動グ
リップツール６５１Ａが固定グリップツールに対して三次元空間で新しい位置へ動くこと
によってワイヤを曲げることによって、アーチワイヤは曲げられるかまたは捩られるかす
る。基本的に、入力ファイルは、下記により詳細に記載されるように、アーチ用の三次元
座標システムにおけるブラケット位置および配向に対応する三次元座標システムにおける
一連の点位置から構成される。これらの点を計算し、且つ、ロボットの可動アーム用の運
動コマンド（すなわち、グリッパーフィンガ用のアーム位置およびスイッチ状態）および
固定グリッパーがワイヤを曲げるためのコマンドを作成する方法が、下記により詳細に記
載される。
【０３４６】
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　入力ファイルおよび曲げ点の計算には他の可能性が存在する。たとえば、抜歯の場合、
歯の間のギャップを閉じるためにワイヤが必要であり、ワイヤは、ブラケットが歯を閉じ
るために沿って摺動するガイドまたはレールとして作用する。
この状況において、ブラケットが必要な量だけ摺動することができるために、歯の間に滑
らかなカーブが必要である。この状況において、歯の間の空間は小さなセクションに分け
られ、ワイヤ座標は各セクションから得られる。一連の小さな曲げが各セクションに形成
され、必要な滑らかなカーブを作製する。この状況では、所望の滑らかな形状を提供する
のを助けるために、グリップフィンガの縁に丸めみをつけることも有用である。別の代替
例として、複数のブラケットを取り囲む２つの点の間のワイヤを曲げることによって、自
由形態カーブを形成することができる。
【０３４７】
　ロボットアームの好ましい実施形態は図８９に示されるが、それがロボットアームの唯
一の可能な配列ではない。図８９のロボットは、アーチワイヤの複雑な曲げおよび捩れに
最適化されている。しかし、簡略な曲げしか必要としない医療装置またはアーチワイヤが
あり、その場合、必要なジョイントの数は少なくなる。たとえば、用途によっては、１本
、２本または３本の軸のロボットで十分である。
【０３４８】
　図９５は、６軸可動ロボットアームの代替配列の斜視図である。この実施形態において
、ロボットアームは、基部７００と、方向７０４に沿ってアームセグメント７０２を動か
すモータと、方向７０８に沿って第２のアームセグメント７０６を動かすモータを含む第
２のセクションと、方向７１４に沿ってアームセクション７１２を動かすモータを含む第
３のセクション７１０と、を備える。アームセクション７１２を軸αを中心にして回転す
るためにモータが設けられる。セクション７１６は、セクション７１２の端に接続され、
βによって示される軸を中心にしてセクション７１６を回転するためのモータを含む。第
６のセクション７１８は、γによって示される軸を中心にして回転される。グリップツー
ル６５１Ａは、セクション７１８の端に装着される。この種類のロボットも公知であり、
歯列矯正アーチワイヤ曲げロボットの基礎を形成するのに適切である。特許請求の範囲で
使用される「可動アーム」という用語は、図９５に示される種類のアームセグメント、お
よび、図９０に示される構造を含むように、広く解釈されることが意図される。
【０３４９】
　グリップツール６５１Ａおよび６５２のグリップフィンガは、その物理的構成の点で、
曲げられているワークピースの種類および形状用に、最適化されることが好ましい。この
形状は、ワークピース、たとえば、ワイヤ、固定プレート、スペクタクルフレーム等の性
質に依存して、変わってもよい。ワイヤの場合には、ワイヤは様々な断面およびサイズに
なる。グリップツールを変えずにグリップフィンガが数種類の異なる種類およびサイズの
ワイヤを掴むことができるように、グリップフィンガに複数の輪郭を形成することが望ま
しい。たとえば、グリッパーフィンガの１つの部分は一連の矩形輪郭を有して、変動する
サイズの矩形断面のワイヤを掴み、おそらく１つまたはそれ以上の円形輪郭が丸いワイヤ
を掴む。
【０３５０】
　グリップツールの力センサを使用して、ワークピース（たとえばワイヤ）に加えられる
調整可能なグリップ力にフィードバックを提供してもよい。ワークピースからグリッパー
へ作用する力が一定の限界を超える場合には、ワイヤがグリッパーフィンガを通って摺動
することができることが望ましい。これらの力が検知されると、固定グリッパーがワーク
ピースを掴むのをゆるめて、これが摺動するのを可能にする。
【０３５１】
　図９３は、現在の好ましい実施形態で、曲げる必要がある複数のまっすぐなアーチワイ
ヤを保持する図８８のマガジン６１４の斜視図である。図９４は、図９３のマガジンから
アーチワイヤの１つを把持する可動グリップツールの詳細斜視図である。
【０３５２】
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　マガジン６１４は、その上部表面に一連の溝６７４を規定する１セットの平行な隆起し
た要素６７２を有するトレイ６７０から構成される。アーチワイヤ６１５は溝６７４内に
配置される。アーチワイヤは、トレイ内で互いから間隔をおいて離れて維持される。これ
によって、ロボットの可動グリップツール６５１Ａは、図９４に示されるようにマガジン
６１４から１度に１本のアーチワイヤを取り上げ、これを固定グリップツールに挿入し、
曲げ操作を開始することができる。
また、マガジン６１４は公知の場所に位置決めされ、トレイの寸法およびそのスロット特
徴部も精密に知られている。この位置情報は、ロボット制御ソフトウェアへ供給され、グ
リップツール６５１Ａは、自動的に且つ人の補助なしでマガジンからアーチワイヤを１度
に１本ずつ取り外すことができる。マガジン６１４が空になると完全なものが同一の場所
に配置される。
【０３５３】
　図９６Ａおよび９６Ｂは、図７のマガジンに対する別のマガジン構造の斜視図である。
図９６Ａにおいて、マガジン６１４は、互いから間隔をおいた複数の開口部６８０を備え
た円筒形ホルダから構成され、開口部の各々はまっすぐなアーチワイヤ６１５を含む。図
９６Ｂにおいて、アーチワイヤは矩形ホルダ内にあり、列および欄に配置された開口部を
備えている。いずれの場合にも、可動アームがアーチワイヤの個別の１本を掴み、マガジ
ン内でワイヤを互いから間隔をあけることによって且つマガジン内の各ワイヤの場所を知
ることができるため、そのアーチワイヤをマガジンから取り外す。
【０３５４】
　図９７は、アーチワイヤ６１５をロボットへ運ぶコンベヤベルト７２４を含むコンベヤ
システム７２２の概略例示である。ここで、ロボットは、安全ケージ内に入れられている
。源がアーチワイヤ６１５をコンベヤベルトのスロット７２８へ供給する。ワイヤが曲げ
られロボットが新しいワイヤを準備すると、ベルトは１つの位置を進み、ロボットはベル
ト７２４に配置された次のワイヤを掴む。別の代替例として、アーチワイヤのスプールが
ロボットに供給することができ、スプールからのワイヤを所望の長さへ切断するために、
切断ツール（図示せず）が設けられる。切断ツールは、たとえば、第２のロボットアーム
の端に組み込むことができる。依然として、さらなる遂行が可能である。
【０３５５】
　アーチワイヤ製造システムが、次の作業、すなわち、ループ曲げ、表面磨きおよびワイ
ヤのマーキング、の１つまたはそれ以上を実施することができる他のワークステーション
またはワークプレースを有することも可能である。これらのステーションは、コンベヤシ
ステム７２２のまわりの場所に位置決めされてもよく、または、別個の場所にあってもよ
い。
【０３５６】
　ロボットワイヤ曲げシステムをエンクロージャ内に入れ、エンクロージャに窒素等の不
活性ガスを満たすことも可能である。不活性ガスは、曲げている間のワークピースの酸化
またはグリップツールに影響を与える酸化または他の化学反応を防止する。
【０３５７】
　Ｂ．アーチワイヤ製造
　図８８のワイヤ製造システムの代表的実施形態でアーチワイヤ（または他の類似器具）
を製造するための製造フローチャートが、図９８に示される。製造フローチャートは、代
替実施形態におけるワイヤのスプール等のワイヤマガジン６１４を取り込むステップ８０
０と、ステップ８０２でワイヤをロボットに供給することと、ステップ８０４でワイヤを
一定の長さに切断することと、を含む。ステップ８０６で、アーチワイヤ用の規定にした
がって一連の曲げがアーチワイヤに置かれる。曲げが完了した後に、ワイヤは、ステップ
８０８でステーション６２４でラベルづけされ、ステップ８１０で箱または他のパッケー
ジに包装される。
【０３５８】
　ステップ８０６でのワイヤの曲げは、図９９～１０６に関連して下記に記載されるよう
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にブラケットスロット用のスロットデータに基づくか、または、ここに説明されるような
他の適切な基準に基づく。ワイヤ曲げコンピュータ６００が、図１の精密器具センターの
コンピュータからこのスロットデータを受け取る。コンピュータ６００は、スロットデー
タを三次元空間の１セットの点に加工し、ワイヤに適切な曲げを達成するのに必要な可動
アームの動きを計算する曲げプログラムを実行する。コンピュータ６００は、ロボット制
御装置にソフトウェアインターフェース８１２を有し、これが、ロボットアーム用の位置
または運動信号をロボット制御装置６０２用の低レベル指令に変換する。ロボット制御装
置はロボット制御プログラム（ロボットに付属する制御プログラムから適合される）を実
行し、これがロボットアーム６０６を固定グリッパー６０８に対して動かし、ワイヤを曲
げ且つ／または捩る。アーチワイヤが形状記憶合金である場合には、ワイヤ加熱電力サプ
ライ６１１は、可動アーム上のグリッパーフィンガ６５２および６５２および固定グリッ
パー６０８上のグリッパーフィンガへ電流を供給してワイヤを加熱し、一方、ワイヤは曲
げ状態に保持され、且つ／または、曲げる動きの間に、ワイヤの形状に設定する。
【０３５９】
　ロボット入力ファイル
　入力ファイルは、曲げの後にアーチワイヤの形状を規定し、これから図９９～１０６に
関連して検討される。入力ファイルは、１セットのマトリクスを含み、患者のアーチの各
ブラケット用の１つのマトリクスである。各マトリクスは、ブラケットの点の位置のベク
トルと配向のマトリクスとの組み合わせから構成され、三次元空間でのブラケットの配向
を示す。位置のベクトルと配向のマトリクスとの両方とも、歯が目標状況にあるときの歯
のブラケットの位置に基づいている。目標状況は、クリニックで治療計画ソフトウェアを
使用する治療計画の実行および生歯の走査から、歯列矯正医によって展開される。
【０３６０】
　図９９は、患者１人につき１つのアーチ８２０用の目標状況を例示する。目標状況は、
歯８２２の三次元仮想モデルであり、仮想ブラケット８２４が、たとえば、歯の唇側表面
に配置される。基点８２６を有するアーチ８２０用の座標システムが規定される。座標シ
ステムは三次元にあり、ＸおよびＹ次元はアーチの平面にあり、Ｚ方向はページを示す。
基点８２６の位置は、特に重要ではない。例示された実施形態において、平均「質量」が
アーチの各仮想歯に割り当てられ、「質量」の中心がアーチ８２０用に計算され、基点８
２６はその中心に位置する。
【０３６１】
　図１００および１０１に示されるように、位置のベクトル８２８が、各ブラケット用に
規定される。ベクトル８２８は、基点８２６から、ブラケットスロットの壁８３２に沿っ
てブラケットのスロット８３０の中心すなわち点８３４へ延びる。位置のベクトルは、規
定されたアーチ座標システムにおいて点８３４のＸ、ＹおよびＺ座標から構成される。
【０３６２】
　配向マトリクスは、単位ベクトルの形態の３×３マトリクスから構成される。
【０３６３】
【数９】

　ただし、Ｘ1、Ｘ2およびＸ3は、図１０１に示されるＸ単位ベクトルのＸ、ＹおよびＺ
構成要素であり、Ｙ1、Ｙ2およびＹ3は、図１０１に示されるＹ単位ベクトルのＸ、Ｙお
よびＺ構成要素であり、Ｚ1、Ｚ2およびＺ3は、図１０１に示されるＺ単位ベクトルのＸ
、ＹおよびＺ構成要素である。上記のように、各ブラケットのマトリクスは、このように
、３×３配向マトリクスと位置マトリクスとの組み合わせから構成され、したがって下記
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の通りである。
【０３６４】
【数１０】

　ただし、項目の右手欄のＸ、ＹおよびＺは位置ベクトルである。
【０３６５】
