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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯の歯肉縁を認識するための、コンピュータにより実行される方法であって、
　前記コンピュータ内に、少なくとも１本の歯を含む口腔の少なくとも一部の３次元表面
をデジタル的に画定する表面モデルデータを受信することと、
　前記表面モデルデータのレンダリングをユーザインターフェースに提示することと、
　前記レンダリングされた表面モデル上に歯と関連付けられた所定の点を指定する入力デ
ータを受信することと、
　前記コンピュータのプロセッサを用いて、前記入力データに基づいて前記歯の前記表面
モデル上に外周を導出することと、
　前記コンピュータのプロセッサを用いて、３次元表面に沿った前記外周上の各点から外
側に延びる複数の経路に沿って前記表面モデルを分析することによって、前記歯の表面と
周辺の口腔の表面とを分離する表面モデルに境界を画定するデータである歯肉縁データを
生成することと、を含む、方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　デジタル的に実現される歯科矯正法、及びより詳細には歯科矯正診断及び治療を支援す
るためのコンピュータを用いた方法を提供する。
【背景技術】
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【０００２】
　歯科矯正の分野は、機能及び美的外観を改善するために患者の歯群の位置を治すことに
関する。例えば歯科矯正治療では、患者の前歯、犬歯、及び小臼歯に固定される、ブラケ
ットとして知られる小さな溝付き装置がしばしば使用される。各ブラケットの溝に受容さ
れるアーチワイヤが、望ましい向きに歯群の動きを案内するための軌道として機能する。
アーチワイヤの端部は、患者の大臼歯に固定される、バッカルチューブとして知られる装
置に通常は受容される。アーチワイヤ及び各装置は一般的に「ブレース」と呼ばれている
。歯科矯正治療は、透明なプラスチック製の歯の位置決めトレイ又は他の機能的装置によ
って行うこともできる。
【０００３】
　従来、歯科矯正行為は、特定の患者に合った適正な装置の選択、口腔内への装置の配置
、及び治療全体を通じた装置の調節などの手で行われる工程に頼っていた。より最近では
、技術の進歩にともないこれらの工程の一部は、コンピュータの使用によって支援される
ようになりつつある。例えば、コンピュータを使用して個々の患者の歯群の配置を表すデ
ータの取得を案内することができる。次いでこのデータを用いて患者の歯列を視覚化し、
治療の任意の段階において歯科矯正治療の計画を診断して支援することができる。更に、
これらのデータは、患者に合わせてカスタマイズされたブラケットなどの装置の製造に使
用することができる。
【０００４】
　カスタマイズされた装置を使用することには多くの利点がある。第１に、装置の処方に
よって、不正咬合した歯群の開始位置のばらつきに対応し、歯群へのより効率的な力の伝
達が可能となる。第２に、歯科矯正アーチワイヤ又はブラケットベースがカスタマイズさ
れることにより、アーチワイヤが歯群の表面の外形とより密接に一致しうるために大幅に
高さの低いブラケットの使用が可能となる。これにより、特に舌側装置において、患者の
快適性が向上する。第３に、接着面の形状を歯群の表面に対して正確に相補的となるよう
に製造することで装置の接着を助け、接着の信頼性を最大に高めることができる。
【０００５】
　歯群の形状を表す未処理のデータがコンピュータによって受信される場合、データは３
次元（３Ｄ）空間内の点群にすぎないことがしばしばである。通常、この点群は、１以上
の歯、歯肉組織、及び他の周囲の口腔構造を含む患者の歯列の３Ｄオブジェクトモデルを
形成するために表面処理される。このデータが歯科矯正診断及び治療において有用である
ためには、個々の歯を表す１以上の別個の動かすことが可能な３Ｄオブジェクトモデルを
生成するために歯列の表面は一般的に「セグメント化」される。これらの歯群モデルは歯
肉から別のオブジェクトとして分離されることが更に好ましい。
【０００６】
　セグメント化によって、使用者は、歯群の配列を一群の個々のオブジェクトとして特性
評価し、操作することが可能となる。有利な点として、これらのモデルからアーチ長さ、
咬合設定、及び更にはＡＢＯ評価などの診断情報を導出することが可能である。更なる利
点として、デジタル歯科矯正セットアップにより、製造工程における柔軟性を与えること
ができる。物理的プロセスをデジタルプロセスで置き換えることによって、データ取得工
程とデータ操作工程とを、歯型又は印象をある場所から別の場所へ輸送する必要なく、別
々の場所で実行することが可能である。物理的物体をあちこちに輸送する必要を低減又は
なくすことにより、顧客及びカスタマイズされた装置の製造者の両者にとって大幅なコス
トの節減につながりうる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　デジタル的に実現された歯科矯正法の技術的に困難な側面の一部は、セグメント化プロ
セスにおける歯のオブジェクトとしての適正な認識に関するものである。歯群は大きさ及
び形状に大きなばらつきが見られる傾向があり、コンピュータが特定の歯と隣の歯、及び
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歯肉組織などの他の周辺構造とを区別することが困難になっている。特に問題となるのは
、ぎざぎざで摩耗があり、予測不能でありうる歯の咀嚼面である。これらは、歯の表面を
周辺構造から自動的に区別しようとするコンピュータによる動作の妨げとなりうる。ヒト
は１本の歯に属する表面を容易に区別することが可能であるが、ヒトがアーチ全体のセグ
メント化プロセスを手動で行うことは時間がかかる作業となりうる。
【０００８】
　この問題は、口腔表面上の１本の歯の少なくとも一部を識別するために仮想表面を使用
する２工程の方法を用いることによって軽減することが可能である。仮想表面が画定され
た時点で、口腔表面の残りの部分が自動的に分析されて歯の表面を周囲の口腔表面から分
離する境界が識別されることにより、セグメント化された歯オブジェクトが画定される。
この方法は、１本の歯の部分であることが既に分かっている口腔表面の部分を除外するこ
とにより、半自動的なプロセスの利点は維持しつつ使用者の認識を高める。コンピュータ
化されたセグメント化の成功率は、エラーを誘導しやすいクラウンを除外することによっ
て大幅に高くなる。更に、このような計算は、それぞれの連続した歯が識別された後で、
分析される口腔表面の面積を減少させることによって大幅に加速される。
【０００９】
　一態様では、歯の歯肉縁を認識するための、コンピュータにより実行される方法が提供
される。該方法は、前記コンピュータ内に、少なくとも１本の歯を含む口腔の少なくとも
一部の３次元表面をデジタル的に定義する表面モデルデータを受信することと、前記表面
モデルデータのレンダリングをユーザインターフェースに提示することと、前記レンダリ
ングされた表面モデル上に歯と関連付けられた所定の点を指定する入力データを受信する
ことと、前記コンピュータのプロセッサを用いて、前記入力データに基づいて前記歯の表
面モデル上に外周を導出することと、前記コンピュータのプロセッサを用いて、前記３次
元表面に沿った前記外周上の各点から外側に延びる複数の経路に沿って前記表面モデルを
分析することによって、前記歯の表面と周辺の口腔の表面とを分離する表面モデルに境界
を画定するデータである歯肉縁データを生成することと、を含む。
【００１０】
　別の態様では、仮想の歯に対する歯の座標系を定義する、コンピュータにより実行され
る方法であって、デジタルディスプレイのユーザインターフェースに仮想の歯を提示する
ことと、前記仮想の歯上に所定の点を定義する点入力データを受信することと、前記仮想
の歯と関連付けられた第１及び第２の軸を定義する軸入力データを受信することと、コン
ピュータのプロセッサを用いて、前記点の周辺の前記歯の表面の部分に対するほぼ法線と
なるベクトルを計算することと、前記軸入力及び前記計算されたベクトルに基づいて前記
歯の座標系を計算することと、を含む、方法が提供される。
【００１１】
　更に別の態様では、第１の仮想の歯と第２の仮想の歯との間の衝突をシミュレートする
、コンピュータにより実行される方法であって、前記コンピュータ内に、３次元空間にお
いて前記第１の仮想の歯及び前記第２の仮想の歯を定義するデジタルデータを受信するこ
とと、第１の軸に沿った、又は第１の軸を中心とした前記第１の仮想の歯の許容される運
動に関する許容される運動入力データを受信することと、コンピュータのプロセッサを用
いて、３次元空間において、前記許容される運動入力データに基づいて前記第１の仮想の
歯の運動を規制しつつ、前記第１の仮想の歯を前記第２の仮想の歯と接触させることをシ
ミュレートすることと、ディスプレイのユーザインターフェースに、前記シミュレーショ
ンから得られたデータを表示することと、を含む、方法が提供される。
【００１２】
　更に別の態様では、第１の歯列弓と第２の歯列弓との間の衝突をシミュレートする、コ
ンピュータにより実行される方法であって、前記コンピュータ内に、３次元空間において
前記第１の仮想の歯列弓及び前記第２の仮想の歯列弓を定義するデジタルデータを受信す
ることと、第１の軸に沿った、又は第１の軸を中心とした前記第１の仮想の歯列弓の許容
される運動に関する許容される運動入力データを受信することと、コンピュータのプロセ
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ッサを用いて、３次元空間において、前記許容される運動入力データに基づいて前記第１
の仮想の歯列弓の運動を規制しつつ、前記第１の仮想の歯列弓を前記第２の仮想の歯列弓
と接触させることをシミュレートすることと、ディスプレイのユーザインターフェースに
、前記シミュレーションから得られたデータを表示することと、を含む、方法が提供され
る。
（項目１）
　歯の歯肉縁を認識するための、コンピュータにより実行される方法であって、
　前記コンピュータ内に、少なくとも１本の歯を含む口腔の少なくとも一部の３次元表面
をデジタル的に画定する表面モデルデータを受信することと、
　前記表面モデルデータのレンダリングをユーザインターフェースに提示することと、
　前記レンダリングされた表面モデル上に歯と関連付けられた所定の点を指定する入力デ
ータを受信することと、
　前記コンピュータのプロセッサを用いて、前記入力データに基づいて前記歯の前記表面
モデル上に外周を導出することと、
　前記コンピュータのプロセッサを用いて、３次元表面に沿った前記外周上の各点から外
側に延びる複数の経路に沿って前記表面モデルを分析することによって、前記歯の表面と
周辺の口腔の表面とを分離する表面モデルに境界を画定するデータである歯肉縁データを
生成することと、を含む、方法。
（項目２）
　前記ユーザインターフェースに、前記歯肉縁データと関連付けられた、前記表面モデル
のレンダリング上の視覚的標示を提示することを更に含む、項目１に記載のコンピュータ
により実行される方法。
（項目３）
　前記外周が前記表面モデル上の閉鎖経路である、項目１に記載のコンピュータにより実
行される方法。
（項目４）
　前記歯の前記表面モデルと交差する幾何学的形状を指定する更なる入力データを受信す
ることを更に含み、
　前記外周が、前記幾何学的形状と前記表面モデルとの交点に基づいて導出され、前記点
が前記外周内にある、項目１に記載のコンピュータにより実行される方法。
（項目５）
　前記幾何学的形状が閉鎖表面である、項目４に記載のコンピュータにより実行される方
法。
（項目６）
　前記外周がフリーハンドのユーザ入力によって画定される、項目１に記載のコンピュー
タにより実行される方法。
（項目７）
　前記歯の前記表面モデルと交差する仮想の補助表面を指定する更なる入力データを受信
することを更に含み、
　前記外周が、前記補助表面と前記表面モデルとがどこで互いに交差するかに基づいて導
出され、前記外周が前記点を包囲する、項目１に記載のコンピュータにより実行される方
法。
（項目８）
　前記補助表面が球面を含む、項目７に記載の方法。
（項目９）
　前記球面が、前記指定された点の周囲にほぼ対称的に配置される、項目８に記載の方法
。
（項目１０）
　歯の種類を指定するユーザ入力を受信することを更に含み、前記仮想の補助表面が、前
記指定された歯の種類にしたがって変化する所定の直径を有する、項目７に記載の方法。
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（項目１１）
　仮想の歯に対する歯の座標系を画定する、コンピュータにより実行される方法であって
、
　デジタルディスプレイのユーザインターフェースに仮想の歯を提示することと、
　前記仮想の歯上に所定の点を画定する点入力データを受信することと、
　前記仮想の歯と関連付けられた第１及び第２の軸を画定する軸入力データを受信するこ
とと、
　コンピュータのプロセッサを用いて、前記点の周辺の前記歯の表面の部分に対するほぼ
法線となるベクトルを計算することと、
　前記軸入力及び前記計算されたベクトルに基づいて前記歯の座標系を計算することと、
を含む、コンピュータにより実行される方法。
（項目１２）
　使用者から、前記歯の座標系と関連付けられた前記仮想の歯に対する改変データを受信
することと、
　前記改変データと一致するように前記ユーザインターフェースを更新することと、を更
に含む、項目１１に記載のコンピュータにより実行される方法。
（項目１３）
　前記改変データが、前記仮想の歯を変形させることに関連付けられた入力を含む、項目
１１に記載のコンピュータにより実行される方法。
（項目１４）
　前記改変データが、前記仮想の歯に装置を取り付けることに関連付けられた入力を含む
、項目１１に記載のコンピュータにより実行される方法。
（項目１５）
　前記ユーザインターフェースにクロスヘアを提示し、使用者からの入力に基づいて、前
記仮想の歯に対する前記クロスヘアの向きに使用者が満足するまで前記クロスヘアを回転
させることを更に含み、結果として得られる回転されたクロスヘアの基礎が前記軸入力を
含む、項目１１に記載のコンピュータにより実行される方法。
（項目１６）
　前記第１の軸と第２の軸との見かけの交点が、前記仮想の歯上に所定の点を画定するた
めに用いられる、項目１１に記載のコンピュータにより実行される方法。
（項目１７）
　前記ユーザインターフェース内の前記座標系と関連付けられた視覚的標示を標示するこ
とを更に含む、項目１１に記載のコンピュータにより実行される方法。
（項目１８）
　前記視覚的標示が、前記歯の座標系のｘ、ｙ、及びｚ軸の表現を含む、項目１７に記載
のコンピュータにより実行される方法。
（項目１９）
　前記視覚的標示が、歯の近心－遠心、頬唇－舌、及び咬合－歯肉軸の表現を含む、項目
１７に記載のコンピュータにより実行される方法。
（項目２０）
　第１の仮想の歯と第２の仮想の歯との間の衝突をシミュレートする、コンピュータによ
り実行される方法であって、
　前記コンピュータ内に、３次元空間において前記第１の仮想の歯及び前記第２の仮想の
歯を画定するデジタルデータを受信することと、
　第１の軸に沿った、又は第１の軸を中心とした前記第１の仮想の歯の許容される運動に
関する許容される運動入力データを受信することと、
　コンピュータのプロセッサを用いて、３次元空間において、前記許容される運動入力デ
ータに基づいて前記第１の仮想の歯の運動を規制しつつ、前記第１の仮想の歯を前記第２
の仮想の歯と接触させることをシミュレートすることと、
　ディスプレイのユーザインターフェースに、前記シミュレーションから得られたデータ
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を表示することと、を含む、コンピュータにより実行される方法。
（項目２１）
　前記結果として得られるデータが、前記シミュレーションから得られる第１及び第２の
仮想の歯の位置の一方又は両方の３次元レンダリングを含む、項目２０に記載のコンピュ
ータにより実行される方法。
（項目２２）
　前記許容される運動入力データを用いて、それに沿った、又はそれを中心とした前記第
１の歯の運動が許容される第２の軸を画定する、項目２０に記載のコンピュータにより実
行される方法。
（項目２３）
　前記第２の軸が、それに沿った、又はそれを中心とした前記第１の歯の運動が規制され
る軸である、項目２２に記載のコンピュータにより実行される方法。
（項目２４）
