
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 際に使用さ
れるコンピュータを用いた方法であって、
　該方法は、
　 最初の 最初のデジタルデータセットと デジ
タルデータセットとに基づいて、歯の位置のシーケンスまたは歯の動きベクトルのシーケ
ンスのいずれかとして、該最初の から該 に至る歯の移動を表す処置経路
をコンピュータによって計算すること
　 包含
　

方法。
【請求項２】
　前記最初のデジタルデータセットは、 歯の物理モデルを走査することによって得ら
れるデータを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　 歯の物理モデルを走査する は、

該物理モデル スライスを
走査システムを用いて該物理モデルを
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を し、
該処置経路を計算することは、該最初の位置から該最終の位置に各歯を移動するために

必要とされる変形の最小量をコンピュータによって決定することと、該最小量の移動のみ
を必要とする各処置経路を作成することとを含む、

前記

前記 こと
（ｉ） の表面から ミルすることと、（ｉｉ）該物理モデルの該ミ
ルされた表面の画像を記録することとを交互に行う



走査する を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　 歯の物理モデルを走査する は、 走査システムを用いて前記モデルを走査す
る前に、レーザ走査システムを用いて該物理モデルを走査する をさらに含む、請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
　 歯の物理モデルを走査する は、 走査システムを用いて走査する前に、前記
レーザ走査システムを用いて、咬合状態で 上の歯および下の歯の物理モデル走査する

をさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記最初のデジタルデータセットは、 歯の２つの物理モデルを走査することによっ
て得られたデータを含み、該２つの物理モデルの一方は、該歯のポジティブインプレッシ
ョンを示し、他方は該歯のネガティブインプレッションを 、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　 歯の物理モデルを走査する は、前記ポジティブインプレッションおよび前記ネ
ガティブインプレッションを走査し、互いに組み合わせる をさらに含む、請求項６に
記載の方法。
【請求項８】
　前記最初のデジタルデータセットは、 歯の３Ｄ画像データを含み、前記方法は、該
３Ｄ画像データに基づいて、該歯の表面の３Ｄジオメトリックモデルをコンピュータによ
って計算する をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記３Ｄ画像データを変換する が、該３Ｄ画像データにおける色コントラストに基
づいて、該画像データ内の歯に対応するボクセルをコンピュータによって計算する を
含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　１つ以上の特徴検出技術に基づいて、前記最初のデータセットを個別の歯の３Ｄモデル
に 分割する をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　既知の の情報のデータベースまたは統計的情報のデータベースに基づいて、前記最
初のデジタルデータセットを前記個別の歯の３Ｄモデルに 分割する

をさらに含む、請求項 に記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも１つの特徴検出技術は、典型的な歯のカスプ構造についての情報に基づく、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記最初のデジタルデータセットにおける不必要なデータをコンピュータによって計算
する と、該最初のデジタルデータセットから該不必要なデータを除去する とをさ
らに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　隠れた歯の表面を データを含むように前記最初のデータを 修
正する をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記隠れた歯の表面が、歯根を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記隠れた歯の表面を データが、 歯の隠れた表面を 画像データを含む、請
求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記画像データが、Ｘ線データ、ＣＴスキャンデータ、ＭＲＩデータのうち少なくとも
１つを含む、請求項１６に記載の方法。
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【請求項１８】
　前記隠れた歯の表面を データが、典型的な歯の該隠れた表面を データを含む、
請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　 歯の可視表面に基づいて、前記隠れた歯の表面を データをコンピュータによっ
て計算する をさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　 歯が、前記処置経路に従って移動するか否かを示す 情報を受け取る と、
歯が該処置経路に従って移動しない場合には、該情報を用いて該処置経路を

修正する とをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記処置経路を計算する が、各歯に対して２つ以上の候補処置経路をコンピュータ
によって計算する と、人間のユーザによる選択のために各候補処置経路のグラフィカ
ル表示を提供する とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記処置経路に従って移動する歯の間に発生する任意の衝突を 検
出する をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記衝突を検出する が、
　第１の歯と第２の歯との間の中立投影平面を 確立する と、
　該平面に垂直であり、該投影平面上の各１組の基点から正の方向および負の方向を有す
るｚ軸を 確立する と、
　該第１の歯までの第１の符号付けされた距離および該第２の歯までの第２の符号付けさ
れた距離を含む一対の符号付けされた距離を 計算する であって
、該符号付けされた距離は、該基点を通過し、該ｚ軸に平行な直線上で測定される、
と、
　該任意の符号付けされた距離の対が衝突を示す場合、衝突が発生することを

判定する と、
によって、該第１の歯と該第２の歯との間の距離を計算する を含む、請求項２２に記
載の方法。
【請求項２４】
　前記第１の距離に対する正の方向が、前記第２の距離に対する前記正の方向に対向し、
符号付けされた距離のいかなる対の合計が０以下かどうかが検出される、請求項２３に記
載の方法。
【請求項２５】
　前記処置経路に従って 歯を移動する際に発生するいかなる不適切な咬合を

検出する をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
　不正咬合指標に対する値を 計算し、該値を人間のユーザに表示す
る をさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記処置経路を計算する は、 歯の移動に関する制限を示すデータを受信し、該
データを適用して該処置経路を 計算する を含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項２８】
　前記処置経路を計算する は、前記歯が等しい大きさの並進運動を受ける少なくとも
１つの歯の間の中間位置を 生成する を含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項２９】
　選択されたデータセットに対応する前記位置において、該歯の３次元（３Ｄ）グラフィ
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カル表示を 与える をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３０】
　前記処置経路に沿った前記歯の移動の視覚表示を提供するように該歯の前記グラフィカ
ル表示を 動画化する をさらに含む、請求項 に記載の方法。
【請求項３１】
　グラフィカルインターフェイスに、ビデオカセットレコーダ上の制御ボタンを 構成
要素を 提供する をさらに含み、人間のユーザは、前記動画を制
御するように操作し得る、請求項 記載の方法。
【請求項３２】
　前記選択されたデータセット内のデータの１部のみを使用して、前記歯のグラフィカル
表示を 与える をさらに含む、請求項 に記載の方法。
【請求項３３】
　前記３Ｄグラフィカルデータを 圧縮する

と、該圧縮された３Ｄグラフィカルデータに基づいて前記歯のグラフィカル表示
を 与える とをさらに含む、請求項 に記載の方法。
【請求項３４】
　人間のユーザからの 命令を受信して、前記歯のグラフィカル表示を修正する と
、該命令に応答して修正されたグラフィカル表示をコンピュータによって計算する と
、該修正されたグラフィカル表示を 表示する とをさらに含む、
請求項 に記載の方法。
【請求項３５】
　前記ユーザからの命令に応答して前記選択されたデータセットに対する修正をコンピュ
ータによって計算する をさらに含む、請求項 に記載の方法。
【請求項３６】
　人間のユーザが、グラフィカル表示内で歯を選択することを可能にし、それに応答して
該歯についての情報を表示する、請求項 に記載の方法。
【請求項３７】
　前記情報は、前記処置経路に沿って移動する間、前記歯が受ける運動に関連する、請求
項 に記載の方法。
【請求項３８】
　前記情報は、前記グラフィカル表示内で選択された前記歯と別の歯との間の直線距離を
示す、請求項 に記載の方法。
【請求項３９】
　前記グラフィカル表示を与える は、複数の表示矯正特定視野角の選択された１つに
おいて、前記歯を与える を含む、請求項 に記載の方法。
【請求項４０】
　 歯のグラフィカル表示を見た後、人間のユーザがテキストベースコメントを提供し
得るユーザインターフェイスを 提供する をさらに含む、請求項

に記載の方法。
【請求項４１】
　前記グラフィカル表示を与える は、人間の観測者が該グラフィカル表示を見ること
を望むリモートコンピュータにデータをダウンロードする を含む、請求項 に記載
の方法。
【請求項４２】
　人間ユーザによって制御される３Ｄジャイロスコープ入力デバイスからの入力信号を受
信し、該入力信号を使用して、前記グラフィカル表示内の歯の方向を変更する をさら
に含む、請求項 に記載の方法。
【請求項４３】
　前記 の位置に 歯を移動するように構成された少なくとも１つの矯正器具を作製
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する際に使用する器具作製システムに、前記処置経路に沿って選択された点における 歯
の位置を表示するデータを送達する をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４４】
　前記データにおいて前記器具が適応しなければならない矯正付属装置のデジタルモデル
を含む をさらに含む、請求項 に記載の方法。
【請求項４５】
　前記デジタルモデルが、 歯の１つに配置されるブラケットを 、請求項 に記
載の方法。
【請求項４６】
　前記デジタルモデルが、 口の中に配置されたアンカーを示し、前記器具が該アンカ
ーを引っ張る、請求項 に記載の方法。
【請求項４７】
　前記作製されるべき器具の材料性質を示すデータを受信する と、該データを使用し
て前記処置経路を生成する とをさらに含む、請求項 に記載の方法。
【請求項４８】
　 際に使用さ
れるコンピュータプログラムを格納した有形記憶媒体であって、
　該プログラムは、
　 最初の 最初のデジタルデータセットと該 デジ
タルデータセットとに基づいて、歯の位置のシーケンスまたは歯の動きベクトルのシーケ
ンスのいずれかとして、該最初の から該 に至るまで歯の移動を表す処置
経路を計算する をコンピュータに実行させるように動作可能な実行可能な命令を含
、
　

有形記憶媒体。
【請求項４９】
　前記最初のデジタルデータセットが、 歯の物理モデルを走査することによって得ら
れたデータを含む、請求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項５０】
　前記最初のデジタルデータセットが相互に組み合わされた 歯のポジティブインプレ
ッションおよびネガティブインプレッションを走査することによって得られたデータを含
む、請求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項５１】
　前記最初のデジタルデータセットは、 歯の３Ｄ画像データを含み、該３Ｄ画像デー
タにおける色コントラストに基づいて、該画像データ内のボクセルを検出することによっ
て、前記コンピュータは、該３Ｄ画像データを歯の表面の３Ｄジオメトリモデルに変換す
る、請求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項５２】
　前記コンピュータは、１つ以上の特徴検出技術に基づいて、前記最初のデータセットを
個別の歯の３Ｄモデルに分割する、請求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項５３】
　前記コンピュータは、隠れた歯の表面を データを含むように前記最初のデジタルデ
ータセットを修正する、請求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項５４】
　前記コンピュータは、前記処置経路に従って移動する歯の間に発生する任意の衝突を検
出する、請求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項５５】
　前記コンピュータは、
　第１の歯と第２の歯との間の中立投影平面を確立する と、
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　該平面に垂直であり、該投影平面上の各１組の基点から正の方向および負の方向を有す
るｚ軸を確立する と、
　該第１の歯までの第１の符号付けされた距離および該第２の歯までの第２の符号付けさ
れた距離を含む一対の符号付けされた距離を計算する であって、該符号付けされた距
離は、該基点を通過し、該ｚ軸に平行である直線上で測定される と、
　該任意の符号付けされた距離の対が衝突を示す場合、衝突が発生することを判定する

