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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも歯、毛髪又は爪を漂白するために、電気光学的及び化学的手段を使用する漂
白装置であって、
　変化するプロフィール及び／又は変調を備えた電気泳動電流発生器／制御器（４）と、
　漂白される前記部分へその電流を伝える手段（３）と、
　電極と導電性ゲル（２５）を有し、治療領域を通る外傷を与えない電場、電気泳動場ま
たは電磁場を発生する手段（２、２６、２９）と、
　前記電極と身体に当接している前記導電性ゲル（２５）を内蔵する手段（１、８４）と
、
　電気泳動電流に感応し、漂白に使用される製剤と、
　前記製剤を活性化する手段と、を備えることを特徴とする漂白装置。
【請求項２】
　前記製剤を活性化する手段は、光又は熱から成るものから選択されることを特徴とする
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記電場、前記電気泳動場又は前記電磁場に感応すると共に治療の部分目標物の漂白及
び保護のために活性な分子の全部又は一部の浸透と、
　前記電場、前記電気泳動場又は前記電磁場に感応すると共に要望されていないか又はこ
の漂白プロセス中に反応しており且つ身体から除去可能な分子の全部又は一部の排出と、
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　を制御して簡略化することを可能とするために、
　前記電源、前記電気泳動源及び前記電磁源の操作パラメータの制御、記憶及び操作者に
よる直接モニタリング又はメモリによる又はインターネットを介する間接モニタリングの
ための中央装置（８、９、１０）を有し、熱的又は電気的変化（２１）と色（１２）の変
化が前記治療により誘起されるに従い、実施された漂白作用の進行及び結果を知ることを
可能とする前記パラメータの前記中央装置でのフィードバックによる直接制御又は操作者
による手動制御のための手段を有することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　電気泳動電流発生器／制御器（４）、電導回路（３）及び前記導電性ゲル（２５）を内
蔵する手段（１、８４）内に前記電極を形成する抵抗体を有し、第２電極が身体の一部に
当接していることを特徴とする請求項１から請求項３の何れか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記導電性ゲルを内蔵している前記手段（１、８４）が患者の身体の一部に接して成型
（４９）されることを特徴とする請求項１から請求項４の何れか１項に記載の装置。
【請求項６】
　身体に接して配置される前記第２電極が、失活歯（８２）の根（８１）として電気泳動
漂白ゲルを入れている管の内部に配置されることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　漂白に使用され低活性形態で前記導電性ゲル内に存在する前記製剤を活性化できる光活
性化部材（１９）を有することを特徴とする請求項１から請求項６の何れか１項に記載の
装置。
【請求項８】
　前記導電性ゲルを内蔵する前記手段（１、８４）が、ハロゲンアークランプ又は発光ダ
イオード（１９）から、ファイバ（１８）を使用して伝送される光の光源と関連づけられ
ていることを特徴とする請求項１から請求項７の何れか１項に記載の装置。
【請求項９】
　前記導電性ゲル（２５）を内蔵する前記手段（１、８４）が、光源を創成する前記発光
ダイオード（１９）を組み入れていることを特徴とする請求項１から請求項７の何れか１
項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記導電性ゲルを内蔵する前記手段（１、８４）の内部に、漂白治療の電気的又は熱的
進行を制御する、センサ（２１、１２）の形式の手段を有することを特徴とする請求項１
から請求項９の何れか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記制御する手段が、スペクトル測色計、又は光発生器（３９）及び光源（３６）の値
と対象物（３７）上での反射値との間で比較を行うことのできる差動分析器（４７）から
なる測色計、から構成されることを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記分子の変位に使用される電気泳動電流は、電圧、周波数及び振幅のプロフィールと
変調が変化することを特徴とする請求項１から請求項１１の何れか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　電気泳動電流の通過を許容する前記導電性ゲル（２５）が、漂白作用を行う荷電分子を
含み、その結果前記使用電流の作用の下に前記ゲルを通って漂白される身体に向かって前
記荷電分子が移動することを特徴とする請求項１から請求項１２の何れか１項に記載の装
置。
【請求項１４】
　電気泳動電流の通過を許容する前記導電性ゲル（２５）が、漂白される身体の補強作用
を行う荷電分子を含み、その結果前記使用電流の作用の下に前記ゲルを通って漂白される
身体に向かって前記荷電分子が移動し、前記漂白作用により生じた劣化部を補うことを特
徴とする請求項１から請求項１３の何れか１項に記載の装置。
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【請求項１５】
　電気泳動電流の通過を許容する前記導電性ゲル（２５）が荷電され、そのため、ゲル自
身の動きにより、荷電されない漂白分子又は補強分子を引っ張ることを可能とし、その結
果それらが前記ゲルの変位作用の下で受動的に身体に向かって移動することを特徴とする
請求項１から請求項１４の何れか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ゲル又は前記漂白プロセスに於いて役割を果たす前記分子の変位のために使用され
る電場、電気泳動場、及び電磁場を発生する役割を持つ電極の極性を反転するボタン（６
）を有することを特徴とする請求項１から請求項１５の何れか１項に記載の装置。
【請求項１７】
　前記漂白プロセスにおいて使用され且つ電気泳動電流により動かされる分子を活性化す
る熱的手段が電気抵抗体（２）、発光体（１９、２０）又は循環液（６６）からなること
を特徴とする請求項１から請求項１６の何れか１項に記載の装置。
【請求項１８】
　前記導電性ゲル（２５）は、漂白反応の進行、漂白を行う分子の活性化度合又は前記身
体から除かれて前記導電性ゲル（２５）内にある着色原因分子のパーセントに応じて色を
変化できるように構成されていることを特徴とする請求項１から請求項１７の何れか１項
に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に工業分野においては建造物に、医療分野においては爪及び毛髪に、歯科
分野では歯に使用可能であり、電気的に活性化された製剤により直接的に又はこれを媒体
として活性漂白分子をその標的に向けて運び、劣化した製剤又は色に無関係な生成物を外
部へ排出し、最後は漂白剤の作用を受けた身体を再び組成することのできる１個又は数個
の活性分子を運び、活性剤の化学的使用と着色原因分子の移動により短時間運転で引き起
こされる劣化を減少させる電気泳動場創成体を備え、最終的には、全体が電気的センサ又
は色彩センサの制御を受けて、漂白手段である製剤を活性化し更には活性化を加速する熱
源及び／又は光源をも含む、身体を傷つけないで漂白する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯を漂白すること、即ち患者に特有の元の自然色をその歯に付与することは、１００年
を越える期間に亘って歯科手術において広く行われてきた行為であり、患者の心理的安定
性にとって非常に重要である。
【０００３】
　この審美的な行為についての非常によい説明が、以下の資料にあり、本件において参照