　ロボット入力ファイルは、各ブラケット用の非正接値および正接値も含む。非正接値は
、ブラケットスロットの中心（点８３４）からワイヤの先の曲げの終点を規定する点への
距離から構成される。正接値は、ブラケットスロットの中心からワイヤの次の曲げの終点
を規定する点への距離から構成される。入力ファイルは、図１０１のＹ単位ベクトルの距
離で測定されるような、ワイヤの厚さからも構成される。
【０３６６】
　図１０２を参照すると、患者の最奥臼歯用の４×４マトリクス２）の例が記載される。
図面は、基点８２６、位置ベクトル８２８、および、ブラケットスロットの配向を示すＸ
およびＹの単位ベクトルを示す。図１０２は、ブラケットスロット用の絶対位置および配
向情報を与えるスケール（ミリメートルの単位）も示す。ここで、実施例では、正接ベク
トルＸまたは法線ベクトルＹに対するＺ構成要素はないと想定する。図１０３は、アーチ
ワイヤの中心線に沿って測定された正接距離ＴDおよび非正接距離ＡＴDを示す。結果とし
て得られるマトリクスが図１０４に示される。
【０３６７】
　アーチにすべてのブラケットを備える図１０４に示されるような１セットのマトリクス
から、ロボット曲げプログラムは、三次元空間に一連の線セグメントを引き出し、これは
、各ブラケットスロット用の非正接および正接の距離の終点によって規定される。線セグ
メントのセットが図１０５に示される。線セグメントは、ブラケットスロットの公知の場
所および公知の正接および非正接の距離のために、公知の三次元座標を有する１セットの
点Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、…Ｐｎによって規定される。線セグメントは、ベクトルの頭部用の
場所および３方向における大きさおよび配向を有する１セットのベクトルとして規定する
こともできる。下記の検討は、１セットの点Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、…ＰＮを使用する。図１
０５において、スラッシュ８４２は、図１０１のブラケットスロット８３０の端点を示す
。
【０３６８】
　曲げは、点Ｐ１の前、点Ｐ２と点Ｐ３との間、点Ｐ４と点Ｐ５との間等、すなわち、ブ
ラケットスロットの間のワイヤに置かれる必要がある。完全アーチワイヤのスロットから
スロットへの曲げは、セクションごとに曲げられる。１つのスロットからスロットへの曲
げを形成するために、固定グリッパーツール６５１Ｂおよびロボットアームグリッパーツ
ール６５１Ａが、初期形状のワイヤを掴むことができるように、ワイヤが供給される。固
定グリッパーツールとロボットアームグリッパーとの間のワイヤ長さは、曲げに沿ったワ
イヤの湾曲した長さに等しい。曲げの間のまっすぐなワイヤ部分８４０は、ブラケットス
ロットに適合しなければならない。ワイヤを要求された形状に曲げるために、主要制御コ
ンピュータ６００は、ロボット制御装置６０２へ信号を送る。ロボット制御装置６０２は
、ロボットグリッパーツール６５１Ａを備えたロボットアーム６０６を新しい位置へ動か
す信号を生成する。運動路は、曲げ軌道によって規定される。曲げは、図１０６で８４４
で示される。
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【０３６９】
　１つのスロットからスロットへの曲げを形成するために（たとえば、点Ｐ２と点Ｐ３と
の間の曲げ８４４）、数種類の曲げ運動が必要である。２つの連続したまっすぐなワイヤ
セクション（たとえば、点Ｐ１と点Ｐ２との間、および、点Ｐ３と点Ｐ４との間）が互い
の間の所望の相関位置を有する場合に、１つのスロットからスロットへの曲げが完成した
とみなされる。
【０３７０】
　この位置に到達するために、可能なワイヤ材料特性に依存して異なるアプローチがある
。すなわち、ａ）ステンレス鋼等の、弾性／可塑性特性を備えた曲げ材料、ｂ）形状記憶
特性を備えた曲げ材料、および、ｃ）曲げＴＭＡ合金である。
【０３７１】
　弾性／可塑性特性を備えた材料は、変形の弾性部分を補うために、過剰に曲げなければ
ならない。過剰曲げプロセスは、下記にさらに詳細に記載されるが、閉鎖ループ制御とし
て規定することができる。第１の曲げステップ内で、ロボットアーム６０６は新しい位置
へ動く。新しい位置は、計画された位置、または、計画された位置に過剰曲げの量を足し
たものに等しいことが好ましい。動きの最後で、グリッパーに作用する力およびモーメン
トが測定される。それらは、ワイヤに残っている弾性変形を示す。解放されたワイヤ形状
に対応するグリッパー位置を決定するために、ロボットアーム６０６は、作用する力およ
びモーメントとは反対方向へ新しい動きを開始する。力は横方向運動に対応し、モーメン
トは回転運動に対応する。測定された力およびモーメントへの運動方向を連続して調整す
ることによって、ロボットは位置を達成し、そこで、力およびモーメントは、測定解像度
の大きさである（ゼロ力位置）。適切な測定解像度を選ぶことによって、残っている弾性
変形は無視することができ、２つのグリッパーの相関位置は、解放された状況のまっすぐ
なワイヤセクションの相関位置に対応する。このゼロ力位置は、計画された位置と比較さ
れる。差が許容限界よりも大きければ、追加曲げステップを行い、差を減少する。ゼロ力
位置から、ロボットは、今、計画された位置への方向に動き、ゼロ力と計画された位置と
の間の差の値に関して、計画された位置を無効にする。この動きの最終点は、過剰曲げ位
置と呼ばれる。過剰曲げ位置から再度、力およびモーメントが制御された動きを開始し、
新しいゼロ力位置を見いだす。新しいゼロ力位置が計画された位置に対して許容限界内に
ある場合は、１つのスロットからスロットへの曲げのための曲げプロセスが完了し、次の
スロットからスロットへのセクションを曲げるために、ワイヤが供給される。過剰曲げの
量が多すぎた場合には、新しい過剰曲げ位置が上述のように計算される。過剰曲げの量が
不十分であった場合には、新しい過剰曲げ位置が、先の過剰曲げ位置に新しいゼロ力位置
と計画された位置との間の差を足したものとして、計算される。記載されたプロセスは、
ゼロ力位置と計画された位置との間の差が許容限界よりも小さいという状況まで、ループ
内で繰り返される。
【０３７２】
　形状記憶特性およびＴＭＡを備えた材料が、計画された位置へ曲げられる。この位置を
合金の記憶へ転移するために、２つのグリッパーの間のワイヤセクションが、一定時間の
間、一定の温度へ加熱される。加熱は、たとえば、導電性抵抗加熱、レーザ、対流、放射
線、または、暖かい空気または液体を材料に加えることによって、可能である。加熱電流
および時間は、それぞれの合金、ワイヤセクション長さおよびワイヤ形状に対して、適切
に調整されなければならない。ワイヤを暖めるために、ワイヤ加熱は、計画された位置へ
曲げる運動中に既に開始することができる。グリッパーフィンガでヒートシンク効果を回
避するために、且つ、ワイヤの完全なブラケット相互セクションが必要な加熱を得るのを
確実にするために、グリッパーフィンガ６５２、６５４（図９１）または少なくともグリ
ッパーとワイヤとの接触区域も、加熱される。グリッパーは、アーチワイヤ全体の製造処
理中に連続して加熱されてもよい。曲げ位置の合金記憶への不完全な転移を補うために、
一定の量の過剰曲げを規定することができる。
【０３７３】
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　ＴＭＡ材料を曲げるに当たり、スプリングバックがない高温へ、材料を加熱することが
できるが、材料が冷却すると、そのスプリングバック特性を保持する。そのような材料を
曲げる手順は下記の通りである。すなわち、１）グリッパーフィンガを加熱する、２）ワ
イヤを所望の構成に曲げる、３）スプリングバック傾向がもはや存在しない温度までワイ
ヤを加熱する、４）加熱源を止めて、ワイヤを冷却させる、５）曲げるためにワイヤを次
の位置まで進める、次いで、ステップ１）～５）を繰り返す。
【０３７４】
　ワイヤを１つのセクションから次へ曲げるために、１つのまっすぐなワイヤセクション
（ｉ）、たとえば、Ｐ３からＰ４へ、の位置および整合が、曲げシステムに規定されたカ
ウント順で先のまっすぐなワイヤセクション（ｉ－１）を参照して規定されることが必要
である。曲げシステムの基点は、まっすぐなワイヤセクション（ｉ－１）の端で規定され
、これは、次のまっすぐなセクション（ｉ）に向かう。ｘ軸は、セクション（ｉ）に方向
づけられたまっすぐなワイヤセクション（ｉ－１）の方向に等しい。矩形断面を備えたワ
イヤでは、ｙ軸はｘに垂直であり、ワイヤのより広い寸法への方向にある。方形のまたは
円形の断面では、ｙ軸はｘに垂直でなければならず、実際的な理由にしたがって選ぶこと
ができる。ｘ、ｙ、ｚ軸は、右手の法則に従う。
【０３７５】
　上述のようなブラケットスロットデータは、ロボット制御装置６０２によって使用され
るための曲げデータに変形される必要がある。これは、ブラケットの中心点８３４（図１
００）の位置からまっすぐなワイヤセクションの中心点（ワイヤの中間に沿って位置する
、図１０５の点８４０）の位置への計算によって行われる。
【０３７６】
　次に、曲げられたワイヤの形状および長さを計算する必要がある。図１１６Ａ～Ｄにお
いて、これは、点Ｐ２と点Ｐ３との間のワイヤの形状として示される。各曲げステップで
は、ロボットグリッパーが、固定グリッパーから点Ｐ２と点Ｐ３との間のワイヤの長さに
対応する一定の距離でワイヤを掴む。２つのグリッパーの間のワイヤセクションが曲げら
れる。曲げ力およびモーメントを最小限にするために、且つ、機器へまたはワイヤへ損傷
を与える可能性のあるような曲げ力およびモーメントが限界を超えないことを確実にする
ために、掴まれたワイヤ長さは、曲げられた形状のワイヤのほぼ「自然な」長さであるべ
きである。長さが短すぎる場合、ワイヤは裂かれ、高い引っ張り力になり、長すぎる場合
には、ワイヤはねじれる傾向になる。
【０３７７】
　ロボットコンピュータ６００はしたがって、適切なアルゴリズムを使用して、曲げられ
たワイヤの適切な形状を計算する。１つの方法は、数値技術を使用してワイヤの形状を表
す二次または三次のカーブを導き出すことである。別の方法は、正規スプラインアルゴリ
ズムを使用することである。理想的には、ワイヤには鋭い曲げがあるべきではない。例示
された実施形態には、ベジェスプラインアルゴリズムが使用されている。アルゴリズムは
、滑らかなカーブの分析的記載を与え、カーブの長さ方向に沿って１セットの点を作製す
る。カーブの長さは、カーブの各セグメントに沿った距離（三次元で）を合計することに
よって得られる。
セグメントにおける各点の間の分離距離は、任意に設定することができ、例示された実施
形態では０．０５ｍｍである。アルゴリズムは下記の通りである。
【０３７８】
入力
　・中心点の場所および２つの隣接するまっすぐなワイヤセクションの整合
【数１１】

これらのマトリクスは、先に記載した４×４マトリクスに対応する。
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【０３７９】
・正接および非正接距離ＳｔおよびＳａｔ
・ベジェ距離ｂd（経験値）
ベジェ公式は、文献によって公知なように、図１０６Ａに示される４つの点によって記載
される。スプラインカーブの点は下記によって与えられる。
【０３８０】
【数１２】

　ここで、図１０６Ａのベジェ点Ｐ1～Ｐ4は、必ずしも図１０５に示されるワイヤセグメ
ントの点Ｐ1～Ｐ4である必要はなく、むしろ、ベジェスプラインの長さおよび形状を計算
するのに使用される点であることに注意されたい。
【０３８１】
　スロット（ｉ－１）からスロットｉへのまっすぐなワイヤセクションの間の湾曲したワ
イヤ形状を記載するために、

【数１３】

が、下記によって計算される。
【０３８２】

【数１４】

　ワイヤ長さＬおよびＮ中間スプライン点は、図１０６Ｂに示されるアルゴリズムによっ
て計算することができる。
【０３８３】
　経験値ベジェ距離ｂｄは、計算された曲げられたワイヤ形状と実際に曲げられたワイヤ
形状とを一致させるように設定されなければならない。歯列矯正ワイヤ用に、良好な想定
は、ｂｄ＝１ｘ……２ｘより大きなワイヤ断面寸法である。
【０３８４】
　曲げ軌道は、各曲げ用に計算する必要がある。曲げ軌道は、固定グリッパー６５１Ｂに
対する可動アームのグリッパー６５１Ａの多数の点の数であり、これは、曲げ運動の開始
点と目的点とを接続する。一般に、各曲げ軌道から次の曲げ軌道へ移動および回転の運動