　シミュレートすることが、前記第２の軸に沿って、又は前記第２の軸を中心として加え
られる力をシミュレートすることを含む、項目２２又は２３に記載のコンピュータにより
実行される方法。
（項目２５）
　前記シミュレーションが、前記第２の軸に沿った、又は前記第２の軸を中心とした前記
第１の仮想の歯又は前記第２の仮想の歯の運動を制限する、項目２４に記載のコンピュー
タにより実行される方法。
（項目２６）
　前記第２の軸が顆頭軸である、項目２２又は２３に記載のコンピュータにより実行され
る方法。
（項目２７）
　第１の歯列弓と第２の歯列弓との間の衝突をシミュレートする、コンピュータにより実
行される方法であって、
　前記コンピュータ内に、３次元空間において前記第１の仮想の歯列弓及び前記第２の仮
想の歯列弓を画定するデジタルデータを受信することと、
　第１の軸に沿った、又は第１の軸を中心とした前記第１の仮想の歯列弓の許容される運
動に関する許容される運動入力データを受信することと、
　前記コンピュータのプロセッサを用いて、３次元空間において、前記許容される運動入
力データに基づいて前記第１の仮想の歯列弓の運動を規制しつつ、前記第１の仮想の歯列
弓を前記第２の仮想の歯列弓と接触させることをシミュレートすることと、
　ディスプレイのユーザインターフェースに、前記シミュレーションから得られたデータ
を表示することと、を含む、コンピュータにより実行される方法。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】クライアントコンピュータが製造施設と通信する代表的なコンピュータ環境の
ブロックダイアグラム。
【図１Ｂ】代表的な歯科矯正デジタルセットアップに関する高次フローチャート。
【図２Ａ】一実施形態に基づく患者の上顎及び下顎歯列弓の歯列表面。
【図２Ｂ】使用者による図２Ａの歯列表面内の歯群の分類を示す部分図。
【図３】図２Ａ及び２Ｂの歯列表面内の個々の歯の上のマーカーの配置。
【図４】全部のマーカーが配置された図２Ａ～３の歯列表面。
【図５Ａ】図２Ａ～４の歯列表面内の個々の歯の上のマーカーのサイズ変更。
【図５Ｂ】図２Ａ～４の歯列表面内の個々の歯の上のマーカーのサイズ変更。
【図６】図２Ａ～５Ｂの歯列表面内の初期位置からのマーカーの移動。
【図７】図２Ａ～６の歯列表面において周辺構造から個々の歯を分離する自動化されたプ
ロセスからの部分的に完成した出力。
【図８】図２Ａ～７の歯列表面における分離された歯の表面及び歯肉縁の検査。
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【図９Ａ】図２Ａ～８の歯列表面における歯肉縁の欠陥を修復するプロセス。
【図９Ｂ】図２Ａ～８の歯列表面における歯肉縁の欠陥を修復するプロセス。
【図１０】図２Ａ～９Ｂの歯列表面における歯の分離、検査、及び修復プロセスの終了結
果の一図。
【図１１Ａ】歯肉が区別された図２Ａ～１０の歯列表面内の最終的な歯の表面の咬合側及
び頬唇側の図。
【図１１Ｂ】歯肉が区別された図２Ａ～１０の歯列表面内の最終的な歯の表面の咬合側及
び頬唇側の図。
【図１２】図２Ａ～１１の歯列表面内の歯の表面上の使用者によるランドマークの特定。
【図１３】図２Ａ～１１の歯列表面内の歯の表面上の使用者によるランドマークの特定。
【図１４Ａ】ランドマークの位置決めが完了した、図２Ａ～１３の歯列表面の咬合側の図
。
【図１４Ｂ】図２Ａ～１４Ａの歯列表面の歯の表面上の水平方向及び垂直方向のクロスヘ
アを示す頬唇側の図。
【図１５】図２Ａ～１４Ｂの歯列表面の歯の表面上の座標系を示す頬唇側の図。
【図１６】図２Ａ～１５の歯列表面の歯の表面上の座標系を示す咬合側の図。
【図１７】図２Ａ～１６の歯列表面の歯の表面上の座標系を示す遠心側の図。
【図１８】歯の各表面に対する各座標系を示す、図２Ａ～１７の歯列表面の歯の表面の斜
視図。
【図１９】図２Ａ～１８の歯列表面内の歯根株を有する歯の各表面に対する各座標軸を示
す斜視図。
【図２０】図２Ａ～１９の歯列表面内の歯根株を有する歯の各表面に対する各座標軸を示
す舌側の図。
【図２１】図２Ａ～２０の歯列表面内の第１の基準面の定義。
【図２２】図２Ａ～２１の歯列表面内の第２の基準面の定義。
【図２３】図２Ａ～２２の歯列表面の上顎の不正咬合した基準歯列弓と、調整を行った同
じ歯列弓との間の重ね合わせを示す咬合側の図。
【図２４】図２Ａ～２３の歯列表面の上顎左犬歯と下顎左小臼歯との間、並びに上顎左犬
歯とその近心側及び遠心側の隣接歯との間の衝突を示す頬唇側の図。
【図２５】歯間の衝突を防止する方法を示す高次フローチャート。
【図２６】選択された軸に沿って、又は選択された軸を中心として歯に力を加える方法を
示すフローチャート。
【図２７】選択された軸に沿って、又は選択された軸を中心として歯に力を加える方法を
示すフローチャート。
【図２８】選択された軸に沿って、又は選択された軸を中心として歯に力を加える方法を
示すフローチャート。
【図２９】図２６で必要とされる歯の近心－遠心方向の並進を決定する方法を示すフロー
チャート。
【図３０】図２６で必要とされる歯の頬唇－舌方向の並進を決定する方法を示すフローチ
ャート。
【図３１】図２６で必要とされる歯の咬合－歯肉方向の並進を決定する方法を示すフロー
チャート。
【図３２】図２７で必要とされる歯の一次回転を決定する方法を示すフローチャート。
【図３３】図２７で必要とされる歯の傾きの回転を決定する方法を示すフローチャート。
【図３４】図２７で必要とされる歯のトルクの回転を決定する方法を示すフローチャート
。
【図３５】歯が隣接歯と衝突状態にあるか否かを判定する方法を示すフローチャート。
【図３６】歯が隣接歯と衝突状態にあるか否かを判定する方法を示すフローチャート。
【図３７】どの対合歯が歯と衝突状態にある可能性があるかを決定する方法を示すフロー
チャート。
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【図３８】歯をその隣接歯と衝突しなくなるように動かす方法を示すフローチャート。
【図３９】歯をその隣接歯と衝突しなくなるように動かす方法を示すフローチャート。
【図４０】歯をその隣接歯と衝突しなくなるように動かす方法を示すフローチャート。
【図４１】歯の運動の増分を計算する方法を示すフローチャート。
【図４２】歯列弓間の衝突を防止する方法を示す高次フローチャート。
【図４３】選択された軸に沿って、又は選択された軸を中心として歯列弓に力を加える方
法を示すフローチャート。
【図４４】選択された軸に沿って、又は選択された軸を中心として歯列弓に力を加える方
法を示すフローチャート。
【図４５】歯列弓が対向する歯列弓と衝突状態にあるか否かを判定する方法を示すフロー
チャート。
【図４６】歯列弓を、対向する歯列弓と衝突しなくなるように動かす方法を示すフローチ
ャート。
【図４７】歯列弓を、対向する歯列弓と衝突しなくなるように動かす方法を示すフローチ
ャート。
【図４８】歯列弓を、対向する歯列弓と衝突しなくなるように動かす方法を示すフローチ
ャート。
【図４９】咬み合わされる歯列弓の運動における運動の増分を決定するための方法を示す
フローチャート。
【図５０】口が開いた形態にある図２Ａ～２４の歯列表面を示す仮想咬合器の斜視図。
【図５１】口が閉じた形態にある図２Ａ～２４の歯列表面を示す仮想咬合器の斜視図。　
用語の定義　本明細書において使用するところの、　「近心側」とは、患者の湾曲した歯
列弓の中央に向かう方向を意味する。　「遠心側」とは、患者の湾曲した歯列弓の中央か
ら遠ざかる方向を意味する。「咬合側」とは、患者の歯の外側先端部に向かう方向を意味
する。　「歯肉側」とは、患者の歯茎又は歯肉に向かう方向を意味する。　「頬唇側」と
は、患者の唇又は頬に向かう方向を意味する。　「舌側」は、患者の舌に向かう方向を意
味する。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１Ａは、クライアントコンピュータ１２を含む代表的なコンピュータ環境１０を示す
ブロック図である。好ましくは、クライアントコンピュータ１２はプロセッサ、入力装置
、記憶装置、及び表示装置を有する。クライアントコンピュータ１２は、患者１６の歯列
弓の一部又は全体のデジタル表現と相互に作用しあうことで患者１６の歯科矯正のデジタ
ルセットアップを生成及び可視化するための環境を歯科矯正医１４に与える。必要に応じ
て、また図に示されるように、クライアントコンピュータ１２はネットワーク２０を介し
て製造施設１８と通信する。
【００１５】
　クライアントコンピュータは使用者によって操作される。使用者は患者の１乃至複数の
歯列弓、又はそのサブセットの３Ｄ表現を可視化、処理、及び操作するためにコンピュー
タ上で実行されるモデリングソフトウェアと相互に作用しあう。コンピュータは、製造施
設１８、歯科技工室、又は歯科医院に置くことができる。別の可能性として、ソフトウェ
アを動作させるための計算リソースが、異なる場所の２台以上のコンピュータに分散され
てもよい。必要に応じて、使用者とモデリングソフトウェアとの間の相互作用は、カスタ
マイズされたブレース又は整列トレイなどの１以上の装置を製造施設１８において作製す
ることを考慮して行われる。
【００１６】
　図１Ｂは、デジタル歯科矯正セットアップの代表的なワークフローを示している。この
代表的な実施形態では、歯科矯正デジタルセットアップは、歯の表面を認識し、歯の表面
を周辺の歯科構造から分離し、歯の表面の形状を補い、歯の表面を所望の位置（場所及び
向き）に向かって動かすための方法を提供する。これらの方法は、中間的治療又は最終的
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治療の目的を達成するために不正咬合を診断するうえで有利に使用することができる。患
者の歯列のデジタル表現によって、治療途中における修正を行うか又は米国特許出願公開
第２０１０／０２６０４０５号（シナデール（Cinader））に述べられるような１以上の
歯科矯正装置を指定することもできる。
【００１７】
　図に示されるように、このワークフローは、データの取得及び処理（ブロック５２）、
歯のセグメント化（ブロック５４）、座標系の定義（ブロック５６）、歯根株形成（ブロ
ック５８）、基準面の定義（ブロック６０）、アーチフォームへの歯の配置（ブロック６
１）、咬合の設定（ブロック６２）、及び歯列弓の咬合い（ブロック６４）を含む、基本
的な工程に更に分割することができる。以下の項では、これらの工程のそれぞれについて
検討するが、本発明はこれらの工程のすべてよりも少ない工程、これらの工程のすべてよ
りも多い工程、かつ／又は、図１Ｂに示される順序とは異なる順序で行われる工程を表し
うる点に留意されたい。
【００１８】
　データの取得及び処理
　デジタル歯科矯正セットアップは、図１Ｂのブロック５２に示されるように、患者の歯
列を表すデータを取得してこのデータをデジタル処理することで開始される。患者の歯列
配置のデジタル歯列表面（又は表面モデル）が与えられ、ローカルな又は遠隔コンピュー
タに保存される。歯列表面（又は口腔表面）は、患者の口腔の少なくとも一部の形状を表
す。歯列表面は、患者の両方の歯列弓、上顎若しくは下顎歯列弓のみ、又は一方若しくは
両方の歯列弓の一部のみを表しうる。必要に応じて、患者の歯科構造の一部のみを表す歯
列表面が、例えば歯のすべてではなく一部についてのみ治療が必要とされる場合に望まし
い場合がある。本明細書において使用するところの「歯列表面」と「口腔表面」とは互換
可能である。
【００１９】
　特定の実施形態では、第１の歯列表面は、ブロンテス・テクノロジーズ社（Brontes Te
chnology, Inc.）（マサチューセッツ州レキシントン）により国際特許出願公開第ＷＯ　
２００７／０８４７２７号（ボアジェス（Boerjes）ら）に述べられる能動波面サンプリ
ングを利用した口腔内スキャナのような携帯型の口腔内スキャナを使用して与えることが
できる。また、他の口腔内スキャナ又は口腔内接触プローブを使用することもできる。
【００２０】
　歯列表面は、患者の歯のポジ又はネガ印象のいずれかを走査することによって与えるこ
とができる。別の選択肢として、歯列表面は、患者の歯の模型上に接触プローブを使用す
ることによって与えることもできる。走査に使用される模型は、アルギン酸塩又はポリビ
ニルシロキサンなどの適当な印象材から患者の歯列の印象を注型成型し、この印象を走査
することによって作製することができる。歯型が印象から注型成形されている場合には、
代わりに歯型を走査することもできる。印象又は模型を走査するには、Ｘ線透視法、レー
ザー走査、コンピュータ断層撮影、核磁気共鳴画像法、及び超音波画像法を含む任意の適
当な走査法を使用することができる。他の可能な走査方法について米国特許出願公開第２
００７／００３１７９１号（シナデール（Cinader）ら）に述べられている。
【００２１】
　更なる処理工程を、３Ｄ歯列表面を形成するうえで実行することができる。例えば、エ
ラーを表すか又は必要のないデータポイントを除去することによって未加工データを必要
に応じて「浄化」することができる。例えば、隣接するデータポイントの通常の予測され
る幾何学的関係から大きく外れた１以上のデータポイント（すなわち、異常値）を含む歯
の表面を表すデータファイルを、データ加工ソフトウェア又は人の介入によって修復して
エラーとなるデータポイントを除去することができる。更に、欠けている歯のデータポイ
ントをデータ処理ソフトウェアにより追加又は推定することによって、データポイントに
よって画定されるリアルな滑らかに湾曲した歯又は顎骨の形状を形成することもできる。
【００２２】
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　好ましい実施形態では、次にデジタルデータを「表面化処理」する、すなわち、ジオマ
ジック社（Geomagic, Inc.）（ノースカロライナ州リサーチトライアングルパーク）など
の供給業者により販売されるモデリングソフトウェアによってデジタル点群から３Ｄ表面
に変換する。
【００２３】
　図２Ａは、この図では数字１００によって表される代表的な患者の不正咬合した歯列の
代表的な３Ｄモデル表面を示している。歯列表面１００は、上顎及び下顎歯列弓の両方を
表す表面三角形の３Ｄメッシュとして３Ｄユーザインターフェース上にレンダリングされ
ている。この図から分かるように、歯列表面１１０は、不正咬合した歯群１１０だけでは
なく、周辺の歯肉組織１１２も含んでいる。
【００２４】
　歯のセグメント化
　歯列表面を形成するためのデータの取得後、歯列表面は、例えば、それぞれの歯を別々
のオブジェクトとして独立して動かすことができるように個別の要素に仮想的に分離され
る。これは図１Ｂにおいてブロック５４によって示される。
【００２５】
　図２Ａを参照すると、歯列表面１００によって表される歯群のタイプについての更なる
情報を与えるための代表的なツールバー１０２が与えられている。ツールバー１０２は、
成人の歯列弓の３２本の歯の完全なセットを示すパーマー表記法で示された要素群１０４
を含んでいる。ユニバーサル又は国際歯科連盟（Federation Dentaire Internationale（
ＦＤＩ））表記法などの異なる種類の表記法を使用することができる。
【００２６】
　図２Ｂは、歯列表面１００に関して１以上の歯のタイプに関するユーザ入力を入力する
ための簡素化された方法を示している。ツールバー１０２上の各要素１０４をクリックす
ることにより、ダイアログボックス１０６が現れる。ダイアログボックス１０６により、
使用者がその歯に固有の情報を入力することができるようになる。例えば、図２Ｂでは、
ダイアログボックス１０６は、上顎左第三大臼歯の歯列表面１００が欠損していることを
示すために使用されている。例えば、欠損している歯、インプラント、抜歯される歯、固
定された歯、及び乳歯に関する更なる情報をツールバー１０２を用いて便宜よく入力する
ことができる。このようなユーザインターフェースの更なる態様は、発行された米国特許
第７，６１３，５２７号（ラビー（Raby）ら）に見ることができる。
【００２７】
　図３は、歯列表面１００上の１以上の点を指定する入力データを与えることによってコ
ンピュータが個々の歯を認識することを使用者が助けるプロセスを示している。この例で
は、各点は、カーソル制御装置を用いて歯列表面１００のそれぞれの歯１１０上に指定さ
れる。適当なカーソル制御装置は、マウス、トラックボール、ペン、又はタッチスクリー
ンであってもよい。各点の位置が選択された時点で、対応する歯を、歯１１０上で点の位
置の周囲に配置される仮想補助表面（この場合、球面１０８）によってマークする。各球