資料となっている。すなわち、「変色歯の非修復的治療　国際シンポジウムのための報告
」と題し、１９９６年９月２５、２６日のノースカロライナ州チャペルヒルの会議の概要
を示す１９９７年４月のＪＡＤＡ（Ｊｏｕｒｎａｌ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｄｅｎｔａｌ　
Ａｓｓｏｃ．）第１２８号の特別付録Ｓ１－Ｓ６４。最新の資料がＣＲＡ（Ｃｌｉｎｉｃ
ａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅ）ニュースレター２４号、２０００年４月
４日版、に見られ、或いはより新しくは、ジョルゲンセン（Ｊｏｒｇｅｎｓｅｎ）らによ
る「家庭での漂白治療後における歯の刺激感応性の発生」、ＪＡＤＡ　第１３３号、２０
０２年８月、第１０７６頁乃至１０８２頁、に見られる。
【０００４】
　これらの論文から、歯科手術及び医科手術において使用される重要な漂白方法が現時点
では以下のように３つあることが分かる。
　・研磨剤ペーストを用いた（手動又は超音波の）機械的手段による歯垢コントロールと
関連付けられた機械的方法。
　・一般に前述の方法に続いて実施するもので、紅茶又はコーヒーによるもの等の表面沈
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着物を除去できる製剤を歯に塗布することからなる化学的方法。これらの製剤は非常に低
濃度のカーボオキサイド（ｃａｒｂｏｘｉｄｅ）又は過酸化物ベースの製剤であり、家庭
において患者自身により使用できる。
　・その治療法の後で、歯科分野及び医科分野の規則に従って治療しない場合に患者が被
るリスクを考慮して歯科医の介在をしばしば必要とし、歯本体内部の変色を減少させるこ
とができる高濃度の過酸化物ベースの製剤を使用する、より侵食的な化学的方法。
　最近、この方法は医者の定期的な管理の下に家庭で（家庭用キット）患者自身により使
用できるように修正されて作用が減じられた。
【０００５】
　不幸にして、そして早くも、医者及び患者が共に以下のことを認識した。
　・作用時間が非常に長く、そして、歯１本当たり５分以上、又は歯列の半分当たり２０
分以上患者が動かないことを必要とする。
　・従って、医者介在のコストが痛ましい程で法外である。
【０００６】
　以上の理由から、光又は熱により活性化されている間に一層迅速に反応する製剤が開発
された。この方法は、医学的漂白作用の消費時間を４分の１に減少することを可能にする
。
【０００７】
　これらの有望な結果に基づいて、感光性があるとして知られた多くの製剤が市場に投入
され、そして、それ自身４００ｎｍと５００ｎｍの間で感光性を持つカンフォロキノンに
より活性化された過ホウ酸塩及び過酸化水素又は過酸化カルバミドと組み合わせて豊富に
且つ成功裏に使用された。これらの製剤は元々はコーコランとチリヒ（ＣＯＲＣＯＲＡＮ
　ａｎｄ　ＺＩＬＬＩＣＨ）（１９７４）により及びレンブーグ（ＲＥＮＮＢＯＯＧ）（
１９８９）により開発されて紹介された技術に由来している。これらの研究は、漂白剤の
活性化においてハロゲンランプによりもたらされる熱及び放射の役割を強調している。
【０００８】
　このような訳で、現在市場には、患者により直接使用できる漂白剤や歯科医により高濃
度で使用できる漂白剤が多数存在する。これらの製剤は直接的に或いは光又は熱による活
性化の後で作用する。これらは大多数において、１８８４年にハロン（ＨＡＬＯＮ）によ
り最初に記載された約３５％の過酸化水素を基本処方として使用する。
【０００９】
　反応をなお一層活性化し、そして既に相当削減された時間を更に半分にするために、よ
り一層強力なランプを開発することが求められ、その目的のために、キセノンアークプラ
ズマランプ“アポロ（Ａｐｏｌｌｏ）９５E”、フランス国特許第２，７７３，９８６号
及び第２，７８２，０００号、が発明されて開発されたが、これは“漂白”機能を有する
と共に歯に当接して置かれた製剤に約３０秒間作用することを想定している。この製剤は
透明なガター内に保持されたゲルの形を取ることがしばしばである。典型的な例は、 “
アポロ・シークレット・ホワイトニング・キット（Ａｐｏｌｌｏ　ｓｅｃｒｅｔｅ　ｗｈ
ｉｔｅｎｉｎｇ　ｋｉｔ）”（米国、ロサンゼルス　のデーエムデーエス社（ＤＭＤＳ　
Ｃｏｒｐ．））の名前で長い間販売されてきた。
【００１０】
　確かに得られた結果は素晴らしく、多くの製造業者がこの技術を利用した。しかし、こ
のプロセスはたとえ時間を相当に縮減したとしても、多くの制約を持っている。
【００１１】
　実際以下の点が判明した。
　・幾つかの製剤では、ランプの作用、従ってその効果は感光性に依るばかりでなく、熱
放射にも依っていて、これらの製剤が活性化するのはこれら二つによりいる。
　・これらのランプのコストは非常に高いので、治療は比較的高価のままである。
　・これらの方法は高い過酸化物濃度を必要とするので、患者が家庭で使用する妨げとな
っている。
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　・歯において観察される熱上昇が製剤の活性化に対して不釣り合いであり、作用が余り
に長いときは危険になることすらある。
　・歯髄そのものの健康を大きく乱すリスクに対して、歯の位置での熱上昇を適切に制御
することが不可能である。更に手の動きさえもが、光又は熱の集束点に変動を来す可能性
がある。
　・キセノンアークランプ又はハロゲンランプ等の高熱放射ランプにより放射される光を
フランス特許第２，８０５，１４８号及び同第２，３１８，８９２号に記載の様な、コー
ルドランプとして知られるランプで置き換えることにより、加熱作用は除去され、これは
操作者が感光剤を活性化するための作用時間を全くのリスク無しで増大することを可能と
するが、同時に熱源の除去を原因とする長期間被爆に操作者自身が再び曝される。
　・もし拡散光が歯列全体（例えば発光ガターの形で）に亘って使用されるならば、時間
は再び削減されるが、高出力の使用によるものよりも削減は多くはない。
　・歯科手術室において治療のために必要とされる用量（３０％過酸化物）並びに患者の
家庭使用時の用量（８－１０％過酸化物）は、求められる目的に対して非常に高く、副作
用が見られると説明されている（冷たさによる歯痛）。
　・着色原因分子が変形され、切断されたりさえするが、その場所から実際に除去されな
いので、多くの繰り返しがある。着色原因分子がそこに残っているという事実により、次
第に短くなる時間間隔での再治療の必要性が明らかとなる、当初の化学的結合の再結合が
可能となる。
　・最後に、歯肉に当接する過酸化物の侵食作用があるので、医者及び患者は、治療中及
び治療後に火傷を回避するために多くの注意を常に払わなければならない。
【００１２】
　更に、それらが大量に高用量で使用されようと、或いは患者自身により家庭でゆっくり
使用されようと、これらの製剤の作用を受ける歯自体の劣化の程度とは無関係に、ヨーロ
ッパ連合及び米国食品医薬品局の健康分野における全ての安全委員会により、漂白剤特に
過酸化物が監視下に置かれる根拠となった基本的な問題は決して解決されて来なかった。
手術後の痛みは、多くの論文記述者が確認したように歯の劣化から生ずるのであろうか？
　誤って使用した治療の後に患者の間に見られる幾つかの重要な脱灰をどのように修正す
るのか？
【００１３】
　最後に、既知の技術を用いて漂白剤の迅速な作用を許容することは可能であるが、化学
的な漂白成分の活性化を低コストで調節し、その作用に続く歯の劣化を修正することを可
能とする方法がない。
【００１４】
　着色原因分子で生ずることはより一層重要である。実際、大きな着色分子の小さなもの
への分割に主として基づいている治療の後に、この反応の残滓が歯本体の中に活性剤と共
に残存し、これはその作用を巧妙に続けてフッ素又はカルシウムの浸透を著しく制限する
。
【００１５】
　この分子的立体空間の占有に加えて、我々は、歯内部の作用箇所への漂白分子の到達が
純粋な受動的浸透性により生じることを良く理解し、その浸透が弱いこと、その作用を許