と、
によって該第１の歯と該第２の歯との間の距離を計算することにより該衝突を検出する、
請求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項５６】
　前記コンピュータは、前記処置経路に従って 歯が移動する際に発生する任意の不適
切な咬合を検出する、請求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項５７】
　前記コンピュータが、選択されたデータセットに対応する前記位置において、前記歯の
３Ｄグラフィカル表示を与える、請求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項５８】
　前記コンピュータは、前記歯のグラフィカル表示を動画化して前記処置経路に沿って前
記歯の移動の視覚表示を提供する、請求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項５９】
　前記コンピュータは、前記３Ｄグラフィカルデータを圧縮

し、
該圧縮された３Ｄグラフィカルデータに基づいて前記歯のグラフィカル表示を与える、請
求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項６０】
　前記コンピュータは、人間のユーザから命令を受信し、前記歯のグラフィカル表示を修
正し、該命令に応答して、該グラフィカル表示および前記選択されたデータセットを修正
する、請求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項６１】
　前記コンピュータは、 歯を前記 の位置に移動するように構成された少なくとも
１つの矯正器具の作製に使用するための、前記処置経路に沿った選択された点において、

歯の位置を データを器具作製システムに送達する、請求項 に記載の有形記憶
媒体。
【請求項６２】
　前記コンピュータは、前記データ内に前記器具が適応しなければならない矯正付属装置
のデジタルモデルを含む、請求項 に記載の有形記憶媒体。
【請求項６３】
　 際に使用さ
れるシステムであって、
　該システムは、
　該 最初のデジタルデータセットと デジタル
データセットとに基づいて、歯の位置のシーケンスまたは歯の動きベクトルのシーケンス
のいずれかとして、該最初の から該 に至る歯の移動を表す処置経路を計
算する経路生成構成要素を 、
　

システム。
【請求項６４】
　前記最初のデジタルデータセットが、 歯の物理モデルを走査することによって得ら
れたデータを含む、請求項 に記載のシステム。
【請求項６５】
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前記 最終

前記 表す ４８

６１

最初の歯列から最終的な歯列に歯を再配置するための１組の器具を製造する

最初の歯列を表す 最終的な歯列を表す最終の

歯列 最終的な歯列
含み

該経路生成構成要素は、該最初の位置から該最終の位置に各歯を移動するために必要と
される変形の最小量をコンピュータによって決定する手段と、該最小量の移動のみを必要
とする各処置経路を作成する手段とを含む、

前記
６３



　前記最初のデジタルデータセットは、相互に組み合わされた 歯のポシティブインプ
レッションおよびネガティブインプレッションを走査することによって得られたデータを
含む、請求項 に記載のシステム。
【請求項６６】
　前記最初のデジタルデータセットは、 歯の３Ｄ画像データを含み、前記システムは
、該３Ｄ画像データにおける色コントラストに基づいて該画像データにおけるボクセルを
検出することにより、該３Ｄ画像データを前記歯の表面の３Ｄジオメトリックモデルに変
換する構成要素を含む、請求項 に記載のシステム。
【請求項６７】
　１つ以上の特徴検出技術に基づいて、前記最初のデータセットを個別の歯の３Ｄモデル
に分割する構成要素をさらに含む、請求項 に記載のシステム。
【請求項６８】
　隠れた歯の表面を データを含むように前記最初のデジタルデータセットを修正する
、入力構成要素をさらに含む、請求項 に記載のシステム。
【請求項６９】
　前記処置経路に従って移動する歯の間に発生する任意の衝突を検出する、衝突検出構成
要素をさらに含む、請求項 に記載のシステム。
【請求項７０】
　前記衝突検出構成要素は、
第１の歯と第２の歯との間の中立投影平面を確立する と、
　該平面に垂直であり、該投影平面上の各１組の基点から正の方向および負の方向を有す
るｚ軸を確立する と、
　該第１の歯までの第１の符号付けされた距離および該第２の歯までの第２の符号付けさ
れた距離を含む一対の符号付けされた距離を計算する であって、該符号付けされた距
離は、該基点を通過し、該ｚ軸に平行である直線上で測定される、 と、
　該任意の符号付けされた距離の対が衝突を示す場合、衝突が発生することを判定する

と、
によって該第１の歯と該第２の歯との間の距離を計算することによって該衝突を検出する
、請求項 に記載のシステム。
【請求項７１】
　前記処置経路に従って 歯が移動する際に発生する任意の不適切な咬合を検出する咬
合監視構成要素をさらに含む、請求項 に記載のシステム。
【請求項７２】
　選択されたデータセットに対応する前記位置において、前記歯の３Ｄグラフィカル表示
を与えるディスプレイ要素をさらに含む、請求項 に記載のシステム。
【請求項７３】
　前記ディスプレイ要素は、前記歯のグラフィカル表示を動画化し、前記処置経路に沿っ
て前記歯の移動の視覚表示を提供する、請求項 に記載のシステム。
【請求項７４】
　前記ディスプレイ要素は、前記３Ｄグラフィカルデータを圧縮

し、該圧縮された３Ｄグラフィカルデータに基づいて前記歯のグラフィカル表示を与える
、請求項 に記載のシステム。
【請求項７５】
　前記ディスプレイ要素は、人間ユーザからの命令を受信して前記歯のグラフィカル表示
を修正し、該命令に応答して該グラフィカル表示を修正し、該命令を使用して前記選択さ
れたデータセットを修正する、請求項 に記載のシステム。
【請求項７６】
　 歯を前記 の位置に移動するように構成された少なくとも１つの矯正器具を作製
する際に使用するための、該処置経路に沿って選択された点において 歯の位置を デ
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ータを器具作製システムに送達する出力構成要素をさらに含む、請求項 に記載のシス
テム。
【請求項７７】
　前記出力構成要素は、前記データ内で前記器具が適応しなければならない矯正付属装置
のデジタルモデルを含む、請求項 に記載のシステム。
【請求項７８】
　 の３Ｄモデルを生成する際に使用されるコンピュータを用いた方法であって、
　該方法は、
　歯のグループを データセットから各個別の歯に対応する点の集合をコンピュータに
よって計算する
　を含む、方法。
【請求項７９】
　前記対応する歯の可視表面を ３Ｄジオメトリモデルとして各点の集合を

記録する をさらに含む、請求項 に記載の方法。
【請求項８０】
　前記対応する歯の隠れた表面を含むように各３Ｄモデルの修正をコンピュータによって
計算する をさらに含む、請求項 に記載の方法。
【請求項８１】
　前記最初のデータセットは、３Ｄ画像データを含み、前記方法は、該３Ｄ画像データに
おける色コントラストに基づいて該画像データのボクセルを検出することによって、該３
Ｄ画像データに基づいて３Ｄジオメトリックモデルをコンピュータによって計算する
を含む、請求項 に記載の方法。
【請求項８２】
　 が第１の組の位置から第２の組の位置まで移動し得るかどうかを判定する際に使用さ
れるコンピュータを用いた方法であって、
　該方法は、
　該第１の組の位置を データと該第２の組の位置を データとに基づいて、該第１
の組の位置から該第２の組の位置まで移動する間に該歯のいずれかが衝突するかどうかを

判定する を含む、方法。
【請求項８３】
　前記歯のいずれかが衝突するかどうかを判定する は、
　第１の歯と第２の歯との間の中立投影平面を 確立する と、
　該平面に垂直であり、該投影平面上の各１組の基点から正の方向および負の方向を有す
るｚ軸を確立する と、
　該第１の歯までの第１の符号付けされた距離および該第２の歯までの第２の符号付けさ
れた距離を含む一対の符号付けされた距離を 計算する であって
、該符号付けされた距離は、該基点を通過し、該ｚ軸に平行である直線上で測定される、

と、
　該任意の符号付けされた距離の対が衝突を示す場合、衝突が発生することを

判定する と、
によって該第１の歯と該第２の歯との間の距離を計算する を含む、請求項 に記載
の方法。
【請求項８４】
　前記第１の距離に対する正の方向が、前記第２の距離に対する正の方向に対向し、符号
付けされた距離のいかなる対の合計が０以下である場合、衝突が検出される、請求項
に記載の方法。
【請求項８５】
　 際に使用さ
れるコンピュータを用いた方法であって、
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最初の歯列から最終的な歯列に歯を再配置するための１組の器具を製造する
該方法は該歯の最終の位置を決定するものであ

り、



　該方法は、
　該歯の位置を データに基づいて、該歯の３次元（３Ｄ）グラフィカル表示を

与える と、
　ユーザからの 命令を受け取る と、
　該命令に従って、該歯の位置を デジタルデータを 修正する

　を含む、方法。
【請求項８６】
　 際に使用さ
れるコンピュータを用いた方法であって、

　該方法は、
　
　

　 シミュレーションにおいて歯の間に発生する衝突をコンピュータによって計算する

　を含む、方法。
【請求項８７】
　典型的な人間の顎の観測された動きに基づいて、１組の動画命令を 歯の位置を
データに 適用する をさらに含む、請求項 に記載の方法。
【請求項８８】
　 顎の観測された動きに基づいて、１組の動画命令を 歯の位置を
データに 適用する をさらに含む、請求項 に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本出願は、１９９８年６月１９日に出願され、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　
ｆｏｒ　Ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌｌｙ　Ｍｏｖｉｎｇ　Ｔｅｅｔｈ」と題されたＰＣＴ出
願ＰＣＴ／ＵＳ９８／１２６８１（代理人事件整理番号１８５６３－０００１２０）の一
部継続出願であり、これは、１９９７年１０月８日に出願された米国特許出願０８／９４
７，０８０号からの優先権を主張し、これは、１９９７年６月２０日に出願された米国仮
特許出願６０／０５０，３４２号からの優先権を主張する。これらの開示の全体は、本出
願において参考として援用される。
【０００２】
本出願は、「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｒｅｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎ
ｇ　Ｔｅｅｔｈ」と題された米国出願０９／１６９，０３４号（代理人事件整理番号０９
９４３／００３００１）、および「Ｄｅｆｉｎｉｎｇ　Ｔｏｏｔｈ－Ｍｏｖｉｎｇ　Ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌｌｙ」と題された同第０９／１４９，
０３４号に関連し、これら両方は、本明細書と同日に出願され、これらの開示全体が参考
として本明細書中で援用される。
【０００３】
（背景）
１．発明の分野
本発明は、一般的に、歯科矯正学の分野に関し、より詳細には、歯科矯正処置計画および
器具のコンピューター自動化開発に関する。
【０００４】
審美的または他の理由のための歯の整復は、通常「ブレス」とよばれる物を付けることに
よって慣習的に達成される。ブレスには、ブラケット、弧線、リガチャー、およびＯリン
グのような種々の器具が挙げられる。患者の歯に器具を取りつけることは、退屈で、時間
のかかる計画であり、何回も処置する矯正歯科医にかかることを必要とする。結果として
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の移動を表す処置経路を分析するものであり、