面１０８は、使用者が選択した位置を囲み、その周囲に同心状に配置され、歯列表面１０
０と同時に示される（この場合、３Ｄ空間でそれぞれの歯１１０と交差している）。更に
、各球面１０８はツールバー１０２上の要素１０４に索引付けされており、各球面は歯列
弓内の正確に１本の歯に対して登録される。
【００２８】
　図３の例に示されるように、球面１０８と歯列表面１００とは互いに交差して球面１０
８及び歯列表面１００上に仮想交線を形成する。各点の位置は、対応する球面１０８と交
差する歯列表面１００のすべての部分が１本の歯１１０の一部であるように指定される。
別の言い方をすれば、球面１０８は、周辺の歯肉組織１１２又は他の隣接する歯１１０の
いずれとも交差しない（これは、図３に示されるように球面１０８が歯１１０の咬合面よ
りも上方に延びることは除外しない点に留意されたい）。
【００２９】
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　この制約条件のため、歯列表面１００の仮想交線によって囲まれる部分は、個々の歯１
１０の部分的な歯の表面として指定される。このようにして、それぞれの歯１１０を画定
することは、大臼歯１１０の溝状部分及び隆起部分が球面１１０内に部分的又は全体的に
含まれうることから、歯のセグメント化におけるエラーを防止するうえで非常に効果的で
ある。この結果、歯１１０のこれらの領域を、後の計算による分析における考慮から除く
ことができるため、誤った歯の境界を識別するリスクが低減される。
【００３０】
　必要に応じて、球面１０８に（図に示されるように）陰影を付けるか又は色分けするこ
とによって、使用者がマークされた特定の歯を容易に識別することが可能となる。一例と
して、緑色の球面１０８を用いて第１小臼歯を表し、オレンジ色の球面を用いて犬歯を表
すことができる。有利な点として、このようなコーディングスキームは、特に１以上の歯
が欠損している場合に、歯１１０上に球面１０８を配置する際のユーザーエラーをなくす
ための助けとなる。
【００３１】
　特定の実施形態では、球面のサイズは、選択された位置に関連付けられた歯に基づいて
予め決定される。球面１０８のサイズは、患者集団の統計的な基準値に基づいて、関連付
けられた歯のサイズと概ね対応したサイズであることが好ましい。図３では、例えば、第
一及び第二大臼歯には比較的大きな球面１０８’が関連付けられ、前歯には比較的小さな
球面１０８”が関連付けられている。
【００３２】
　この実施形態ではそれぞれの歯１１０は球面１０８によってマークされているが、この
目的で他の補助表面も考えられる。例えば、補助表面は、楕円体、トーラス、又は立方体
などの別の幾何学的形態でありうる。補助表面は、開多様体表面又は閉多様体表面のいず
れかでありうる。必要に応じて、開放端を有する円筒、ディスク、又は長方形の表面など
の開放表面（１以上の境界を有する）を使用することができる。しかしながら、球面は向
きに依存せず、計算による分析をより高速で行えることから球面１０８を使用することが
特に好ましい。
【００３３】
　外周を画定するための補助表面の使用は有用ではあるが必ずしも必要というわけではな
い。例えば、外周は使用者によるフリーハンドでの入力によって仮想の歯表面上に直接画
定することができる。
【００３４】
　図４は、上記に述べたような球面１０８を配置することによって完全にマークされた歯
列表面１００の上顎歯列弓の歯群１１０を示す。必要に応じて、また図に示されるように
、大臼歯１１４上に配置された球面１０８が大臼歯１１４の咬合面と交差するのに対して
、前歯１１６上に配置された球面１０８は前歯１１６の舌側面と交差する。それぞれの球
面１０８とそれぞれの歯１１４、１１６との互いの交点は、それぞれの歯１１４、１１６
の表面上に閉じた外周を画定する。３Ｄ空間内に画定された外周は概ね円形の形状であり
うるが歯の表面が高度に不規則である場合にはそうでなくともよい。
【００３５】
　球面１０８のすべてが上顎及び下顎歯列弓上に配置された後、球面１０８のうちの１以
上に更なる調整を行うことができる。例えば、図５Ａ及び５Ｂに示されるように、下顎大
臼歯１１４上の球面１１８のサイズは、使用者によってより大きなサイズからより小さな
サイズへと手動で調整される。代表的な２工程のプロセスでは、図５Ａにおいてカーソル
制御装置を使用して球面１１８を選択し、続いて図５Ｂにおいてキーボード又はカーソル
制御装置の動作（マウスのスクロールホイールを転がすことなど）を用いて球面１１８を
縮小させる。図６は、歯１１４に対する球面１１８の位置の調整を示している。図に示さ
れるように、球面１１８をクリックして新しい位置へとドラッグすることによって球面１
１８を必要なだけ移動させる。１以上の球面１０８のサイズ及び位置を調整することによ
り、各球面１０８を歯列表面１１０の既知の欠陥から分離された状態に保つ助けとなり、
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よりロバスト性の高いセグメント化プロセスが与えられる。
【００３６】
　図７は、セグメント化プロセスの自動化された態様を示している。球面１０８のすべて
が配置及び調整された時点で、使用者はコンピュータに歯のセグメント化手順を実行する
ように命令する。図の実施形態では、コンピュータアルゴリズムが歯列表面１００の下顎
歯列弓のそれぞれの歯１１０について実行され、下顎左第二大臼歯から始まり、下顎右第
二大臼歯で終わる。他の歯の順序付けも可能であり、ツールバーにおいて使用される歯の
番号付けの表記法に応じて、又は地域的慣行若しくは個々の使用者の好みに応じて適当で
ある場合がある。
【００３７】
　好ましい一実施形態では、対応する球面１０８内に位置する歯列表面１００のすべての
表面三角形が部分的な歯の表面又は個々の歯の表面１２０の一部として指定される。歯の
表面１２０が最初に画定された時点で、歯列表面１００が、球面１０８から歯列表面１１
０に沿って外側に延びる複数の経路に沿って分析されることによって歯の表面１２０と周
辺構造とを分離する境界が自動的に認識される。それぞれの歯の表面１２０が完全に画定
された時点で、対応する球面１０８が取り除かれ、図７に示されるように歯の表面１２０
が色付け又は陰影付けされる。
【００３８】
　図８は、歯の表面１２０と周辺構造１２２とを分割する代表的な歯肉境界１２４をより
詳細に示している。特定の一実施形態では、境界１２４は歯列表面１１０の表面に沿って
凹面度をプロービングすることによって決定される。表面三角形が開始点としての歯の表
面１２０の一部として既に指定された状態で、コンピュータアルゴリズムが、所定の数値
特性を有する歯列表面１１０の表面三角形を外側に探索することによって進行する。この
数値特性は、歯列表面１００の局所的凹面度を決定するか又はその決定を助けうるもので
ある。
【００３９】
　アルゴリズムは、潜在的な境界三角形である表面三角形を探索するように進行する。潜
在的な境界三角形は、歯と周辺構造との間の境界が見つかった可能性を示唆する条件であ
る、凹面度の閾値を満たすものである。この閾値は、例えば、数値特性が閾値を上回るか
、閾値を下回るか、又は所定の値の範囲にある場合に満たされうる。好ましい一実施形態
では、数値特性は、所定の表面三角形の平面と、３個の可能な隣接する表面三角形の内の
１つの平面との間に形成される角度である。また、数値特性は、表面三角形の内角、アス
ペクト比、又は全体の面積であってもよい。
【００４０】
　上記の探索プロセスが繰り返し適用されることによって、それぞれの境界三角形が凹面
度の閾値の要求条件を満たす、連続的な境界三角形がつながったチェーンが特定される。
したがって特定された一連の三角形は、提案される歯肉境界を画定しうるものである。提
案される歯肉境界は、例えば、それぞれの境界三角形が所定の閾値を満たす数値特性を有
し、更に、この条件を同様に満たす隣接三角形を最大で２個有する場合に許容可能とみな
される。好ましい一実施形態では、数値特性は閾値が５°で始まる表面三角形の角度であ
る。この条件を用いて、許容可能な歯肉境界（すなわち、歯肉縁）を与えるための表面三
角形のセットを提案することができる。この条件が許容不能と判明した場合、閾値を０．
５°刻みで小さくなるように繰り返し変化させ、このプロセスを許容可能な歯肉境界が与
えられるまで繰り返す。
【００４１】
　更なる制約条件をソフトウェアにハードコード化してアルゴリズムの性能又はロバスト
性を向上させることができる。例えば、歯の表面１２０の最大寸法を指定することができ
る。特定の実施形態では、歯の表面１２０のサイズは、１２ｍｍ以下、１４ｍｍ以下、１
５ｍｍ以下、１６ｍｍ以下、又は１８ｍｍ以下として指定される。必要に応じて、歯の表
面１２０の最小寸法に制限を設けてもよい。



(13) JP 5959539 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

【００４２】
　図８において、境界１２４は、特定された表面三角形のセットを結合するスプライン関
数（立方スプライン関数など）を用いることによって滑らかにレンダリングされる。この
ように境界１２４が画定された後、歯の境界と交線との間の歯列表面の部分が第２の部分
的な歯の表面として指定される。最後に、第１の部分的な歯の表面と第２の部分的な歯の
表面とを合わせることによって完成された歯の表面１２０が形成される。
【００４３】
　必要に応じて、また図に示されるように、境界１２４には、境界１２４に沿って配置さ
れた複数の調整可能なノード１２６が設けられている。ノード１２６は制御点として機能
し、下記に述べるように使用者が境界１２４のエラーを修正することを可能とする。
【００４４】
　図９及び１０は、使用者によって特定された境界１２４の欠陥を修正、すなわち「治す
」ための従来のプロセスを示している。図に示されるように、使用者はポインターを使用
して第１のノード１３０をクリックし、第２のノード１３２の方向にドラッグすることに
よって境界１２４に沿って閉じる必要のある隙間を示す。第１のノード１３０が第２のノ
ード１３２に重ねて配置され、リリースされると、ソフトウェアがノード１３０、１３２
間の境界１２４のエラーにより画定された部分を自動的に削除し、正しく補正された歯肉
境界１３４が得られる。
【００４５】
　図１０は、ユーザインターフェースにおいて、歯の表面１２０を口腔の周辺表面から分
離している歯肉境界１３６を示す、表面モデルのレンダリング上の視覚的標示を示してい
る。この図に示されるように、境界１３６は歯の表面１２０を歯肉から、またお互いから
分離している。歯肉境界１３６が条件を満たすものと判明した後、使用者は歯の表面１２
０をそのまま許容する。図１１及び１２は、セグメント化された歯列表面１３８を示して
いる。必要に応じて、また図に示されるように、境界１３６、ノード１２６、及び歯の陰
影付けは、完成されたモデル１３８を分かりやすく示すために除かれている。
【００４６】
　座標系の定義
　歯列表面１３８が与えられた後、座標軸によって定義される座標系が、個別の歯の表面
のそれぞれについて決定される。この工程は、図１Ｂのブロック５６によって表される。
【００４７】
　これらの座標軸を決定する１つの方法では、歯の表面上に１以上のランドマークを配置
することを行う。例えば、図１２及び１３は、大臼歯表面１４２上の４個のランドマーク
１４０の配置を示しており、それぞれのランドマークは大臼歯のそれぞれの咬頭の先端部
に対応している。この例では、ランドマーク１４０の一は使用者により手動で選択される
。使用者は、それぞれの歯の咬頭がよく見えるように歯の表面１４２に対して仮想カメラ
をパン、回転、又はズームすることができる。４個よりも多いか又は少ないランドマーク
を、与えられた歯の表面について定義することができる。特定の実施形態では、ソフトウ
ェアは使用者に対して、歯列表面１００に沿ってランドマーク１４０を順次配置すること
によってそれぞれの咬頭の位置を指定するように指示する。
【００４８】
　最初のランドマークの位置は、自動的又は半自動的に決定することもできる。例えば、
コンピュータは、歯の表面１４２の全体的形状、歯の表面１４２の長軸、又は使用者によ
って指定される歯の表面１４２の他の特徴に基づいてランドマーク１４０の位置を提案す
ることができる。必要に応じて、使用者はランドマーク１４０の配置を確認し、必要なだ
け手動で調整を行うことができる。このプロセスは、咬頭を有する歯列表面１００内の歯
の表面１４２のすべてについて繰り返すことができる。これらには、大臼歯及び小臼歯が
一般的に含まれる。
【００４９】
　ランドマーク１４０のすべてが歯の表面１４２上に配置された時点で、ランドマーク１
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４０は歯の表面１４２に対するそれぞれの座標系を定義するためにまとめて用いられる。
例えば一実施形態では、大臼歯テーブル（大臼歯の咬合面に平行な基準面）が４個のラン
ドマーク１４０に対する「最良適合」として最初に計算される。次に２個の頬唇側ランド
マーク１４０が咬合面上に投射されることによって近心－遠心軸の位置及び方向が計算さ
れる。頬唇－舌軸も同様に大臼歯テーブル内に位置し、Ｘ軸に垂直な軸として計算される
。最後に咬合－歯肉軸を他の２本の軸の外積から導出することができる。
【００５０】
　必要に応じて、各ランドマークを歯の表面１４２の他の特徴に基づいて定義することも
できる。例えば、歯の表面１４２の辺縁隆線／谷線を使用者が指定し、それぞれの歯の表
面１４２について座標系を求める助けとすることもできる。図１４Ａは、歯の咬頭及び辺
縁隆線の両方を対象とした最終的なランドマークを示す歯列表面１００を示している。
【００５１】
　図１５～１７は、歯列表面１００の歯について計算された座標系及び調整コントロール
の３つの異なる図を示す。図に示されるように、第１の軸１５０（Ｚ軸）は歯の表面１５
２の認知される長軸に対して平行であり、第２の軸１５４は歯の切縁と同一直線上にあり
、第３の軸１５６は軸１５０、１５４と交差し、頬唇側の歯の表面に対して実質的に垂直
である。
【００５２】
　各座標軸は、６自由度で歯に対して便宜よく調整することができる。例えば各軸は、与
えられた軸に沿った強調部分すなわち「チューブ」に適用される単純なクリック・アンド
・ドラッグ動作によって並進させることができる。更に、各軸は、表示された軸の両端に
見られる「ホイール」１５８を使用して容易に回転させることができる。ホイール１５８
は、例えば、マウスのスクロールホイールを使用して作動させることができる。これによ
り、歯列表面１１０を方向付けする必要性を低減させる一方で、より容易かつ速やかなア
ラインメントが可能となることは有利な点である。
【００５３】
　ランドマーク１４０を使用することの代替手段として、「シングルクリック」法を用い
て座標系を定義することができる。この方法では、仮想の歯上に所定の点を定義する点入
力データを用い、仮想の歯に関連付けられた第１及び第２の軸を定義する軸入力データを
受信し、前記点の周囲の歯の表面の一部分に対してほぼ法線となるベクトルを計算し、軸
入力及び計算されたベクトルに基づいて歯の座標系を計算する。これは、頬唇側面が比較
的小さなばらつきを示す切歯、犬歯、及び小臼歯について座標軸を決定するうえで特に有
用である。図１５～１７では、この実施形態が上顎右中歯の表面１５２について用いられ
ている。座標系の生成は、下記に述べるように半自動的に行うことができる。
【００５４】
　図１４Ｂは、３次元の表示環境における歯の表面の座標系を定義するための方向付けさ
れたクロスヘアの使用を示している。この場合、垂直及び水平方向のクロスヘア１５１、
１５３の位置は最初に使用者によって与えられ、垂直方向のクロスヘア１５１が歯の表面
１５２の認知されるＺ軸を反映している。水平方向のクロスヘア１５３と垂直方向のクロ
スヘア１５１との交点は、認知される歯の表面１５２の顔側軸（ＦＡ）点１６０などの認
知される基準点を定義する。このユーザ入力は、歯の表面１５２上でカーソル制御装置を
使用することで与えることができることは有利な点である。
【００５５】
　必要な場合、クロスヘア１５０、１５４が直交しなくなるように水平方向のクロスヘア
１５４を垂直方向のクロスヘア１５０に対して回転させることができる。この回転は、マ
ウス上でスクロールホイール（又は他のポインティングデバイス）を動かしながら、キー
ボード上でコントロールキーを押さえるか、又は他の何らかの一時的なユーザ入力モード
を入力することによって行うことができる。歯科矯正の処方との関連では、このような調
整は、それぞれの歯の角度（又は「傾き」）の調整を表すうえで有用でありうる。有利な
点として、このような調整は、患者の歯列の解剖学的構造に組み込まれた傾きを表すこと