容するに必要な時間、操作者により行うことが可能な反応制御が欠如していることを確か
に明らかにしているが、更に作用領域における実際の濃度、即ち歯の組織内の着色原因分
子についての知識が全体的に欠如していることも明らかにしている。
【００１６】
　最後に、歯の漂白の進行の開始及び追跡に対する客観的且つ廉価の基準が無いので、評
価を完全に主観的なものにしている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
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　本発明の目的は、特に医科歯科の分野において使用でき、電気泳動場の創成により漂白
剤の強力で迅速な浸透と誘導、着色原因分子と一緒に同一条件下での漂白剤の移動、並び
に歯の基本的な構成分子である燐灰石結晶のための、フッ素等の安定剤の効果的且つ制御
された浸透を可能とし、又、光ベースの光学システムにより、熱効果を減少する一方４０
０－５００ｎｍの範囲における波長選択による光効果を増大することにより感光性漂白剤
の活性化を可能とし、そして最後に、電気光学装置により、客観的なスペクトル測色計ベ
ースの方法による色の進行変化の制御を可能とする、電気化学的システムから構成された
完全な漂白装置を提供することにより上述の欠点を解決することである。
【００１８】
　本発明の目的は、歯科医の手術室、及び／又は、簡略形態での、患者の家庭の双方にお
いて使用可能なフレキシブルで廉価な解決策を提供することによりこれらの問題を解決す
ることである。
【００１９】
　特に、以下の理由で上述の多くの問題が解決される、
　・具備した手段により、本装置は、漂白作用を生じる成分を活性化するための自然エネ
ルギー源を提供し、電気熱源による補完を行い、更に光放射（発光ダイオード）を付加す
る。その漂白はゲル内の電気泳動電流の通路によるオーム効果である。
　・電気泳動用電源が唯一の電力源であるために、ランプの使用を回避できるかかるシス
テムのコストは極めて低い。もし同じ電力源が電動歯ブラシと本発明の装置とに使用され
れば、このコストは非常に低くなる。
　・電動歯ブラシ用の電源と同様な単純な電源により供給される電気泳動エネルギーの制
御手段は、患者の家庭での使用を可能とする。モデム通信に依って、歯科医がインターネ
ットを介し治療の進行を追跡できる。
　・本装置により生ずる熱上昇は、漂白分子を活性化後に歯の中心に向かって動かすこと
を可能とする。
　・熱の値は、操作者から独立したフィードバック装置を使用して完全に制御可能とする
ことができる。
　・発光ダイオードが使用されると、高熱放出ランプと比較して、時間を増加する必要が
無い、なぜなら電気泳動電流に付随する自然加熱効果が光効果に加わるからである。
　・発光ダイオードはとても小さく、治療箇所に対向して置くことができるから、ファイ
バ付ランプを使用しなくても良く、装置のコストを大きく削減する。
　・歯科医及び家庭において治療のために提供される用量は、同一の効果に対して非常に
少なくなり、同一の用量で非常に高い効果が得られるが、その理由は活性分子が着色箇所
に持ち込まれ、且つこの着色原因分子が電気泳動電流により排出されるからである。
　・歯から着色分子を排出して、繰り返しを低減する。
　・同一効果に対する用量を減らすことは、歯肉に対する腐食作用等の副作用即ち好まし
くない作用を低減することとなる。
【００２０】
　この目的のために、本発明は、漂白を行う反応分子を活性化し、歯内部へ向かう前記分
子の運動と、反応分子の内部作用から、及び歯の組成を安定化し補強する分子の、本装置
により捕捉される運動により行われる置換から、生ずる生成物の反対方向運動と、を選択
的に増幅し、全体がこれらの効果を測定するシステムの制御を受ける装置に関連している
。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　従って、本発明による装置は、
　・熱力学を規定するパラメータ（強度、変化量、速度又は加速度等）と、光動力学を規
定するパラメータ（出力及び波長等）と、電気泳動の動力学を規定するパラメータ（強度
、出力、周波数、形状及び変調等、更に進行中の又は得られた作用をフィードバック制御
するシステム）と、時間、記憶値、読み取り値及び種々の搬送媒体を用いたデータ伝送を
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規定するパラメータの制御を可能とする中央装置、及び
　・その中央装置に含まれるか否かは別として、歯に当接して配置されたゲルと歯内部と
の間に電場、電磁場又は電気泳動場を創成することを可能にする分極場を形成し、イオン
直流を活性化して導く機能を持つ電気システムを含む、主として電気光学的数を取り扱う
口腔外装置
　を有する。
【００２２】
　創成した電場が、漂白作用をする分子の現在の電荷（及び全電荷）に直接的に作用する
。これにより、漂白作用をする過酸化物等の活性分子の正又は負の電荷に直接作用し、そ
れらを歯の内部に運ぶ電場又は磁場を得ることができ、その結果それらの活性分子は歯の
内部に迅速且つ強力に浸透することができる。更に我々は、同時か否かは別として、全部
又は漂白剤により劣化した着色分子の反対方向運動を発生させ、それらはエナメル質の中
に留まることはなく再結合しない。最終的に、漂白剤に結合しているか否かは別として、
エナメル質の内部に向かう歯の再組成イオン（例えば、用量１．１ｐｐｍのフッ素のマイ
ナスイオン）の最終の動きを得る。
【００２３】
　動かされる分子が電気的に活性でないときは、この作用は間接的なものになる。この場
合、それは、電場により引っ張られる活性分子（過酸化物、色素及びフッ素）では最早な
いが、電場に敏感で、且つその電気的特性によりこの電場により引っ張られることができ
、且つその化学的特性により活性分子に固定することができ、或いは化学的結合無しに、
流体が粒子を運ぶことができるのと同様に受動的に運ばれることにより単にそれを引っ張
ることができる相補形生成物である。
【００２４】
　歯を安定化して補強するイオンを組み入れると、漂白作用により生ずる可能性のある間
隙が埋められる。
【００２５】
　本発明による装置の別の特徴に依れば、本発明は、発光ダイオードと、冷たい光（発光
ダイオード）が使用される場合に及び／又は活性剤が感熱性を持つ場合に、補充的な熱シ
ステムと関連づけられているハロゲン光又はアーク光システムと、により感光剤を活性化
する装置を含んでいる。漂白領域への必要エネルギーの輸送は、光エネルギーが関与する
ときはファイバにより、熱エネルギーが関与するときは流体により電力が関与するときは
ワイヤにより行われる。
【００２６】
　本発明による装置の別の特徴に依れば、歯の変色の特定調節及び進行を比較することに
より、記憶して表示することのできるスペクトルセンサ又は測色センサを有している。基
本的で廉価なデザインのこのスペクトル測色計は、治療の前後において、劣化した製剤及
び／又は治療歯で発生してそこから放出された生成物が充填されているゲルの色合いの進
行する変化を測定することを可能とする。
【００２７】
　本発明による装置は、以下を含む口腔内装置を有する。
　・過酸化溶液等の漂白剤、過酸化物により劣化された色素、及びフッ化ゲル（例えば）
を内蔵可能なおおよそ透明なガター。このガターは標準型にしたり、患者各々及び／又は
特に間接作用の場合には製剤の各タイプ用に個別なものにすることができる。
　・結局は、光源（例えば発光ダイオード）を保持し、又は（ハロゲン又はプラズマ）光
を歯列の全部又は部分に案内する、最初のものに含まれるか或いはそれに適合されるガタ
ー。
　・光又は活性過酸化物の作用により劣化した成分の迅速な排出と、反対に漂白剤又は歯
の再組成成分を充填されたゲルの浸透とをその分極により確実にする電気泳動接続。
　・結局は、治療すべき歯の位置における制御された温度上昇を可能とする、例えば電気
フィラメントの様な熱源。
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　・漂白剤及び／又は歯の外側から内部へガターを通して電流を伝導するために使用され