動画命令を表す入力データを受け取ることと、
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前記歯が属する 前記 表す
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、従来の歯科矯正処置は、矯正歯科医の患者の受容量を限定し、歯科矯正処置を非常に高
価にする。
【０００５】
ブレスを患者の歯に固定する前に、患者の歯および顎の構造のＸ線および写真を撮り得る
ように、矯正歯科医、歯科医、および／またはＸ線ラボで、少なくとも１回の予約が典型
的に予定される。この予備的に会う間または多分後で会うときにおいてまた、患者の歯の
アルギネート型が典型的に作られる。この型は、処置戦略を処方するために、矯正歯科医
がＸ線および写真とともに使用する患者の歯のモデルを提供する。次いで、矯正歯科医は
、典型的に１回以上の予約を予定し、この間に、ブレスが患者の歯に取り付けられる。
【０００６】
ブレスが最初に取り付けられる面会のときに、歯の表面は、最初に弱酸で処置される。こ
の酸は、結合されるべきブラケットおよび帯に対して歯の表面の接着特性を最適化する。
ブラケットおよび帯は、後に追加される他の器具に対するアンカーとして役立つ。酸工程
の後に、ブラケットおよび帯は、適切な結合材料を使用して患者の歯にセメントで接合さ
れる。セメントが固定するまで、力誘導器具が加えられない。このために、確実にブラケ
ットおよび帯が歯に十分に結合されるように後の予約を予定することが矯正歯科医に通常
である。
【０００７】
従来のセットのブレスにおける最初の力誘導器具は、弧線である。弧線は、弾力性であり
、そしてブラケットのスロットによってブラケットに取り付けられる。弧線は、ブラケッ
トをともに連結し、そして経時的にこれらに力を及ぼして、歯を動かす。ねじれワイヤ（
ｔｗｉｓｔｅｄ　ｗｉｒｅ）またはエラストマー性Ｏリングは、通常、弧線のブラケット
への取り付けを強化するために使用される。弧線のブラケットへの取り付けは、矯正歯科
の分野において、「結紮」として公知であり、この手順で使用されるワイヤは、「リガチ
ャー」とよばれる。エラストマー性Ｏリングは、「プラスチック」とよばれる。
【０００８】
弧線が適所に置かれた後、矯正歯科医との周期的な面会が必要とされ、この間に、患者の
ブレスが種々の力誘導特性を有する種々の弧線を設置することによって、あるいは既存の
リガチャーを置換するかまたは締めることによって調節される。典型的には、これらの面
会は、３～６週間ごとで予定される。
【０００９】
上記のように、従来のブレスの使用は、退屈で、時間のかかるプロセスであり、そして矯
正歯科医の診察室に多く来診する必要がある。さらに、患者の外観から、ブレスの使用は
、見苦しく、不快で、感染の危険を提供し、ブラッシング、フロッシング、および他の歯
科衛生手順を困難にする。
【００１０】
このため、歯を整復するための代替の方法およびシステムを提供することが望ましい。こ
のような方法およびシステムは、経済的であるべきであり、特に、計画し、そして各個人
の患者を監督する際に矯正歯科医によって必要とされる時間の量を減少すべきである。こ
の方法およびシステムはまた、患者により受容可能であるべきであり、特により見えず、
より不快でなく、より感染しにくく、そして毎日の歯科衛生とより適合性であるべきであ
る。これらの目的の少なくともいくらかが、本明細書中以下に記載される本発明の方法お
よびシステムによって満たされる。
【００１１】
２．背景技術の説明
歯科矯正処置を仕上げるための歯のポジショナーは、Ｋｅｓｌｉｎｇによって、Ａｍ．Ｊ
．Ｏｒｔｈｏｄ．Ｏｒａｌ．Ｓｕｒｇ．３１：２９７－３０４（１９４５）および３２：
２８５－２９３（１９４６）に記載される。患者の歯の総合的な歯科矯正再調整のための
シリコーンポジショナーの使用は、Ｗａｒｕｎｅｋら（１９８９）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｏｒｔ
ｈｏｄ．２３：６９４－７００に記載される。歯のポジショナーを仕上げ、そして維持す
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るための清潔なプラスティック保持具は、Ｒａｉｎｔｒｅｅ　Ｅｓｓｉｘ，Ｉｎｃ．，Ｎ
ｅｗ　Ｏｒｌｅａｎｓ，Ｌｏｕｓｉａｎａ　７０１２５、およびＴｒｕ－Ｔｒａｉｎ　Ｐ
ｌａｓｔｉｃｓ，Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ５５９０２から市販されてい
る。歯科矯正ポジショナーの製造は、米国特許５，１８６，６２３号；同第５，０５９，
１１８号；同第５，０５５，０３９号；同第５，０３５，６１３号；同第４，８５６，９
９１号：同第４，７９８，５３４号；および同第４，７５５，１３９号に記載される。
【００１２】
歯科用ポジショナーの製造および使用を記載する他の刊行物には、Ｋｌｅｅｍａｎｎおよ
びＪａｎｓｓｅｎ（１９９６）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｏｒｔｈｏｄｏｎ．３０：６７３－６８０
；Ｃｕｒｅｔｏｎ（１９９６）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｏｒｔｈｏｄｏｎ．３０：３９０－３９５
；Ｃｈｉａｐｐｏｎｅ（１９８０）Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｏｒｔｈｏｄｏｎ．１４：１２１－１
３３；Ｓｈｉｌｌｉｄａｙ（１９７１）Ａｍ．Ｊ．Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉｃｓ　５９：５
９６－５９９；Ｗｅｌｌ（１９７０）Ａｍ．Ｊ．Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉｃｓ　５８：３５
１－３６６；およびＣｏｔｔｉｎｇｈａｍ（１９６９）Ａｍ．Ｊ．Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉ
ｃｓ　５５：２３－３１が挙げられる。
【００１３】
Ｋｕｒｏｄａら（１９９６）Ａｍ．Ｊ．Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉｃｓ　１１０：３６５－３
６９は、模型のデジタル画像を作り出すために焼石膏歯科用模型をレーザ走査するための
方法を記載する。米国特許第５，６０５，４５９号も参照のこと。
【００１４】
米国特許第５，５３３，８９５号；同第５，４７４，４４８号；同第５，４５４，７１７
号；同第５，４４７，４３２号；同第５，４３２，５６２号；同第５，３９５，２３８号
；同第５，３６８，４７８号；および同第５，１３９，４１９号（Ｏｒｍｃｏ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎに譲渡されている）は、歯科矯正器具を設計するための歯のデジタル画像
を操作するための方法を記載する。
【００１５】
米国特許第５，０１１，４０５号は、歯のデジタル画像化および歯科矯正処置のために位
置決めする最適のブラケットを決定するための方法を記載する。３次元模型を作り出すた
めの型枠の歯をレーザ走査することは、米国特許５，３３８，１９８号に記載される。米
国特許５，４５２，２１９号は、歯の模型をレーザ走査し、そして歯型を工作する方法を
記載する。歯の輪郭のデジタルコンピュータ操作は、米国特許５，６０７，３０５号およ
び同第５，５８７，９１２号に記載される。顎のコンピュータ化されたデジタル画像化は
、米国特許第５，３４２，２０２号、および同第５，３４０，３０９号に記載される。関
心のある他の特許には、米国特許第５，５４９，４７６号；同第５，３８２，１６４号；
同第５，２７３，４２９号；同第４，９３６，８６２号；同第３，８６０，８０３号；同
第３，６６０，９００号；同第５，６４５，４２１号；同第５，０５５，０３９号；同第
４，７９８，５３４号；同第４，８５６，９９１号；同第５，０３５，６１３号；同第５
，０５９，１１８号；同第５，１８６，６２３号；および同第４，７５５，１３９号が挙
げられる。
【００１６】
（要約）
１つの局面において、本発明は、歯科矯正患者の歯を整復するための計画のコンピュータ
自動化作成に関する。コンピュータは、患者の歯の最初の位置を表現する最初のデジタル
データセットおよびその歯の最初の位置を表現する最初のデジタルデータセットを受け取
る。コンピュータは、これらのデータセットを使用して、歯が最初の位置から最初の位置
に移動する処置経路を生成する。
【００１７】
ある実施においては、最初のデジタルデータセットは、レーザスキャナまたは破壊性（ｄ
ｅｓｔｒｕｃｔｉｖｅ）スキャナを用いて患者の歯の陽型の型穴または陰型の型穴を走査
することによるような、患者の歯の物理的模型を走査することによって得られるデータを
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含む。陽型の型穴および陰型の型穴は、より正確なデータを提供するために、互いにかみ
合わされながら走査され得る。最初のデジタルデータセットはまた、患者の歯の体積画像
データを含み得、これは、例えば、従来のマーチングキューブ（ｍａｒｃｈｉｎｇ　ｃｕ
ｂｅ）技術を使用して、コンピュータによって歯の表面の３Ｄ幾何的模型に変換され得る
。コンピュータはまた、例えば、将来の検出を実施することによって、または画像データ
の操作を調和することによって、最初のデジタルデータセットを自動的に個々の歯の模型
に区分するために使用され得る。ある実施態様において、個々の歯の模型は、例えば、Ｘ
線、ＣＴスキャン、またはＭＲＩ技術によって画像化された歯根のような、隠れた歯の表
面を表現するデータを含む。歯根および隠れた表面はまた、患者の歯の可視の表面から推
定され得る。
【００１８】
他の実施態様において、コンピュータは、患者の歯が処置経路に沿って動く場合に生じる
衝突を検出するための１セットの規則を適用する。衝突検出のための１つの技術は、処置
経路に沿った所定の工程における２つの歯の間の衝突緩衝の生成である。コンピュータは
また、患者の歯が処置経路に沿って動く場合に生じる不適切なかみ合わせを検出するため
に使用される。他の実施態様では、コンピュータが選択された任意の処置工程において歯
の３次元（３Ｄ）グラフィカル表現を与えることができる。コンピュータはまた、処置経
路に沿った歯の動きの視覚的表示を提供するために、歯のグラフィカルな表現を動かすた
めに使用され得る。グラフィカルユーザインターフェースにおけるＶＣＲメタファによっ
て、使用者は、動画を制御し得る。詳細レベル（ｌｅｖｅｌ－ｏｆ－ｄｅｔａｉｌ）の圧
縮は、歯の３Ｄ画像が与えられる速度を改良するために使用され得る。さらに、ある実施
態様は、使用者が３Ｄグラフィカル表現において歯を整復することによって、基礎にある
デジタルデータセットを修飾することができる。
【００１９】
別の局面において、本発明は、一群の歯の３Ｄ表現を含む最初のデータセットから個々の
歯の３次元模型を生成する工程を包含する。コンピュータは、各個人の歯に対応する最初
のデータセットにおける点を同定し、次いで、最初のデータセットを、それぞれが歯のう
ちの１つに同定される点を含む複数のデータセットに区分することによって、このタスク
を実行する。ある実施態様において、コンピュータは、対応する歯の可視表面を表現する
３Ｄ幾何的模型としてそれぞれのデータセットを格納する。コンピュータは、対応する歯
の隠れた表面を含むためにそれぞれの３Ｄ模型を改変するために使用され得る。他の実施
態様において、最初のデータセットは、デジタル体積画像データを含み、コンピュータは
、デジタル画像値における鋭い遷移が生じる画像データの体積要素を検出することによっ
て、この体積画像データを３Ｄ幾何的模型に変換する。
【００２０】
別の局面において、本発明は、患者の歯が第１のセットの位置から第２のセットの位置に
動かされ得るかどうかを決定することに関する。コンピュータは、第２の位置における歯
を表現するデジタルデータセットを受容し、任意の歯が第２の位置に移動する間、衝突す
るかどうかを決定することによって、このタスクを実行する。ある実施態様において、コ
ンピュータは、第１の歯と第２の歯の間の中立投影面（ｎｅｕｔｒａｌ　ｐｒｏｊｅｃｔ
ｉｏｎ　ｐｌａｎｅ）を確立する工程、この平面に対して垂直で、投射面上の一セットの
基準点のそれぞれから正方向および負方向を有するｚ軸を確立する工程、第１の歯に対す
る第１のマーキングされた距離および第２の歯に対する第２のマーキングされた距離を含
む一対のマーキングされた距離を計算する工程であって、このマーキングされた距離が基
準点を通り、ｚ軸に対して平行な直線上で測定される工程、および任意の対のマーキング
された距離が衝突を示す場合、衝突が生じることを決定する工程によって、歯のうちの２
本（第１の歯および第２の歯）の間の距離を計算する。
【００２１】