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が可能であり、これにより後で仮想歯群オブジェクトを所望の位置に向かって動かす際に
適正な傾きを適用することができる。
【００５６】
　クロスヘア１５０、１５４及びＦＡ点がこのようにして定義された状態で、ＦＡ点を位
置の基準として用い、クロスヘアの少なくとも一方及び歯の表面の一部分に対する法線ベ
クトル（又は「法線」）を方向の基準として用いて座標系を計算することができる。これ
により、コンピュータは、ユーザインターフェース上に、歯の座標系のＸ、Ｙ及びＺ軸を
表す視覚的標示を与えることができる。
【００５７】
　一実施形態では、これは以下の方法を用いて実現することが可能である。
【００５８】
　ａ）矢状基準面Ｐが、垂直方向のクロスヘア１５０と表示面（図１４Ｂのページの平面
に等しい）との交線として定義される。平面Ｐは、図１４Ｂに示される３Ｄ表示環境にお
ける垂直方向のクロスヘア１５０と仮想カメラの視点との交線を表す。次にこの平面Ｐと
歯との間の交線が特定される（この結果はポリラインである）。このポリラインの最も咬
合側の点を用いて歯の座標系の原点の位置が定義される。小臼歯については、この工程を
わずかに変更したものが用いられる（すなわち、座標系の原点が頬唇側の咬頭のみを用い
て定義されるように歯の舌側部分は除外される）。
　ｂ）クロスヘアオブジェクトの中心を中心として周囲に配置され、かつ表示面に垂直な
、半径Ｒの円筒が形成される。代表的な一実施形態では、使用される半径は１ｍｍである
。
　ｃ）その円筒の内部で均一なポイントサンプリングを用いる（代表的な一実施形態では
、この円筒状の領域の内部で約２５個の点が使用される）。これらの点のそれぞれから歯
の顔側面に向かって光線が延ばされる。歯の表面との交点を計算し、表面における法線を
見つける。ポイントサンプリングからのすべての法線を平均化してＦＡ点付近の歯の顔側
面における平均法線を見つける。この工程では、局所的に粗い表面データによって生じう
るすべてのスパイクを除去することができることは有利な点である。
　ｄ）上記工程ｃ）で計算した平均法線を使用して座標系のＹ方向を定義する。
　ｅ）次に座標系の原点及び法線としてのＹ軸方向によって定義される平面上に垂直方向
のクロスヘアを投射する。この投射の結果は、座標系のＺ方向のベクトルである。
　ｆ）最後に、Ｘ方向のベクトルは単純に残りのベクトルである（ｚ×ｙ又はｙ×ｚ）。
【００５９】
　他の変更例も可能である。例えば、ＦＡ点自体が座標系の原点を定義することができる
。特定の実施形態では、上記工程（ｃ）における点の配列は、表示面に対して平行な基準
面内に位置し、仮想カメラの視点及び歯のＦＡ点を通る線に沿って歯の上に投射される。
特定の実施形態では、点の配列は、ＦＡ点において求められた法線ベクトルに沿って歯の
上に投射される。点の配列は円筒状の領域から導出される必要はない。例えば、点の配列
は、基準点の周囲の歯の部分を包囲する任意の幾何学的形状から導出することができる。
上記の例のいずれにおいても、点の配列は、歯の表面を表すために用いられるそれぞれの
ポリゴン又は頂点に対する個々の法線ベクトルの平均である平均法線ベクトルに沿って歯
の上に投射することができる。
【００６０】
　図１８は、すべての歯について座標系が定義された歯列表面１００の上顎歯列弓を示し
ている。更なる基準データとして、上記工程ａ～ｃにおいて求めたそれぞれの歯の法線ベ
クトルがやはり図に示されている。有利な点として、この方法は、使用者が歯の構造の既
知の欠陥を補正することを可能とするものである。１つの選択肢として、使用者が咬頭が
摩耗していることを認識した場合、使用者は、その咬頭にランドマークを付けることを意
図的に避けることにより、それぞれの歯について座標軸を設定する場合にこの欠陥の作用
を避けることができる。また、このような欠陥は、上記に述べたような座標軸を手動で調
整することによって修復することもできる。必要な場合、摩耗した咬頭のランドマークを
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「疑わしい」として特定し、注意を払いながらも更なる計算から除外することができる。
【００６１】
　このように座標系が定義されたなら、使用者は次に、座標系に関連付けられた１以上の
仮想の歯に様々な改変を行うことができる。こうした改変には例えば、所定の歯軸に沿っ
た、又はこれを中心とした歯の回転又は並進が含まれる。こうした改変には更に、歯への
歯科矯正装置の取り付けが含まれる。好ましい一実施形態では、コンピュータは、こうし
た改変と整合するようにユーザインターフェースを更新する。
【００６２】
　歯根株形成
　座標系のすべてが定義された時点で、それぞれの歯の表面が閉多様体表面を与えるよう
にそれぞれの歯の表面に仮想的に人工歯根株を付加することができる。図１Ｂを再び参照
すると、この工程はブロック５８によって表されている。歯根株は、それぞれの歯の定義
された座標系を反映し、使用者がそれぞれの歯の向きを隣の歯に対して視覚化する助けと
なることから、歯科矯正のデジタルセットアップにおいて有用である。歯根株は治療計画
を支援することもできる。例えば、歯根株は、治療の際に歯根間で生じうる干渉を予測す
るために歯科矯正医が使用することが可能な視覚化を与える。
【００６３】
　図１９は、歯根株１６８の自動的な形成を示している。好ましい一実施形態では、歯根
株１６８は、歯の表面の最終的な座標系及び人工歯根の予め定義された特徴的断面から計
算される。予め定義された特徴的断面とは、モデル（又は理想化された）歯に由来し、モ
デル歯のＺ軸に対して垂直な平面に沿った歯根の仮想的な「スライス」を表すものである
。
【００６４】
　以下の実施態様を用いて、走査された歯の表面に人工歯根を一体化することができる。
【００６５】
　１）それぞれの歯の表面に対してオブジェクト指向境界ボックスが定義される。
　２）第２のより大きなオブジェクト指向境界ボックスが所定の歯根株の長さに基づいて
歯の表面及び歯根株の両方について定義される。好ましくは所定の長さはハードコード化
される。場合により、所定の長さはすべての歯根株について均一である。
　３）次に、それぞれの歯の人工歯根の人工的断面が、方向付けされた境界ボックスのサ
イズに縮小される。
　４）リアルスキャンされた点のポリゴンがそれぞれの人工的断面の平面内に生成される
。
　５）欠損した走査データの領域が、断面点を歯の表面によって変形させることによって
与えられる。
　６）リアルスキャンデータの領域上の水平スプラインが、リアルスキャンポリゴン及び
変形された人工データに基づいて構築される。
　７）リアススキャンデータ及び水平スプラインを考慮して垂直スプラインが定義される
。
　８）次にスキャンデータのない領域内に位置するスプラインが平滑化されて凹凸の強い
領域が減らされる。この結果は、人工歯根株及び隣接歯間の歯の領域の表面を定義するス
プライン点の３次元のグリッドである。
　９）次にすべての人工部分のスプラインデータが三角形化される、すなわち３Ｄの三角
形のメッシュに変換される。
　１０）最後に人工の縁部がリアルスキャンデータの縁部と接続されて歯根株が完全に一
体化された歯の表面が生成される。
【００６６】
　図２０は、一体化された歯要素の位置及び向きを操作するための調整コントロールの一
環としての「チューブ」及び「ホイール」要素の使用を示している。この調整コントロー
ルは、歯全体と関連付けられているため、歯の座標系に関連付けられたものとして上記に
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述べたものとは異なる。このため、この制御に対する調整により、歯がその座標軸ととも
に歯列弓に対して動く一方で、その座標軸は歯の幾何形状に対してその位置が保たれる。
有利な点として、使用者は、歯科矯正の処方の極めて小さな変化に応じた歯の動きを可視
化することが可能である。この図では、個々の歯の表面１７０のトルク及び角度における
わずかな変化の影響が、歯列表面１００内の周辺の歯に対して示されている。
【００６７】
　基準面の定義
　歯根株が定位置に配された状態で、使用者は、この時点における歯列表面１００の咬合
面及び正中矢状面の一方又は両方を指定することができる（図１Ｂのブロック６０）。咬
合面は、歯の咬合部を通る仮想的な表面であり、平面によって概ね近似される。正中矢状
面は、歯列弓の中央を長手方向に通り、歯列弓を左半分と右半分とに分割する仮想的な平
面である。
【００６８】
　図２１は、歯列表面１００上に咬合面１７２を導出するプロセスを示している。一実施
形態では、コンピュータは、歯列表面１００の個々の歯列弓に属する歯の表面の一部又は
すべての形状若しくは座標系に基づいて咬合面１７２の初期近似を与える。例えば、咬合
面１７２は、歯列表面１００に重ね合わされた平面と接線方向に接する３個の点を特定す
ることによって定義することができる。与えられた歯列弓について、これら３個の点は、
左大臼歯からの少なくとも１個の接点、右大臼歯からの１個の接点、及び中央歯又は側歯
からの１個の接点を一般的に含む。別の実施形態では、咬合面は、上記で定義したような
歯の各座標系の各原点を表す各点に対する最良適合面として定義される。実際には、この
平面は、歯の切縁、１個の咬頭先端部、又は頬側咬頭の先端部に概ね位置するこれらの原
点の平均を表す。
【００６９】
　図２２は、歯列表面１００の正中矢状面１７４を導出した結果を示す。コンピュータは
、歯列表面１００の歯の表面の各座標系にしたがい、アーチフォームの形状に基づいてこ
の平面１７４を導出する。咬合面及び正中矢状面１７２、１７４の両方について、コンピ
ュータは、使用者が適合するとみなされるように歯列表面１００に対するそれらの位置及
び／又は向きを手動で調整する選択肢を与える。
【００７０】
　アーチフォームへの歯の配置
　この時点で、歯列表面１００は、歯根株が一体化された、別々の動くことができる一群
の歯の表面を含んでいる。更に、咬合基準面及び正中基準面の両方が定義されている。こ
の時点で、基本的な診断機能が利用可能である。例えば、使用者は、咬合面を重ね合わせ
ることにより患者の歯列を対称性について調べることができる。次いで歯の表面の位置及
び向きを調整して、図１Ｂのブロック６１に表されるように上顎及び下顎のアーチフォー
ムのそれぞれに歯の各表面を配置する。
【００７１】
　それぞれのアーチフォーム内の歯の各表面は、歯科矯正行為における公知の指針にした
がって配置される。例えば、これらの指針の一部のものは、自然の最適な歯列の歯の位置
について述べたアンドリュー・ローレンス博士（Dr. Lawrence F. Andrew）による「Ｓｉ
ｘ　Ｋｅｙｓ　ｔｏ　Ｏｐｔｉｍａｌ　Ｏｃｃｌｕｓｉｏｎ」に見ることができる。この
情報は、「Ｓｔｒａｉｇｈｔ　Ｗｉｒｅ，Ｔｈｅ　Ｃｏｎｃｅｐｔ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉ
ａｎｃｅ」（Ｌ．Ａ．Ｗｅｌｌｓ，１９８９）という表題のアンドリュー博士の文献に記
載されている。
【００７２】
　好ましくは、歯列表面１００内の歯の各表面の配置は、１以上の定量的規則にしたがっ
て行われる。一例として、規則によって、歯列弓内のすべての隙間を閉じることが求めら
れる場合がある。好ましい一実施形態では、コンピュータアルゴリズムが、すべての歯の
表面を所定のアーチフォームに規制しつつ、歯を歯列表面１００の正中線の方向に押し詰
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めることによって歯の各表面間のすべての隙間を自動的に閉じる。使用者は、また、この
ような歯の押し詰め方法が、歯の表面が順次動かされるたびに自動的に行われるようにこ
の条件が維持されることを指定することもできる。
【００７３】
　使用者は、歯の押し詰めプロセスに対する１以上の制約条件を指定することもできる。
例えば、使用者は、１以上の歯の表面を「ピン留め」することを選択することにより、こ
れらの歯の表面が歯列表面１００に対して動かない一方で残りの歯が正中線の方向に押し
詰められるようにすることができる。この制約条件は、１以上の歯の位置を動かすことを
使用者が望まない場合に有利に適用することができる。
【００７４】
　発行米国特許第７，３５４，２６８号（ラビー（Raby）ら）に述べられるように、必要
に応じて仮想アーチワイヤを定義することができ、１以上の歯の表面を仮想アーチワイヤ
に沿って特定の位置に動かすことができる。別の選択肢として、歯列表面１００内の歯の
各表面の位置を、発行米国特許第７，２９１，０１１号（ストーク（Stark））に述べら
れるように所定の歯科矯正の処方に基づいて決定することもできる。アーチフォームの定
義は、上記の特許に述べられるような連続した円形の一連の円弧状セグメントで構成され
たスプラインである必要はない。代わりに、アーチフォームは、連続した一連のパラメト
リック３次曲線のセグメントで構成されたスプラインとして、又は他の何らかの連続的曲
線の数学的定義にしたがって定義することもできる。
【００７５】
　１以上の歯を個別に調整することもできる。それぞれの歯の表面について調整すること
が可能な側面としては、トルク、傾き、１次回転、近心－遠心方向の動き（隣接歯間縮小
（ＩＰＲ）をともなうか又はともなわない）、咬合－歯肉方向の並進、及び頬唇－舌方向
の並進が挙げられる。これらの側面のそれぞれは、それぞれの歯の表面の座標軸によって
定義される６自由度の内の１つにおける運動に関連している。図１５～１７で歯の表面１
５２について上記に述べたように対応する調整を行うことができる。１以上の個別の歯に
対する調整を用いて例えば所望のシュペー湾曲又はウィルソン湾曲を実施することができ
る。頬唇側又は舌側のブレースが治療を目的としている場合、１以上の歯の表面を特定の
アーチワイヤ面に適合させるように調整を行うことができる。必要に応じて、これらの要
求条件の１以上が歯科矯正医によって与えられる。
【００７６】
　図２３は、協調的に調整された上顎基準歯列弓１８０及び上顎セットアップ歯列弓１８
２上の複数の歯オブジェクトを示している。図に示されるように、使用者は、元の不正咬
合を表す上顎基準歯列弓１８０の重ね合わされた像を見ながらアーチフォームの調整を行
うことができ、上顎セットアップ歯列弓１８２は、元のアーチフォームの基本的形状をで
きるだけ保存するように調整される。アーチフォームの形状は、ノード１８４をクリック
し、それぞれの歯列弓の形状を定義するスプライン１８６上にドラッグすることによって
調整される。使用者は、スプライン１８６上に更なるノード又は制御ポイントを生成する
ことによってアーチフォームの形状をより正確に調整することもできる。
【００７７】
　歯列弓の長さ、犬歯間の幅、大臼歯間の幅、前歯の唇側傾斜を含む歯科矯正医によって
指定される任意の数の定量的要求条件を満たすように上記に述べたような歯列表面１００
内の歯の各表面の操作を行うことができる。しかしながら、同時に、患者の生理的条件を
考慮すると可能な歯の動きの種類には制約がある。すべての要求条件を満たすことが不可
能な場合には、使用者は歯科矯正医と連絡を取って要求条件の内の１以上を緩和して許容
可能な妥協点を決定することができる。
【００７８】
　２本の歯が衝突する場合には、コンピュータがこのような衝突に対して応答する異なる
方法がある。１つの種類の応答では、衝突する歯の表面同士は互いに交差させられる。必
要に応じて、また図２４に示されるように、衝突している歯の表面を「フラグ付け」する
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（例えば、表示されるように歯の表面１８３を色付けすることによる）ことによって２個
の歯の表面間で交差が生じたことを示すことができる。第２の種類の応答では、衝突する
歯の表面が単純に停止することにより、交差が生じることが防止される。第３の種類の応
答では、衝突する歯が他方の歯と交差することが防止される一方で、衝突の性質に基づい
て限定された歯の動きが可能である。例えば、歯の手動又は入力による動きはいずれも、
１以上の隣接歯との接触が生じるまで、異なる軸に沿って、又は軸の周囲にその歯を強制
的に動かす自動的な運動をともないうる。必要に応じて、コンピュータは、使用者が１以
上の歯の表面の位置及び向きを調整する際に好ましい応答の種類を選択する選択肢を与え
る。
【００７９】
　上記に述べた第３の種類の衝突は、２個の歯の表面が衝突する際に生じる物理的及び生
理学応答をシミュレートすることができるために特に有利となりうる。２個の歯の表面が