構成要素がある。
【０３８５】
　各曲げ軌道位置では、湾曲したワイヤの計算された長さは、計画された位置の計算され
た長さに等しくなければならない。ワイヤのねじれ状態を避けるために、運動は次の２つ
の部分に分けられる。
【０３８６】
　１．明確に変形した形状にワイヤを導く初期運動。初期運動は、開始位置および最終位
置の接続ベクトルに垂直な固定グリッパーの最終点を通る軸を中心にして回転変形として
規定される。これは、可動グリッパー６５１Ｂの回転運動および動きａ、ｂ、ｃおよびｄ
によって図１１５Ａに示される。
【０３８７】
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　２．目的点への仕上げ運動。仕上げ運動は、開始点（または初期運動の最終点からの初
期運動があるのであれば）から目的点への徐々のアプローチである。全体的曲げ運動の移
動および回転の部分は、個別の曲げ軌道位置へ確実に分割される。２つの曲げ軌道位置の
間で、ロボットグリッパーの運動経路は、２つの点のまっすぐな線接続に沿った線移動運
動によって、および、確実に分割された回転運動によって、規定される。２つの曲げ軌道
位置の間の距離は、ワイヤのねじれおよび認められない力およびモーメントを回避するた
めに十分小さくなければならない。これらの運動は、図１１５Ｂの点ｄ、ｅ、ｆおよびｇ
に示される。
【０３８８】
　ここに記載のようにワイヤを曲げるに当たって、図８８のロボットシステムは、基点８
６０が図１０９および１１０に示されるように規定される座標システムを有する。ワイヤ
は、フィンガが開位置にあるときに形成された小さなギャップを通って固定グリップツー
ル６５１Ｂを通る。基点８６０は、固定グリップツール６５１Ｂの平らな縁でワイヤの軸
の中心に沿うとして規定される。ロボット制御装置ソフトウェアは、この座標システムで
常に、固定グリップツールに対する可動グリップツールの場所を知っている。さらに、ワ
イヤは、可動グリップツール上の精密な点で可動グリップツールによって掴まれる。した
がって、ワイヤが固定グリップツールおよび可動グリップツールによって保持されるとき
には、２つの間の距離は正確に知られている。これによって、ワイヤを伸ばしたり縮めた
りすることなく、図１１５Ａ～１１５Ｃに示される曲げを実行することができる。特に、
ワイヤに取り付けられた点で固定グリップツールと可動グリップツールとの間でワイヤに
沿って測定された距離は、図１０５および１０６の点Ｐ２とＰ３との間で曲げられたワイ
ヤ用に、および、当然ながらその後の曲げ用に、計算されたベジェ距離に等しい距離に常
に維持される。
【０３８９】
　ワイヤを曲げの間に進めるために、または、第１の曲げのための状態にワイヤを置くた
めに、少なくとも２つの可能性がある。１つは、可動グリッパーツールがワイヤを掴み、
固定グリップツールを通ってこれを引くということである（固定グリップツールは開いて
おり、グリップツールに対してワイヤが摺動することが可能である）。代替例として、ワ
イヤはスプールまたはコイルであってもよく、スプールはモータによって回転され、固定
グリップツールを通ってワイヤを進める。後者の実施形態において、曲げが完了した後に
ワイヤを切断するために、切断ツールを設ける必要がある。アーチワイヤ製造業者は、既
に一定の長さに切断されたバルクでワイヤを販売しており、本記載は、固定グリップツー
ルを通ってワイヤを進める可動グリップツールによってワイヤセグメントが進められる実
施形態になされている。
【０３９０】
　緊張した状態で２つのグリッパーの間でワイヤを曲げると、ロボットグリッパーは、新
しい位置へ動かされ、そこでは、グリッパーに力およびモーメントが作用しない。固定お
よび可動のグリップツール上の力センサ６４０を使用して位置を決定する。この位置がゼ
ロ力位置と呼ばれ、ワイヤの解放状態に対応する。力、モーメントおよび運動の構成要素
が、図１０９および１１０の主要ロボット座標システムで計算される。
【０３９１】
　材料の性質に依存して、ワイヤのいくらかの過剰曲げが必要とされることもある。これ
は、たとえば、ゼロ力位置が、ロボットの可動アーム６０６用の計算された位置と同一で
はない場合に示される。過剰曲げ原則を良好に理解するために、図１０８および１０８に
注意を向けられたい。
【０３９２】
　図１０７は、ワイヤの力と撓みとの間の関係を例示する。実線８６６は、ワイヤの一定
の撓みを与えるためにどれほど多くの力が必要であるかを示す。力がＦ１よりも少ないと
きには、力が解放されるときにワイヤは初期状態に戻り、ワイヤの弾性特性のため撓みは
経験しない。力レベルＦ１で、ワイヤの永久変形すなわち可塑性変形が起こり始める。Ｆ
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２の力レベルで、ワイヤは量Ｄ２だけ撓むが、力がワイヤから解放されると、ワイヤは撓
み量Ｄ１へ曲げ戻り、図示のように、緩和カーブ８６８は本質的に力レベルＦ１までのカ
ーブ８６６に等しい。このようにして、力が取り除かれるときに必要な撓みＤがワイヤで
達成されるように、Ｆ３で示される力のレベルをワイヤに加える必要がある。Ｆ３はＦ２
よりも大きく撓みＤ３はＤ２よりも大きいという事実によって、曲げ力が取り除かれた後
にワイヤの適切な形状をもたらすために幾分の過剰曲げが一般に必要であることが例示さ
れる。
【０３９３】
　図１０８は、曲げたときにワイヤ材料に関与する応力を例示する。ワイヤは、８５６で
示されるように、伸び応力を経験する１つの部分を有し、一方、圧縮応力は場所８５８で
経験され、矢印の長さが応力の相対的な大きさを示す。曲げが小さいと、弾性変形しか起
きないようにワイヤの中心の力は十分に小さく、一方、ワイヤの外側部分では、可塑性変
形が発生することもある。結果として、ワイヤを曲げることは弾性変形と可塑性変形との
混合であり、その特徴は、曲げの量、ワイヤ材料および断面形状によって決定される。
【０３９４】
　必要な過剰曲げの量を決定するために、数種類の可能性がある。１つは、ワイヤの有限
要素分析のような純粋に分析的な解決法である。あるいは、ワイヤの１片が検査されて、
公知の力に対する応答を決定してもよく、結果は曲げのキャリブレーション表として格納
される。基本的に、図１０７のカーブは経験的に得られる。より好ましいアプローチは、
固定および可動のグリップツール上の力センサ６４０（図８８Ａ）を使用してワイヤのゼ
ロ力位置を検知し、この位置での可動グリッパーの場所を意図された位置と比較する。幾
何的なアプローチまたは変形アプローチが別の代替例である。このアプローチでは、ワイ
ヤはいくらかの量を曲げられて、次いで解放され、緩和位置が記され、ワイヤはさらに曲
げられ、解放され、この処理は、ワイヤが所望の位置へ曲げられるまで続く。
【０３９５】
　順応性のある自己学習性人工知能型学習プログラムまたは類似ワイヤの先の曲げに基づ
いたキャリブレーション表によっておそらく強化された力に基づいたシステムで、ワイヤ
の結果として得られる構成は、通常、より即座に達成することができる。基本的に、ワイ
ヤで実施されるすべての曲げのために、結果として特定の曲げを生じるのに必要な動きに
関する情報が格納される。たとえば、タイプＴの断面形状がＷのワイヤで１３度の曲げを
達成するために、ワイヤは１５．５度曲げられなければならず、この情報が格納される。
十分なデータで、タイプＴのワイヤにカーブ８６６および８６８（当該カーブの少なくと
も一部）を表す数学的関係が導き出され、この数学的関係を力センサとともに使用して、
即座に正確に必要な曲げをワイヤに置くことができる。
【０３９６】
　いずれの場合にも、いずれの所与の曲げの後にワイヤの実際の形状を決定するのに使用
される緩和位置でワイヤの位置を検出するために、カメラ等の光学システムを使用するこ
とができる。
【０３９７】
　図１１１は、ステンレス鋼または他のワイヤとともに使用することができ、何らかの過
剰曲げが依然として必要な形状記憶ワイヤを含む変形制御過剰曲げプロセスのフローチャ
ートである。
【０３９８】
　ステップ８７０で、移動および回転態様の両方で過剰曲げ値の計算が行われる。この計
算は、たとえば、有限要素方法を使用して、キャリブレーション表を使用して、力と曲げ
との間の導き出された数学的関係を使用して、先の曲げからの過剰曲げのために格納され
た値を使用して、または、上記の何らかの組み合わせを使用して、実施することができる
。
【０３９９】
　ステップ８７２では、曲げカーブは、計画された位置まで計算され、過剰曲げ値を含む
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。これは、先に述べられたベジェスプラインアルゴリズムに関与する。
【０４００】
　ステップ８７４では、可動グリップツールが、計画された位置に過剰曲げ位置を足した
合計によって示される位置に動かされる。これは、ワイヤに曲げを形成する。再度、この
位置は、ロボット座標システムを参照して、且つ、ワイヤに曲げを置く必要がある点（た
とえば、図１０５のＰ３およびＰ２）の間の空間関係を参照して、決定される。
【０４０１】
　ステップ８７６では、力センサを使用してワイヤによってグリップツールへ与えられた
残留力を測定し、力が閾値よりも大きければ、力測定値がゼロまたは実質的にゼロである
位置へ可動グリップツール６５１Ａが動かされる。
【０４０２】
　ステップ８７８では、可動ロボットアームの位置センサを使用して、可動グリップツー
ルの実際の位置が測定される。
【０４０３】
　ステップ８８０では、実際の位置と計画された位置との間の差が限界より小さいか否か
のチェックが行われる。小さくなければ、新しい過剰曲げ値が計算され（ステップ８８２
）、所望の方向にワイヤを追加の量だけ過剰に曲げてワイヤを所望の位置により近づける
ように新しい曲げ値が計算される（ステップ８８３）。
【０４０４】
　ステップ８７４～８８３は、可動グリップツールの実際の位置と計画された位置との間
の差が限界より小さくなるまで、繰り返される。
【０４０５】
　ステップ８８４では、計画された位置に対する実際の位置のエラーが記され、次のスロ
ット位置を修正することによって補償される。特に、図１０５のセットの点の次の一対の
点によって表される次のスロット位置は、エラーの量によって三次元で転換される。次の
スロット位置のこの修正は、所与の曲げのエラーがその後のすべての曲げに進むのを避け
るために、必要である。
【０４０６】
　ステップ８８６では、ステップ８７４～８８２からの過剰曲げ結果がメモリに保存され
、上記に説明されたように将来の過剰曲げ必要条件を概算するための順応可能な技術に使
用される。
【０４０７】
　図１１２は、図１１１の方法によって実施された過剰曲げを概略的に表す。線９００は
、固定グリッパーのフィンガの間のスロットを表し、線９０２は、曲げの様々な段階のワ
イヤを表す。点線９０４は、ステップ８７４の動きを示し、線９０６は、ワイヤが計画さ
れた位置で掴まれているグリップフィンガの間の可動グリップツールのスロットを表す。
ゼロ力位置は、可動グリッパーがそこへ向けて動く位置であり、９０８で示される（図１
１１のステップ８７６）。ゼロ力位置と計画された位置との間の差に対して回転（ｄｗ）
および移動（ｄｘ）の態様の両方がある。最後の過剰曲げ位置は位置９１０として示され
る（ステップ８７０で計算された過剰曲げ）。必要な修正は位置９１２によって示される
。図１１１のステップ８８０で計算されたこの新しい過剰曲げ位置は、最後の過剰曲げ位
置は位置９１０に計画された位置９０６を足しゼロ位置９０８を引いたものに等しい。こ
の新しい過剰曲げ位置は、－ｄｘおよび－ｄｗによって示されるように回転および移動態
様の両方を含む。
【０４０８】
　グリッパーを通ってワイヤを供給し代表的な曲げを実行する実際のロボットグリッパー
運動の１つの可能な例が、図１１３Ａ～１１３Ｅに関連して説明される。図１１３Ａに示
されるように、ワイヤの長さの幾分かが固定グリップツール６５１Ｂの端を越えて拡張す
るように、ワイヤが、固定グリッパーツール６５１Ｂを貫くか、または、可動グリップツ
ールによってそこに配置される。ワイヤセグメントに沿った点Ｐ１およびＰ２が示される
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。可動グリッパーツール６５１Ａは、固定グリップツールより上にわずかに右側に位置決
めされ、ここでは０．２ｍｍ離れている。可動グリップフィンガは開いており、可動グリ