別の局面において、本発明は、歯科矯正患者の歯についての最後の位置を決定ことに関連
する。コンピュータは、歯を推奨される最後の位置に表現するデジタルデータセットを受
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け、推奨される最後の位置における歯の３次元（３Ｄ）グラフィカル表現を与え、グラフ
ィカル表現における歯の使用者の操作に応答して歯のうちの１本を整復するために指示を
受け、そして指示に応答して、使用者の選択した最後の位置に歯を表現するためにデジタ
ルデータセットを改変する。
【００２２】
別の局面において、本発明は、歯科矯正患者の歯について推奨される処置計画を分析する
ことに関する。コンピュータは、処置後に患者の上の歯を表現するデジタルデータセット
を受け、処置後に患者の下の歯を表現するデジタルデータセットを受け、患者のかみ合わ
せをシミュレートするためにデータセットにおけるデータを方向付け（ｏｒｉｅｎｔ）、
ヒトの顎の運動をシミュレートする様式でデータセットを操作し、そして運動のシミュレ
ーションの間、患者の上の歯と下の歯の間の衝突を検出する。運動のシミュレーションは
、典型的なヒトの顎または患者の顎の観測される運動に基づき得る。
【００２３】
（詳細な説明）
複数の別個の器具を使用して歯を増分的に動かすためのシステムおよび方法が提供され、
ここで、各器具は、１つ以上の患者の歯を比較的少しの量だけ連続的に動かす。歯の動き
は、歯科矯正処置と通常関連するものであり、これは、垂直中心線に関する全ての３つの
直交方向における並進、２つの直交方向における歯の中心線の回転（「歯根角形成（ｒｏ
ｏｔ　ａｎｇｕｌａｔｉｏｎ）」および「トルク」）、ならびに中心軸周りの回転を含む
。
【００２４】
ここで図１Ａを参照すると、代表的な顎１００は、１６本の歯を含み、これらのうちの少
なくともいくつかは、最初の歯の配置から最後の歯の配置に動かされるべきである。歯が
どのように動かされ得るかを理解するために、任意の中心線（ＣＬ）が歯１０２の一本を
通して描かれている。この中心線（ＣＬ）に関連して、歯は、軸１０４、１０６、および
１０８によって表現される直交方向に動かされ得る（ここで、１０４は中心線である）。
中心線は、それぞれ、矢印１１０および１１２によって示されるように、軸１０８（歯根
角形成）および１０４（トルク）の周りを回転され得る。さらに、歯は、矢印１１４によ
って表現されるように、中心線の周りで回転され得る。従って、歯の全ての可能な自由形
式の運動が、実行され得る。
【００２５】
図１Ｂをここで参照すると、任意の歯の動きの大きさが、歯１０２の任意の点Ｐの最大直
線並進によって規定される。それぞれの点Ｐ iは、歯が図１Ａに規定される直交または回
転方向の任意で動かされるように、累積的並進を行う。すなわち、点は通常、非直線経路
にたどるが、処置の間、任意の２つの時間で決定される場合、歯の任意の点間で直線距離
がある。従って、任意の点Ｐ 1は、実際、矢印ｄ 1によって示されるように本当に側面対側
面の並進を行い得、一方、第２の任意の点Ｐ 2は、弓状の経路に沿って動き、最初の並進
ｄ 2を生じ得る。多くの場合において、任意の特定の歯における点Ｐ iの最大許容動きは、
任意の処置工程におけるその歯の最大動きを行う歯のその点Ｐ iの最大直線並進として規
定される。
【００２６】
患者の顎の歯を増分的に整復するための１つのツールは、１つ以上の調節器具のセットで
ある。適切な器具には、任意の公知のポジショナー、保持具、または従来の歯科矯正処置
と関連して歯の位置を仕上げ、維持するために使用される他の除去可能な器具が挙げられ
る。以下に記載するように、複数のこのような器具は、徐々に歯を整復することを達成す
るために連続的に患者につけられ得る。特定の有利な器具は、図１Ｃに示される器具１０
０であり、これは、典型的に、１つの歯の配置から別の歯の配置に歯を受容し、弾力的に
整復するために形付けられる穴を有するポリマー殻を含む。ポリマー殻は、典型的に、上
顎または下顎に存在する全ての歯に一致する。しばしば、歯のいくつかのみが整復され、
一方、他の歯は、整復されるべき歯（単数または複数）に対して弾力的整復力を適用する
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場合、整復器具を適所に保持するための基盤またはアンカーを提供する。しかし、複雑な
場合には、多くのまたはほとんどの歯は、処置の間いくつかの点で整復される。このよう
な場合、移動される歯はまた、整復器具を保持するための基板またはアンカーとして役立
ち得る。ガムおよびパレットもまた、ある場合にリンカー領域として役立ち、従って、全
てまたはほとんど全ての歯が同時に整復され得る。
【００２７】
図１Ｃのポリマー器具１００は、好ましくは、Ｔｒｕ－Ｔａｉｎ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ，Ｍ
ｉｎｎｅｓｏｔａ　５５９０２によって市販される、Ｔｒｕ－Ｔｒａｉｎ　０．０３イン
チ熱形成歯科材料のような、適切なエラストマー性ポリマーの薄いシートから形成される
。多くの場合、器具を歯に適所に保持するワイヤまたは他の手段は提供されない。しかし
、ある場合には、歯の個々の取り付け具に、器具１００の対応する容器または開口部を提
供することが必要であり、結果として、この器具は、このような取り付けなしで適用する
ことができないまたは困難である力を適用し得る。
【００２８】
（患者の歯のデジタル模型の構築）
（歯の周りのデータの収集）
ここで、図２を参照して、患者の歯を整復するための、患者による引き続く使用のための
増分的（ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ）位置調整器具を製造するための方法が記載される。第
１の工程として、最初の歯の配列を表現するデジタルデータセットが得られ、本明細書中
で以下、最初のデジタルデータセット（またはＩＤＤＳ）とよばれる。ＩＤＤＳは、種々
の方法によって得られ得る。例えば、患者の歯は、Ｘ線、３次元Ｘ線、コンピューター補
助断層撮影画像またはデータセット、および磁気共鳴画像のような、公知の技術を使用し
て操作されるかまたは画像化され得る。有用なデータセットを作り出すためにこのような
従来の画像をデジタル化するための方法は、周知であり、特許および医学文献に記載され
る。しかし、通常、患者の歯の焼石膏鋳造物は、Ｇｒａｂｅｒ、Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉｃ
ｓ：Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ、第２版、Ｓａｕｎｄｅｒｓ、Ｐｈ
ｉｌａｄｅｌｐｈｉａ、１９６９、４０１～４１５頁に記載されるような、周知の技術に
よって得られる。
【００２９】
歯の鋳造物が得られた後、この鋳造物は、ＩＤＤＳを作り出すために、非接触型レーザま
たは破壊性スキャナまたは接触型スキャナのようなスキャナによってデジタルで走査され
る。スキャナによって作り出されるデータセットは、任意の種々のデジタルフォーマット
で提示され得、以下にさらに詳細に記載されるように、データによって表現される画像を
操作するために使用されるソフトウエアとの適合性を確実にする。レーザ操作技術を使用
する、歯の焼石膏鋳造物の製造およびデジタル模型を生成するための一般的技術は、例え
ば、米国特許第５，６０５，４５９号に記載され、この開示全体は、本出願において参考
として援用される。
【００３０】
（個々の歯の３Ｄモデルを作製する）
一旦、歯表面の３Ｄモデルが構築されると、患者の個々の歯のモデルが誘導され得る。１
つのアプローチにおいて、個々の歯および他の構成要素が、「カットされ」、個々の整復
またはこのデジタルデータからまたはこのデジタルデータにおけるの歯の除去を可能にす
る。これらの構成要素が「外された」後、処置の専門家によって提供される処方箋または
他の記載された説明書に従って、歯が整復される。あるいは、歯が、視覚的外観に基づい
て、またはコンピュータにプログラムされた規則およびアルゴリズムに基づいて、整復さ
れ得る。一旦、受容可能な最後の配列が作製されると、この最後の歯配列が、最後のデジ
タルデータセット（ＦＤＤＳ）へ組み込まれる。
【００３１】
ＩＤＤＳおよびＦＤＤＳの両方に基づいて、複数の中間デジタルデータセット（ＩＮＴＤ
ＤＳ）が、連続的中間歯配列に対応するように作られる。次いで、増加型位置調節器具（
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ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ　ａｐｐｌｉａｎｃ
ｅ）のシステムが、以下により詳細に記載されるように、ＩＮＴＤＤＳに基づいて作製さ
れ得る。歯モデルからの個々の歯のセグメント化、歯の中間配置および歯の最後の配置の
決定が、以下により詳細に記載される。
【００３２】
（３Ｄモデルを単純化する）
図３は、コンピュータ上にＦＤＤＳを作製するための、ＩＤＤＳのユーザー補助操作のた
めの代表的技法を示す。通常、デジタルスキャナーからのデータは、高解像度形態で得ら
れる。画像を作製するために必要なコンピュータ時間を減少させるために、低解像度でＩ
ＤＤＳを示すデジタルデータのパラレルセットが、作られ得る。ユーザーは、これらのよ
り低い解像度画像を操作し得、同時に、コンピュータは、必要ならば、高解像度データセ
ットを更新する。ユーザーはまた、そのモデルに提供される特別な詳細が有用である場合
、高解像度モデルを観察し、そして操作し得る。ＩＤＤＳはまた、その形態でまだ存在し
ない場合、クアドエッジデータ構造（ｑｕａｄ　ｅｄｇｅ　ｄａｔａ　ｓｔｒｕｃｔｕｒ
ｅ）へ変換され得る。クアドエッジデータ構造は、Ｐｒｉｍｉｔｉｖｅｓ　ｆｏｒ　ｔｈ
ｅ　Ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｓｕｂｄｉｖｉｓｉｏｎｓ　ａ
ｎｄ　ｔｈｅ　Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｖｏｒｏｎｏｉ　Ｄｉａｇｒａｍｓ，Ａ
ＣＭ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ、第４巻、第２号、１９８５
年４月、第７４頁～第１２３頁に定義される、標準トポロジーデータ構造（ｓｔａｎｄａ
ｒｄ　ｔｏｐｏｌｏｇｉｃａｌ　ｄａｔａ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）である。他のトポロジ
カルデータ構造、例えばウイングエッジ（ｗｉｎｇｅｄ－ｅｄｇｅ）データ構造もまた使
用され得る。
【００３３】
最初の工程として、患者の顎（歯、歯肉、および他の口組織を含む）の３次元画像を観察
する間、ユーザーは、通常、画像操作および器具の最後の製造に不必要である構造を消去
する。モデルのこれらの所望でないセクションは、固体モデリング減算（ｓｏｌｉｄ　ｍ
ｏｄｅｌｉｎｇ　ｓｕｂｔｒａｃｔｉｏｎ）を実行するために、イレーザーツールを使用
して除去され得る。このツールは、図形ボックスによって示される。消去される容積（ボ
ックスの寸法、位置、および配向）は、ＧＵＩを利用するユーザーによって設定される。
典型的に、所望でないセクションは、無関係な歯茎領域（ｇｕｍ　ａｒｅａ）および元々
スキャンされる型のベースを含む。このツールの別の適用は、歯の抜きおよび歯表面の「
削り落とし」を刺激することである。このことは、さらなる空間が、移動される歯の最後
の配置のために顎に必要とされる場合に、必要となる。処置の専門家は、どの歯が削られ
るか、そしてどの歯が抜かれるかを決定することを選択し得る。削ることによって、患者
は、少量の空間のみが必要である場合に、歯を維持することが可能になる。典型的に、抜
くことおよび削ることは、整復を始める前に実際の患者の歯が抜かれるかまたは削られる
場合にのみ、処置計画において使用される。
【００３４】
モデルの所望でないまたは不必要なセクションを除去することによって、データ処理速度
が増加し、そして視覚表示を増強する。不必要なセクションには、歯整復器具の作製のた
めに必要とされないセクションを含む。これらの所望でないセクションの除去によって、
デジタルデータセットの複雑性およびサイズが減少され、従って、データセットの操作お
よび他の作業を促進する。
【００３５】
ユーザーがイレーザーツールを配置して寸法決めし、そしてソフトウエアに所望でないセ
クションを消去するように指示した後、ユーザーによって設定されたこのボックス内の全
てのトライアングルが除去され、そして境界トライアングルが、滑らかで線形の境界を残
すように改変される。ソフトウエアは、ボックス内の全てのトライアングルを消去し、そ
してこのボックスの境界を横切る全てのトライアングルをクリップする。これは、ボック
スの境界上に新しい頂点を作製することを要求する。ボックスの表面でのモデル内に作製