直接干渉することを防止することが可能であるが、第１の歯の表面に対するシミュレート
された力（例えば、重力又は咬合力）の作用に基づいて第１の歯の表面の方向を逸らせて
、第２の歯の表面を過ぎて滑らせることも可能である。別の言い方をすれば、第１及び第
２の仮想の歯が衝突する場合であっても、入力データを許容可能な第１の歯の運動に向け
ることができる。しかしながら、衝突の結果、第１の歯の運動は、シミュレートされた力
の作用に関連付けられた所定の方向に沿って、又はその方向の周囲に制限もされうる。こ
れらの原理の一部は、下記及び図２５～４１に述べられるアルゴリズムにおいて機能する
。
【００８０】
　加えられた力に基づいた衝突の検出
　図２５は、対象とする特定の歯の表面（すなわち、選択された歯）を他の歯の表面に対
して動かす際に生じる歯と歯の衝突を検出し、それに応答するためのアルゴリズムの全体
的フローチャートを示している。本明細書において使用するところの「歯」及び「歯の表
面」なる用語は互換可能に用いられる。衝突の検出の目的では、歯には、天然歯冠、天然
歯根、人工歯冠、ベニア、インレー、アンレー、インプラント、ブリッジ、部分義歯、又
は歯に取り付けられる装置の少なくとも一部が含まれうる。更に、「交差」と「衝突」な
る用語は互換可能に用いられる。このアルゴリズムは、歯列弓内における衝突及び対向す
る歯列弓間の衝突に適用することができる。このフローチャートにおいて下線を付した文
は、別のフローチャートにおいて与えられ、本明細書の別の箇所に述べられる別の関数に
ついての言及を示す。
【００８１】
　最初に、ブロック２００に示されるように、コンピュータがどの隣接歯が選択された歯
と衝突しうるかを決定する。一般的に、これらの歯には、選択された歯の近心側及び遠心
側の隣接歯、並びに反対の歯列弓上のあらゆる対向する歯が含まれる。ある歯は、最大で
１本の近心側の隣接歯及び最大で１本の遠心側の隣接歯を一般的に有するが、反対側の歯
列弓上に位置する２本以上の対合歯（すなわち対向歯）を有しうる。
【００８２】
　ブロック２０２では、コンピュータは６つの軸（すなわち３つの並進軸と３つの回転軸
）の内のどれが加えられる力と関連付けられるかを選択する。ブロック２０４に進むと、
コンピュータは、それに沿って、又はそれを中心として選択された軸が力の作用を表す正
又は負の方向を選択する。例えば、近心方向を正の方向として、遠心方向を負の方向とし
て、咬合方向を正の方向として、歯肉方向を負の方向として、といったように定義するこ
とができる。正及び負の方向について用いられる基準は、歯科矯正装置の処方又は仕様に
おいて一般的に用いられているものに準ずることが好ましい。
【００８３】
　次に、ブロック２０６において、選択された力の軸以外の軸の内の１以上を調整するこ
とができる。これは、適当なユーザインターフェースを用いて使用者が行うことができる
。例えば、これらの調整は、３Ｄ歯列表面に取り付けられた歯調整コントロールからの入
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力、又は歯特性パネルのスライダーであってもよい。選択された歯は、手動で調節される
軸に沿って又はこの軸を中心として小刻みに動くことが好ましい。
【００８４】
　次にブロック２０８を参照すると、隣接歯と１個の接点が得られるまで選択された軸に
沿って、又はこの軸を中心として選択された方向に力を加えるための関数が実行される。
別の言い方をすれば、選択された歯が力の方向の隣接歯と交差している場合、選択された
歯は交差がなくなるまで最初に逆方向に動かされる。
【００８５】
　ブロック２１０では、使用者は次にソフトウェアのセットアップモードから出るか、又
は選択を変える選択肢を有する。いずれかの条件が成り立つ場合にはプロセスはブロック
２０６に戻り、そうでない場合にはプロセスは終了する。
【００８６】
　軸に沿って／軸を中心とした力を加える。
　図２６は、ブロック２０８によって表されるような、軸に沿った、又は軸を中心とした
力を加える関数をより詳細に示すフローチャートを示している。先ず、ブロック２１２、
２１４に示されるように、適当な並進又は回転の増分が最初に与えられる。この実施形態
では、並進又は回転の増分は関数パラメータとして与えられる。
【００８７】
　ブロック２１６に進むと、コンピュータは、選択された歯がいずれかの隣接（近心側／
遠心側／対合）歯と衝突しているか否かを判定する。この場合、考慮される隣接歯はブロ
ック２００において上記で選択されたものである。選択された歯が隣接歯と衝突している
場合にはブール変数、「ｉｎｉｔｉａｌｌｙＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」（初期に衝突状態
）が「ｔｒｕｅ」に設定され、選択された歯がいずれの隣接歯とも衝突していない場合に
は「ｆａｌｓｅ」に設定される。
【００８８】
　ブロック２１８では、繰り返しカウンターが０に設定され、最大の繰り返し数「ｍａｘ
Ｉｔｅｒａｔｉｏｎｓ」が所定の量（例えば、２０）に設定される。次に、ワークフロー
はブロック２２０、２２２、２２４のうちの１以上へと続く。ブロック２２０、２２２、
２２４のそれぞれは、ブロック２０２において選択された力の軸が３つの並進軸（近心－
遠心方向、頬唇－舌方向、又は咬合－歯肉方向）の内の１つに対応するか否かを判定する
。この条件が満たされた場合、コンピュータは、ブロック２２６、２２８、２３０によっ
て表される別々の関数を実行して、加えられる力に応じて近心－遠心方向、頬唇－舌方向
、又は咬合－歯肉方向のそれぞれへの並進を決定する。
【００８９】
　選択された力の軸が３つの並進軸のいずれにも対応していない場合、ワークフローは図
２７に示されるフローチャートに進む。ブロック２３２、２３４、２３６によって示され
るように、コンピュータは、選択された軸が３つの回転軸（１次回転、傾きの回転、又は
トルク回転）の１つであるか否かを判定する。これらの回転軸のいずれかが当てはまる場
合、ブロック２３８、２４０、２４２のいずれかにしたがって適当な１次回転、傾きの回
転、又はトルク回転が決定される。
【００９０】
　ブロック２４４に示されるように、次に選択された歯が、最も新しい並進及び回転の設
定を用いてアーチフォーム上に再配置される。この時点で歯は、ブロック２２６、２２８
、２３０、２３８、２４０、２４２において決定される並進又は回転に基づいて微調整さ
れた位置又は向きを有しているはずである。ブロック２４６に移行すると、繰り返しカウ
ントは１だけ増える。次にブロック２４８において、コンピュータは選択された歯がその
隣接歯のいずれかと衝突状態にあるか否かを判定する。衝突状態にある場合、ブール変数
「ｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」（衝突状態）が「ｔｒｕｅ」に設定され、そうでない場合に
は「ｆａｌｓｅ」に設定される。
【００９１】
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　ブロック２５０は繰り返しにおける最後の工程を示し、ここでコンピュータが、ブール
変数「ｉｎｉｔｉａｌｌｙＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」と「ｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」とが
同じであるか否か、かつ繰り返しの最大数に達しているか否かを判定する。これらの条件
の両方が満たされている場合、ワークフローはブロック２２０に戻り、上記に述べたよう
にプロセスが再び繰り返される。両方の条件が満たされていない場合、プロセスは図２８
のフローチャートのブロック２５２へと続く。
【００９２】
　ブロック２５２は、図２６、２７において上記に述べた繰り返しループを出るための理
由を決定する。「ｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」の値が妥当な繰り返し数の範囲内で変化しな
かった場合、プロセスはブロック２５４に進み、ここで回転／並進に対するすべての変化
が取り消される。別の言い方をすると、ブロック２５４では、選択された力の軸に応じて
、「ＤｉｓｔａｎｃｅＦｒｏｍＭｉｄｌｉｎｅ」（正中線からの距離）、「Ｔｒａｎｓｌ
ａｔｉｏｎＮｏｒｍａｌＴｏＡｒｃｈｆｏｒｍ」（アーチフォームに垂直な並進）、「Ｅ
ｍｉｎｅｎｃｅ」（隆起）、「ＦｉｒｓｔＯｒｄｅｒＲｏｔａｔｉｏｎ」（一次回転）、
「Ｔｉｐ」（傾き）、又は「Ｔｏｒｑｕｅ」（トルク）のそれぞれの初期値への復帰が起
こる（図２５を参照）。
【００９３】
　これに対して、「ｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」の値が妥当な繰り返し数の範囲内で変化し
た場合（「ＭａｘＩｔｅｒａｔｉｏｎ」よりも少ない回数）、プロセスはブロック２５６
へと続く。ブロック２５６は、「ｉｎｉｔｉａｌｌｙＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」の値に基
づいて歯が初期に衝突状態にあるか否かを判定する。
【００９４】
　「ｉｎｉｔｉａｌｌｙＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」が「ＴＲＵＥ」である場合、歯はすぐ
前の並進又は回転を取り消す（ブロック２５８に記載）ことによって衝突状態から外され
るか、又は選択された力の軸に応じて「ＤｉｓｔａｎｃｅＦｒｏｍＭｉｄｌｉｎｅ」、「
ＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＮｏｒｍａｌＴｏＡｒｃｈｆｏｒｍ」、「Ｅｍｉｎｅｎｃｅ」、
「ＦｉｒｓｔＯｒｄｅｒＲｏｔａｔｉｏｎ」、「Ｔｉｐ」、又は「Ｔｏｒｑｕｅ」のそれ
ぞれの前の値への復帰が起こる（図２５より）。次にブロック２６０を参照すると、次に
歯は現在の位置及び向きの設定でアーチフォーム上に再配置され、プロセスはブロック２
６２に移行する。
【００９５】
　「ｉｎｉｔｉａｌｌｙＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」が「ＦＡＬＳＥ」である場合、位置又
は向きに対する調整は不要であり、プロセスはブロック２６２に直接移行する。
【００９６】
　ブロック２６２において、歯は隣接歯と交差しなくなるように動かされる。これについ
ては、後の項でより詳しく述べる。
【００９７】
　並進／回転の決定
　この項では、選択された歯の６自由度に基づいて３つの可能な並進及び３つの可能な回
転のそれぞれを決定するために用いられる６つの別々のフローチャート（図２９～３４）
について述べる。
【００９８】
　図２９は、近心－遠心軸に沿った並進を決定するプロセスを示している。ブロック２６
４は、力の方向、選択された歯が衝突状態にあるか否か、及び選択された歯が位置する象
限の３つの因子の組み合わせに基づいて運動の方向を設定する。例えば、選択された歯が
衝突状態にある場合、方向は、歯を衝突から遠ざかる方向に動かすように設定される。別
の例として、正の近心－遠心の力の方向は、左から右の象限（又はその逆）に横切る場合
に、これらの力の座標系の原点を横断するために逆転する。
【００９９】
　正又は負の並進のいずれが必要とされるかに基づいて、プロセスはブロック２６６又は
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ブロック２６８に進み、「ＤｉｓｔａｎｃｅＦｒｏｍ　Ｍｉｄｌｉｎｅ」をそれぞれ漸増
又は漸減させる。この場合、増分又は減分の大きさは、図２６のブロック２１２によって
予め定義される。
【０１００】
　図３０は、頬唇－舌軸に沿った並進を決定するプロセスを示している。この場合、ブロ
ック２７０は、運動の方向、及び選択された歯が衝突状態にあるか否かの２つのみの因子
によって決定される運動の方向を設定する。正又は負の並進のいずれが必要とされるかに
応じて、プロセスはブロック２７２又はブロック２７４に進み、「Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏ
ｎＮｏｒｍａｌＴｏＡｒｃｈｆｏｒｍ」をそれぞれ漸増又は漸減させる。「Ｔｒａｎｓｌ
ａｔｉｏｎＮｏｒｍａｌＴｏＡｒｃｈｆｏｒｍ」に対する増分又は減分の大きさは、図２
６のブロック２１２によって予め定義される。
【０１０１】
　図３１は、咬合－歯肉軸に沿った並進を決定するプロセスを示している。ブロック２７
６は、力の方向、及び選択された歯が衝突状態にあるか否かによって決定される運動の方
向を設定する。正又は負の並進のいずれが必要とされるかに応じて、プロセスはブロック
２７８又は２８０に進んで「Ｅｍｉｎｅｎｃｅ」をそれぞれ漸増又は漸減させる。「Ｅｍ
ｉｎｅｎｃｅ」に対する増分又は減分の大きさは、図２６のブロック２１２によって予め
定義される。
【０１０２】
　図３２は、咬合－歯肉軸（又は歯の長手方向軸）に沿った一次回転を決定するプロセス
を示している。ブロック２８２は、力の方向、及び選択された歯が衝突状態にあるか否か
によって決定される運動の方向を設定する。正又は負の並進のいずれが必要とされるかに
応じて、プロセスはブロック２８４又は２８６に進んで「ＦｉｒｓｔＯｒｄｅｒＲｏｔａ
ｔｉｏｎ」をそれぞれ漸増又は漸減させる。「ＦｉｒｓｔＯｒｄｅｒＲｏｔａｔｉｏｎ」
に対する増分又は減分の大きさは、図２６のブロック２１４によって予め定義される。
【０１０３】
　図３３は、頬唇－舌軸に沿った傾きの回転を決定するプロセスを示している。ブロック
２８８は、力の方向、及び選択された歯が衝突状態にあるか否かによって決定される運動
の方向を設定する。正又は負の並進のいずれが必要とされるかに応じて、プロセスはブロ
ック２９０又は２９２に進んで「Ｔｉｐ」をそれぞれ漸増又は漸減させる。「Ｔｉｐ」に
対する増分又は減分の大きさは、図２６のブロック２１４によって予め定義される。
【０１０４】
　図３４は、近心－遠心軸を中心としたトルク回転を決定するプロセスを示している。ブ
ロック２９４は、力の方向、及び選択された歯が衝突状態にあるか否かによって決定され
る運動の方向を設定する。正又は負の並進のいずれが必要とされるかに応じて、プロセス
はブロック２９６又は２９８に進んで「Ｔｏｒｑｕｅ」をそれぞれ漸増又は漸減させる。
「Ｔｏｒｑｕｅ」に対する増分又は減分の大きさは、図２６のブロック２１４によって予
め定義される。
【０１０５】
　選択された歯が衝突状態にあるか否かの決定
　図３５～３６は、選択された歯が隣接歯と衝突状態にあるか否かを判定するための代表
的なプロセスを説明するフローチャートである。図３５では、ブロック３００により示さ
れるように衝突の種類が最初に指定される。この例では、この入力は、「ＣｈｅｃｋＭｅ
ｓｉａｌＮｅｉｇｈｂｏｒ」（近心側隣接歯の確認）、「ＣｈｅｃｋＤｉｓｔａｌＮｅｉ
ｇｈｂｏｒ」（遠心側隣接歯の確認）、及び「ＣｈｅｃｋＡｎｔａｇｏｎｉｓｔｓ」（対
合歯の確認）の３つの可能な値から選択される関数パラメータとして与えられる。
【０１０６】
　ブロック３０２は、選択された歯とその近心側の隣接歯との間に衝突があるか否かを判
定するためのテストを表している。必要に応じて、またブロック３０２に示されるように
、このような衝突は、選択された歯が最も近心側の歯ではなく、その近心側の隣接歯と交
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差するか、又は選択された歯が最も近心側の歯であり、反対側の象限（左に対する右、及
びその逆）の最も近心側の歯と交差する場合にこのような衝突が存在する。
【０１０７】
　この条件が満たされない場合、プロセスは図３６のフローチャートへと続く。
【０１０８】
　この条件が満たされる場合、プロセスはブロック３０４に進み、ここで選択された歯が
その対応する象限における最も近心側であるかが問い合わされる。そうでない場合には、
選択された歯の近心側の隣接歯はブロック３０６において選択された歯と衝突状態にある
ものとして記録される。別の言い方をすれば、選択された歯は「ｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ
ＷｉｔｈＴｅｅｔｈ」（歯との衝突あり）リストに追加される。次にプロセスは図３６の
フローチャートに進む。選択された歯がその象限における最も近心側である場合、プロセ
スはブロック３０８に進み、ここで選択された歯の象限が決定される。この決定に基づき
、左最近心歯（ブロック３１０）又は右最近心歯（ブロック３１２）が「ｉｎＣｏｌｌｉ
ｓｉｏｎＷｉｔｈＴｅｅｔｈ」リストに追加される。
【０１０９】