ッパーは下へ動き、ワイヤをクランプする。０．２ｍｍの距離は、単に、フィンガが衝突
せず、例示された実施形態から変動することができるように、選ばれただけである。フィ
ンガは、可動グリップツールの移動運動によって互いに協働し、ワイヤが固定グリップツ
ールを通って進むように固定グリッパーおよび可動グリッパーを解放し閉じる。これは、
図１１３Ｂによっても示され、固定グリップツール６５１Ｂが開いて（ＯＰ）、ワイヤが
ツール６５１Ｂのフィンガの間に形成されたスロットを通って摺動することができるのを
示す。可動グリップツールは右に動き、点Ｐ２が固定グリップツールの右側に来るまで（
図１１３Ｃに示されるように）固定グリップツールを通ってワイヤを引き、そこで可動グ
リップツールによって把持されることができる。図１１３Ｃおよび１１３Ｄに示されるよ
うに、可動グリップツールは開いて、ワイヤを掴んでいるのを放し（ＯＰで示される）、
閉じる位置（ＣＬ）へ動き、場所Ｐ２でワイヤを把持する。次いで、可動グリップツール
６５１Ａが、ワイヤを固定グリップツールを通って引きながら、点Ｐ２でワイヤを掴み、
点Ｐ３が、図１１３Ｄに示されるように、ロボット座標システムの基点に位置するように
する。ワイヤに曲げが作られた後の両方のＰ２およびＰ３の計画された場所は、ロボット
座標システムにおいて公知であるため、可動グリップツール６５１Ａは図１１３Ｂに示さ
れる位置へ動いて、ワイヤに曲げを置く。この点で、さらなる過剰曲げが要求される場合
には、たとえば図１１１および１１２の処理が実施され、必要な過剰曲げをワイヤに置く
。図１１３Ｂ～１１３Ｄの動きは、距離が短いならば、ワイヤの厚さに依存して、１つの
動きに結合されてもよい。
【０４０９】
　図１１８は、図１１３Ｅの曲げが発生するときのワイヤの前後の位置を例示する。図面
は、図１１３Ｅの動きが直線運動ではないことを例示し、これは、ワイヤの過剰な伸張ま
たはねじれを引き起こす可能性がある。むしろ、グリッパーの動きは、ワイヤの長さ方向
に沿って測定された距離が一定に維持されるように、ステップａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆと
して例示される。動きは、２つの段階で実施されてもよい（図１１５Ａおよび１１５Ｂに
示されるように）。結果として、図１１５Ｃに示されるように、２つの曲げ９１２がワイ
ヤに置かれる。当然ながら、規定によって必要であれば、捩れが実施されてもよい。
【０４１０】
　曲げがワイヤに置かれた後に、図１１６Ａ～１１６Ｄに示されるステップが実施され、
ワイヤを次の曲げの位置に沿って進める。第１に、図１１６Ａに示されるように、可動グ
リップツール６５１Ａが、ΔＸによって示される量だけ右へ移動する。これは、図１１６
Ｂに示されるように、Ｐ３をΔＸの量だけ固定グリップツールの右側へ動かす。次いで、
可動グリップツールがワイヤを解放し、図１１６Ｃに示されるように、固定グリップツー
ルの右側でワイヤを掴み、再度、点Ｐ４を固定グリップツールの右側へ動かすのに十分な
量だけ右側へ移動する。可動グリップツールは再度ワイヤを解放し、点Ｐ４でワイヤを掴
む。図１１６Ｄに示される状況が得られるように、ワイヤは再度、右側へ移動される。ワ
イヤは今や、Ｐ４とＰ５との間のワイヤの曲げるための位置にある。図１１１および１１
２の処理が再度発生し、新しい曲げおよび過剰曲げの位置を計算し、ワイヤに曲げが形成
される。図１１６Ａ～１１６Ｄの処理は、曲げがアーチワイヤに形成されるまで続く。最
後の曲げが完了すると、ワイヤは、ワイヤ製造システムの出口位置で可動グリッパーから
解放され、先に記載されたラベルづけおよびパッケージステーションへコンベヤによって
運ばれる。
【０４１１】
　形状記憶合金材料は、図１１３Ｅに作られた曲げによって与えられた形状を取るために
加熱を必要とする。したがって、これらのワイヤのために、ワイヤが図１１３Ｅによって
示された位置に保持されながら、熱がワイヤに加えられ、歪を取るのに必要な値までワイ
ヤの温度を上げる。温度は、材料の種類で変動する。
例示された実施形態において、先に記載したように抵抗加熱システムが使用される。適切
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な温度に到達するまで電流が調整される。力センサがゼロのときに（または限界未満のと
きに）熱処理は完了したと判断され、ワイヤは計画された位置でグリッパーによって保持
される。ワイヤに加えられる電流および時間の量は、再度格納される情報であり、それは
、将来、同一種類のワイヤを加熱するときに使用することができる。
【０４１２】
　より柔らかな形状記憶材料、たとえば、ＮｉＴｉ用に、グリップツールに設けられた力
センサ６４０（図８８Ａ）は、関与した小さな力を検出するために非常に感度の良いもの
でなければならない。形状記憶材料は常に力センサを必要とするわけではないが、加熱処
理の効果に関する情報を提供するために使用することができる。
【０４１３】
　好ましい実施形態では、２つの力センサが使用される。より粗い力センサは、曲げ中に
より大きな力を測定するために使用され、可動グリップツールに固定される。より微細な
力センサは、より高い解像度、低いノイズおよび高い感度を有し、たとえば０．０００５
Ｎ未満の感度を備えて、ゼロ力位置を検出するために、固定グリップツールに嵌められる
。力センサは両方とも、歪ゲージ技術に基づき、市販の歪ゲージからまたは既製品のユニ
ットからたやすく適合することができる。たとえば、より微細な力センサは、より大きな
感度、信号対雑音比および力解像度を有するように、異なる増幅器または回路に対する他
の修正を有してもよい。圧電性技術に基づいたもの等の他の種類の力センサも適切である
。適切な既製品の歪ゲージ力センサは、カリフォルニア州ウッドランドのＪＲ３社が販売
のモデル番号４５Ｅ１５Ａ－Ｕ７６０（固定グリップツール）および６７Ｍ２５Ａ－Ｉ４
０（可動グリップツール）である。
【０４１４】
　レーザ、火炎、赤外線、導電性または放射線加熱等の他の種類の加熱システムが、アー
チワイヤおよび他の種類のワークピースを曲げるのに採用される。ワイヤの最大許容温度
近くまでワイヤが加熱されているのではないならば、たとえ加熱が実施されるときにでも
、形状記憶材料にスプリングバックが依然として観察される。したがって、形状記憶材料
によっては、新しい形状をワイヤに設定するのに必要な温度へ下げるために幾分の過剰曲
げを実施することが望ましいこともある。再度、所与のワイヤ温度で必要な量の過剰曲げ
をメモリに格納することができ、材料の温度、過剰曲げおよび結果として得られる位置の
間の関係を導き出すのに使用され、これは、ワイヤの次の曲げのために使用することがで
きる。
【０４１５】
　矩形断面のワイヤを曲げるときに発生しうるワイヤの変形および捩れの複雑さ、および
、結果として得られるワイヤの形状を制御する困難さ（特に、ワイヤに複雑な曲げおよび
捩れが形成されるとき）のため、力測定装置、および、ワイヤがゼロ力状態にあるときに
ワイヤの形状を検出するための位置センサ、の使用が、曲げた後のワイヤの形状に関する
正確な情報を与える。したがって、過剰曲げへのアプローチに基づいた力が好ましい実施
形態である。ゼロ力状態にあるワイヤの正確な位置は、ロボットアーム上の位置センサに
よって（力の測定に何ら寄与しない）、またはより良好には、可動アームからワイヤを解
放してカメラまたは他の光学システムでワイヤの位置を検出することによって、得ること
ができる。基本的には、カメラが固定グリップツールの前でじかにワイヤを画像形成する
。パターン認識および画像形成処理アルゴリズムを使用して、ワイヤの縁を決定し、それ
によって形状を計算する。必要に応じて１台以上のカメラを使用して、ワイヤの捩れを計
算するのに十分なほどワイヤの画像を形成する。ワイヤが可動グリップツールによって保
持されないいずれの位置測定システムでは、重力の効果を補償しなければならない。
【０４１６】
　このようにして、１つの可能な実施形態において、ロボットは、ＣＣＤカメラ等の光学
センサシステムをさらに備え、歯列矯正器具に曲げが作られた後に、たとえば、可動グリ
ップツールから器具を解放し器具がその自然の位置を取ることを可能にし、次いで、器具
の形状を検出する光学システムを使用することによって、その歯列矯正器具の形状を検出
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する。
【０４１７】
　形状の最終チェックとして力測定システムと光学システムとの両方を使用することも可
能である。力センサシステム（たとえば、固定および／または可動グリップツールに連結
される）が、歯列矯正器具が曲げられた後に歯列矯正器具によって作られた力を検出する
。可動アームを操作して歯列矯正器具をゼロ力位置へ動かし、そこでは、力システムによ
って検出される力は所定の閾値よりも下である。光学センサシステムが、ゼロ力位置の歯
列矯正器具の形状を検出する。ゼロ力位置が器具の意図されたまたは所望の構成ではない
場合には、光学センサシステムによって検出される位置を、さらにワイヤを曲げるための
フィードバック機構として使用することができる。任意の種類のセンサシステムは、ワー
クピースに接触し、それに応答してワークピースに形成された場所（たとえば曲げ）に関
する位置情報を提供するキャリパーである。
【０４１８】
　ステンレス鋼ワイヤ用には、一般にワイヤの熱処理は必要ではない。所望の位置に簡単
に曲げられ、必要に応じて過剰曲げが実施される。曲げの終点の間の距離が短くなればな
るほど、ワイヤの変形が大きくなり、したがって、変形の予測度が大きくなる。歯列矯正
アーチワイヤで、ブラケットスロットの間に（特に臼歯の領域で）比較的長い距離がある
状況が発生する可能性があり、安定した曲げ結果を得ることが困難であり得る。ここで好
ましい解決法は、図１１７に示されるように、１つのスロット位置の正接距離に且つ次の
スロット位置の非正接距離に幾分の長さを加えることによって、この距離を短くすること
である。ここで、点Ｐ２は点Ｐ２’へ空間的に拡張され、点Ｐ３は、これを点Ｐ３’へ動
かすことによって点Ｐ２により近くにされる。ワイヤに必要な曲げは、点Ｐ３’およびＰ
２’に対して計算される。Ｐ３’とＰ２’との間に置かれた曲げは、十分な制御で形成す
ることができるほど、今は十分に短い。
【０４１９】
　実際に、アーチワイヤを患者のブラケットに嵌めた後に、アーチワイヤが歯を所望の位
置へ動かす力を与えることが知られている。しかし、一定の時間の後、少量の曲げがワイ
ヤに残るが、これはさらに歯を動かすには不十分である。結果として、歯はその所望の位
置へは動かない。これは、追加の量の曲げをワイヤに加えることによって補償することが
でき、そのため、ワイヤが設置されるときには、歯がその所望の位置にずっと動くまで力
をかけ続ける。図１１８に示されるように、この小さな追加曲げが９２０で示される。図
３３は、図１１８のワイヤが患者のブラケットに設置されたのを示す。図３２の曲げ９２
０は、ブラケット８２４の間に置かれてもよい他の曲げに加えられる。図１１９は、曲げ
９２０によって十分な残留力が存在し、歯８２２をその所望な位置へ動かすのを例示する
。
【０４２０】
　一定の歯列矯正状況では、ワイヤ内でループを曲げる必要があることもある。
図１２０は、ワイヤ６２５に形成されたループ９２２を例示する。ループは、図９０のロ
ボットによって形成されてもよい。あるいは、図１２１Ａに示されるように、ループ９２
０の周縁隅９２４のみが曲げロボットによって形成され、ループの残りは、ループ９２０
の底部部分９３０の形状に整合する形状９２８を有するダイ９２６上にワイヤを置くこと
によって形成される。形成ツール９２８は、ワイヤおよびダイ９２６に対して動かされ、
図１２１Ｂに示されるように、ループの底部部分を形成する。
【０４２１】
　ロボットは、別個のアームまたはツーリングを含んでもよく、それによって停止部また
は他の特徴部が、溶接等の適切な技術によりワイヤに結合される。たとえば、ロボットは
、ヘルプスト器具または拡張装置を形成するための他のツールを嵌めることができる。あ
るいは、溶接によって異なる種類のワイヤを一緒に結合することができる。
【０４２２】
　ポリマーまたはプラスチック材料、たとえば、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ポリアク