10

20

30

40

50

(15) JP 3641208 B2 2005.4.20



されたホールは、再度三角形にされ（ｒｅｔｒｉａｎｇｕｌａｔｅ）、そして新しく作製
された頂点を使用して閉じられる。
【００３６】
代替の実施態様において、コンピュータは、上述のユーザー指向機能を実行することによ
って、デジタルモデルを自動的に単純化する。コンピュータは、デジタルモデルのどの部
分が画像作製のために不必要であるかを決定するために、歯科矯正関連の知識を適用する
。
【００３７】
（３Ｄモデルの歯をセグメント化する）
（ヒト補助セグメント化）
のこぎりツールが、移動される個々の歯（または、おそらく歯の群）を規定するために使
用される。このツールは、スキャンされた画像を、ソフトウエアが歯を移動することを可
能にする個々のグラフィック構成要素へ、またはモデルの残りの部分と独立の他の構成要
素画像へ分割する。１つの実施態様において、のこぎりツールは、２つのキュービックＢ
－スプライン曲線（ｃｕｂｉｃ　Ｂ－ｓｐｌｉｎｅ　ｃｕｒｅｖｅ）を使用してグラフィ
ック画像をカットするための経路を規定し、これらの曲線は、おそらく平行な平面へ束縛
された、空間内に、開いているかまたは閉じているかのいずれかで横たわる。１セットの
線がこれらの２つの曲線を接続し、そしてユーザーに一般的なカット経路を示す。ユーザ
ーは、以下に記載されるように、キュービックＢ－スプライン上のコントロールポイント
、のこぎりカットの厚み、使用されるイレーザーの数を編集し得る。
【００３８】
代替の実施態様において、歯は、「コアリング」デバイスとしてノコギリを使用して分離
され、垂直方向ののこぎりカットで上部から歯をカットする。歯冠ならびに歯冠の直下の
歯肉組織が、残りの形状から分離され、そして個々の単位（１本の歯として参照される）
として処理される。このモデルが移動される場合、歯肉組織が歯冠に対して移動し、歯肉
が患者の口の中で再形成される様式の１次近似を作製する。
【００３９】
各歯がまた、元々の切り取られたモデルから分離され得る。さらに、ベースが、歯冠を切
り落とすことによって、元々の切り取られたモデルから作製され得る。得られたモデルは
、歯を移動するためのベースとして使用される。このことは、以下に記載するように、幾
何学的モデルから物理的モデルの最後の的作製を容易にする。
【００４０】
厚み：カットが歯を分離するために使用される場合、ユーザーは、通常、ことカットを可
能な限り薄くなるようにしたい。しかし、ユーザーは、以下に記載するように、例えば周
囲の歯を削り落とす場合に、より厚いカットを作りたいと思うことがあり得る。図で示し
て、このカットは、曲線の１つの側のカットの厚みによって境界のある曲線として見える
。
【００４１】
イレーザーの数：カットは、のこぎりツールの曲線経路の区分的に線形近似として互いに
隣接して配置される複数のイレーザーボックスから構成される。ユーザーは、イレーザー
の数を選択し、イレーザーの数は、作製される曲線のソフィティスケイションを決定し：
セグメントの数が大きいほど、より正確にカットが曲線に従う。イレーザーの数が、２つ
のキュービックＢ－スプライン曲線を接続する平行線の数によって、図で示される。一旦
、のこぎりカットが完全に指定されると、ユーザーはモデルへカットを適用する。切断は
、図４Ａに示されるように、消去のシーケンスとして実行される。図４Ｂは、開放端Ｂス
プライン曲線についてのアルゴリズムで説明したのと同様に、切断の単一の消去反復を示
す。鉛直切断については、曲線は閉じており、Ｐ A［Ｏ］とＰ A［Ｓ］とは同じ点であり、
Ｐ B［Ｏ］とＰ B［Ｓ］とは同じ点である。
【００４２】
１つの実施形態では、ソフトウェアは、ユーザによって入力された滑らかさの尺度に基づ
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いて、イレーサの集合へと自動的に鋸子ツールを区分化する。鋸子は、誤差メトリックが
、理想的な表現から概算の表現までのずれが、滑らかさの設定によって指定された閾値よ
りも小さいと判断するまで、適応的に細分化される。１つの誤差メトリックは、細分化さ
れた曲線の直線長を理想的なスプライン曲線の弧長と比較する。その差が滑らかさの設定
から算出された閾値よりも大きい場合、スプライン曲線に沿った細分点が追加される。
【００４３】
ソフトウェアには、プレビュー特徴もまた設けられ得る。プレビュー特徴は、鋸子切断を
切断の両側を表わす２つの表面として視覚的に表示する。これにより、ユーザは、モデル
のデータ集合に適用する前に、最後の的な切断を熟考することができる。
【００４４】
ユーザが鋸子ツールで全ての所望の切断操作を完了した後、複数のグラフィックソリッド
が存在する。しかしながら、この時点で、ソフトウェアは、４エッジデータ構造のどの三
角形がどの構成要素に属するかを判断していない。ソフトウェアは、データ構造の中にラ
ンダムな出発点を選択し、互いにひっついている全ての三角形を見つけるために、近隣度
情報を使用してデータ構造をトラバースし、個々の部品を特定する。このプロセスは、そ
の構成要素がまだ決定されていない三角形で開始して、繰り返される。一旦全てのデータ
構造がトラバースされると、全ての構成要素が特定される。
【００４５】
ユーザには、高解像度モデルに対してなされた全ての変更は、同時により低解像度のモデ
ルで発生しているように見え、その逆も同様である。しかしながら、異なった解像度モデ
ルの間には、一対一の相互関係はない。それゆえ、コンピュータは、限界があるという条
件つきで、高い解像度の構成要素および低い解像度の構成要素をできる限り「一致」させ
る。そのようにする１つのプロセスは、図５に説明される。
【００４６】
（自動セグメント化）
システムは、３次元歯列モデルを個々の歯のモデルに自動的にまたは半自動的にセグメン
ト化するセグメント化サブシステムを随意に含む。セグメント化サブシステムは、有利に
、セグメント化プロセスを実現する１以上のコンピュータプログラムプロセスを実装する
。代替的なインプリメンテーションでは、セグメント化プロセスは、３Ｄ体積データまた
は３Ｄ表面メッシュに作用し得る。セグメント化プロセスは、歯の特性および既知の特徴
を利用するように調整された従来の特徴検出技術を適用する。例えば、特徴検出アルゴリ
ズムは、通常、互いに区別されるべき特徴が異なる色または灰色の陰影を有しているよう
な画像に作用する。検出されるべき特徴はまた、通常、互いに空間的に分離されている。
しかしながら、焼石膏の歯科鋳造物（例えば、その個々の歯および歯肉組織）の２Ｄまた
は３Ｄ画像中の検出されるべき特徴は全て同じ色（白）を有し、ある個々の歯および周囲
の歯肉組織等の何らかの特徴は空間的分離を有していない。
【００４７】
セグメント化プロセスは、いくつかの特徴検出技術の何れをも採用するように実現され得
、特徴の特定の精度を増加させるために、技術の組み合わせを使用することが有利である
。１つの特徴検出技術は、色の変化に基づいて物体を区別するために、色分析を使用する
。色分析は、個々の歯が、点食材料を充填するのに十分な大きさのギャップによって分か
れている状況で、使用され得る。歯科鋳造物と点食材料とは対照的な色を有しているので
、これらの歯は、モデル中で狭い黒の帯で隔てられた白い領域として現われる。
【００４８】
他の特徴検出技術は、歯肉から歯のようなある特徴を区別するために、形状分析を使用す
る。通常、歯の表面は滑らかであり、歯肉表面はテクスチャを有している。また、歯およ
び歯肉は、典型的には、それらが合うところでＵ形状の隆起を形成する。形状分析により
これらの特徴を検出することにより、歯肉と歯を区別することが容易になる。形状分析は
また、例えば、３Ｄ画像において最も大きい物体を探索することにより、または臼歯の咬
頭をあるパターンに並んだ１つの色の４個の孤立した斑点として認識することにより、個
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々の歯を検出し得る。咬頭検出アルゴリズムの１つが以下に説明される。
【００４９】
他の特徴検出技術は、既知の事例のデータベースまたは統計的情報を使用し、これらに対
して特定の３Ｄ画像が従来の画像パターンマッチングおよびデータ当てはめ（ｄａｔａ　
ｆｉｔｔｉｎｇ）技術を使用して照合される。このような技術の１つは、「帰納的最大」
（ＭＡＰ）として知られ、パラメータ（平均および分散）が経験的に選択された正規（ガ
ウス）分布を有する独立なランダム変数として、異なったオブジェクト型（クラス）に対
応するピクセル値をモデル化するために、前の画像を使用する。各クラスについて、指定
された平均値および分散を有するガウス分布に基づいて、ヒストグラムプロファイルが生
成される。前の画像は、各ピクセルおよび各クラスに、そのピクセルがそのクラスに属す
る確率を与える。この確率は、各クラスの相対頻度を反映させる目安である。各クラスに
Ｂａｙｅｒｓ’の規則を適用し、入力画像中のピクセル値が前の確率に従ってスケーリン
グされ、次いで分布関数によってスケーリングされる。帰納的最大（ＭＡＰ）アプローチ
は、次いで、各ピクセルについて最も高い帰納的確率を有するクラスをセグメント化の出
力として選択する。
【００５０】
他の特徴検出技術は、歯の咬頭の特徴検出を使用する。咬頭は、歯の咀嚼面上のとがった
突起である。１つのインプリメンテーションでは、咬頭の検出は、以下の２段階で実行さ
れる。すなわち、（１）歯の上の点の集合が咬頭発見のための候補として決定される、「
検出」段階と、（２）その点の集合からの候補が、咬頭に関連した基準の集合を満たさな
い場合に候補を却下する、「却下」段階である。
【００５１】
「検出」段階の１つのプロセスが、図６Ａに示される。検出段階では、可能性のある咬頭
は、候補の咬頭を島上の最も高い点に有する、歯の表面上の「島」として見なされる。「