　図３６において、プロセスはブロック３１４へと続き、適用可能な場合には遠心側の隣
接歯との衝突について確認される。選択された歯と遠心側の隣接歯との間の交差が検出さ
れた場合には遠心側の隣接歯は「ｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎＷｉｔｈＴｅｅｔｈ」リストに
追加される（ブロック３１６）。いずれの場合も、プロセスはブロック３１８に移行し、
ここで選択された歯と交差する対合歯があるか否かを判定するための別の関数が実行され
る。
【０１１０】
　ブロック３２０に移行すると、選択された歯が１以上の対合歯と交差すると判定され、
「ＣｈｅｃｋＡｎｔａｇｏｎｉｓｔｓ」（対合歯を確認）が選択されると、すべての交差
する対合歯が「ｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎＷｉｔｈＴｅｅｔｈ」リスト（ブロック３２２）
に追加される。図３６に示されるように、ブロック３２０において条件が満たされるか否
かとは無関係にプロセスはブロック３２４に進む。ブロック３２４は、「ｉｎＣｏｌｌｉ
ｓｉｏｎＷｉｔｈＴｅｅｔｈ」リストが歯を含んでいるか否かを判定する。ｙｅｓである
場合、関数は値「ＴＲＵＥ」を返し、そうでなければ関数は値「ＦＡＬＳＥ」を返す。
【０１１１】
　選択された歯と交差する対合歯の決定
　図３７のフローチャートは、選択された歯と対合歯が交差するか否かを判定する関数を
与えるものである。ブロック３２６は、選択された歯が上顎歯列弓又は下顎歯列弓のいず
れにあるかを判定する。次に、選択された歯を含む歯列弓と対向する歯列弓のすべての歯
を含むように「ＯｐｐｏｓｉｎｇＡｒｃｈＴｅｅｔｈ」が定義される（ブロック３２８、
３３０）。ブロック３３２に進むと、現在の歯が「ＯｐｐｏｓｉｎｇＡｒｃｈＴｅｅｔｈ
」のリストの１番目の歯として設定される。次いで繰り返しプロセスが実行される。ブロ
ック３３４は、現在の歯が実際の歯であり、ナル値ではないか否かを問い合わせる。現在
の歯が実際の歯であると仮定すると、ブロック３３６は選択された歯が現在の歯と交差す
るか否かを判定する。交差する場合、現在の歯は対合歯のリストに追加される（ブロック
３３８）。いずれの場合も、プロセスはブロック３４０に続き、現在の歯が「Ｏｐｐｏｓ
ｉｎｇＡｒｃｈＴｅｅｔｈ」のリストの次の歯に設定される。ここから、プロセスは、「
ＯｐｐｏｓｉｎｇＡｒｃｈＴｅｅｔｈ」により列挙されたすべての歯がテストされるまで
図３７に示されるようにブロック３３４から始まるプロセスを繰り返す。
【０１１２】
　最後に、ブロック３４２が、対合歯が見つかったか否かを判定する。対合歯が見つかっ
た場合、関数は値「ＴＲＵＥ」を返し（ブロック３４５）、そうでない場合には関数は値
「ＦＡＬＳＥ」を返す（ブロック３４３）。
【０１１３】
　選択された歯を隣接歯と衝突しなくなるように移動
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　選択された歯を隣接歯と衝突しなくなるように動かすために用いられる代表的なプロセ
スを、図３８～４１に示される４つの部分からなるフローチャートで説明する。始めに、
ブロック３４４が、衝突がなくなると考えられる点を決定するための交差値を決定する。
この例では、交差値は関数パラメータであり、選択された歯と隣接歯との間の接触が、両
者の間の最も接近した距離がこの交差の範囲内となる場合に満たされるように定義される
。
【０１１４】
　ブロック３４６では、異なる変数が初期化される。示される例では、乗算器はナル値に
設定され、「ｃｕｒｒｅｎｔｌｙＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」（現在、衝突状態）が「ＴＲ
ＵＥ」に設定され、「ｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎＷｉｔｈＴｅｅｔｈ」（歯と衝突状態）が
ナル値に設定される。
【０１１５】
　ブロック３４８は、選択された歯と隣接歯との間の接触が交差の範囲内で実現されるま
で繰り返すループの開始点を示す。次いで下記に述べる８種類の運動のそれぞれに基づい
て運動がプローブされる。
【０１１６】
　ブロック３４８は、選択された歯のすぐ前の運動が「ＤｉｓｔａｎｃｅＦｒｏｍＭｉｄ
ｌｉｎｅ」を変化させたか否かを判定する。変化させた場合、ブロック３５０が実行され
、与えられた歯の特性について適切な運動の増分が計算される。この場合、例えば、運動
の増分は、「ＤｉｓｔａｎｃｅＦｒｏｍＭｉｄｌｉｎｅ」（正中線からの距離）及び「Ｐ
ｒｅｖｉｏｕｓＤｉｓｔａｎｃｅＦｒｏｍＭｉｄｌｉｎｅ」（前の正中線からの距離）の
２つの変数に基づいて計算することができる。図に示されるように、次にプロセスはブロ
ック３５２に続く。
【０１１７】
　ブロック３５２は、選択された歯のすぐ前の運動が、「ＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＴａｎ
ｇｅｎｔＴｏＡｒｃｈｆｏｒｍ」（アーチフォームの接線方向への並進）を変化させたか
否かを判定する。変化させた場合、ブロック３５４が実行され、「Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏ
ｎＴａｎｇｅｎｔＴｏＡｒｃｈｆｏｒｍ」及び「ＰｒｅｖｉｏｕｓＴｒａｎｓｌａｔｉｏ
ｎＴａｎｇｅｎｔＴｏＡｒｃｈｆｏｒｍ」に基づいて計算された対応する運動の増分が計
算される。図に示されるように、次にプロセスはブロック３５６に続く。
【０１１８】
　ブロック３５６は、選択された歯のすぐ前の運動が、「ＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＮｏｒ
ｍａｌＴｏＡｒｃｈｆｏｒｍ」（アーチフォームの法線方向への並進）を変化させたか否
かを判定する。変化させた場合、ブロック３５８が実行され、「Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ
ＮｏｒｍａｌＴｏＡｒｃｈｆｏｒｍ」及び「ＰｒｅｖｉｏｕｓＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＮ
ｏｒｍａｌＴｏＡｒｃｈｆｏｒｍ」に基づいて計算された対応する運動の増分が計算され
る。図に示されるように、次にプロセスは図３９のブロック３６０に続く。
【０１１９】
　ブロック３６０は、選択された歯のすぐ前の運動が、「Ｅｍｉｎｅｎｃｅ」（隆起）を
変化させたか否かを判定する。変化させた場合、ブロック３６２が実行され、「Ｅｍｉｎ
ｅｎｃｅ」及び「ＰｒｅｖｉｏｕｓＥｍｉｎｅｎｃｅ」（前の隆起）に基づいて計算され
た対応する運動の増分が計算される。図に示されるように、次にプロセスはブロック３６
４に続く。
【０１２０】
　ブロック３６４は、選択された歯のすぐ前の運動が、「ＦｉｒｓｔＯｒｄｅｒＲｏｔａ
ｔｉｏｎ」（一次回転）を変化させたか否かを判定する。変化させた場合、ブロック３６
６が実行され、「ＦｉｒｓｔＯｒｄｅｒＲｏｔａｔｉｏｎ」及び「ＰｒｅｖｉｏｕｓＦｉ
ｒｓｔＯｒｄｅｒＲｏｔａｔｉｏｎ」（前の一次回転）に基づいて計算された対応する運
動の増分が計算される。図に示されるように、次にプロセスはブロック３６８に続く。
【０１２１】
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　ブロック３６８は、選択された歯のすぐ前の運動が、「Ｔｉｐ」（傾き）を変化させた
か否かを判定する。変化させた場合、ブロック３７０が実行され、「Ｔｉｐ」及び「Ｐｒ
ｅｖｉｏｕｓＴｉｐ」（前の傾き）に基づいて計算された対応する運動の増分が計算され
る。図に示されるように、次にプロセスはブロック３７２に続く。
【０１２２】
　ブロック３７２は、選択された歯のすぐ前の運動が、「Ｔｏｒｑｕｅ」（トルク）を変
化させたか否かを判定する。変化させた場合、ブロック３７４が実行され、「Ｔｏｒｑｕ
ｅ」及び「ＰｒｅｖｉｏｕｓＴｏｒｑｕｅ」（前のトルク）に基づいて計算された対応す
る運動の増分が計算される。図に示されるように、次にプロセスはブロック３７６に続く
。
【０１２３】
　ブロック３７６は、選択された歯のすぐ前の運動が、「ＯｐｐｏｓｉｎｇＡｒｃｈＣｏ
ｎｔａｃｔＯｆｆｓｅｔ」（対向歯列弓との接触オフセット）を変化させたか否かを判定
する。変化させた場合、ブロック３７８が実行され、「ＯｐｐｏｓｉｎｇＡｒｃｈＣｏｎ
ｔａｃｔＯｆｆｓｅｔ」及び「ＰｒｅｖｉｏｕｓＯｐｐｏｓｉｎｇＡｒｃｈＣｏｎｔａｃ
ｔＯｆｆｓｅｔ」（前の対向歯列弓との接触オフセット）に基づいて計算された対応する
運動の増分が計算される。図に示されるように、次にプロセスは図４０のブロック３８８
に続く。
【０１２４】
　ブロック３８８では、選択された歯をアーチフォーム上に仮想的に配置するための関数
が実行される。ブロック３９０に移行すると、次にコンピュータは、選択された歯が隣接
歯と衝突状態にあるか否かを判定するためのプロセスを実行する。次のブロック３９２は
、選択された歯の衝突状態に変化があるか否かを判定する（すなわち、ｃｕｒｒｅｎｔｌ
ｙＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ＝ＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎか？）。変化がある場合、乗算器及
び「ｃｕｒｒｅｎｔｌｙＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」の両方が無効化される（ブロック３９
４）。
【０１２５】
　最後に、ブロック３９６が、運動の絶対値が交差よりも大きいか否か、又は選択された
歯が依然として衝突状態にあるか否かを判定する。運動の絶対値が交差よりも大きいか、
又は選択された歯が衝突状態にある場合、プロセスは図３８におけるブロック３４８から
再び繰り返される。そうでない場合には、関数は終了する。
【０１２６】
　所定の歯の特性に対する運動の増分の計算
　図４１は、選択された歯を衝突しなくなるように動かすために用いられる運動の増分を
決定する関数に関するものである。この関数は、選択された歯が、衝突はしなくなるが隣
接歯と「接触状態」に維持される位置に効率的に向かうように、図３８～４０のループの
各繰り返しにおいて運動の増分を調整する。
【０１２７】
　このプロセスはブロック４０４及び４０６で始まり、ここで、「ｃｕｒｒＭｏｖｅｍｅ
ｎｔＰｒｏｐＶａｌｕｅ」（現在の運動適正値）及び「ｐｒｅｖＭｏｖｅｍｅｎｔＰｒｏ
ｐＶａｌｕｅ」（前の運動適正値）に関する入力がそれぞれ与えられる。これらは、対象
とする運動に対する選択された歯の現在及び前の位置を表す関数パラメータである。
【０１２８】
　乗算器が宣言されていない（すなわち乗算器がナル値である）場合（ブロック４０８）
、プロセスは直接ブロック４１６に進む。しかしながら、乗算器がナル値である場合には
、プロセスはこの変数を定義するためのブロック４１０に進む。ブロック４１０は、「ｃ
ｕｒｒＭｏｖｅｍｅｎｔＰｒｏｐＶａｌｕｅ」が「ｐｒｅｖＭｏｖｅｍｅｎｔＰｒｏｐＶ
ａｌｕｅ」より小さいか否かを判定する。「ｃｕｒｒＭｏｖｅｍｅｎｔＰｒｏｐＶａｌｕ
ｅ」が「ｐｒｅｖＭｏｖｅｍｅｎｔＰｒｏｐＶａｌｕｅ」より小さい場合、運動の方向が
反転するように乗算器は－１に設定される（ブロック４１２）。そうでない場合には乗算
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器は１に設定される（ブロック４１４）。
【０１２９】
　ブロック４１６は、（（ｃｕｒｒＭｏｖｅｍｅｎｔＰｒｏｐＶａｌ－ＰｒｅｖＭｏｖｅ
ｍｅｎｔＰｒｏｐＶａｌ）／２）の絶対値として「ｍｏｖｅｍｅｎｔＡｍｏｕｎｔ」を定
義し、ブロック４１８は、「ｃｕｒｒＭｏｖｅｍｅｎｔＰｒｏｐＶａｌ」を乗算器×ｍｏ
ｖｅｍｅｎｔＡｍｏｕｎｔだけ漸増させる。次に、ブロック４２０では、「ＬａｓｔＣｈ
ａｎｇｅｄＭｏｖｅｍｅｎｔＰｒｏｐＶａｌ」（すぐ前に変更された運動適正値）は「ｃ
ｕｒｒＭｏｖｅｍｅｎｔＰｒｏｐＶａｌ」に設定され、これにより歯の持続的な特性が定
義される。最後に、この関数はブロック４２２で終了し、「ｃｕｒｒＭｏｖｅｍｅｎｔＰ
ｒｏｐＶａｌ」の新しい値が返される。
【０１３０】
　咬合の設定
　使用者は、図１Ｂのブロック６２によって表されるように、所望の咬合にしたがって歯
列表面１００の歯の各表面に調整を行うことによって進む。対向する歯列弓の歯群間の相
互作用は、同じ歯列弓の歯群間の相互作用と同様に処置することができる。「アーチフォ
ームへの歯の配置」について上記に述べた基本的な器具及び手順の多くは同様に用いられ
るため、これらをここで再び検討することはしない。
【０１３１】
　一般的に、上顎歯列弓と下顎歯列弓との間の咬合の設定は、歯の適正な咬頭嵌合を定義
することでしばしば始まる。例えば、歯科矯正医は、下顎第一大臼歯の頬側溝が上顎第一
大臼歯の近心頬側咬頭と咬合する、Ｉ級の大臼歯の関係を必要とする場合がある。歯群が
適正な大臼歯の関係に案内されうるか否かは、アーチフォーム、上顎及び下顎歯列弓の長
さの間の関係、個々の歯の座標系（すなわちそれぞれの歯の位置及び向き）、並びに歯の
大きさ及び形状によって決まりうる。この場合にもやはり、理想的な大臼歯の関係は歯の
動きにおける制約条件に基づいて直ちに可能とならない場合がある。
【０１３２】
　代表的な一実施形態では、使用者は、初期のアーチフォームを定義し、上顎及び下顎歯
列弓のアーチの長さを検討し、所望の大臼歯の関係が指定された制約条件の下で実現可能
であるか否かを判定する。例えば歯列弓の長さに相違がある場合、使用者は前歯の唇側傾
斜（複数の前歯の集合的なトルク）を増大させて上顎歯列弓の長さを大きくすることがで
きる。しかしながら、歯科矯正医が一定の過蓋咬合又は水平被蓋を規定する場合、使用者
がこのような妥協を行うことが完全に制約される場合がある。その場合、他のどの変数に
おいて妥協が可能であるかを検討する必要が生じる。使用者が、必要な歯の動きが妨げら
れていると判断した場合、使用者は歯科矯正医と連絡を取ってアドバイスを受けることが
できる。
【０１３３】
　歯の大きさ及び形状は不変ではない。例えば、隣接歯間縮小の効果を、自動的又は半自
動的プロセスを用いてシミュレートすることができる。特定の実施形態では、使用者は歯
を一時的にピン留めすることにより、他の歯が調整及び再び押し詰められる際にもその歯
が固定された状態に保たれる。使用者は、ある象限の最も近心側の歯群をピン留めされた
歯として指定するとともに、いずれかの臼歯をピン留めすることができる。次に、説明さ
れる方法を用いて、アーチフォーム内の残りの歯を、ピン留めされた歯によって規制され
た状態で押し詰めることができる。次に、残りの歯についてアーチフォームを定義した後
、残りの歯群間で隣接歯間縮小（ＩＰＲ）を分配することができる。一実施形態では、Ｉ
ＰＲはこれらの残りの歯群間で均等に分配される。有利な点として、ソフトウェアは一次
回転の結果として歯の幅の変化を補償することができる。
【０１３４】
　歯列弓の咬合
　図１Ｂのブロック６４に示されるように、歯科矯正デジタルセットアップを、仮想的な
歯列弓の咬合いにおいて更に精密なものとすることができる。仮想的な咬合いは、上顎及
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び下顎歯列弓が取り付けられた顎関節及び顎をシミュレートするものである。このデジタ
ル表現は、咀嚼動作において見られるような可能な下顎の運動の完全な範囲を再現するう
えで有用である。
【０１３５】
　上記に述べた歯と歯との衝突と同様、歯列弓と歯列弓との衝突を歯群に仮想的な力を加
えることによってシミュレートすることができる。これらの仮想的な力に応じて、上顎と
下顎の歯列弓が接触を維持しながら交差が防止されるような自然な動きで動くように歯列
弓をシミュレートすることができる。有利な点として、咬合器を使用して咬合を設定する
物理的プロセスをソフトウェアを使用してシミュレートすることができる。
【０１３６】
　特定の実施形態では、衝突の検出は、２個のモノリシック（すなわちセグメント化され
ていない）な歯列弓間で行われる。しかしながら、対向した歯列弓間の衝突の検出は、対
向する歯群の１以上のペアが衝突状態にあるか否かを検出することを更に含みうる。これ
に代えるか又はこれと組み合わせて、衝突の検出は、一方の歯列弓の１以上の歯が第２の
歯列弓の任意の部分と衝突状態にあるか否かを検出することを更に含みうる。
【０１３７】
　このようなプロセスを、下記に示す相互に関連した一連のフローチャートにおいて実例
として説明する。
【０１３８】