る再組成イオンを含むゲル、並びに、結局は極性が反転された別タイプのゲル、或いは、
歯から排出された着色分子を受け入れ、最終的には捕捉することを目的とする、極性が反
転している、前者と同一のゲル。このゲルは分極の第１極を構成している。
【００２８】
　本発明による装置は更に、手中に又は歯中に又は患者の背中に貼られた可撓性導電面で
保持される一種のハンドルであって、口腔内ガターのゲル内で適用される極性に対して反
対の極性を人間の身体内に生ずるようにする電極部材を持っている。この極性は、人間の
体内に存在する液体により歯髄の中に伝達されることが現在知られている。従って、人間
の身体は、ガターのゲルと共に電気泳動場を創成する第２の極である。
【００２９】
　本発明は更に、既知の漂白プロセスの集りに、ここに記載された電気泳動運動を組み合
わせること、及び例えば測色計等の単純な監視装置を使用して得られる結果を制御するこ
とにある。
【００３０】
　このように、本発明は、治療のコストを削減するために、漂白剤を着色原因分子の直ぐ
近くへ能動的な方法で運ぶことにより速く歯を漂白すること、劣化成分の新規でユニーク
で能動的な排出を確実にすること、並びにカルシウムやフッ素のイオンをその箇所に能動
的に持ち込んでエナメル質のリン灰石構造を補強することにある。この新規でユニークな
デザインは、電気泳動から生ずる熱的又は光的活性作用の支援システムと結びついた電気
泳動電流を使用することにより成立している。
【００３１】
　電気泳動電流は、電流が通過する時に別の介在物無しに周囲温度を上昇させることが又
知られている。従って、有利なことには、本発明は電流の通過に伴う周知のオーム効果を
最適化できると共に、外部熱源又は光源の使用を避けつつ同時に活性過酸化分子を活性化
できる活性漂白成分を保持するゲルを選択できる。
【００３２】
　有利なことには、本発明による装置の他の特徴によれば、通常の温度上昇が十分でない
場合、本装置は電気泳動電極としての機能と、電流が流れたときに温度上昇を可能とする
、従って熱源を生ずる電気抵抗体としての機能とを共に持つユニークなフィラメントを内
蔵するガターを有する。実際、どんな電流の通過にも、オーム効果が付随発生することは
知られている。従って、たとえ低電流であっても、電流が流れる間に迅速な温度上昇を更
に生じ、そのようにして、エネルギー振動を増大してそれらをより反応的にすることによ
り分子を活性化する熱作用の既述の化学的及び電気泳動的効果を強化可能とする電極ワイ
ヤを使用することがここでは提案される。
【００３３】
　有利なことに、本発明の他の付加的な特徴によれば、電気フィラメントは所望の作用に
応じて異なる大きさであったり又は異なる材料からできたりしており、そして例えば、こ
れらを制限的とすることなく、歯科医等の専門家の制御下で使用する場合には、より高く
てより速い温度上昇を実現するために、電気フィラメントはより大きい寸法とすることが
できる。家庭で私的に使用する場合には、リスクを回避するためより少ない出力となろう
。
【００３４】
　本発明による装置の別の付加的な特徴によれば、熱源を操作するパラメータを調節する
手段は、前記中央装置に接続されたメモリにおける選択手段と、そのメモリに予め記憶さ
れた、いくつかのプロフィールの中の所定のプロフィールを選択することからなる。実際
、過酸化物の活性成分の活性化の最良の反応を起こすように、最適な温度が得られなけれ
ばならない。この温度以上又は以下で分子は不活性になる。メモリの目的は、作用時間と
、自然オーム作用により又は要求される作用の程度に応じて電気抵抗により得られる温度
とを最適化することである。実験室における試験から得られ専門家に周知のこれらのパラ
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メータにより、電気泳動の２端子間の電位差値、従って要求される作用の程度に応じた適
用電力及び時間を予め設定することができる。
【００３５】
　本発明による装置の別の付加的特徴によれば、電気泳動操作と熱源のパラメータを調節
する手段は、時間や電力等の所定のパラメータが中央装置のメモリ内に予め記憶されてお
り、医者により調節可能である。
【００３６】
　有利なことに、別のケースでは、時間のような一つのパラメータのみが変更でき、従っ
て誤った取扱い、特に私的使用の枠内での誤った取扱いを防止することができる。
【００３７】
　有利なことに、前記中央装置に接続されたメモリは、熱プロフィール、及び／又は電圧
や電流の強さ等の選択可能な１乃至数個の調節可能パラメータに関するデータを記録する
ためプログラム可能なタイプとすることができる。
【００３８】
　好ましくは、本装置は、エネルギープロフィール、及び／又はメモリの調節可能パラメ
ータに対応するデータをメモリに記憶するために、キー付キー盤及び／又はタッチスクリ
ーン及び／又は他のデータ入力手段、即ち遠隔入力手段、を有する。後者のケースでは、
医者又は患者は、インターネット、又は秘密モデム又は任意の他のデータ伝達手段を介し
て、スクリーン上で治療の進行を追跡することができる。
【００３９】
　遠隔入力手段の中には、プロフィール調節パラメータ、本装置操作の制御及び発生可能
性のある故障の探知があり、このようにして使用場所に患者のいない遠隔モニタリング、
遠隔診断又は遠隔保守を可能としている。
【００４０】
　本発明の追加の装置によれば、ガターを取り外さないで漂白治療の進行を知ることを可
能とする電流計測センサ、又は熱センサ又は光センサをガターが持っている。確かに、現
状では、ガターを取り外す前には、漂白治療の進行の実際状態を追跡して知ることができ
ない。本発明の追加の装置によれば、本装置は、電流の挙動を見守ることによりこの進行
を知り、従ってガターを取り外したり、電位差、強さ又は時間等のパラメータをフィード
バックして作用させたりできる手段を専門家に提供する。その理由は、電気泳動が進行す
ればする程、電流の特性も進行するからである。ガターを取り外す必要なく、漂白を予め
追跡するために、予め電流の変化を生体外の試験台上で試験することができ、生体内で報
告されることができる。
【００４１】
　本発明によれば、熱作用に対する代替策がある。それは、ガターの中に含ませることが
できて、光を受け取るべき場所へ光を送ることと光源とからなる光活性作用である。この
作用モードは、必須の代替策となろう。というのは「ショーフ（ＳＨＯＦＵ）」会社によ
り市場に出されている「ウルトラライト」の中に存在するようなある種の過酸化物が、熱
感応よりも光感応の製剤であることを我々は知っているからである。この様な訳で、アポ
ロ（Ａｐｏｌｌｏ）９５E等の発光ダイオードかプラズマ光を備えたハロゲン光、又はこ
れらの任意の組合せでよい光源がある。その光は、ファイバによりガターの中に導入され
る。この放射は、一方において、過酸化分子の吸収スペクトルに従って選択された波長に
対応する光活性作用を、他方において、ハロゲン又はプラズマ放射に伴う熱放出による熱
活性作用を確実にする。
【００４２】
　有利なことには、この光源は、歯用の漂白反応活性剤の感光領域において３８０ｎｍか
ら９００ｎｍにわたって放射できる１個以上の発光ダイオード（ＬＥＤ）から構成される
。ガター全体に一様に、例えば各歯に対向して、配設されたこれらのダイオードは、光が
歯列全体に同時に作用できるようにする。
【００４３】
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　有利なことには、これらのダイオードは二つの波長源、即ち一つはカンフォロキノン（
ｃａｍｐｈｏｒｏｑｕｉｎｏｎｅ）又はパラフェニレンジアミン（ＰＰＤＡ）を活性化す
るもの（４７０ｎｍ及び４３０ｎｍ）、及び／又は他は発光ダイオードにより赤色又は赤
外領域（６５０ｎｍを超えるもの）で放射する熱放射をするもの、を使用する。発光ダイ
オードは小さいから、歯列全体に亘って波長を適切に分配するように保持部材上に一様に