最も高い」は、モデルの座標系に関して測定されるが、もし検出が処置の切断フェーズの
後に行なわれるなら、各歯のローカル座標系に関して同じく容易に測定され得る。
【００５２】
全ての可能性のある咬頭は、歯モデル上の、そのモデルの境界ボックス（ｂｏｕｎｄｉｎ
ｇ　ｂｏｘ）の最上部から指定された距離内の全ての局所最大値を探すことによって、決
定される。まず、モデル上の最も高い点が第１の候補咬頭として指定される。平面がこの
点を通って、その方向に沿って点の高さが測定されるような方向に垂直に、通される。そ
の平面は、次いで、Ｚ軸に沿って所定の小さい距離だけ下げられる。次に、歯に接続され
、その平面よりも上方で、何らかの接続された構成要素上の全ての頂点が、咬頭として候
補咬頭に関連付けられる。このステップはまた、「洪水充満（ｆｌｏｏｄ　ｆｉｌｌ）」
ステップと呼ばれる。各候補咬頭の点から、外向き「増水」が実行され、この問題で考慮
したモデル上の各頂点が、対応する候補咬頭「の部分」としてマークされる。洪水充満ス
テップが完了すると、モデル上の各頂点が検査される。その平面よりも上方にあって、洪
水充満の１つによってまだ考慮されていない任意の頂点は、候補咬頭のリストにつけ加え
られる。これらのステップは、平面が指定された距離を移動するまで繰り返される。
【００５３】
この繰り返しのアプローチは、局所的最大値の探索よりも時間を消費する一方で、上述し
たアプローチによれば、より短い候補咬頭のリストが得られる。平面は各ステップで有限
距離だけ下げられるので、ノイズのあるデータに起因して起こり得る非常に小さな局所的
最大値は、無視される。
【００５４】
「検出」段階の後、咬頭検出アルゴリズムは「却下」段階を行う。「却下」段階の１つの
プロセスが、図６Ｂに示される。この段階では、各咬頭候補の周りの局所的な幾何学的構
造が分析され、それらが「咬頭のようではない特徴」を有しているかどうかが判定される
。「咬頭のようではない特徴」を示す咬頭候補は、咬頭候補のリストから取り除かれる。
【００５５】
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「咬頭のようではない特徴」を特定するために、種々の基準が使用され得る。１つのテス
トによれば、咬頭候補の周りの表面の局所的な曲率が、候補が咬頭のようではない特徴を
有しているかどうかを判定するために使用される。図６Ｂに示されるように、咬頭候補の
周りの表面の局所的な曲率が近似され、次いで曲率があまりにも大きい（非常にとがった
表面）またはあまりにも小さい（非常に平坦な表面）かどうかが判定するために分析され
る。この場合には、候補は咬頭候補のリストから取り除かれる。本物の咬頭が誤って却下
されないように、最小の曲率値および最大の曲率値には、慎重な値が用いられる。
【００５６】
代替的なテストでは、滑らかさの尺度は、候補咬頭の周りの領域の平均法線に基づいて、
算定される。平均法線が、咬頭における法線から指定された量よりも多くずれていれば、
候補咬頭は却下される。１つの実施形態では、法線ベクトルＮの咬頭の法線ＣＮからのず
れは、次の公式により近似される。
【００５７】
ｄｅｖｉａｔｉｏｎ＝１－Ａｂｓ（Ｎ・ＣＮ）
これは、ずれがない場合に０であり、ＮとＣＮとが垂直である場合に１である。
【００５８】
人手の助けを借りるセグメント化技術および自動的なセグメント化技術の両方について、
モデルがスキャンされる前に、物理的な歯モデルをマークすることにより、臨床家は歯の
特定プロセスを単純化することができる。スキャンに際して、これらのマークは、デジタ
ル歯モデルの一部になる。臨床家が使用し得るマークのタイプは、歯の回転軸を特定する
マーク、歯の主軸を特定するマーク（例えば、歯の咬合エッジにマークされた直線）、歯
と歯の境界を特定するマークを含む。歯の回転軸を特定するマークは、しばしば、処置中
に歯が回転し得る様態を制限するために使用される。臨床家はまた、デジタル歯モデルか
ら個々の歯をセグメント化することを容易にするために、物理的モデルの歯を種々の色に
着色することを望み得る。
【００５９】
（根および歯の隠れた表面を個々の歯モデルに追加する）
システムは、随意に、処置中の歯の動きのより完全で、正確なシミュレーションを可能に
するために、歯モデルに根および隠れた表面を追加するように構成され得る。代替的なイ
ンプリメンテーションでは、この情報は、種々のデータソースを使用して、人手を借りず
に自動的に、または人手を借りて半自動的に、または人間の操作者によって手動で、追加
される。
【００６０】
いくつかのインプリメンテーションでは、ｘ線システム、コンピュータ断層撮影法（ＣＴ
）スキャナ、およびＭＲＩシステムのような、２Ｄおよび３Ｄの画像処理システムが、患
者の歯の根に関する情報を収集するために使用される。例えば、異なる平面で撮られた、
歯のいくつかの２Ｄのｘ線画像は、歯根の３Ｄモデルの構築を可能にする。根に関する情
報は、ｘ線画像の視覚的検査によって、およびコンピュータにより実現された特徴特定ア
ルゴリズムのｘ線データへの適用によって、利用可能である。システムは、根を表わす表
面メッシュを生成することにより、根を歯モデルに追加する。患者の歯の上の物理的な目
印、例えば、窩洞または咬頭は、２Ｄおよび３Ｄデータから抽出され、歯モデルに根を登
録するのに使用される。根と同様に、これらの目印も、手動で、または特徴検出アルゴリ
ズムの使用により抽出され得る。
【００６１】
根および隠れた表面の追加のための他の代替法は、典型的な根および歯冠の形状をモデル
化し、各歯のデジタルモデルを典型的な形状に対応した根または隠れた表面を含むように
修正することである。このアプローチは、各患者の歯の根および隠れた表面が典型的な形
状を有すると仮定する。それぞれの典型的な形状の幾何学的モデルは、例えば、特定の患
者の歯の分析が始まる前に生成された典型的な根および歯冠の電子データベースにアクセ
スすることによって取得される。典型的な根および歯冠のモデルの部分は、個々の歯のモ
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デルに必要に応じて追加され、個々の歯のモデルを完成させる。
【００６２】
根および隠れた表面の追加のためのさらに他の代替法は、観察された歯の表面の特性に基
づいてそれらの特徴を含むように、３Ｄの歯のモデルを補外することである。例えば、シ
ステムは、咬頭の先端どうしの間の特定の臼歯の曲率および歯肉線を使用して、その臼歯
に関する根の形状を予測し得る。他のインプリメンテーションでは、患者の根および隠れ
た表面の補外のための比較点を提供するために、患者の歯のｘ線およびＣＴスキャンデー
タが使用される。典型的な根および歯冠の形状のモデルも、根および隠れた表面の補外の
ための比較点を提供するために使用され得る。
【００６３】
（最後の的な歯の位置の決定）
歯が一旦分離されると、ＦＤＤＳはＩＤＤＳから作成され得る。ＦＤＤＳは、矯正歯科医
の処方箋に従って作成され、歯がモデル中でその最後の位置まで動かされる。１つの実施
形態では、処方箋はコンピュータに入力され、コンピュータが自動的に歯の最後の位置を
算定する。他の代替的な実施形態では、ユーザは、処方箋の制約条件を満たしつつ、歯を
その最後の位置まで１つ以上の歯を独立に操作することによって動かす。上述した技術の
種々の組み合わせもまた、最後の的な歯の位置に到達するために使用され得る。
【００６４】
ＦＤＤＳを作成するための１つの方法は、特定のシーケンスで歯を動かすことを含む。ま
ず、各歯の中心が標準弓に位置合わせされる。次いで、歯はその根が適切な鉛直方向の位
置になるまで回転される。次に、歯はその鉛直軸の周りに適切な配向に回転される。次い
で、歯は側方から観察され、適切な鉛直方向の位置に鉛直に並進させられる。より詳細に
上述したように、歯モデルに根を含めることにより、歯冠だけでなく、歯全体を適切な鉛
直方向に配向することが保証される。最後に、２つの弓が一緒に配置され、上の弓と下の
弓とが一緒に適切にかみ合うことを保証するために、歯はわずかに動かされる。上の弓と
下の弓との適切なかみ合いは、衝突検知プロセスを使用して視覚化され、歯の接触点を赤
色に強調する。
【００６５】
個々の歯を特定する役割とは別に、咬頭検出はまた、最後の的な歯の配向を決定するのに
有効である。例えば、典型的な臼歯上の咬頭は、歯が鉛直方向に配向する場合に比較的水
平である。従って、咬頭の先端の相対的な位置は、歯の位置を示す。咬頭検出は、それゆ
え、最後の位置の決定に組み込まれる。
【００６６】
最後の位置における患者の上の歯および下の歯の相互作用を視覚化する際の使用のための
１つのツールは、コンピュータにより実現された「仮想」咬合器である。仮想咬合器は、
患者の顎の動作または患者の歯の物理的なモデルに装着される従来の機械的な咬合器の動
作をシミュレートするグラフィック表示を提供する。特に、仮想咬合器は、処置の終了時
に、患者の物理的な弓が患者の口の中で配向するのと同じ様態で、患者の上および下の弓
のデジタルモデルを配向させる。咬合器は、次いで、人間の顎の通常の動きをシミュレー
トする可動範囲にわたって、弓モデルを動かす。
【００６７】
仮想咬合器のシミュレーションの質は、咬合器および歯のモデルを作成するのに使用され
る情報の種類に依存する。あるインプリメンテーションにおいて、仮想咬合器は、例えば
コンピュータ支援製図（ＣＡＤ）ファイルまたは咬合器のレーザスキャン中に収集された
画像データから作成された、機械的な咬合器のデジタルモデルを含む。他のインプリメン
テーションは、例えば、２Ｄまたは３Ｄのｘ線データ、ＣＴスキャンデータ、あるいは機
械的な顎の測定、またはそれらの種類のデータの組み合わせから作成された人間の顎のデ
ジタルモデルを含む。多くの点で、最も有用な仮想咬合器は、画像データまたは患者の頭
の機械的測定から作成された、歯が処置中である患者の顎をシミュレートする仮想咬合器
である。