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リル樹脂、エポキシ樹脂、熱可塑性樹脂、繊維強化複合材料、ガラス繊維含有材料、また
は、歯列矯正アーチワイヤに適切な他の類似材料から作られた澄んで透明なワイヤを曲げ
るために、ロボットが使用されてもよい。これらの樹脂のアーチワイヤは、曲げている間
に加熱を必要とすることもあるが、電流源は適切な加熱装置ではない。樹脂ワイヤを加熱
するために推奨される技術として、曲げている間にワイヤ上に熱風を吹き付けること、加
熱されたプライアを使用すること、熱伝導性材料をワイヤに配置すること、レーザを使用
してワイヤを加熱すること、または、熱い蒸気または液体をワイヤにスプレーすることが
挙げられる。
【０４２３】
　上記のように、固定プレート、矯正装置、人工装具、歯内装置、手術用ガイドワイヤ、
手術用アーチバー、インプラント、または、ロボット製造システムを備えた手術用ツール
を曲げるために、追加の可能性が呈される。グリッパーフィンガおよび関連構造物は、当
該のワークピースまたは器具に依存して、最適化されてもよい。しかし、操作の原則は基
本的に同一である。
【０４２４】
　たとえば、本発明のロボットは、固定プレート、ロッド、圧縮プレート等、たとえば、
顔面骨、頭蓋骨、髄骨、手骨および長骨、および、他の骨接合プレート、たとえば、ドイ
ツのライビンガＧｍｂｈが提供のチタン器具等を曲げるために、特に有用である。これら
の固定プレートは、直線、Ｃ、Ｙ、Ｊ、Ｈ、Ｔまたは他の形状構成に配列されて、ねじを
受け取るための複数の開口部を有する細長い骨格フレーム、または、長い円筒形のロッド
、から構成されてもよい。現在、これらの器具は、特別手動曲げツールを使用して、手術
室内で骨の形状に外科医によって手で曲げられる。この処理を自動化し、本発明の原則を
使用して予めプレートを曲げることが可能である。特に、骨または骨破片の形状は、ＣＡ
Ｔスキャン、すなわち、携帯スキャナ（上述のもの等）を使用して露出した骨の走査から
得られる。ひとたび骨の三次元仮想モデルが、たとえばＣＡＴスキャンデータから得られ
ると、仮想モデルはコンピュータを使用して操作され、骨を所望の位置で一緒に融合する
。外科医は次いで三次元仮想インプラントを仮想モデルの所望の位置にかぶせ、骨および
インプラントの仮想モデルを格納する汎用コンピュータのユーザインターフェースを使用
して仮想インプラントを曲げる。所望の場所で骨に嵌まるためにインプラントの必要な形
状が導き出される。
【０４２５】
　あるいは、所望の構成の骨の物理的モデルを、立体リソグラフィ（ＳＬＡ）、三次元リ
ソグラフィ、または他の公知の技術を使用して仮想モデルから製造することができ、イン
プラントの形状は物理的モデルから導き出される。
【０４２６】
　別の代替例として、骨（たとえば頭蓋骨）のＳＬＡ物理的モデルが、ＳＴスキャンまた
は他の源から作られ、外科医は、物理的モデルにシミュレート手術を実施して骨を所望の
状態に配置する。上記引用されたリュドガー・ルバートらの特許出願に記載されているよ
うに、モデルは次いで光学スキャナで走査され、所望の状態の骨の仮想モデルが得られる
。仮想固定装置は次いで、骨の仮想モデルに比較されるかまたは嵌められ、固定装置の所
望の形状に到達する。
【０４２７】
　いずれの場合にも、インプラントの形状は、次いで、公知の一連の外形のまっすぐなセ
クションおよび曲げ（具体的には、固定グリップツールに対する可動グリップツールの位
置コマンド）として、ロボット制御装置へ変換される。曲げ装置の可動および固定のグリ
ップツールが、一端でインプラントまたは固定装置を掴み、次いで、器具を曲げるかまた
はインプラントの位置を次の曲げの場所へ進めるかし、装置の長さ方向に沿って続けて、
装置を所望の構成に形成する。明らかに、開示された実施形態から、曲げられている装置
の物理的特徴に依存して、グリップツールに対する幾分の修正が必要であり、そのような
修正は、当業者の能力内である。
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【０４２８】
　上述の曲げ装置は、一般的なワークピース、たとえば、チューブ、シリンダ、ワイヤま
たは他の種類の構造物等にも適用可能である。
【０４２９】
　曲げ装置は、他のワークピース用の用途に依存して、抵抗加熱法、力センサ、過剰曲げ
、および、歯列矯正アーチワイヤとの関係で十分に述べられた他の特徴部を使用してもよ
い。
【０４３０】
　結合パッド
　カスタマイズされたブラケットパッドは、様々な技術を使用して製造することができる
。１つの可能性は、接着剤のブロブをブラケット基部に結合し、フライス盤を使用してブ
ロブを削り、歯の表面に整合させることである。歯の表面は走査から精密に知られており
、表面に対するブラケット基部の位置も精密に知られているため、このようなやり方でき
わめて正確なブラケットパッドを製造することができる。別の技術は、打ち抜き機械を使
用して、所望の形状にブラケットパッドを打ち抜くか、またはブランクとして打ち抜いて
、打ち抜かれたパッドを所望の形状にフライス削りすることである。第３の可能性は、カ
スタマイズされたパッドの雌型を作り、金型にパッドを形成して、パッドをブラケットに
結合し、歯列矯正医が、パッドを歯に結合するときに必要に応じてパッドをトリミングす
ることである。
【０４３１】
　治療計画ソフトウェアが三次元で歯の表面に対するブラケットの位置に関する精密な情
報を与えるため、カスタマイズされた結合パッドの形状は、高精密度で決定することがで
きる。この形状は、公知の技術を使用して適切なフライス盤に移され、パッドは所望の形
状にしたがってフライス削りされる。パッドは次いで、ブラケットに貼付され（精密器具
センターで、または、歯列矯正医クリニックで）、ブラケット＋パッドが歯に結合される
。
【０４３２】
　本願に開示された他の発明的特徴
　歯列矯正器具最適化
　一般に、本発明は、アーチワイヤレセプタクル（たとえば、ブラケット、バンド、ヘッ
ドギアチューブ等）最適化の方法および装置も提供する。そのような方法および装置は、
歯列矯正患者の歯列矯正構造物のデジタルモデルを得ることによって開始する処理を含む
。これは、上述の教示にしたがって行われてもよい。
処理は次いで、アーチワイヤレセプタクルの複数のデジタルモデルから選択された当初ア
ーチワイヤレセプタクル（たとえば、ブラケット、バンド、ヘッドギアチューブ等）のデ
ジタルモデルを検索することによって続けられる。アーチワイヤレセプタクルのデジタル
モデルの作製は、さらに上述のように実施されてもよい。処理は次いで、当初アーチワイ
ヤレセプタクルのデジタルモデルを歯列矯正構造物のデジタルモデルの所与の歯にデジタ
ル式に配置し、デジタルアーチワイヤレセプタクル配置を提供することによって続けられ
る。処理は次いで、アーチワイヤのデジタルモデルを検索することによって進む。所与の
歯では、処理は、当初アーチワイヤレセプタクルのデジタルモデル、デジタルアーチワイ
ヤレセプタクル配置およびアーチワイヤのデジタルモデルに基づいて、歯に力システムを
デジタル式にモデル化することによって続けられる。これを行った後、力システムが最適
ではないときには、力システムが修正されて最適力システムを達成する。力システムは、
結合パッド厚、結合剤特性、アーチワイヤ、結紮力および生物学的特徴（たとえば、成長
、歯干渉、歯解剖学的構造）の効果を含む。これらの要因の各々は、力システムを最適化
するために、個別にまたは組み合わされて調整されてもよい。そのような方法および装置
で、歯列矯正パラメータ制約によって与えられた最適力システムが、先行技術の歯列矯正
慣行の制限なしで得られる。
【０４３３】
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　歯列矯正治療を決定しモニタリングする
　一般に、本発明は、歯列矯正患者を治療するための方法および装置も提供する。そのよ
うな方法および装置は、サイト歯列矯正システムによって歯列矯正患者に関するデジタル
情報を作成することによって開始する処理を含む。デジタル情報は、患者の歯列矯正構造
物（たとえば、歯、顎骨、歯肉および他の顔特徴部）の三次元走査画像、ｘ線、臨床検査
および測定、歯科歴、医療歴、写真等を含んでもよい。サイト歯列矯正システムは、次い
で、デジタル情報を歯列矯正サーバへ送る。歯列矯正サーバおよび／またはサイト歯列矯
正システムは、デジタル情報から電子患者記録を作る。電子患者記録は、臨床検査解釈、
放射線検査測定、自動および手動の頭部規格写真分析、作られた電子頭部計測トレース法
、三次元画像の統合を含む電子複合材料、放射線データ（たとえば、ｘ線、ＣＡＴスキャ
ン、ＭＲＩスキャン）、写真、作製された電子関節モジュール、電子モジュールの測定お
よび分析、データ品質保証チェックおよび／または補足データを含むが、これに限定され
ない。
【０４３４】
　歯列矯正サーバは次いで、電子患者記録から初期治療を作成し、初期治療計画は、所望
の歯列矯正構造物を得るために精密なステップを含む。言い換えると、初期治療計画は一
連のステップを含み、各ステップでは、対応する歯列矯正装置が、患者の歯列矯正構造物
を精密なステップ用の所望の構造物に再形状づけるように設計される。歯列矯正サーバは
次いで、デジタル版の初期治療計画をサイト歯列矯正システムへ送る。サイト歯列矯正シ
ステムから確認されると、歯列矯正サーバは、治療計画に基づいて精密なステップの１つ
用に歯列矯正装置（たとえば、ブラケット、バンド、ワイヤ、ヘッドギア、ゴムバンド配
置および／または保持器）を設計する。歯列矯正装置が次いで作製され／組み立てられて
歯列矯正システムへ提供される。加えて、歯列矯正サーバは、医者および／または患者に
歯列矯正装置の使用、維持および／または設置の指令を提供してもよい。
【０４３５】
　歯列矯正装置を受け取ると、歯列矯正医は、歯列矯正装置の受け取りを検証し、その後
これを設置する。治療計画にしたがって設置した後に所定の時間に、患者の口が電子的に
走査され、更新されたデジタル情報を得る。サイト歯列矯正システムは、更新されたデジ
タル情報を歯列矯正サーバへ提供し、これは、更新されたデジタル情報を使用して電子患
者記録を更新する。更新された電子患者記録から、歯列矯正サーバは、患者の歯の実際の
動きが予測通りか否かを決定する。
そのような決定は、サイトでまたは患者に対する遠隔サイトで医者（たとえば、技師、歯
科アシスタント、歯列矯正医、専門家、コンサルタント等）からの入力で補足されてもよ
い。そうであれば、初期治療計画の次のステップが実行される（たとえば、次のステップ
用のワイヤが作製され、歯列矯正医に提供され、設置される）。しかし、実際の動きが予
測通りでなければ、所望の結果を得るために、歯列矯正サーバは治療計画を調整する。治
療計画が調整された後、改訂された治療計画の次のステップが実行される。患者の進捗の
このモニタリングおよび治療計画の改訂は、必要に応じて、治療中ずっと続けられる。こ
のようにして、そのような方法および装置で、科学的アプローチが歯列矯正治療に治療中
ずっと提供され、治療コストを合理的なレベルに維持し、より一貫した且つ減少した治療
時間を提供する。加えて、本発明の方法および装置によって歯列矯正医は、在庫を少なく
することができ、歯の位置の変更および／または顎の展開のために必要となる治療調整が
可能になり、さらに、力システムが最適状態には及ばなくなる場合には歯列矯正構造物の
変更が可能になる。
【０４３６】
　歯列矯正患者を治療する
　一般に、本発明は、歯列矯正患者を治療するための方法および装置も提供する。そのよ
うな方法および装置は、サイト歯列矯正システムによって歯列矯正患者に関するデジタル
情報を作成することによって開始する処理を含む。デジタル情報は、患者の歯列矯正構造
物（たとえば、歯、顎骨、歯肉および他の顔特徴部）の三次元走査画像、ｘ線、臨床検査
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および測定、歯科歴、医療歴、写真等を含んでもよい。サイト歯列矯正システムは、次い
で、デジタル情報を歯列矯正サーバへ送る。歯列矯正サーバおよび／またはサイト歯列矯
正システムは、デジタル情報から電子患者記録を作る。電子患者記録は、臨床検査解釈、
放射線検査測定、自動および手動の頭部規格写真分析、作られた電子頭部計測トレース法
、三次元画像の統合を含む電子複合材料、放射線データ（たとえば、ｘ線、ＣＡＴスキャ
ン、ＭＲＩスキャン）、写真、作製された電子関節モジュール、電子モジュールの測定お