且つ交互に発光ダイオードを配置することができる。発光ダイオードは十分に小さくて患
者の口の中に挿入できるから、光ファイバは必要ない。電流電導コードにより、発光ダイ
オードをエネルギー源に連結するだけでよい。このカードは好ましくは、フランス特許第
２，８１８，０９２号に記載されたＤＣ－ＤＣ電源である。実際、給電モードは、活性化
反応（過酸化物）に関しても又は縮合反応（ポリマー化）に関しても同じでよい。
【００４４】
　有利なことには、これらの光源は時間、電力又は波長が変化し、引っ張られたり引っ張
られなかったりするプログラム可能なプロフィールを持っており、この活性化反応を最適
化する。
【００４５】
　有利なことには、この作動モードに従えば、過酸化分子の活性化とフッ素イオンの放出
との間にはカンフォロキノンを介する連結が無い。実際、フッ素イオンは所定の反応にお
いて抑制剤となりうることが知られている。従って、フッ素イオンは、過酸化物の作用の
後の、即ち着色原因分子の分解後の電気泳動作用中に特に放出されるのが望ましい。この
目的で、カンフォロキノン分子の光活性化及びフッ素イオンの放出が、本発明の代替実施
例によれば、二つの異なる波長により起こるが、その波長の一つはカンフォロキノン用に
発光ダイオードにより４７０ｎｍで放射されるものであり、そして他は発光ダイオードに
よる別のもので、発光ダイオードによる放射が異なり、そして漂白治療の最後にフッ素分
子を放出する波長である。
【００４６】
　本発明の実施形態によれば、着色分子の排出時に歯構造の溶解箇所を満たす装置がある
。
【００４７】
　歯の内部に最も深く浸透する着色分子は、結晶間の空間内、又は、食品欠陥又は結晶形
成中の薬品治療（テトラサイクリンをベースとした抗生物質治療、ナソー（ＮＡＴＨＯＯ
）、１９９７年）の後に結晶が完全に構成されないときに、結晶自体の中に存在する。こ
の状態は、一方において排出を困難にして高濃度の過酸化物の使用を正当化するが、他方
においてこれは歯にとって危険であり、漂白剤の使用制限、即ち国際健康当局による過酸
化水素等の活性剤の濃度制限を正当化する結晶それ自体の分解である。イオン、ヒドロオ
キシル基、カルシウムの抽出又はその不存在はヒドロキシアパタイト結晶を不安定にし傷
つきやすくすることが長年知られている。これはしばしば虫歯を招来する。それが、フッ
素又はカルシウムのイオン欠乏を満たすために我々が歯のフッ素添加を推奨する理由であ
る。
【００４８】
　この様な訳で、本発明は、漂白に使用される着色分子（過酸化物）の能動的な抽出を可
能とするが、同時又は後から反対場を形成し、歯本体のフッ素添加の時に修復イオン作用
をすることを可能とする分極場として、電気抵抗体又は相補形抵抗体の使用を提案する。
【００４９】
　事実、フッ素が、歯の結晶、エナメル質又は象牙質の再組成を可能とする決定的な成分
の一つであることは知られている。このため、このイオンは脱灰の場合に子供や成人に投
与される。このイオンは、実際に、燐灰石結晶のカルシウム不足を補い、分子構造の安定
化を可能とすることを目的にしている。このことは又、漂白キットの中に５％の過酸化カ
ルバミドに対して０．１１％（即ち１０１ｐｐｍ）の「オパールシーン（Ｏｐａｌｅｓｃ
ｅｎｅ）Ｆ１」が例えば含まれる理由であり、しかし今日では受動的、従って不規則にオ
パールシーンを分散しなければならない理由である。
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【００５０】
　有利なことには、本発明は、歯の変色の原因となる分子の排出のために使用されるもの
と反対の極性の電場を、又は同じ極性（フッ素を引き付ける正極、歯内部の負極）の電場
を、排出中及び過酸化物の作用の後を除いて形成することにより、フッ素イオン、又は歯
を保護する作用に関する同様のイオンを注入することを提案している。使用されるイオン
は抑制剤ではないので、その作用は過酸化物の作用と同時に起こることができる。本発明
は、所望の作用、即ち過酸化物の作用、色素の排出、及び分子相互の関係に従う歯の補強
の順序に従って極性を配列することを提案する。電気泳動モードの使用は、これらの分子
を能動的に動かすだけでなく、種々の反応の間でネガティブとなる全ての双方向作用を回
避するため、化学反応との分離をも保証する。これが、分離すべき段階において化学的な
相互関係が無いことを断言できる唯一の方法である。
【００５１】
　この目的のために、本発明は、極性が変化する電気泳動電流を供給するエネルギー源を
有し、電気泳動電流の導体が一方では患者の身体（第１極）に、他方では（第２極）漂白
治療を行う化学剤を内蔵するガターに接続している、電気泳動的且つ化学的で、付随的に
熱作用を持つ漂白装置であると要約できる。ガター内にあるこれらの導電体は、ジュール
効果（光効果に置き換えることができる）や電気泳動極性の変化による熱上昇と、更に分
子が迅速に且つ深くまで作用する（過酸化分子又はフッ素イオン等の再組成分子）ように
歯の内部に向かう分子の変位と、着色原因分子の活発な排出を確保する歯の外側へ向いた
反対方向変位と、を可能とする。電気泳動場は歯の位置に位置付けられる。極の一つは患
者の手又は身体に保持され、この極性は血液系及びリンパ系を介して歯髄へ伝達され、そ
して他極はガター内にある電気抵抗体を介して伝えられる。
【００５２】
　本発明の他の目的及び利点は、開示するが制限的でない例を用いて示される実施例に関
連して、以下の説明からより明確になろう。この説明の理解は、添付の図面を参照すると
より容易になろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
　これらの図に示すように、本発明は、歯科の分野で特に関心が持たれるであろう漂白装
置に関する。
【００５４】
　図１から分かるように、本装置は電気接続部材３を介して電子制御監視記憶箱４に接続
された電気泳動抵抗体２及び発光ダイオード（ＬＥＤ）１９の列と、反対極のハンドル２
３とを備えた標準ガター１を持っている。
【００５５】
　漂白される歯列を被う目的の標準ガター１は、正又は負の極性を持つ電気泳動場を温度
上昇を伴って創成することを可能とする導電システム２を備えており、その導電システム
２はケーシングの中に入れられた調節制御装置４に例えば電気導線３により接続されてお
り、治療のパラメータ（時間、患者により要求される度合）及び電気泳動場を規定するパ
ラメータ（強度、電圧、・・）を規定し又はプログラミングすることを可能とする。表示
板５上の調節可能な基準は調節ノブ６を操作することにより修正され、地理的に離れたシ
ステムに遠隔的に伝達され、そしてデジタルリンク（モデム・・）７を使用してフロッピ
ー（登録商標）ディスク８に記憶され、又は中央装置９内に記憶される。活性光及び／又
は電気泳動場及び／又は光分析器等の介在する要素のためにオンオフペダル１１をプラグ
１０に取り付けることができる。光分析器のヘッド１２は、関連する発光ダイオードから
放射される赤、緑、青の光を、反転してこの例では歯である測定対象物により修正された
情報を、導体１３により受け取る。この伝達は、装置４内に配置された分析器へ測定値を
送る光ファイバを介して、又はセンサ１４上で直接的に行われる。スペクトル測色計の始
動が、装置４の前部にあるボタン１６により、導電手段１５を介して行われ、得られた結
果は上部にある英数字スクリーン１７上で見ることができる。加熱システムの始動は選択
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ボタン１６によりワイヤ１８を介してエネルギーを送ることになり、これはガター１上に
ある発光ダイオード１９を発光させたり、又は電気泳動場２を創成するワイヤが十分でな
いときにガター１内に配置された抵抗体２０の温度上昇を誘起したりする。熱又は電気探
針２１は、今度は電気泳動の状態を中央制御情報装置４へ知らせる。抵抗体２により発生
した極性に対して反対の極性は、導線２４により装置４に接続された手持ちハンドル２３
により、血液系又はリンパ系等を介して歯髄へ伝えられる。この極性は自動的に、又はボ
タン６を作動することにより反転させることができる。