10

20

30

40

50

(20) JP 3641208 B2 2005.4.20



【００６８】
アニメーション知識は、仮想咬合器がシミュレートする動きを規定する。咬合器それ自体
と同様に、アニメーション知識は種々のソースから導出される。機械的な咬合器のシミュ
レーションに関連付けられたアニメーション知識は、機械的なヒンジの動きの数学的な記
述と同程度のものしか必要としない。一方、人間の顎をシミュレートする仮想咬合器は、
人間の解剖学的データに基づくより複雑な知識の集合を必要とする。この知識の集合を構
築する１つの方法は、理想的な人間の顎の通常の動きを記述した数学的等式を導出するこ
とである。他の方法は、市販の顎トラッキングシステムの使用によることである。顎トラ
ッキングシステムは、人間の顔に接触し、下顎の動きを記述するデジタル情報を提供する
。ｘ線およびＣＴスキャンデータも、歯および顎が互いに、および人間の頭の他の部分と
どのように関係するかを示す情報を提供する。顎トラッキングシステムおよびｘ線および
ＣＴスキャンデータは、特定の患者の解剖学的構造をシミュレートする咬合器を開発する
際に特に有用である。
【００６９】
仮想咬合器が人間の歯の動きをシミュレートする際に、以下に述べる配向境界ボックス（
ＯＢＢ）アルゴリズムを実装したような衝突検知プロセスは、患者の歯が口の動きの通常
の過程で衝突するかどうか、およびどのように衝突するかを決定する。赤色の強調のよう
な視覚的インジケータが、衝突位置を示すために歯の表示画像上に現われる。最後の的な
歯の位置は、衝突検知アルゴリズムによって検知される衝突を避けるように、自動的にま
たは手動で調整される。
【００７０】
最後の的な歯の位置を判定し、ＦＤＤＳを作成する自動化されたシステムが、上述した米
国特許出願第０９／１６９，０３４号（代理人事件番号０９９４３／００３００１）に記
載されている。この出願は、患者の歯に関する最後の位置の集合を生成するための、コン
ピュータにより実現されるプロセスを記載する。このプロセスは、「理想的」歯並び、理
想的モデルを模倣するための患者の歯のデジタルモデル中の個々の歯の整復、および最後
の的な歯並びを完成させるための患者の顎の動きのモデル化に基づいて、最後の的な歯の
位置の理想的モデルを生成することを含む。
【００７１】
歯科矯正に特有の情報を表示し、使用することも、最後の的な歯の位置を決定する一助と
なる。いくつかのインプリメンテーションでは、ユーザは、最後の的な歯の位置を計算し
、表示されるＰｅｅｒ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　Ｒｅｖｉｅｗ（ＰＡＲ）メトリックや、
形状ベースのメトリックや、距離ベースのメトリックなどの不正咬合指標を有することを
選択し得る。ユーザが、表示された指標（単数または複数）の値に満足しない場合、ユー
ザはパラメータが許容範囲内に入るまで、最後の的な歯の位置を手動で調整し得る。歯の
位置合わせシステムが完全に自動化されている場合、歯科矯正に特有のパラメータがフィ
ードバックとして提供され、パラメータが許容範囲内に入るまで、最後の的な歯の位置を
調整する。
【００７２】
人手による歯の位置合わせのために、人間であるユーザはまた、位置合わせチップを表示
させることを選択することができる。チップは、例えば、個々の歯の処置経路を示唆する
ために、および、患者を不快にさせたり矯正器具の機械的な完全性を危うくしたりするか
もしれない過度な力を警告するために利用される。チップはまた、患者の顎の構造に最良
に適合し、適切な内部デジタル化パラメータおよび咬合パラメータを保証する目標位置を
示唆するためにも利用される。
【００７３】
（最初の位置から最後の位置へのステップの決定）
歯および他の構成要素が、最後の的な歯並びのモデルを生成するために配置されまたは取
り除かれた後に、図７に示されるように、処置プランを生成することが必要である。処置
プランは最後に、すでに述べた一連のＩＮＴＤＤＳおよびＦＤＤＳを生成する。これらの
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データ集合を生成するために、最初の位置から最後の位置まで一連の連続したステップに
わたる選択された個々の歯の動きを定義または写像することが必要である。さらに、処置
器具の所望の特徴を生成するために、データ集合に他の特徴を追加することが必要であり
得る。例えば、歯肉の痛みを減らしたり、歯周の問題を避けたり、キャップのためのすき
間を開けたり等のために、器具と、歯または顎の特定の領域との空間を維持する等の特定
の目的で、窩洞や陥凹を画定するために画像にワックスパッチを追加することが望ましく
あり得る。さらに、アンカーを収容することを意図した入れ物または開口部を設けること
がしばしば必要となり得る。そのような入れ物または開口部は、例えばアンカーを顎に対
して引き上げることが必要な様態で歯が操作されることを許容するために、歯の上に配置
される。
【００７４】
（物理的拘束条件およびモデルへの追加の考慮）
歯の整復器具を製造するためのいくつかの方法は、製造を可能にするために、離れた、整
復された歯および他の構成要素が、単一の連続した構造に一体化されることを必要とする
。これらの例では、「ワックスパッチ」が、そうでなければばらばらなＩＮＴＤＤＳの構
成要素を結び付けるために使用される。これらのパッチは、歯の下で、歯肉の上方のデー
タ集合に追加され、これにより歯の整復器具の幾何学的構造に影響を与えない。アプリケ
ーションソフトウェアは、モデルに追加されるべき種々のワックスパッチを備える。これ
らのワックスパッチは、寸法が調整可能なボックスや球体を含む。追加されるワックスパ
ッチは、ソフトウェアによって、他の全ての構造と同一の構造を有する追加的な部品とし
て扱われる。従って、ワックスパッチは、歯および他の構成要素と同様に、処置経路中に
整復され得る。上述したように、鉛直コアリング（ｖｅｒｔｉｃａｌ　ｃｏｒｉｎｇ）を
用いて歯を分離する１つの方法では、これらの「ワックスパッチ」のほとんどを使用する
必要がなくなる。
【００７５】
製造プロセスにおいて、ワックスパッチをグラフィックモデルに追加することにより、追
加されたワックスパッチの構造と同じ正の型が生成される。型は歯に正であり、ポリマー
の器具は歯に負であるので、器具が型を介して形成される場合、器具はまた、型に追加さ
れたワックスパッチの周りに形をなす。従って、患者の口内に配置された場合、器具は、
器具の内部窩洞表面と患者の歯または歯肉との間の空間の余裕をみておく。さらに、ワッ
クスパッチは、器具内に、陥凹または開口部を形成するために、使用され得る。そのよう
な陥凹または開口部は、そうしなければ達成できない方向に歯を動かすために歯に配置さ
れたアンカーと係合する。
【００７６】
一部の患者にとって、最適な処置プランは、アライナーと、ブラケットおよびアンカーの
ような歯アタッチメントとの相互作用を必要とし、これにより手頃な時間量の適切な歯科
矯正が保証される。これらの状況では、適切な力が患者の歯にかかることを保証するため
に、アライナーはアタッチメントをつかまなければならない。例えば、アライナーは患者
の顎に埋め込まれたアンカーをつかむように設計され得、これにより患者の歯を顎の中に
戻すように動かす。同様に、アライナーは、アライナーの梃子作用または歯をつかむ力を
増大させるために患者の歯に装着されたブラケットをつかみ得る。
【００７７】
デジタルアタッチメントモデルの作製により、システムが、患者の歯のデジタルモデルの
解析におけるアタッチメントの効果をモデル化することが可能である。各アタッチメント
モデルは、処置の過程間、患者の口内、一般に歯の上に置かれ得る物理的アタッチメント
を表わす。多くのアタッチメント（例えば、従来のブラケット）が、標準的な形状および
サイズにおいて、利用可能であり、これらのモデルは、仮想的なアタッチメントのライブ
ラリーから選択され、患者の歯のモデルに追加され得る。他のアタッチメントは、患者に
特異的であり、そして、デジタル歯モデルにおける包含に対して、使用者によってモデル
化されるべきである。患者の歯モデルにおける仮想的なアタッチメントの存在は、患者の