　仮想的な咬合いの際に加えられる力による歯列弓と歯列弓との衝突の防止
　図４２は、上顎及び下顎歯列弓の仮想的な咬合いに応じた歯列弓の運動をシミュレート
する代表的なプロセスを説明した高次フローチャートである。ブロック４２４では、方向
性を有する力を加えるための２つの軸の内の一方が選択される。このプロセスは、個々の
歯ではなく、歯列弓の運動に関するものであるため、１つの並進方向と１つの回転方向、
すなわち、１）顆頭軸に沿ったもの、及び２）顆頭軸を中心としたもの、の２つの可能性
が与えられる。
【０１３９】
　ブロック４２６では、上記で選択された軸に沿った／軸を中心とした方向が指定される
。この方向は正（＋）又は負（－）として与えられる。この例では、顆頭軸を中心とした
開口角度の減少（顎を閉じる動作）が負の値によって表される。顆頭軸に沿った運動では
、患者の左に向かう側方運動が負として定義され、患者の右に向かう側方運動が正として
定義される。
【０１４０】
　次に、ブロック４２８に示されるように、使用者は、力が加えられる軸以外の軸のいず
れか１つに調整を行う。代表的な一実施形態では、この調整は、ユーザインターフェース
の咬合器特性パネルのスライダーを操作することによって行われる。可能な選択肢には、
開口の閉鎖、左側方運動、又は右側方運動が含まれうる。上顎歯列弓は、手動で調整され
る軸に沿って／軸を中心として小刻みに動く。
【０１４１】
　ブロック４３０は、この軸に沿って／軸を中心として力を加える関数であり、図４３～
４４においてより詳しく後述する。この場合、コンピュータは、選択された力の軸に沿っ
て／軸を中心として、対向する歯列弓との１個の接点が得られるまで選択された方向に上
顎歯列弓を自動的に動かす。いずれかの歯が力の方向において対合歯と交差する場合、交
差がなくなるまで最初に歯列弓全体が逆方向に戻される。
【０１４２】
　次にプロセスはブロック４３２へと続き、ここで使用者に、現在のプロセスから出るか
又は選択を変更する選択肢が与えられる。現在のプロセスから出るか又は選択を変更する
場合にはプロセスは終了し、そうでない場合にはプロセスはブロック４２８から再び開始
される。
【０１４３】
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　軸に沿った／軸を中心とした歯列弓への力の作用
　図４３及び４４は、所望の運動を与えるように歯列弓に力を加える代表的なプロセスの
フローチャートを示している。
【０１４４】
　プロセスはブロック４３４及び４３６で始まり、「ＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＩｎｃｌｅ
ｍｅｎｔ」（並進増分）及び「ＲｏｔａｔｉｏｎＩｎｃｌｅｍｅｎｔ」（回転増分）が入
力として与えられるが、この場合、これらは関数パラメータとして与えられている。両方
の変数が示されているが、前者は並進軸に対してのみ使用され、後者は回転軸に対しての
み使用される。ブロック４３８では、「ｍａｘＩｔｅｒａｔｉｏｎｓ」（最大繰り返し数
）が入力として与えられる。「ｍａｘＩｔｅｒａｔｉｏｎ」は、歯列弓の乗り上げ運動を
防止するために最大の繰り返し数を設定する。
【０１４５】
　ブロック４４０は、選択された歯列弓が対向する歯列弓と衝突状態にあるか否かを判定
し、「ＴＲＵＥ」又は「ＦＡＬＳＥ」を返す関数を呼び出す。ブロック４４２は、変数「
ｉｎｉｔｉａｌｌｙＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」（初期に衝突）を「ｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏ
ｎ」（衝突）に設定し、「ｉｔｅｒａｔｉｏｎＣｏｕｒｔ」を０に設定する。
【０１４６】
　ブロック４４４は、歯列弓の衝突状態が変化せず、最大の繰り返し数に達しないかぎり
繰り返されるループの開始を表す。選択された力の軸が顆頭並進軸である場合（ブロック
４４４）、側方運動を決定する関数が実行される（ブロック４４６）。選択された力の軸
が顆頭回転軸である場合（ブロック４４８）、開口角度を決定する関数が実行される（ブ
ロック４５０）。いずれの場合もプロセスはブロック４５２へと続き、ここで「ｉｔｅｒ
ａｔｉｏｎＣｏｕｎｔ」が１だけ増える。
【０１４７】
　図４４に続き、ブロック４５４は、２つの歯列弓が互いに衝突状態にあるか否かを判定
する関数を実行する。「ｉｎｉｔｉａｌｌｙＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」が「ｉｎＣｏｌｌ
ｉｓｉｏｎ」に等しく、かつ「ｉｔｅｒａｔｉｏｎＣｏｕｎｔ」＜「ｍａｘＩｔｅｒａｔ
ｉｏｎｓ」である場合（ブロック４５６）、プロセスはブロック４４４に戻る。そうでな
い場合には、プロセスはブロック４５８に進み、ループの終了の理由が決定される。最大
の繰り返し数に達したことによりループが終了した場合、ブロック４６６は関数の開始以
後のすべての咬合器の設定の変更を逆に戻し、関数は終了する。
【０１４８】
　衝突状態の変化のためにループが終了した場合、プロセスはブロック４６０に進み、「
ｉｎｉｔｉａｌｌｙＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」が「ＴＲＵＥ」であるか否かが問い合わさ
れる。「ｉｎｉｔｉａｌｌｙＩｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」が「ＴＲＵＥ」である場合、すぐ
前の咬合器の設定の変更のみが取り消される（ブロック４６２）。最後に、ブロック４６
４が、歯列弓を対向する歯列弓と交差しなくなるように動かす関数を実行し、関数は終了
する。ブロック４６４の関数に関する更なる詳細を、図４６～４８において後述する。
【０１４９】
　歯列弓が対向する歯列弓と衝突状態にあるか否かの判定
　図４５は、歯と歯との衝突を探すことによって上顎歯列弓が下顎歯列弓と衝突状態にあ
るか否かを判定する関数を示している。最初に、ブロック４６８がアクティブな歯列弓に
存在するすべての歯のリストとして「ａｃｔｉｖｅＡｒｃｈＴｅｅｔｈ」を定義する。次
にブロック４７０が現在の歯を「ａｃｔｉｖｅＡｒｃｈＴｅｅｔｈ」リストの第１の歯と
して定義する。
【０１５０】
　ブロック４７２は、現在の歯がナル値ではなく、実際の歯であるか否かを判定する。実
際の歯でない場合、関数は値「ＦＡＬＳＥ」を返す。実際の歯である場合、プロセスは、
選択された歯と交差する対合歯を決定するための関数に進む（図３７）。次にブロック４
７８が、現在の歯がいずれかの対合歯と交差するか否かを判定する。現在の歯が対合歯と
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交差しない場合、現在の歯は「ａｃｔｉｖｅＡｒｃｈＴｅｅｔｈ」リストの次の歯に設定
され、プロセスはブロック４７２から再び繰り返す。そうでない場合には、関数は値「Ｔ
ＲＵＥ」を返す。
【０１５１】
　対応する歯列弓と交差しなくなるような歯列弓の移動
　現在の歯列弓を対向する歯列弓と交差しなくなるように動かすために用いられる代表的
なプロセスが、図４６～４８に示される３つの部分からなるフローチャートによって示さ
れている。
【０１５２】
　最初にブロック４８２において交差が与えられる。これは関数パラメータであり、対向
する歯列弓との接触がこの距離の範囲内で生じるように定義される。ブロック４８４にお
いて特定の変数が初期化される。この例では、「ｓｅｔｔｉｎｇＣｈａｎｇｅＡｍｏｕｎ
ｔ」（変化量設定）が「ＩＮＦＩＮＩＴＹ」（無限大）に設定され、乗算器がナル値に設
定され、「ｃｕｒｒｅｎｔｌｙｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」が「ＴＲＵＥ」に設定され、「
ｓｅｔＭａｘｉｍｕｍＶａｌｕｅ」（最大値設定）が「ＴＲＵＥ」に設定される。
【０１５３】
　ブロック４８６は、上顎歯列弓と下顎歯列弓との間の接触が所定の交差の範囲内で実現
されるまで繰り返される繰り返しループの開始である。ブロック４８６は、すぐ前の歯列
弓の運動が「ＧａｐｅＡｎｇｌｅ」（開口角度）に対する変化であったか否かを判定する
。すぐ前の歯列弓の運動が「ＧａｐｅＡｎｇｌｅ」（開口角度）に対する変化であった場
合、プロセスはブロック４８３に進み、所定の咬合器の設定について運動の増分を計算す
るための関数が実行される（図４９において後述する）。この場合、咬合器の設定は、「
ＧａｐｅＡｎｇｌｅ」及び「ＰｒｅｖＧａｐｅＡｎｇｌｅ」（前の開口角度）である。図
に示されるように、次にプロセスはブロック４９０に続く。
【０１５４】
　ブロック４９０は、すぐ前の歯列弓の運動が「ＬａｔｅｒａｌＥｘｃｕｒｓｉｏｎ」（
側方運動）に対する変化であった否かを判定する。すぐ前の歯列弓の運動が「Ｌａｔｅｒ
ａｌＥｘｃｕｒｓｉｏｎ」（側方運動）に対する変化であった場合、プロセスはブロック
４９２に進み、咬合器の設定値である「ＬａｔｅｒａｌＥｘｃｕｒｓｉｏｎ」及び「Ｐｒ
ｅｖＬａｔｅｒａｌＥｘｃｕｒｓｉｏｎ」（前の側方運動）について運動の増分を計算す
るための関数が実行される。図に示されるように、次にプロセスはブロック４９４に続く
。
【０１５５】
　ブロック４９４は、すぐ前の歯列弓の運動が「ＲｉｇｈｔＣｏｎｄｙｌｅＡｎｇｌｅ」
（右顆頭角）における変化であったか否かを判定する。すぐ前の歯列弓の運動が「Ｒｉｇ
ｈｔＣｏｎｄｙｌｅＡｎｇｌｅ」における変化であった場合、プロセスはブロック４９６
に進み、咬合器の設定値である「ＲｉｇｈｔＣｏｎｄｙｌｅＡｎｇｌｅ」及び「Ｐｒｅｖ
ＲｉｇｈｔＣｏｎｄｙｌｅＡｎｇｌｅ」（前の右顆頭角）について運動の増分を計算する
ための関数が実行される。図に示されるように、次にプロセスは図４７のブロック４９８
に続く。
【０１５６】
　ブロック４９８は、すぐ前の歯列弓の運動が「ＬｅｆｔＣｏｎｄｙｌｅＡｎｇｌｅ」（
左顆頭角）における変化であったか否かを判定する。すぐ前の歯列弓の運動が「Ｌｅｆｔ
ＣｏｎｄｙｌｅＡｎｇｌｅ」（左顆頭角）における変化であった場合、プロセスはブロッ
ク５００に進み、咬合器の設定値である「ＬｅｆｔＣｏｎｄｙｌｅＡｎｇｌｅ」及び「Ｐ
ｒｅｖＬｅｆｔＣｏｎｄｙｌｅＡｎｇｌｅ」（前の左顆頭角）について運動の増分を計算
するための関数が実行される。図に示されるように、次にプロセスはブロック５０２に続
く。
【０１５７】
　ブロック５０２は、すぐ前の歯列弓の運動が「ＲｉｇｈｔＢｅｎｎｅｔｔＡｎｇｌｅ」
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（右ベネット角）における変化であったか否かを判定する。すぐ前の歯列弓の運動が「Ｒ
ｉｇｈｔＢｅｎｎｅｔｔＡｎｇｌｅ」（右ベネット角）における変化であった場合、プロ
セスはブロック５０４に進み、咬合器の設定値である「ＲｉｇｈｔＢｅｎｎｅｔｔＡｎｇ
ｌｅ」及び「ＰｒｅｖＲｉｇｈｔＢｅｎｎｅｔｔＡｎｇｌｅ」（前の右ベネット角）につ
いて運動の増分を計算するための関数が実行される。図に示されるように、次にプロセス
はブロック５０６に続く。
【０１５８】
　ブロック５０６は、すぐ前の歯列弓の運動が「ＬｅｆｔＢｅｎｎｅｔＡｎｇｌｅ」（左
ベネット角）における変化であったか否かを判定する。すぐ前の歯列弓の運動が「Ｌｅｆ
ｔＢｅｎｎｅｔＡｎｇｌｅ」（左ベネット角）における変化であった場合、プロセスはブ
ロック５０８に進み、咬合器の設定値である「ＬｅｆｔＢｅｎｎｅｔＡｎｇｌｅ」及び「
ＰｒｅｖＬｅｆｔＢｅｎｎｅｔＡｎｇｌｅ」（前の左ベネット角）について運動の増分を
計算するための関数が実行される。図に示されるように、次にプロセスは図４８のブロッ
ク５２０に続く。
【０１５９】
　ブロック５２０は、歯列弓が対向する歯列弓と衝突状態にあるか否かを判定する関数を
実行する（図４５を参照）。ここでは、歯列弓同士が衝突状態にある場合、「ｉｎＣｏｌ
ｌｉｓｉｏｎ」が「ＴＲＵＥ」に設定され、そうでない場合には「ｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏ
ｎ」は「ＦＡＬＳＥ」に設定される。次にブロック５２２が、歯列弓の衝突状態に変化が
あったか否か（すなわち、「ｃｕｒｒｅｎｔｌｙｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」は「ｉｎＣｏ
ｌｌｉｓｉｏｎ」に最早等しくないか？）を判定する。変化があった場合には、ブロック
５２４は乗算器及び「ｃｕｒｒｅｎｔｌｙｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」を逆に戻す。
【０１６０】
　プロセスはブロック５２６に進み、点接触が確立されたか否かが判定される。「ｍｏｖ
ｅｍｅｎｔＡｍｏｕｎｔ」（運動の量）の絶対値が交差より大きいか、又は「ｃｕｒｒｅ
ｎｔｌｙｉｎＣｏｌｌｉｓｉｏｎ」が「ＴＲＵＥ」である場合、このような接触は確立さ
れておらず、サイクルはブロック４８６から再び繰り返される。そうでない場合にはプロ
セスは終了する。
【０１６１】
　所定の咬合器設定値の運動の増分の計算
　図４９は、歯列弓を衝突しなくなるように動かすために用いられる運動の増分を決定す
る代表的な関数に関するものである。この関数は、歯列弓が、衝突はしなくなるが対向す
る歯列弓と接触状態に維持される位置に効率的に向かうように、図４６～４８のループの
各繰り返しにおいて運動の増分を調整する。
【０１６２】
　ブロック５３４及び５３６は、それぞれ現在及び前の咬合器の設定値を与える関数パラ
メータである。ブロック５３８は、乗算器が呼び出し関数において宣言されているか否か
を判定する。宣言されていない場合、乗算器は、「ｃｕｒｒＡｒｔｉｃｕｌａｔｏｒＳｅ
ｔｔｉｎｇ」（現在の咬合器の設定値）又は「ｐｒｅｖＡｒｔｉｃｕｌａｔｏｒＳｅｔｔ
ｉｎｇ」（前の咬合器の設定値）の相対値に応じて－１（ブロック５４２）又は１（ブロ
ック５４４）として定義され、これにより運動の適正な方法が示される。
【０１６３】
　次にプロセスはブロック５４６に移行し、「ｍｏｖｅｍｅｎｔＡｍｏｕｎｔ」が（（ｃ
ｕｒｒＡｒｔｉｃｕｌａｔｏｒＳｅｔｔｉｎｇ－ｐｒｅｖＡｒｔｉｃｕｌａｔｏｒＳｅｔ
ｔｉｎｇ）／２）の絶対値として定義される。次にブロック５４８が、現在の咬合器の設
定値を、乗算器×「ｍｏｖｅｍｅｎｔＡｍｏｕｎｔ」によって定義される量だけ漸増させ
る。ブロック５５０は、「ＬａｓｔＣｈａｎｇｅｄＡｒｔｉｃｕｌａｔｏｒＳｅｔｔｉｎ
ｇ」（すぐ前に変更された咬合器の設定値）を咬合器の特性として持続する値である「ｃ
ｕｒｒＡｒｔｉｃｕｌａｔｏｒＳｅｔｔｉｎｇ」（現在の咬合値の設定値）に設定する。
最後にブロックは、「ｃｕｒｒＡｒｔｉｃｕｌａｔｏｒＳｅｔｔｉｎｇ」をこの関数の入
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力値に対する更新値として返す。
【０１６４】
　図５０及び５１は、それぞれ開いた位置及び／又は閉じた位置にある仮想咬合器１５０
０の上顎及び下顎歯列弓を表示したユーザインターフェースを示す。咬合器１５００は、
上側部分１５０２及び下側部分１５０４、並びに上側部分１５０２と下側部分１５０４と
を互いに連結する１対の摺動可能な玉継ぎ手１５０６、１５０７を有している。継ぎ手１
５０６、１５０７はそれぞれ、下側部分１５０４に配置された対応する１対の溝１５０８
（図５０及び５１では片方のみが見える）内に位置している。
【０１６５】
　歯列表面１００の上顎及び下顎歯列弓１５１０、１５１２が、上側部分１５０２と下側
部分１５０４との間に浮いている。歯列弓１５１０、１５１２のそれぞれは、互いに同調
して動くようにそれぞれの部分１５０２、１５０４と仮想的に関連付けられている。
【０１６６】
　継ぎ手１５０６、１５０７が溝１５０８内に位置していることから、上側部分１５０２
は、開いた位置と閉じた位置（開口角度によって定義される）との間で旋回するのみでな
く、一方の歯列弓が他方の歯列弓に対して左又は右に摺動する側方運動を与える自由を有
している。図５１では、継ぎ手１５０６が溝１５０８の一部に沿って遠心方向に移動して
いるのに対して、反対側の継ぎ手１５０７は反対側の溝１５０８の近心端と完全に係合し
た状態となっている。この結果、咬合器１５００は、下顎歯列弓１５１２が上顎歯列弓１
５１０に対して患者の左に向かって相対的に側方運動している効果を示している。
【０１６７】
　図５１は、「アーチフォームへの歯の配置」の項において上記に述べた衝突検出器具の
有用な応用の１つを示している。下顎歯列弓１５１２の歯群が上顎歯列弓１５１０の歯群
と衝突する際に歯の表面１５１４、１５１６が適当な色又は陰影によって強調されること
により、顎の全体の運動範囲にわたってどこで干渉が生じるかが使用者に示される。