【００５６】
　過酸化物の活性化は、熱抵抗体の温度上昇により電気泳動２の創成と同時に生ずるが、
種々の形状及び／又は材料を選択することにより機能のいずれかを最適化できれば過酸化
物の活性化は抵抗体２０とは独立して生ずることができる。
【００５７】
　本発明は、漂白用ゲル２５内に存在する基本成分（色素に対して活性で且つ電気泳動に
高度に感応する成分）の電気的活性化には決して限定されものではない。実際、この活性
化作用は、本発明によれば、光電手段により実行することができる。この場合、抵抗体２
は電気泳動を確保し、そして活性化源である光は、電子装置４内に配置されたランプを介
して、光ファイバ１８により漂白ゲルまで導かれ、或いはゲルの近くの発光ダイオード１
９により直接発生される。後者の場合、光ファイバ１８は、発光ダイオードへの給電を確
実なものとする電力ワイヤにより置き換えられる。
【００５８】
　フィードバックにより温度を制御したり、電気泳動電流の特性及び／又は光出力を制御
したりするために、接続ケーブル２２により、又は無線により中央制御装置４へ連絡され
た熱センサ、電気センサ及び／又は光センサ２１が設けられている。これらのセンサ２１
は、必要な情報を中央装置に送り、中央演算装置４が、その内部でプログラムされた調節
に従って治療が実行されるか否かを制御する。この情報のフィードバックにより、プログ
ラムされた機能を考慮しながら、周期的な調節、更には連続自動調節が可能となる。中央
装置は本発明の実行に必須なものではないこと、そしてシンプルな手動調節により、粗い
使用でも満足を与えられる。
【００５９】
　電極２、２３により発生される電気泳動電流に感応するゲル２５であって、この活性化
の時点及びその後の移動の時点で色を変える特性を持つゲル２５を使用することが決定さ
れた場合、このセンサ２１はフォトダイオード等の感光セルとすることができる。この場
合、フォトダイオードにより計測された強度を使い、式Ｉｃ／Ｉｏ＝ｌｏｇＣｃ／ｌｏｇ
Ｃｏに従って濃度を算出するバート　ランバート（Ｂｅｒｔ　Ｌａｍｂｅｒｔ）の公式を
適用することにより、歯内部の活性成分の濃度変化と劣化した着色分子の戻りを追跡する
ことが可能である。測色計のヘッド１２の位置で分析光の投射が起こり、ＣＣＤ又はヘッ
ド１２内のフォトダイオード又はセンサ１４により読み取り値が記憶される。
【００６０】
　患者の口に適合されたガターが従来の方法でセットされる前に歯の表面に押し当てて配
置できる導電板の模式図である図２を次に参照すると、患者の口に合うように特別成型さ
れたガターが歯科医により従来の方法で取り付けられる前に、歯の面に押し当てて配置で
きる可撓板２６から導電性電気泳動板２が構成できることが分かる。この場合、可撓板２
６は歯に押し付けられ、又は患者の歯の複製に合わせて予め成型される。専門家に周知の
作業に従って、解剖学的ガター、即ち患者の口の形状に合うように樹脂で特別成型された
ガターがそれから取り付けられる。このガターは、外側から当てられる光により（又は他
の化学原理により活性な）過酸化物含有ゲルの活性化ができるように透明材料から作るこ
とができる。この場合、電気泳動フィラメントは、歯に対してできるだけ近くに押し付け
られなければならず、或いは導電性樹脂のようなそれ自体透明である導電材料から構成さ
れなければならないであろう。実用上の理由により、装置４からガター１を分離可能とす
ることを望む場合には、給電はコネクタ２７と相手方部品２８を介して行われる。
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【００６１】
　ガター１の断面を示す図３を参照すると、当接ストッパ２８は、発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）１９又は他の光源が使用されるとき、２個の部品、即ち電源側部品３１と、熱又は光
エネルギーにより熱抵抗体をオンオフ制御する側の部品３４とに分けられる。ゲル２５が
導電性であるので、電気泳動場を発生させる抵抗体２はあまり大きくする必要はなく、場
の極性は完全に分散される。光抵抗体１９又は熱抵抗体３４は、歯３０にそして幾分は歯
肉３５にも当接している漂白用ゲル２５の活性化反応の開始を支援することを目的として
いる。ゲルが歯肉に当接することは、柔らかい組織に接する過酸化物の本来の攻撃性のた
め望ましくないことではある。
【００６２】
　制限する必要はないが、当接ストッパ２８はジャック形であることに注意すべきである
。もしフィードバック制御又は幾つかの他の型の極性が追加されるべき場合は、当接スト
ッパ２８は、二つ以上の分離した接点を含むことができる。
【００６３】
　図４には、電気泳動による漂白治療の効果を制御する装置として使用されている廉価な
示差測色計１４が示され、一方図５ａ及び図５ｂはそれぞれ、漂白前後の歯色の分析サイ
クルをそれぞれ表すグラフＡ、Ｂである。示差測色計は、治療の前後における歯３０の反
射による色の差分の測定に基づく非常に単純なシステムである。
【００６４】
　取扱原理は次の通りである。光源は、校正され、放出熱を排出する支持体３９に固定さ
れ、且つＤＣ／ＤＣカード４０により給電されて制御される幾つかの発光ダイオード３８
から構成されている。これらの発光ダイオードは、幾つかの数（最小２個）の異なる色の
ものであるが、好ましくは、赤、緑及び青（ＲＧＢシステム）である。これらは、光を放
射し、その放射光はその色が混ざったり混ざらなかったりして、光収束装置４１により収
集され、それから空間で分離された後に一部が歯３０に、そして一部がセンサ４５（一般
にはフォトダイオード、ＣＣＤ、又はＣＭＯＳ）に直接導かれる。全く同じ光線を二つの
部分に分割して、２個又は１個のセンサで測定を実施することは可能である。更に測定を
時間的にずらして行うことにより、１個のセンサ４５を使用することができる。情報は、
接続部材４７を介してセンサ４５から差動比較器４８へ導かれ、この差動比較器４８は入
射光線（グラフＡ）と反射光線（グラフＢ）との差分を分析することにより歯の色の値を
測定でき、そして治療前に測定された値とそれと比較することができる。
【００６５】
　同じ方法及び同じ基準（標準試験）を用いて、専門家に良く知られた標準の歯色（歯の
ビタカラー）を中央装置９内に記憶するようにすると、英数字スクリーン１７上で歯の色
の進行を見、そしてその進行を、従って専門家に認められた基準に従う治療の効果を追跡
できる。このようにして、本発明によれば、余りに高価な方法を使用することを余儀なく
されることなく、治療結果の客観的な測定を行うことができる。
【００６６】
　図６ａに示すように、医療上の問題（束縛具の痛さ）により所定の歯３０の治療を希望
しないとき、或いは敏感な歯肉３５を持っているときは、ガターは部分用４９のみ又は単
一歯用５０とすることができる。コネクタ２７は、ガターの型式に関係なく同一とするの
が好ましい。
【００６７】
　同様に、図６ｂに示すように、幾つかの歯に限定するように切断箇所５１を作って部分
５２を除去することにより長さ調整自在の電気泳動導電線２に、ガター無しで、接続具２
７を単純に接続させることができる。
【００６８】
　本発明の装置の機能が良く理解されるように、実施された電気泳動電場の作用が図７に
示されている。一つの例を示すが、これは限定的でなく、漂白電気泳動電流を使用する三
つの連続した時間がある。
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【００６９】
　第１時間において、電気泳動電流が、ゲル２５内に存在する漂白剤内に豊富にある例え
ば過酸化カルバミド５４等の分子を歯５３の内部へ向かって引っ張る。活性基を持つ分子
が負の電荷を帯びると、ガターの抵抗体の極性５５は負となり、身体の極性、例えば患者
の手に保持されていた極性は正となる。この極性は、歯髄５８に隣接している造歯細胞を
介して、歯全体へ伝達され、着色原因分子の濃縮がしばしば起こる、主として象牙質／エ
ナメル質の境界５３伝達される。このようにして、歯の中心に向かうイオン運動を生じ、