よび分析、データ品質保証チェックおよび／または補足データを含むが、これに限定され
ない。
【０４３７】
　歯列矯正サーバは次いで、電子患者記録から初期治療を作成し、初期治療計画は、所望
の歯列矯正構造物を得るために精密なステップを含む。言い換えると、初期治療計画は一
連のステップを含み、各ステップでは、対応する歯列矯正装置が、患者の歯列矯正構造物
を精密なステップ用の所望の構造物に再形状づけるように設計される。歯列矯正サーバは
次いで、デジタル版の初期治療計画をサイト歯列矯正システムへ送る。サイト歯列矯正シ
ステムから確認されると、歯列矯正サーバは、治療計画に基づいて精密なステップの１つ
用に歯列矯正装置（たとえば、ブラケット、バンド、ワイヤ、ヘッドギア、ゴムバンド配
置および／または保持器）を設計する。歯列矯正装置が次いで作製され／組み立てられて
歯列矯正システムへ提供される。加えて、歯列矯正サーバは、医者および／または患者に
歯列矯正装置の使用、維持および／または設置の指令を提供してもよい。
【０４３８】
　歯列矯正装置を受け取ると、歯列矯正医は、歯列矯正装置の受け取りを検証し、その後
これを設置する。治療計画にしたがって設置した後に所定の時間に、患者の口が電子的に
走査され、更新されたデジタル情報を得る。サイト歯列矯正システムは、更新されたデジ
タル情報を歯列矯正サーバへ提供し、これは、更新されたデジタル情報を使用して電子患
者記録を更新する。更新された電子患者記録から、歯列矯正サーバは、患者の歯の実際の
動きが予測通りか否かを決定する。
そのような決定は、サイトでまたは患者に対する遠隔サイトで医者（たとえば、技師、歯
科アシスタント、歯列矯正医、専門家、コンサルタント等）からの入力で補足されてもよ
い。そうであれば、初期治療計画の次のステップが実行される（たとえば、次のステップ
用のワイヤが作製され、歯列矯正医に提供され、設置される）。しかし、実際の動きが予
測通りでなければ、所望の結果を得るために、歯列矯正サーバは治療計画を調整する。治
療計画が調整された後、改訂された治療計画の次のステップが実行される。患者の経過の
このモニタリングおよび治療計画の改訂は、必要に応じて、治療中ずっと続けられる。こ
のようにして、そのような方法および装置で、科学的アプローチが歯列矯正治療に治療中
ずっと提供され、治療コストを合理的なレベルに維持し、より一貫した且つ減少した治療
時間を提供する。加えて、本発明の方法および装置によって歯列矯正医は、在庫を少なく
することができ、歯の位置の変更および／または顎の展開のために必要となる治療調整が
可能になり、さらに、力システムが最適状態には及ばなくなる場合には歯列矯正構造物の
変更が可能になる。
【０４３９】
　歯列矯正患者の三次元デジタルモデルを製造する
　一般に、本発明は、歯列矯正患者の三次元デジタルモデルを製造するための方法および
装置も提供する。そのような方法および装置は、歯列矯正患者の歯列矯正構造物のデータ
を得ることによって開始する処理を含む。処理は次いで、歯列矯正構造物の少なくとも１
つのスケーリング参照点を得ることによって続けられる。たとえば、スケーリング参照点
は、データを得る前に歯に配置されたマーキングであってもよい。処理は、スケールされ
たデータを作るために少なくとも１つのスケーリング参照点に基づいて歯列矯正構造物の
データをスケーリングすることによって続けられる。データは、ビデオデータ、ｘ線、Ｃ
ＡＴスキャン、超音波および／または磁気共鳴画像であってもよいことに注意されたい。
処理は次いで、歯列矯正構造物に関する少なくとも２つの配向参照点を得ることによって
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続けられる（すなわち、治療中に、歯列矯正構造物の固定された物理的属性は変化しない
か、または、変化してもその影響は無視できる）。処理は次いで、歯列矯正患者の向上し
た三次元デジタルモデルを製造するために、少なくとも２つの配向参照点に基づいてスケ
ールされたデータを座標システムにマッピングすることによって続けられる。そのような
方法および装置で、歯列矯正患者の自動化された治療が、科学的な且つ制御された方法で
行われる。歯列矯正患者の生歯構造物を含む正確な三次元デジタルモデルを得ることによ
って、患者の治療は三次元空間でコンピュータによってシミュレートすることができ、そ
れによって、歯列矯正治療に科学的アプローチを提供する。
【０４４０】
　歯列矯正構造物の所望の三次元デジタルモデルを製造する
　一般に、本発明は、所望の歯列矯正構造物の三次元デジタルモデルを作製するための方
法および装置も提供する。そのような方法および装置は、実際の歯列矯正構造物の三次元
デジタルモデルを得ることによって開始する処理を含み、三次元デジタルモデルは、ｘ、
ｙ、ｚ空間に規定される。処理は次いで、少ない歯の所望の歯列矯正構造物の暫定的な三
次元デジタルモデルを作製することによって続けられる。暫定的な三次元モデルは、ｘ、
ｙ、ｚ空間に設計され、咬合平面、上部アーチフォーム、下部アーチフォーム、上部アー
チ中線および下部アーチ中線の所望の配置を含む。処理は次いで、上部の歯および下部の
歯を、暫定的なデジタルモデルおよび規定されたｘ、ｙ、ｚ空間に対して位置決めし、所
望の歯列矯正構造物の第１通過三次元デジタルモデルを得ることによって続けられる。処
理は次いで、第１通過三次元デジタルモデルを達成することが実現可能であるか否かを決
定することによって続けられる。本質的に決定は、治療制約、および、そのような制約に
よって与えられた実際の歯列矯正構造物から所望の歯列矯正構造物を達成することができ
るか否かに基づく。第１通過三次元デジタルモデルを達成することが実現可能であるとき
には、処理は、第１通過三次元デジタルモデルを所望の三次元デジタルモデルとして使用
することによって続けられる。そのような方法および装置で、歯列矯正治療の自動化が実
現され、それによって、歯列矯正の診療に科学的アプローチを提供する。
【０４４１】
　歯の動きを提供する歯列矯正装置を設計する　一般に、本発明は、歯の動きを提供する
歯列矯正装置を設計するための方法および装置も提供する。そのような方法および装置は
、所望の歯列矯正構造物の三次元デジタルモデルを得ることによって開始する処理を含む
。歯列矯正構造物は、所望の場所に位置決めされた複数の歯を含む。処理は、所望の歯列
矯正構造物の三次元デジタルモデルに基づいてゼロ力アーチワイヤを作製することによっ
て続けられる。処理は、ゼロ力アーチワイヤに対してゼロ力位置で複数の歯の少なくとも
何本かにブラケットを配置することによって続けられる。ブラケットを所望の歯列矯正構
造物に配置した後に、配置は、実際の歯列矯正構造物の三次元デジタルモデルへ移される
。ブラケット配置を移してから、設置されたブラケットを備えた実際の歯列矯正構造物の
三次元デジタルモデルから治具が形成されてもよい。治具は、自動化処理によって決定さ
れた位置に患者の口内にブラケットが配置されるように、ブラケットの物理的体現を保持
する。そのような方法および装置で、歯列矯正医の診療は、治療処理の間中に芸術から科
学へ変わり、コストを削減し、より一貫した治療時間を提供する。
【０４４２】
　患者治療計画の自動作成
　一般に、本発明は、患者治療計画を作成するための方法および装置も提供する。そのよ
うな方法および装置は、患者および／またはケア提供業者に健康ケアサービスのリストを
提供することによって開始する処理を含む。処理は、健康ケアサービスが選択されたとき
に患者に関するデジタル情報の入力を促進することによって続けられる。処理は、十分な
量のデジタル情報が受け取られたか否かを決定することによって続けられる。そうであれ
ば、処理は、デジタル情報、治療目的および標準化された患者データに基づいて、患者の
治療をシミュレートすることによって続けられる。処理は次いで、シミュレートされた治
療結果が認められたときに、治療をシミュレートするのにしたがって患者治療計画を作成
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することによって続けられる。そのような方法および装置で、患者治療計画の作成は、歯
列矯正ケア、歯科ケアおよび医療ケアを含む健康ケアサービスの特定の種類用に自動化す
ることができる。
【０４４３】
　本発明の現在好ましい実施形態は、本発明を行うために発明者によって企図されたベス
トモードを例示する目的で記載されているが、本発明の精神および範囲から逸脱すること
なく、本願に記載された詳細から広い変形例が予見される。この真実の精神および範囲は
、添付の特許請求の範囲を参照することによって決定されるべきである。特許請求の範囲
で使用されているように、「曲げ」という用語は、文脈によって明らかに他のものを示す
のでない限り、ワークピースの一方の方向への簡単な移動運動か、または、ワークピース
の捩れ（回転）のいずれかを意味するものと解釈される。
【図面の簡単な説明】
【０４４４】
【図１】図１は本発明の代表的な実施形態にしたがって携帯スキャナシステムを組み込む
歯列矯正ケアシステムの例示である。携帯スキャナシステムは、歯列矯正医またはアシス
タントによって使用されて、患者の生歯および関連解剖学的構造物の三次元情報を獲得し
、患者を診断し治療計画を立てるための情報の基礎を提供する。
【図２】図２は図１の歯列矯正ケアシステムに使用されるのに適切な、走査システムのブ
ロック図である。
【図３】図３は図１の歯列矯正ケアシステムに使用されるのに適切な、精査下の物体の情
報を獲得するのに使用される携帯スキャナの斜視図である。
【図４】図４は図３の携帯スキャナで走査されている患者の例示である。
【図５】図５は図１のバックオフィスサーバのブロック図であり、患者の生歯のデジタル
モデルを計算しサーバのスクリーンディスプレイにデジタルモデルを表示するのに使用さ
れる要素を示す。
【図６】図６はスキャナによってキャプチャされた画像から物体の三次元情報を計算する
ために、走査ステーションで処理装置によって使用されるステップの順序を例示するフロ
ーチャートである。
【図７】図７は図３のスキャナの断面図であり、投影の光学要素およびスキャナの画像形
成態様を示す。
【図８】図８はスキャナをキャリブレートし、スキャナシステムのメモリに格納されたキ
ャリブレーション表に記入するデータを得るために使用されるステーションのスキャナキ
ャリブレーション装置の斜視図である。
【図８Ａ】図８Ａはスキャナ用のキャリブレーション装置の代替実施形態の斜視図であり
、図８のＺ方向およびＸ－Ｙキャリブレーション表面が単一の表面に組み合わされている
。
【図９】図９は公知のやり方にしたがって物体の表面構成を計算するのに使用することが
できる関連パラメータを例示する。
【図９Ａ】図９Ａはスキャナの電子画像形成装置、関連画像形成レンズシステム、および
、２つの異なる距離で画像形成装置に投影パターンを反射する物体の例示である。
【図９Ｂ】図９Ｂは所与の光線を反射する物体の異なる点が、どのように画像形成装置（
ＣＣＤチップ）の異なる場所に光線を衝突させるかの例示である。
【図９Ｃ】図９Ｃは一定のＺ距離でパターン（Ａ、Ｌ、Ｃ、Ｅ、Ｇ等を交差させる）の部
分のＸおよびＹ方向のピクセル座標の例示であり、部分を一緒に接続する最良適合線また
は数学的関数を備える。
【図１０】図１０は投影システムからキャリブレーション表面に投影され電子画像形成装
置によってキャプチャされる任意の光線Ｒｎ，ｍの例示であり、キャリブレーション表面
は、スキャナから２つの異なる距離Ｚ１およびＺ２に位置決めされ、距離ΔＺだけ離れて
いる。図１０は、スキャナのキャリブレーションおよび物体の三次元情報の作成のために
使用される技術の基礎的原則を例示し、これは、図９の方法によって必要な計算に対する
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改良であるとみなされる。
【図１１】図１１は図３のスキャナから物体に投影されるパターンの一部の例示であり、
投影パターンは、着色ドットによって互いから分離される平行線のアレイを備えるが、他
の種類の投影パターンも可能であることが理解される。
【図１２】図１２は図１１のパターンを通る投影システムの様々な光線を、Ｎ×Ｍ点のア
レイによって表すことができるのを示す例示である。
【図１３】図１３は図８のＸ－Ｙキャリブレーション表面の例示であり、キャリブレーシ
ョン表面のＱ×Ｐ点のアレイは、表面の中心に基点を有する座標システムに体系づけられ