【０１６８】
　以下に本明細書において提供される更なる実施形態について述べる。
【０１６９】
　Ａ）仮想の歯に対して座標系を定義する方法であって、
　３次元の表示環境において前記歯を使用者に対して表示することと、
　ユーザ入力を受信して各クロスヘアが歯の認知される基準点において交差して見えるよ
うに表示面上における第１及び第２のクロスヘアの配置を決定することと、
　更なるユーザ入力を受信して、前記第１のクロスヘアが歯の認知される咬合－歯肉軸と
整列するか、又は第２のクロスヘアが歯の認知される近心－遠心軸と整列するまで少なく
とも一方のクロスヘアを回転させることと、
　前記基準点の周囲の歯の表面の一部に対する法線ベクトルを決定することと、
　前記基準点を位置の基準として用い、前記クロスヘアの一方と前記歯の表面からの法線
ベクトルとを向きの基準として用いて座標系を計算することと、を含む、方法。
【０１７０】
　Ｂ）一方又は両方のクロスヘアを回転させるための前記ユーザ入力が、ポインティング
デバイスのスクロールホイールによって与えられる、実施形態Ａの方法。
【０１７１】
　Ｃ）一方又は両方のクロスヘアを回転させるための前記ユーザ入力が、前記第２のクロ
スヘアに対して前記第１のクロスヘアを回転させるためのユーザ入力を含む、実施形態Ａ
の方法。
【０１７２】
　Ｄ）第２のクロスヘアに対して前記第１のクロスヘアを回転させるための前記ユーザ入
力が、一時的なユーザ入力モードにある状態でポインティングデバイスのスクロールホイ
ールを回転させることによって与えられる、実施形態Ｃの方法。
【０１７３】
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　Ｅ）座標系を計算することが、座標系の原点を、歯の認知される基準点として定義する
ことを更に含む、実施形態Ａに記載の方法。
【０１７４】
　Ｆ）座標系を計算することが、
　前記クロスヘアと前記表示環境内の仮想カメラの視点との交線に基づいて矢状基準面を
定義することと、
　前記矢状面が前記歯の表面と交差するポリラインを特定することと、
　前記座標系の原点を前記ポリラインの最も咬合側の点として定義することと、を含む、
実施形態Ａの方法。
【０１７５】
　Ｇ）前記基準点の周囲の歯の表面の一部に対する法線ベクトルを決定することが、
　３Ｄ表示環境内の仮想カメラの表示面に対して平行な平面内に所定の点の配列を定義す
ることと、
　前記点を、前記仮想カメラの視点及び前記歯の前記基準点を通る線に沿って前記歯の表
面上に投射することと、
　前記歯の表面においてそれぞれの投射された点に対して更なる法線ベクトルを決定する
ことと、
　前記更なる法線ベクトルの平均に基づいて前記法線ベクトルを計算することと、を含む
、実施形態Ａの方法。
【０１７６】
　Ｈ）前記点の配列が前記基準面に対して平行な基準面内に位置する、実施形態Ｇの方法
。
【０１７７】
　Ｉ）前記基準点の周囲の歯の表面の一部に対する法線ベクトルを決定することが、
　前記歯の基準点における法線ベクトルを特定することと、
　前記法線ベクトルに対して垂直な平面内に所定の点の配列を定義することと、
　前記点を、前記法線ベクトルに沿って前記歯の表面上に投射することと、
　前記歯の表面におけるそれぞれの投射された点に対して更なる法線ベクトルを求めるこ
とと、
　前記更なる法線ベクトルの平均に基づいて前記法線ベクトルを計算することと、を含む
、実施形態Ａの方法。
【０１７８】
　Ｊ）前記歯の基準点における前記法線ベクトルに対して平行な平面が円筒面を形成し、
前記平面内の前記点の配列の境界が前記円筒の半径によって形成される、実施形態Ｉの方
法。
【０１７９】
　Ｋ）前記法線ベクトルを求めることが、
　前記歯の基準点において最初の法線ベクトルを特定することと、
　前記最初の法線ベクトルに対して垂直な基準面内に位置する所定の点の配列を定義する
ことと、
　前記点の配列を前記最初の法線ベクトルに沿って前記歯に投射することと、
　前記歯に投射されたそれぞれの点において更なる法線ベクトルを求めることと、
　前記更なる法線ベクトルの平均に基づいて前記法線ベクトルを計算することと、を含む
、実施形態Ａの方法。
【０１８０】
　Ｌ）前記法線ベクトルを求めることが、
　前記基準点の周囲の前記歯の一部を包囲する幾何学的形状を定義することと、
　前記包囲された前記歯の部分に対する平均の法線ベクトルに基づいて前記法線ベクトル
を計算することと、を含む、実施形態Ａの方法。
【０１８１】
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　Ｍ）前記包囲された前記歯の部分が複数のポリゴンによって表され、前記平均の法線ベ
クトルが前記各ポリゴンの法線ベクトルを平均化することによって計算される、実施形態
Ｌの方法。
【０１８２】
　Ｎ）前記包囲された前記歯の部分が複数のポリゴンによって表され、前記平均の法線ベ
クトルが前記ポリゴンの各頂点の法線ベクトルを平均化することによって計算される、実
施形態Ｌの方法。
【０１８３】
　Ｏ）第１の仮想の歯と第２の仮想の歯との間の衝突を解消する方法であって、
　第１の軸に沿って前記第１の歯に加えられる力をシミュレートすることと、
　前記第２の歯に対する第２の軸に沿った、又は第２の軸を中心とした前記第１の歯の運
動に関する入力を受信することと、
　前記衝突に基づいて作用する力の方向の歯の運動を制限する一方で前記入力による運動
の方向への歯の運動は許容することと、を含む、方法。
【０１８４】
　Ｐ）前記第２の軸に沿った、又は第２の軸を中心とした前記第１の歯の運動が、使用者
による運動に基づいて決定される、実施形態Ｏの方法。
【０１８５】
　Ｑ）前記入力による歯の運動が、前記第２の軸に沿った、又は第２の軸を中心とした前
記第１の歯の自動的な運動をともなう、前記第１の軸に沿った、又は第１の軸を中心とし
た前記第１の歯の所定の運動を含む、実施形態Ｏの方法。
【０１８６】
　Ｒ）前記第１の歯と前記第２の歯とが、歯の運動の間、互いに接触状態を維持する、実
施形態Ｏの方法。
【０１８７】
　Ｓ）前記第１の歯と前記第２の歯とが同じ歯列弓内にある、実施形態Ｏの方法。
【０１８８】
　Ｔ）前記第１の歯と前記第２の歯とが対向する歯列弓内にある、実施形態Ｏの方法。
【０１８９】
　Ｕ）前記第１の歯と前記第２の歯との相対運動が、対向する歯列弓の仮想的な咬合いよ
り導出される、実施形態Ｔの方法。
【０１９０】
　Ｖ）前記第１及び第２の軸の一方又は両方が顆頭軸である、実施形態Ｕの方法。
【０１９１】
　Ｗ）前記許容される歯の運動が、前記第１の軸の並進又は回転成分を前記第２の軸の並
進又は回転成分と組み合わせることによって、同時に２次元で変化する運動の経路を与え
る、実施形態Ｏの方法。
【０１９２】
　Ｘ）前記歯が、天然歯冠、天然歯根、人工歯冠、ベニア、インレー、アンレー、インプ
ラント、ブリッジ、部分義歯、又は歯に取り付けられる装置の少なくとも一部を更に含む
、実施形態Ｏの方法。
【０１９３】
　Ｙ）対向する仮想の歯列弓間の衝突を解消する方法であって、
　前記第１の軸に沿って、又は第１の軸を中心として前記第１の歯列弓に加えられる力を
シミュレートすることと、
　前記第２の軸に沿った、又は第２の軸を中心とした前記第２の歯列弓に対する前記第１
の歯列弓の運動に関する入力を受信することと、
　前記衝突に基づいて作用する力の方向の歯列弓の運動を制限する一方で前記入力による
運動の方向への歯列弓の運動は許容することと、を含む、方法。
【０１９４】
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　Ｚ）前記第２の軸に沿った、又は第２の軸を中心とした前記第１の歯列弓の運動が、使
用者による運動に基づいて決定される、実施形態Ｙの方法。
【０１９５】
　ＡＡ）前記入力による歯列弓の運動が、前記第２の軸に沿った、又は第２の軸を中心と
した前記第１の歯列弓の自動的な運動をともなう、前記第１の軸に沿った、又は第１の軸
を中心とした前記第１の歯列弓の所定の運動を含む、実施形態Ｙの方法。
【０１９６】
　ＢＢ）前記対向する歯列弓が、歯列弓の運動の間、互いに接触状態を維持する、実施形
態Ｙの方法。
【０１９７】
　ＣＣ）前記第１の歯列弓と前記第２の歯列弓との相対運動が、対向する歯列弓の仮想的
な咬合いより導出される、実施形態Ｙの方法。
【０１９８】
　ＤＤ）前記シミュレートされた力の作用が、所定の顆頭軸に沿って、又はこれを中心と
して生じる、実施形態Ｙの方法。
【０１９９】
　ＥＥ）前記対向する仮想の歯列弓間の衝突を検出することが、対向する歯の１以上のペ
アが衝突状態にあるか否かを検出することを含む、実施形態Ｙの方法。
【０２００】
　ＦＦ）前記対向する仮想の歯列弓間の衝突を検出することが、前記第１の歯列弓内の１
以上の歯が前記第２の歯列弓の任意の部分と衝突状態にあるか否かを検出することを含む
、実施形態Ｙの方法。
【０２０１】
　ＧＧ）前記許容される歯列弓の運動が、前記第１の軸の並進又は回転成分を前記第２の
軸の並進又は回転成分と組み合わせることによって、同時に２次元で変化する運動の経路
を与える、実施形態Ｙの方法。
【０２０２】
　Ａ１）歯の表面を認識するための方法であって、
　歯列表面上の所定の点を指定する入力を受信することと、
　前記指定された点を用いて補助表面を導出し、該補助表面と交差する前記歯列表面の少
なくとも一部が前記歯の表面の一部として定義されることと、
　前記歯列表面を、前記補助表面から外側に延びる複数の経路に沿って、前記歯列表面に
沿って分析することにより、前記歯の表面と周辺の歯列表面とを分離する境界を特定する
ことと、を含む、方法。
【０２０３】
　Ａ２）歯の表面を認識するための方法であって、
　歯列表面上の所定の点を指定する入力を受信することと、
　前記指定された点に基づいて仮想の閉鎖表面を導出し、該閉鎖表面の内部に位置する前
記歯列表面の部分が前記歯の表面の一部として定義されることと、
　前記歯列表面を、前記閉鎖表面から外側に延びる複数の経路に沿って、前記歯列表面に
沿って分析することにより、前記歯の表面と周辺の歯列表面とを分離する境界を特定する
ことと、を含む、方法。
【０２０４】
　Ａ３）歯の表面を認識するための方法であって、
　歯列の少なくとも一部の形状を表す仮想の歯列表面を与えることと、
　前記歯列表面上に所定の点を決定することと、
　前記点の周囲に仮想の補助表面を形成することにより、該補助表面と前記歯列表面とが
互いに交差して前記補助表面及び前記歯列表面上に仮想の交線を形成することと、
　前記交線によって包囲された前記歯列表面の部分を部分的歯の表面として指定すること
と、



(35) JP 5959539 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

　前記歯列表面上の歯の境界を認識することと、
　前記歯の境界と前記交線との間の前記歯列表面の前記部分を、第２の部分的歯の表面と
して指定することと、
　前記第１及び第２の部分的歯の表面から歯の表面を形成することと、を含む、方法。
【０２０５】
　Ａ４）前記歯列表面上の歯の境界を自動的に認識することが、前記補助表面から外側に
延びる複数の経路に沿って前記歯列表面を分析することを含む、実施形態Ａ３の方法。
【０２０６】
　Ａ５）前記補助状面が概ね球面である、実施形態Ａ１、Ａ２、又はＡ３の方法。
【０２０７】
　Ａ６）前記周辺の歯列表面が歯肉組織の表現を含む、実施形態Ａ１又はＡ２の方法。
【０２０８】
　Ａ７）前記周辺の歯列表面が、１以上の隣接する天然又は人工歯の表現を含む、実施形
態Ａ１又はＡ２の方法。
【０２０９】
　Ａ８）前記入力を受信することが、ユーザ入力を受信することを含む、実施形態Ａ１又
はＡ２の方法。
【０２１０】
　Ａ９）前記球面が前記指定された点の周囲にほぼ対称的に配置される、実施形態Ａ５の
方法。
【０２１１】
　Ａ１０）歯の種類を指定する入力を受信することを更に含み、前記補助表面が前記指定
された歯の種類にしたがって変化する所定の直径を有する、実施形態Ａ１、Ａ２、又はＡ
３の方法。
【０２１２】
　Ａ１１）更なる入力に基づいて前記球面の位置を調整することを更に含む、実施形態Ａ
１０の方法。
【０２１３】
　Ａ１２）更なる入力に基づいて前記球面のサイズを調整することを更に含む、実施形態
Ａ１０の方法。
【０２１４】
　Ａ１３）前記仮想の補助表面と歯列表面とを同時に表示することを更に含む、実施形態
Ａ１、Ａ２、又はＡ３の方法。
【０２１５】
　Ａ１４）前記歯列表面を分析することが、前記歯列表面の局所的凹面度を決定すること
を含む、実施形態Ａ１、Ａ２、又はＡ３の方法。
【０２１６】
　Ａ１５）前記局所的凹面度が、１以上の表面三角形の数値特性によって少なくとも部分
的に決定される、実施形態Ａ１４の方法。
【０２１７】
　Ａ１６）前記数値特性が、前記表面三角形と隣接する表面三角形との間に形成される角
度、アスペクト比、内角、及び面積から選択される、実施形態Ａ１５の方法。
【０２１８】
　Ａ１７）前記歯の表面と周辺の歯列表面との間の境界を特定することが、連続的な境界
三角形のチェーンを特定することを含み、各境界三角形の数値特性が所定の値の範囲に含
まれる、実施形態Ａ１５の方法。
【０２１９】
　Ａ１８）前記歯の表面と周辺の歯列表面との間の境界を特定することが、前記境界表面
三角形の少なくとも一部にスプラインをフィッティングすることを含む、実施形態Ａ１７
の方法。
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【０２２０】
　Ａ１９）各境界三角形が、所定の値の範囲に含まれる数値特性をやはり有する最大で２
個の隣接境界三角形を有する、実施形態Ａ１７の方法。
【０２２１】
　Ａ２０）前記数値特性が、前記境界三角形と隣接する表面三角形との間に形成される角
度である、実施形態Ａ１９の方法。
【０２２２】
　Ａ２１）前記歯の表面と前記周辺の歯列表面との間の境界を特定することが、
　所定の閾値を満たす数値特性を有する表面三角形のセットを提案することと、
　前記表面三角形のセットが許容可能な歯肉境界を与えないことを判定することと、
　許容可能な歯肉境界が与えられるまで前記所定の閾値を繰り返し減少させることと、を
含む、実施形態Ａ１５の方法。
【０２２３】
　Ａ２２）上記実施形態のいずれかの方法を用いて製造された歯科矯正装置。
【０２２４】
　Ａ２３）有形の記憶媒体上に存在する、歯の表面を認識するためのコンピュータプログ
ラムであって、コンピュータに、
　前記歯列表面上に所定の点を指定する入力を受信させ、
　前記指定された点に基づいて、その内部に位置する前記歯列表面の部分が前記歯の表面
の一部として定義される仮想の閉鎖表面を導出させ、
　前記歯列表面を、前記閉鎖表面から外側に延びる複数の経路に沿って、前記歯列表面に
沿って分析させることにより、前記歯の表面と周辺の歯列表面とを分離する境界を特定さ
せるように動作する実行可能な命令を含む、コンピュータプログラム。
【０２２５】
　Ａ２４）有形の記憶媒体上に存在する、歯の表面を認識するためのコンピュータプログ
ラムであって、コンピュータに、
　前記歯列表面上に所定の点を指定する入力を受信させ、
　前記指定された点に基づいて、その内部に位置する前記歯列表面の部分が前記歯の表面
の一部として定義される仮想の閉鎖表面を導出させ、
　前記歯列表面を、前記閉鎖表面から外側に延びる複数の経路に沿って、前記歯列表面に
沿って分析させることにより、前記歯の表面と周辺の歯列表面とを分離する境界を特定さ
せるように動作する実行可能な命令を含む、コンピュータプログラム。
【０２２６】
　Ａ２５）有形の記憶媒体上に存在する、歯の表面を認識するためのコンピュータプログ
ラムであって、コンピュータに、
　歯列の少なくとも一部の形状を表す仮想の歯列表面を与えさせ、
　前記歯列表面上に所定の点を決定させ、
　前記点の周囲に仮想の補助表面を形成させることにより、該補助表面と前記歯列表面と
が互いに交差して前記補助表面及び前記歯列表面上に仮想の交線を形成させ、
　前記交線によって包囲された前記歯列表面の部分を部分的歯の表面として指定させ、
　前記歯列表面上の歯の境界を認識させ、
　前記歯の境界と前記交線との間の前記歯列表面の前記部分を、第２の部分的歯の表面と
して指定させ、
　上記で触れた特許及び特許出願のすべてを本明細書に明確に援用するものである。上記
に述べた実施形態は本発明を例示するものであり、他の構造もまた可能である。したがっ
て、本発明は、上記に詳細に説明し、添付図面に示した実施形態に限定されるものと見な
されるべきではなく、以下の特許請求の範囲の正当な範囲及びその均等物によってのみ限
定されるものである。
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