活性分子をこれらの色素に対して押しつける。もし活性分子が荷電されていなければ、高
電荷分子からなる追加の液体により創成されるイオン運動の中に受動的に活性分子を入れ
ることができる。
【００７０】
　第２時間において、本発明の核である反転されたユニークな運動が生ずるが、これは漂
白剤６１により劣化された着色分子６０を歯から抽出することを目的としている。抵抗体
の極性と反対の極性を持つ着色分子が歯から抽出されるのは明白である。ゲル６２内に存
在するこの極性は漂白分子５４の極性と同じであるから、それが治療の時間を越えてその
作用を継続したり、そして歯の成分を損傷したり（歯を過敏症にしたり劣化したりさえす
る）しないように未劣化の漂白分子又は未反応の分子は歯から抽出される。それは又、所
定の選択時間でそのプロセスを実際に停止することを可能とする。この技術は、歯の漂白
を制御可能とする唯一のものである。
【００７１】
　最後に、第３時間において、しかし本発明の原理において制限的ではないが、反応した
りしなかったりした過酸化物等の活性剤の分子と、色素と、が充填されている、最初の２
作動時間から生じたゲルは動かされ、そして富フッ素ゲル及び／又は活性基を持つ分子（
過酸化物）と同様に荷電された他の歯の再組成剤が豊富なゲルにより置換される。一方に
おいてフッ素イオン（或いは他のもの）６４の浸透を可能とし、他方において反対極性を
持ち且つ時間２で保持されていた色素分子を引き付け可能とするために、ゲル内に存在す
る抵抗体の極性は再び反転６３される。
【００７２】
　本発明の原理において、フッ素が活性漂白剤内に存在して時間１にゲルと一緒に移動す
る。複数の極性は共存可能である。極性を二度反転させれば十分であるので、この解決策
は、時間３においてゲルの変化を回避できる利点がある。他方、フッ素は良く知られた反
応抑制剤であるので、共存不能な二つの分子を互いの近くに持ってくる欠点を持っている
。
【００７３】
　有利なことには、治療手順を加速することを望む場合には、フッ素を存在させて又はさ
せないで、活性分子の浸透の方向に、又は電場外の活性分子の作用後の劣化分子の出口方
向に１回のみの分極を生じることができる。幾つかの活性分子の挙動が色素との反応中に
攪乱されれば、この方法は関心が持たれよう。
【００７４】
　更に、本発明に従って、例えば時間１と時間２の間、及び時間２と時間３の間に、電気
泳動電流の無い工程をプログラムすることもできる。これは電流に感応する所定の反応を
完全にすることを可能とする。
【００７５】
　同様に、電気泳動電流についての任意の形の介在も本発明の枠内で考えることができる
。従って、非制限的な方法で、
　・電流値の調節。電流値を増大させ、その後急速に減少させ、そしてこれを連続した波
として行うことにより、本発明による技術作用を著しく増大させることが可能であること
が実験で示されている。
　・所定の分子が歯の結晶に入る好ましい経路を見出せるように三つの時間ではないが交
番的な方法で極性を変えさせることができる。
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　各極性において与えられた時間を利用することによりこの交番原理を使用する。我々は
、時間を以前に規定されたままに保持するが、極性を数度且つ迅速に反転する。我々は前
述の時間に対応する正又は負の極性を全体的に有するが、反転極性により、分子が歯の内
部へ循環して進入し、最後には分子空間の無い即ち電気の無い端部から出ることを妨げる
。
【００７６】
　図８において、一変形例によれば、温度上昇が電気抵抗体によるものではなく、開口６
７を貫通しそして別の開口６７を出ることによりガター１を貫通する導管６６内の水の循
環により、或いは任意のタイプの熱ベクトルにより発生する。このベクトルは、液体又は
高温空気などのガスとすることができる。この取り付けは、電気泳動場の付加の邪魔にな
らないことは明らかである。この図面に示された例において、電気泳動場は導電材料から
作られたガター１それ自体により保持され、接続部材２７、２８は、熱ベクトルの導管の
下に見ることができる。
【００７７】
　図９のダイヤグラムは、歯の変色の原因となる分子が正に荷電されている場合の、連続
作用工程を示している。活性化されていない製剤が標準ガター６３内に配設され測定され
る。過酸化物ベースの分子等の活性化原理又は活性化加速の原理は、熱又は光の上昇７０
により開始される。活性化された製剤７１は負の原子価（我々の例では）７２を持ってい
る。フィードバック制御は、温度を直接測定すること７３により直接、及び／又は電気泳
動電流の発生を追跡することによりいつでもエネルギー供給を制限することができる。ガ
ター（マイナス）に当接させることにより、そして患者に他の極（プラス）７４を握らせ
ることにより電気泳動場が発生する。歯髄の正の電荷により引き寄せられ、そしてガター
の負の電荷により押し戻される、負の活性ラジカルの歯７５内への浸透が生ずる。それか
ら過酸化分子は色素７６の分子と直接当接する。これにより、一般に使用されている用量
を著しく減少させ、従って歯を保護することを可能とする。それから極性を反転する。劣
化されて正に荷電された色素の分子はガター７７の負極に引き付けられて、過酸化物分子
と受動的に引っ張られる非荷電分子と共に離れる。フッ素７９の浸透を可能とするために
最後に極性を反転する。電気泳動電流の物理特性を測定するフィードバックは、全てのレ
ベルで介在可能である８０。
【００７８】
　有利なことに本発明によれば、過酸化カルバミド等の活性剤の分子は、活性化段階を回
避するために、そのパッケージの時に荷電され、又は活性化段階時に上述したエネルギー
手段により荷電される。これらの電荷は、過酸化ラジカルから、又は他の漂白剤（還元又
は酸化剤）のラジカルから独立した分子のラジカルにより保持されることができる。
【００７９】
　本発明により、そして漂白作用に介在する非荷電分子の運動を支援するために、間接的
電気泳動作用の下で、ゲル内にあるか又はゲルへ付加される荷電流体を使用してそれらを
引き付けることにより分子を動かすことが可能である。この目的のために本発明により、
ゲルは、色素分子に化学作用を生じずにしかし非常にダイナミックに歯の内部に浸透可能
となる。歯の極性の反転により、劣化した着色分子をこの第２の反転運動（流体の活力）
により引き出して、着色分子の歯から離脱を生じさせる。
【００８０】
　有利なことには、漂白剤（例えば過酸化カルバミド）及び／又は歯補強剤（例えばフッ
素）を含むゲルは、濃度に従って色を変える。例えば、歯内の過酸化基の運動は、歯内の
過酸化基を増加することによりゲル内の濃度を減少する。このことは、発明によれば医療
手順の進行を追跡することを可能とし、歯内の活性過酸化基の良好な濃度に対応する既知
の色でそれを停止し、そして良好な漂白作用を確保することを可能とする。同じことが、
（例えば）フッ素の移動時又は色素の離脱時に観察できる。
【００８１】
　有利なことに本発明によれば、ゲルは、色素に当接して漂白分子（過酸化物）内に存在
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する電荷とは反対の電荷を得、又は劣化色素の電荷を過酸化物に関して逆の電荷に転換す
る分子を有している。色素の電荷と劣化色素の電荷がこの場合、本発明によれば、活性漂
白分子（過酸化物）に関して逆であるから、この方法は電気泳動の時間２を無くす利点が
ある。それらは、歯から離れる反対方向運動に従い、極性を反転させる必要がなく、過酸
化物の浸透運動と同時に発生する。このような訳で、図７の例に示された時間１と時間２
の統合と、２個のみの時間、即ち時間１と時間３、とがある。もし歯補強剤（フッ素）が
最初のゲル内に存在すれば、極性の反転を起こすことは必要なく、そのときは単一の時間
が可能である。
【００８２】
　本発明によれば、荷電製剤は非常に脆弱であるので、過酸化カルバミド等の活性化合物
の活性化及び分極は、ガター内に入れる前に基本化合物を混合することにより発生させる
こととなる。
【００８３】
　自動化のための関心に応えて、電気泳動ゲルに対して電流計測センサ２１（電位差、強