ており、表面を４つの象限Ｉ～ＩＶへ分けているのを示す。
【図１４】図１４はＸ欄およびＹ列に配列されたピクセルのアレイを備える電子画像形成
装置の例示である。
【図１５】図１５はキャリブレーション中に電子画像形成装置によって先に画像形成され
たＸ－Ｙキャリブレーション平面の２つの点から、走査された物体から所与の光線Ｒ２，

３のＸおよびＹ方向におけるピクセルアドレスの補間を示す例示である。
【図１６】図１６はＸ－Ｙキャリブレーション平面の点に対する走査された物体から光線
Ｒ２，３の場所のより詳細な例示である。
【図１７】図１７は物体に関する三次元情報を導き出すための第１のステップとして、キ
ャプチャされた二次元画像用のパターン認識処理を例示する。
【図１８】図１８は物体に関する三次元情報を導き出すための第１のステップとして、キ
ャプチャされた二次元画像用のパターン認識処理を例示する。
【図１９】図１９は物体に関する三次元情報を導き出すための第１のステップとして、キ
ャプチャされた二次元画像用のパターン認識処理を例示する。
【図２０】図２０は電子画像形成装置の光学要素に対する２つの位置で、図７のキャリブ
レーションステーションからＸ－Ｙキャリブレーション平面の点を例示する。
【図２１】図２１は投影システムからの光線Ｒ２，３の投影とキャリブレーションステー
ションのＸ－Ｙキャリブレーション表面との間の関係を例示する。
【図２２】図２２は走査装置から物体の未知の距離Ｚ’と、光線Ｒｎ，ｍが距離Ｚ１およ
びＺ２で電子画像形成装置によって画像形成される場所と、の間の関係の例示である。
【図２３】図２３はスキャナ用のキャリブレーション表用の項目を作成するためにＸ－Ｙ
キャリブレーション表面用に使用される座標システムを示す例示である。
【図２４】図２４はＺキャリブレーションステップの完了後の、スキャナ用の第１のキャ
リブレーション表の例示である。
【図２５】図２５はＸ－Ｙキャリブレーションの完了後の、スキャナ用の第２のキャリブ
レーション表の例示である。図２５の第２のキャリブレーション表の項目を使用して、図
２４のキャリブレーション表のｍｍ項目を完了する。
【図２６】図２６は光線Ｒ２，３用に図２５の表からの計算が実施され、結果が第１の表
に記入された後の、スキャナ用の第１のキャリブレーション表の例示である。両方の距離
で各光線用にキャリブレーション表＃２（図２５）から類似の計算が行われ、各光線の項
目がｍｍでキャリブレーション表＃１（図２４）に記入されることが理解される。
【図２７】図２７は走査ノードまたはワークステーションにおけるいずれの信号処理の前
に、図１、２、３および４のスキャナの電子画像形成装置によってキャプチャされた歯お
よび関連解剖学的構造物の二次元ビットマップ画像の例示である。
【図２８】図２８はパターン認識およびフィルタリング操作が実施された後の図２７の画
像の例示である。
【図２９】図２９はデータの単一の「フレーム」、すなわち、本願に記載のパターン認識
、デコーディングおよび３Ｄ計算によって単一の二次元画像から計算された走査された物
体の三次元点クラウドの例示である。
【図３０】図３０はクラウド３つの隣接点が一緒に結合された三角形表面を形成する図２
９のクラウドの点の例示である。
【図３１】図３１は図３０に示される三角形表面から形成された三次元表面の図である。
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【図３２】図３２は物体の表面の滑らかな表示を与えるために平滑化アルゴリズムによっ
て滑らかにされた図３１の表面の図である。
【図３３】図３３はスキャナの電子画像形成装置によって得られたビットマップ画像の別
の例である。
【図３４】図３４は図３３の二次元ビットマップ画像から得られた三次元表面の平面図で
ある。
【図３５】図３５は図３４に示される三次元表面の斜視図である。
【図３６】図３６は上顎および下顎の一連の走査から患者の生歯の完全三次元モデルを作
製するために実施されるステップを例示するフローチャートが示される。
【図３７Ａ－３７Ｂ】図３７Ａは物体の表面の完全モデルを作製するために、数種類のデ
ータのフレームを作製しそのようなフレームを互いに対して位置合わせした後の、物体の
表面の数学的モデルの例示である。　図３７Ｂは図３８Ａのモデルの１つの小さな三次元
セクションの例示であり、これらのフレームの位置合わせが完了した後の三次元における
ほぼ同一点に位置する３つの異なるフレームからの点を示す。
【図３７Ｃ】図３７Ｃは図１のバックオフィスステーションのユーザインターフェースの
スクリーンショットであり、歯を走査することから得られた１つのフレームを備える点の
三角形表面を示す。
【図３７Ｄ】図３７Ｄは歯上の多数の重なり合うフレームの位置合わせを示すスクリーン
ショットであり、図３７Ｃのフレームが１つのフレームである。図３７Ｄは、図３７Ｃの
広く間隔をおいた点によって示されるように、スキャナの投影パターンの低解像度が、図
３７Ｃに例示されるように、フレームの大きな重なり合いの位置合わせによって補償され
、結果として高い解像度の表面が得られることを例示する。
【図３８】図３８Ａから３８ＣはＸおよびＹ方向の二次元の相互相関手順を例示する。図
３７Ａおよび３７Ｂの手順とともに、手順を使用して、データの連続するフレームの間の
位置合わせアルゴリズム内の初期記入点を見いだす。
【図３９】図３９Ａおよび３９Ｂは２つの連続するフレーム用のＺ方向における一次元相
関手順を示す。
【図４０Ａ】図４０Ａは１セットのフレームのフレームからフレームへの位置合わせ処理
の例示であり、各フレームは走査された物体の三次元点クラウドから構成される。各フレ
ームは一般に、画像キャプチャ中にスキャナの運動のために物体に対するスキャナの異な
る空間配向から作製され、したがって、フレームは少なくともある程度まで重なり合う。
位置合わせ処理を使用して、フレームの間の互いに対する最良適合を見いだし、それによ
ってすべてのフレームから物体の表面の完全三次元仮想モデルを提供する。
【図４０Ｂ】図４０Ｂは１セットのフレームのフレームからフレームへの位置合わせ処理
の例示であり、各フレームは走査された物体の三次元点クラウドから構成される。各フレ
ームは一般に、画像キャプチャ中にスキャナの運動のために物体に対するスキャナの異な
る空間配向から作製され、したがって、フレームは少なくともある程度まで重なり合う。
位置合わせ処理を使用して、フレームの間の互いに対する最良適合を見いだし、それによ
ってすべてのフレームから物体の表面の完全三次元仮想モデルを提供する。
【図４０Ｃ】図４０Ｃは１セットのフレームのフレームからフレームへの位置合わせ処理
の例示であり、各フレームは走査された物体の三次元点クラウドから構成される。各フレ
ームは一般に、画像キャプチャ中にスキャナの運動のために物体に対するスキャナの異な
る空間配向から作製され、したがって、フレームは少なくともある程度まで重なり合う。
位置合わせ処理を使用して、フレームの間の互いに対する最良適合を見いだし、それによ
ってすべてのフレームから物体の表面の完全三次元仮想モデルを提供する。
【図４０Ｄ】図４０Ｄは１セットのフレームのフレームからフレームへの位置合わせ処理
の例示であり、各フレームは走査された物体の三次元点クラウドから構成される。各フレ
ームは一般に、画像キャプチャ中にスキャナの運動のために物体に対するスキャナの異な
る空間配向から作製され、したがって、フレームは少なくともある程度まで重なり合う。
位置合わせ処理を使用して、フレームの間の互いに対する最良適合を見いだし、それによ
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ってすべてのフレームから物体の表面の完全三次元仮想モデルを提供する。
【図４１】図４１は図４０の処理に使用される法線ベクトルを例示する。
【図４２】図４２は正味法線ベクトルＮｎｅｔ’に到達するためにフレーム１から法線ベ
クトルの合計を例示する。
【図４３】図４３は図４０の処理からベクトルＶｉおよびＮｉを例示する。
【図４４】図４４はベクトルＶｉおよびＮｉのクロス乗積を例示する。
【図４５】図４５はパラメータＲを例示し、これをフレーム位置合わせ処理に使用して、
距離Ｒよりも大きい点を三角形表面から放棄するかまたは除外する。
【図４６】図４６は図４０の処理の反復の関数として正味法線ベクトルＮｎｅｔ’の大き
さとして測定される近似因子または品質指数の例示であり、品質指数が位置合わせ処理の
連続する反復でどれほど改良するかを示す。
【図４７】図４７Ａおよび４７Ｂ累積位置合わせ手順の例示であり、これは、図４０のフ
レームからフレームへの位置合わせ手順の代替例である。
【図４８Ａ】図４８Ａは累積位置合わせ処理のフローチャートである。
【図４８Ｂ】図４８Ｂは累積位置合わせ処理のフローチャートである。
【図４８Ｃ】図４８Ｃは累積位置合わせ処理のフローチャートである。
【図４９】図４９はフレームからフレームへの位置合わせとは異なる順番のフレーム位置
合わせを例示する１セットのフレームの例示であり、順番は、他のフレーム用の表面上の
位置に対する所与のフレーム用の物体の表面上の位置に基づく。
【図５０】図５０は１セットのフレームの簡略化した例示であり、フレームが得られる順
番を示し、フレームの他のフレームに対する隣接は、図４９に示される位置合わせ順番を
基礎にしている。
【図５１】図５１は１セットのフレームの別の例示であり、フレームの位置合わせは図４
９に示される方法にしたがって実施され、フレーム２、３、６および７等のマーキングは
、フレームが位置合わせされていることを示す。マーキングは、単に、図４９の位置合わ
せ手順中にフレームが削除されないことを保証するためのチェックとして、どのフレーム
が位置合わせされていないかをコンピュータが記録に取っておくことを例示する方法であ
る。
【図５２】図５２はすべての連続位置合わせ用の基線として第１に捉えられたフレーム（
Ｆ１）に基づいた累積位置合わせの例示である。
【図５３】図５３は代替位置合わせ手順を例示し、１セットのフレームの各フレームは、
フレーム位置合わせ処理の１反復で、逐次順で、物体の累積位置合わせの三次元モデルに
位置合わせされる。次に、累積三次元モデルが更新され、各フレーム用の変換マトリクス
［Ｔ］に、更新された値で位置合わせ処理が繰り返される。
【図５４】図５４はワークステーションコンピュータ（走査ステーションまたはバックオ
フィスサーバワークステーションのいずれか）のスクリーンショットであり、利用可能な
位置合わせパラメータと、フレームからフレームへの位置合わせかまたは累積位置合わせ
かのいずれかを実施するときにユーザによって変えることができる変数と、を示す。
【図５５】図５５は１セットのフレームの２つのフレーム用の図４０にしたがったフレー
ムからフレームへの位置合わせを示すワークステーションコンピュータからのスクリーン
ショットである。
【図５６】図５６は図４０のフレームからフレームへの位置合わせの４５反復後の結果を
示すワークステーションコンピュータからのスクリーンショットであり、スクリーンショ
ットの右側は互いに対して重なり合った２つのフレームを示す。
【図５７】図５７はフレームからフレームへの位置合わせ後の患者の上前歯の三次元モデ
ルの図的表示を示すスクリーンショットである。ユーザは、治療計画の予備ステップとし
て、且つ、上顎および関連生歯の完全モデルを計算するために走査された上顎の重なり合
うセグメントを互いに対して位置合わせするステップとして、歯にランドマークを加える
。
【図５８】図５８Ａから５８Ｆは図５８Ａに示された走査された歯から、且つ、図５８Ｂ
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に示されたテンプレート歯から、個別の歯モデルを作製するのを示す一連の例示である。
図５８Ａに類似したテンプレート歯のライブラリが、コンピュータメモリに三次元コンピ
ュータモデルとして格納される。個別の歯モデルは、歯の境界を規定する単一セットの点
を有する三次元歯物体である。個別の歯モデルは、多数のフレームの累積位置合わせの後
の歯を表すデータに比較して、歯を表すのに必要なデータの量を減じる。個別の歯モデル
は、治療シナリオのシミュレーションにおいて互いに対して個別に動くことができるため
、インタラクティブな歯列矯正治療計画には、きわめて有益でもある。
【図５９】図５９は患者の生歯のコンピュータモデルに位置決めされ、他の解剖学的構造
物によって囲繞された図５８Ｄの歯モデルの例示である。