度・・）を追加することができる。実際、電気泳動中に関与電流の特性に関して進行する
変化があり、特にイオン運動が完了するときにこれらの値が無限大に向かう傾向を持つこ
とが知られており、従って、予め記憶された科学的な基準により、自動停止又はサイクル
終了の表示を行い、従って治療が完了したか否かを知ることは容易である。
【００８４】
　本発明によれば、電気泳動の熱的／電気的抵抗体が、フィードバックにより光出力を制
御するために役立つことも明らかである。記憶値により光の光子作用を停止する必要があ
るか否かを知ることが可能となる。発光ダイオードに供給される電気出力を制御するパラ
メータを調節することにより、この光出力を変えることも又可能である。国際特許出願Ｗ
Ｏ０３／０６８１０２に記載されたＣＤ－ＣＤプロセスの実行が最良の条件下でこの結果
を得ることを可能とする。
【００８５】
　漂白作用において行われるこのエネルギー制御の概念に、医者の手術室で又は患者の家
庭で共に使用される他のシステムを組み合わせることができる。従って、本発明によれば
、電気泳動のために家庭で使用される電源は、電動歯ブラシ又は（旅行中の）携帯電話に
給電したり又は再充電したりするためのものと共用できる。この併用性は、かかる装置の
値段を著しく低減する。同様に歯科医の手術室において、この電気泳動システムと超音波
装置又は研磨材（重炭酸塩）の投射の組合せは、最も高価な要素（電源装置）が幾つかの
技術により共用されるので著しいコスト上昇を伴わずに、専門家が使用する全ての装置を
組み込んだ漂白用センターを構成することを可能とする。
【００８６】
　有利なことには、本発明の実施を可能とするパラメータの調節及び制御は、それ自体専
門家によりプログラムされた中央処理装置により制御される。これらのパラメータのプロ
グラムを可能とするチップカードシステムがあり、電気泳動を規定するパラメータが実施
基準に適合していることを確実にするために患者は主治医の歯医者から与えられたカード
を差し込むだけで十分である。最後に、本発明による装置は、装置の作動状態をその方法
で且つ自分の望むように制御調節する可能性を使用者にもたらし、その結果過去のように
、何の制御も追跡もしない過酸化物の盲目的で且つ経験的な操作に制約されることはない
。
【００８７】
　有利なことに本発明によれば、測色計１４はこのフィードバック制御に組み合わされて
いる。身体の色は、以下の理論に従って、Ｌ．Ａ．Ｂ．、純度（ｘｙとＹ）、色相（ＲＧ
Ｂ等）と呼ばれる３基準に従っている。本装置内の色センサ１４を使用すると、治療の過
程において漂白の進行を追跡することができる。この測定は、本発明によれば、ゲルの位
置において行うことができるが、ゲルは上述したように退色することがあり、又は着色分
子により又は着色分子との反応により着色することがある。このことにより、使用を停止
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すべきか否かを知ることができ、経験的な方法で進行させなければならないことを回避す
る。このことは更に、治療が終了する前に作用を停止することを防止でき、そして発生費
用を制限することを可能とする。同様にこの測定システムは、治療の前後に歯に施すこと
ができ、従って医者がその患者に漂白の進行を示すことを可能とする。この目的のために
、図４に示された色測定器からなる特別なセンサ１２が開発されたが、その端部は、ゲル
内に一体化できるか、或いは歯に当接して配置することができる。
【００８８】
　しかし、殆どの漂白装置は失活歯には使用できないか、或いは、高濃度の助けを借りて
使用でき又はホウ酸塩等の特定製剤を使用して失活歯に使用できるという事実がなお存在
する。歯髄及び血液循環系が除去された後では、歯の内部においてゲルの極性に対して反
対極性の電気伝導がないので、解決策が提案されなければ、このことは本発明にも当ては
まる。本発明は、失活歯に対して特別に開発された代替策を提供する。有利なことには、
且つ本発明によれば、図１０に示すように、患者の手に保持された極又はその身体に当て
ておかれた極は、前に穴明けされた失活歯８２の歯通路８１内に挿入できる探針Ｓにより
置換されるか、これに（直列に）接続される。歯を湿らせるように配慮した後で、最早存
在しない歯髄の代わりとなるように、導電性ゲル８３が通路内に充填される。このように
して第２極の導電作用は歯髄が無くても再び発生する。
【００８９】
　有利なことに本発明によれば、このゲルは歯外部のゲルで観察したように、反対極性を
除いて活性漂白成分及びフッ素を含んでおり、その結果、これらはこの外部ガターのゲル
に向かって引き付けられる。外部極のガターの極性に関して反対の活性分子の第二運動を
生ずる。もし、反対極性の活性分子がなければ、同じゲルと同じ極性を使用することによ
り（図７に記載されているように、但し活性ゲルが歯の内側か外側にあるかにより極性を
反転して）、治療を、外部漂白、それから内部漂白と、連続した方法で繰り返すだけで十
分である。
【００９０】
　本発明のこの拡張は、失活歯を漂白するための技術を可能にする利点があり、これはし
ばしば失活歯が最も変色した歯であるので、非常に重要である。このことは更に、製剤が
電気泳動により歯の内側及び内部の着色分子に向かって動くので、製剤の作用をより一層
顕著に増大させる利点を持っている。この内外両方の作用は、両側の色素分子の追い出し
作用が関連付けられている。この場合には、内部極による漂白のメカニズムを理解するた
めには、図７の時間２と時間３を反転すれば十分である。
【００９１】
　次に図７を参照すると、本発明は歯の漂白に限定されず、組織や毛等の身体の他の部分
、ここでは爪の漂白にも使用できることが認められる。従ってこの図は、指８５の端部に
合わせられていて指の爪を被っているゲル支持手段８４を示しているが、爪は見えない。
【００９２】
　前述の説明から本発明は記載された問題点を完全に解決していることが分かり、本発明
は、歯の漂白及び歯の器官の保護を最適化する実際的な回答を提供している。この説明か
ら更に、今まで他の方法が提供しなかった医療作用の調節等の、基本的な問題を本発明は
解決できるようになっている。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　本発明は、例示として上述されたこのプロセスの実行モードのみに限定されないことも
、又このプロセスを実施するための装置の実施のみに限定されないことも明らかであり、
逆に実行及び実施についての全ての変形を含んでいる。この様な訳で、例えば彫像や建造
物などの人間の身体の部分以外のものを漂白することが特に可能である。本発明に基づい
た一種の工業的洗浄及び洗浄体又は着色原因分子の浸透運動を電気泳動により確実にする
ことを計画することも可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００９４】
【図１】本発明による歯漂白装置の模式図を示す。
【図２】同一装置の部分分解模式図を示す。
【図３】漂白治療中の同一装置の概略部分断面図を示す。
【図４】同一装置の他の部分の部分断面模式図を示す。
【図５ａ】歯の色の分析サイクルを表すグラフである。
【図５ｂ】歯の色の分析サイクルを表すグラフである。
【図６ａ】同一装置の変形例の部分模式図である。
【図６ｂ】同一装置の変形例の部分模式図である。
【図７】本発明による装置を用いて実行される治療の各工程を示す模式図である。
【図８】同一装置の部分変形例を示す概略斜視図である。
【図９】本発明による装置を用いて実行される治療の種々の工程を示すダイヤグラムであ
る。
【図１０】本発明による装置を用いた治療中における失活歯の概略断面図である。
【図１１】爪を治療するように調製された、本発明による装置の特別な実施例の部分模式
図である。
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【図４】

【図５ａ】
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