【図６０】図６０はユーザが患者用のアーチフォームを選択しコンピュータがユーザによ
って選択されたアーチに沿って歯を配置する結果として、目標のまたは所望の状態に位置
決めされた患者の歯のコンピュータモデルを示す歯列矯正ワークステーションからのスク
リーンショットである。図６０は、患者用の独特なカスタマイズされた目標状態を提供す
るように、歯列矯正医がアーチの形状、歯の間の距離、臼歯の間の距離を調整することが
できる様々なパラメータ、および、他のパラメータも示す。
【図６１】図６１は目標状態にある患者の歯のコンピュータモデルを示す別のスクリーン
ショットであり、歯列矯正医が、目標アーチフォーム用に歯１本ずつのベースで、歯の位
置、配向、角形成、トルクをカスタマイズするのに利用可能である多数のパラメータ、お
よび、他のパラメータを示す。
【図６２】図６２は目標状況の正面図と、患者の治療を計画するに当たり歯を互いに対し
て動かすために歯列矯正医が利用可能な追加パラメータと、を示す別のスクリーンショッ
トである。
【図６３】図６３は目標位置にある仮想歯と歯に配列された１セットの仮想ブラケットと
仮想アーチワイヤとを示す患者の目標状況のスクリーンショットである。
【図６４】図６４Ａから６４Ｄは図１の走査システムによって作製された生歯の一部の仮
想モデルの４枚の図であり、図５８Ａから５８Ｆに関連して記載された処理の一部として
、関連解剖学的構造物たとえば他の歯および歯肉組織から歯を分離するための代替方法を
例示する。
【図６５】図６５はテンプレート物体から走査データの穴を満たすために、図５８Ａから
５８Ｆに関連して記載された処理に使用することができる補間手順の例示である。
【図６６】図６６は歯科歴、Ｘ線写真、医療歴、顔、歯および頭部の写真、および、不正
咬合の三次元モデルを含む患者に関する様々な情報にユーザがアクセスする患者記録スク
リーンを示すワークステーションユーザインターフェースディスプレイのスクリーンショ
ットである。
【図６７】図６７はスクリーンディスプレイに表れ、患者の生歯の三次元モデルを見るた
めにいくつかのツールを提供する一連のアイコンの例示である。
【図６８】図６８はナビゲーションツールとして作用しユーザがディスプレイ上の歯およ
びブラケットの三次元モデルを操作するのを可能にするスクリーンディスプレイの一部で
ある１セットのアイコンの例示である。
【図６９】図６９は不正咬合を被っている患者の観察された段階を表す１セットの個別の
歯物体を示す治療計画ソフトウェアからのスクリーンショットである。
【図７０】図７０は治療計画ソフトウェアからの別のスクリーンショットであり、観察さ
れた段階および歯の表面に対する仮想三次元ブラケットの配置を示す。
【図７１】図７１は治療計画ソフトウェアからの別のスクリーンショットであり、観察さ
れた段階およびフィールドの数種類の画を示し、それによって歯列矯正医は、治療を計画
する初期ステップとして、下顎に対する上顎の関係を変えるために値を入力することがで
きる。
【図７２】図７２は図７１に類似した、同時に表示された不正咬合の数種類の画を示す別
のスクリーンショットである。
【図７３】図７３は目標状況の上部アーチを通る断面または「クリッピング平面」図を示
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すスクリーンショットである。
【図７４】図７４は目標アーチの一部を例示するスクリーンショットであり、歯を通って
取られた垂直断面またはクリッピング平面を示す。この図は、上顎と下顎との関係を調整
するのに有用である。
【図７５】図７５は不正咬合で歯に対する仮想ブラケットの配置を示すスクリーンショッ
トであり、ユーザがアイコンをクリックして上部アーチ用の当初アーチフォームを設定す
るのを示す。
【図７６】図７６はユーザが患者用のアーチフォームを選択し、コンピュータがユーザに
よって選択されたアーチに沿って歯を配置する結果として、目標のまたは所望の段階に位
置決めされた患者の歯のコンピュータモデルを示すスクリーンショットである。図７６は
、患者用の独特な且つカスタマイズされたアーチフォームを提供するように、歯列矯正医
がアーチの形状、歯の間の距離、臼歯の間の距離を調整することができる様々なパラメー
タ、および、他のパラメータも示す。
【図７７】図７７は目標段階の患者の歯のコンピュータモデル、および、ブラケットおよ
び歯列矯正アーチワイヤを示し、且つ、歯列矯正医が、目標アーチフォーム用に歯１本ず
つのベースで、歯の位置、配向、角形成、トルクをカスタマイズするのに利用可能である
多数のパラメータ、および、他のパラメータを示す別のスクリーンショットである。
【図７８】図７８はブラケットおよびアーチワイヤを備えた目標状況の画を示す別のスク
リーンショットであり、歯列矯正医が、患者の治療を計画するに当たり歯物体を互いに対
して動かすことができるフィールドを示す。
【図７９】図７９は対向する顎との改良された咬合関係に歯番号１６を動かすためにブラ
ケットオフセット修正が入力されているのを示すスクリーンショットである。
【図８０】図８０はブラケットオフセット修正が行われているときに歯番号１６で発生し
ている歯の動きを示すスクリーンショットである。
【図８１】図８１はブラケットおよびアーチワイヤを備えた目標段階を示す別のスクリー
ンショットであり、歯列矯正医によって示された量だけ頬側方向および冠状方向へ動かさ
れた歯、および、アーチワイヤに組み込まれた修正を示す。
【図８２】図８２は歯の間の空間を特定することによってまたは歯を抜くことによって目
標状況を調整することができる空間管理特徴を示す別のスクリーンショットである。
【図８３】図８３は歯番号４１を抜くことをシミュレートするのを例示するスクリーンシ
ョットである。
【図８４】図８４はユーザが歯の間の近心ギャップを修正するのを示し、且つ、どのよう
にユーザ仕様の近心ギャップを瞬時にスクリーンに表すかを示すスクリーンショットであ
る。
【図８５】図８５はユーザが、結合修正特徴を使用して歯１本ずつのベースで目標段階の
歯の位置を修正するのを示すスクリーンショットである。
【図８６】図８６はユーザが、ブラケット位置を変えずに、アーチワイヤの形状を変える
ことができるワイヤタブを示すスクリーンショットである。
【図８７】図８７はユーザが、ワイヤにおける曲げのサイズ、場所等を変えることができ
るワイヤオフセットタブを示すスクリーンショットである。
【図８８】図８８は図１に示されたアーチワイヤ製造システムの概略図である。
【図８８Ａ】図８８Ａは図８８のシステムのブロック図である。
【図８９】図８９は図８８の製造システムで使用される可動ロボットアームの斜視図であ
る。図８９では、アームの様々な他の態様を示す明瞭化のために、アームの遠位端のグリ
ップツールは省略されている。
【図９０】図９０は図８９のロボットアームの斜視図であり、アームジョイントの１つの
動き、および、アームの対応する運動を示す。
【図９１】図９１は図８９および図９０の可動ロボットアームの遠位端へ装着されるグリ
ップツールの詳細斜視図である。
【図９２】図９２は図８８の固定グリップツールおよび図９１のグリップツールの斜視図
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であり、歯列矯正アーチワイヤがツールによって掴まれている。
【図９３】図９３は複数のまっすぐなアーチワイヤを保持する図８８のマガジンの斜視図
である。
【図９４】図９４は図９３のマガジンからアーチワイヤの１つを把持する可動グリップツ
ールの詳細斜視図である。
【図９５】図９５は可動ロボットアームの代替配列の斜視図である。
【図９６】図９６Ａおよび９６Ｂは図９３のマガジンに対する代替マガジン構造の斜視図
である。
【図９７】図９７は図８８のロボットアームへアーチワイヤを運ぶコンベヤシステムの概
略例示である。
【図９８】図９８は歯列矯正アーチワイヤを製造する製造流れに関連するロボットソフト
ウェアを例示する図である。
【図９９】図９９は患者用に三次元で１セットのブラケット用のブラケット位置を計算す
るために使用される座標システムの基点を示す１セットの歯の簡略例示である。目標状況
の歯のブラケット位置が、歯列矯正アーチワイヤの形状を決定する。
【図１００】図１００は座標システムの基点からブラケットの中心へ引かれたベクトルを
示す例示である。
【図１０１】図１０１は歯列矯正ブラケットの斜視図である。
【図１０２】図１０２は座標システムの基点からブラケットへ引かれたベクトル、ベクト
ルのスロット表面に垂直な法線ベクトルＮ、および、ブラケットのスロットの方向に拡張
する正接ベクトルＴの例示である。
【図１０３】図１０３は特定のブラケット用の法線ベクトルＹ、正接ベクトルＸ、正接距
離Ｔdおよび非正接距離ＡＴdを示す。
【図１０４】図１０４はブラケットの位置およびその配向を記載する個別のブラケット用
の値をマトリクス形態で示し、歯列矯正アーチワイヤを形成するロボット用のコマンドを
作成するのに使用される。
【図１０５】図１０５は目標状況の患者用の個別のブラケットに関連した１セットの曲げ
点を表す１セットの点Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、…ＰＮの例示である。三次元座標システムにお
ける点の位置は知られている。
【図１０６】図１０６は曲げが点Ｐ２とＰ３との間に配置される点Ｐ１とＰ４との間のワ
イヤのセクションの例示である。
【図１０６Ａ】図１０６Ａは４つの点およびベジェスプラインによって規定されるカーブ
の例示であり、技術を使用して図１０６の点Ｐ２とＰ３との間のワイヤにおける曲げの形
状を計算する。
【図１０６Ｂ】図１０６Ｂは図１０６Ａのベジェスプラインおよびカーブの長さを計算す
るアルゴリズムのフローチャートである。
【図１０７】図１０７はワイヤ等のワークピース用の撓みの関数としての力のグラフであ
る。グラフは、一定の量の力Ｆ１がワークピースに加えられて次いで解放されるときに、
撓みＤ２が結果として得られることを例示する。ワイヤは弾性特性を有するため、力が解
放されるときに、残っている撓みの量Ｄ１は、力がワイヤに加えられるときに観察される
撓みＤ２よりも少ない。
【図１０８】図１０８はワイヤを曲げたときにワイヤに見られる応力の例示である。
【図１０９】図１０９は図９２の固定グリップツールのグリップフィンガの立面図であり
、ワイヤを曲げる際にロボットによって使用される座標システムの基点を示す。
【図１１０】図１１０は図１０９のグリップフィンガの上面図である。
【図１１１】図１１１は変形制御過剰曲げ手順を例示するフローチャートであり、これを
使用して、図１０７によって例証されたワイヤの弾性特性を補償してもよい。
【図１１２】図１１２は図１１１に述べられた過剰曲げ方法を示す例示である。
【図１１３】図１１３Ａから１１３Ｅは図９２の固定および可動のグリップツールの一連
の概略図であり、どのように互いに対して動き、アーチワイヤを掴みこれを解放し、適所
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にアーチワイヤを配置し、図１０５の点Ｐ２とＰ３との間に曲げを形成するかを示す。
【図１１４】図１１４は固定グリップツールから一定の距離を維持しながら、可動グリッ
プツールがどのようにアーチワイヤを曲げるかを示す概略例示である。
【図１１５】図１１５Ａから１１５Ｃは一連のステップでどのように曲げが形成されるか
を例示する。
【図１１６】図１１６Ａから１１６Ｄは図９２の固定および可動のグリップツールの一連
の概略図であり、どのように互いに対して動き、適所にアーチワイヤを配置し、点Ｐ４と
Ｐ５との間に曲げを形成するか示す。
【図１１７】図１１７はアーチワイヤの一部を規定する点の例示であり、まっすぐなワイ
ヤセグメントの間にかなりの距離が存在するワイヤに曲げを置くための技術を例示する。
【図１１８】図１１８は中に形成される曲げを示すアーチワイヤの一部の例示であり、ワ
イヤがほぼまっすぐになったとき、たとえば治療の最後近くでは、ワイヤに加えられる力
を増大する。
【図１１９】図１１９は２本の歯の間に設置された図１１８のワイヤセグメントを示す。
【図１２０】図１２０はワイヤにループを備えたワイヤを示す。
【図１２１】図１２１Ａから１２１Ｂは図１２０のワイヤにループを形成する１つの可能
な方法を例示する。

【図１】 【図２】
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