10

20

30

40

50

(22) JP 3641208 B2 2005.4.20



処置計画において作製されたアライナーが、処置の間、患者の口内に置かれる、対応する
物理的アタッチメントに順応することを保証する。
【００７８】
上記のワックスパッチおよび仮想的なアタッチメント、ならびに歯モデルの個々の構成要
素は、そのサイズを縮小または拡大され得、このことにより、きついまたはゆるい適合を
有する製造された器具を生じる。
【００７９】
（選択された中間処置段階）
処置段階の数：使用者は、最初の状態から歯の標的状態への所望の処置段階の数を変化さ
せ得る。動かない任意の構成要素は、静止した状態のままであることが仮定され、従って
、その最後の位置は、最初の位置と同じであることが仮定される（同様に全ての中間位置
において、１つ以上のキーフレームがその構成要素に対して規定されない限り）。
【００８０】
キーフレーム：使用者はまた、中間状態を選択し、そして構成要素の位置（単数または複
数）を変化させることによって、「キーフレーム」を特定し得る。幾つかの実施態様にお
いて、他に指示しない限り、ソフトウェアは、全ての使用者に特定された位置（最初の位
置、全てのキーフレーム位置、および標的位置を含む）の間に、自動的に、直線的に補間
する。例えば、最後の位置のみが、特定の構成要素に対して規定される場合、最初の段階
後に続く各段階は、この構成要素の、等しい直線距離および最後の位置により近い回転（
四元数によって特定される）を示すのみである。使用者がこの構成要素に対して、２つの
キーフレームを特定するならば、この構成要素は、最初の位置から、異なる段階を通して
、第一のキーフレームによって規定される位置に直線的に「移動する」。次いで、これは
、おそらく異なる方向で、第二のキーフレームによって規定される位置に直線的に移動す
る。最後に、これは、おそらくなお別の方向で、直線的に標的位置に移動する。
【００８１】
これらの操作は、各構成要素に対して、独立してなされ得、その結果、他の構成要素が、
使用者によって、このキーフレーム中を移動しない限り、１つの構成要素に対するキーフ
レームは、別の構成要素に影響しない。１つの構成要素は１つの対の段階（例えば、多く
の段階を有する処置計画における段階３および８）の間の曲線に沿って加速し得るが、一
方で、別の構成要素は、別の対の段階（例えば、段階１～５）の間を、直線的に移動し、
次いで突然方向を変え、そして後の段階（例えば、段階１０）への直線的な経路に沿って
遅くなる。この柔軟性は、患者の処置の計画において、大きな自由度を可能にする。
【００８２】
幾つかの実施において、線形補間の代りに、またはそれに加えて、非線型補間が使用され
、キーフレームの中の処置経路が構成される。一般に、選択された点の中で適合するよう
に作り出される非線型経路（例えば、スプライン曲線）は、点を接続する直線セグメント
から形成される経路よりも短い。「処置経路」は、歯をその最初の位置から最後の位置に
移動するために、特定の歯に適用される変形曲線を記述する。典型的な処置経路は、上記
のように、対応する歯の回転および並進運動の幾つかの組合せを含む。
【００８３】
図１５Ａおよび１５Ｂは、直線的に補間された処置経路および非線形的に補間された経路
をそれぞれ示し、最初の歯の位置Ｉを最後の的な歯の位置Ｆに接続している。直線的に補
間された経路は、最初のおよび最後の的な歯の位置、ならびに４つの中間的な歯の位置Ｉ

1、Ｉ 2、Ｉ 3、Ｉ 4を接続する直線セグメントからなる。非線形補間経路は、中間的な歯の
位置に適合された曲線からなる。この曲線は、従来のスプライン－曲線フィッティングア
ルゴリズムを使用して形成され得る。
【００８４】
図１６は、処置の間に、患者の歯が移動する非線型処置経路を発生させるためのコンピュ
ータ実現プロセスのフローチャートである。この非線型経路は、通常、コンピュータプロ
グラムによって自動的に発生され、幾つかの場合において、人間の補助によって発生させ
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られる。プログラムは入力として、患者の歯の最初のおよび最後の位置を受け取り、そし
てこの情報を、除去される各歯に対する中間位置を選択するために使用する（ステップ１
６００）。次いで、このプログラムは、従来のスプライン曲線計算アルゴリズムを適用し
て、各歯の最初の位置を歯の最後の位置に接続するスプライン曲線を作り出す（ステップ
１６０２）。多くの状況において、この曲線は、中間位置の間の最も短い経路に従うよう
に、束縛される。次いで、このプログラムは、中間位置の間の各スプライン曲線をサンプ
リングし（ステップ１６０４）、そして衝突検出アルゴリズムをこのサンプルに適用する
（ステップ１６０６）。任意の衝突が検出される場合、このプログラムは、中間ステップ
の１つに対する新しい位置を選択し（ステップ１６０８）、そして新しいスプライン曲線
を作り出す（ステップ１６０２）ことによって、各衝突対中における少なくとも１つの歯
の経路を変更する。次いで、このプログラムは、新しい経路をサンプリングし（１６０４
）、そして再び、衝突検出アルゴリズムを適用する（ステップ１６０６）。このプログラ
ムは、衝突が検出されなくなるまで、このような様式で続けられる。次いで、ルーチンが
、例えば、電気的格納デバイス（ハードディスクなど）に、経路上の各位置で歯の各点の
座標を保存することによって、経路を格納する。
【００８５】
線形または非線形補間を使用するにもかかわらず、経路発生プログラムは、処置位置を選
択し、その結果、歯処置経路は、処置工程の各隣接対との間にほぼ等しい長さを有する。
このプログラムはまた、歯の一部分を所定の最高速度よりも大きい速度で移動させる処理
位置を防止する。図１５Ｃは、中間位置Ｔ１ 2を通って最初の位置Ｔ１ 1から最後の位置Ｔ
１ 3の第一の経路Ｔ１に沿って移動するように予定された歯を示し、この中間位置Ｔ１ 2は
、最後の位置Ｔ１ 3により接近している。別の歯は、中間位置Ｔ２ 2を通って最初の位置Ｔ
２ 1から最後の位置Ｔ２ 3のより短い経路Ｔ２に沿って移動するように予定された歯を示し
、この中間位置Ｔ２ 2は、最初の位置および最後の位置Ｔ２ 1、Ｔ２ 3から等距離にある。
この状況において、プログラムが、第一の経路Ｔ１に沿って第二の中間位置Ｔ１ 4を挿入
するように選び得、この中間位置Ｔ１ 4は、最初の位置Ｔ１ 1および中間位置Ｔ１ 2からほ
ぼ等距離にあり、そして最後の位置Ｔ１ 3および中間位置Ｔ１ 2を分離するのとほぼ同じ距
離だけ、これら２つの位置から分離される。
【００８６】
このような様式で、第一の経路Ｔ１を変更することは、第一の歯が同じサイズの行程で移
動することを保証する。しかし、第一の経路Ｔ１を変更することはまた、第二の経路Ｔ２
において、対応する部分を有さないさらなる処置工程を導入する。このプログラムは、種
々の方法、例えば、第二の処置工程間に第二の歯が静止したままでいることを可能にする
こと（すなわち、第一の歯が１つの中間位置Ｔ１ 4から別の中間位置Ｔ１ 3に移動するにつ
れて）によって、または４つの等距離処置位置を含むように第二の経路Ｔ２を変更するこ
とによって、これに対応し得る。このプログラムは、どのようにして歯の動きを制限する
一連の矯正束縛を適用することによって応答するかを決定する。
【００８７】
経路発生プログラムによって適用され得る矯正束縛は、任意の所定の時点において、隣接
した歯の間に許される最小および最大距離、歯が移動すべき最大直線速度または回転速度
、歯が処置工程間で移動すべき最大距離、歯の形状、歯を取り囲む組織および骨の特性（
例えば、全く移動しない剛直歯）、およびアライナー材料の特性（例えば、アライナーが
、所定の歯を所定の期間にわたって移動し得る最大距離）を含む。例えば、患者の年齢お
よび下顎骨密度により、患者の歯を移動させるべきではない「安全リミット」が指示され
得る。一般に、２つの隣接した、比較的垂直方向の、尖っていない中央および外側の歯の
間のギャップは、７週間ごとに約１ｍｍより大きく近づけるべきではない。この矯正装置
の材料特性はまた、装置が歯を移動させ得る量を制限する。例えば、従来の維持装置材料
は、通常、個々の歯の移動を処置工程の間、約０．５ｍｍに制限する。この束縛は、患者
特有の値が計算されるか、または使用者によって提供されるかされない限り、適用する最
初の値を有する。束縛情報は、種々の供給源（教科書および処置臨床家を含む）から利用
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可能である。
【００８８】
各歯に対する中間位置の選択において、経路発生プログラムは、衝突検出プログラムを呼
び出し、衝突が選択された経路に沿って起こるかどうかを判定する。このプログラムはま
た、経路に沿った各処置工程における患者の噛合せを点検し、歯の整列が、処置経過にわ
たって受容可能なバイトを形成することを保証する。衝突または受容可能ではないバイト
が発生した場合、または要求された束縛が満足されない場合、このプログラムは、全ての
条件が適合するまで、問題となる歯経路を反復して変更する。上記の垂直方向の咬合器は
、中間処置位置のバイト噛合せを試験するための１つのツールである。
【００８９】
図１７に示されるように、一旦、経路発生プログラムが、移動される各歯に対する確立さ
れた衝突のない経路を有すると、このプログラムは、最初のおよび最後の位置との間の各
歯に対する変換曲線をより直線にしようとする最適化ルーチンを呼び出す。このルーチン
は、処置工程の間の点における各処理経路をサンプリングし（ステップ１７０２）（例え
ば、各処置工程の間に２つのサンプル点を置き）、そして各歯に対して、サンプル点の中
で適合するより直線的な処置経路を計算すること（ステップ１７０４）によって始まる。
次いで、このル－チンは、衝突検出アルゴリズムを適用し、衝突が、変更された経路から
生じるかどうかを決定する（ステップ１７０６）。そうであるならば、このルーチンは、
変更された経路を再サンプリングし（ステップ１７０８）、次いで、各歯に対して、サン
プルの中の代替の経路を構成する（ステップ１７１０）。このルーチンは、このような様
式で、衝突が起こらなくなるまで続く（ステップ１７１２）。
【００９０】
上に示されたように、幾つかの実施態様において、このソフトウェアは、ＩＤＤＳおよび
ＦＤＤＳに基づいて、処理経路を自動的に計算する。このことは、経路スケジューリング
アルゴリズムを利用することによって達成され、この経路スケジューリングアルゴリズム
は、各構成要素（すなわち、各歯）が、最初の位置から最後の位置への経路に沿って移動
する速度を決定する。この経路スケジューリングアルゴリズムは、「ラウンド－トリッピ
ング（ｒｏｕｎｄ－ｔｒｉｐｉｎｇ）」を回避しながら、すなわち歯を真直ぐするのに絶
対的に必要な距離よりも大きな距離に歯を移動することを回避しながら、処置経路を決定
する。このような動きは、非常に所望ではなく、そして患者に対する潜在的な負の効果を
有する。
【００９１】
経路スケジューリングアルゴリズムの１つの実施は、最初に、各歯を、最初の位置と最後
の位置との間の最も直線的な処置経路に束縛することによって、歯の運動を管理するか、
または計画しようとする。このアルゴリズムは、次いで、このアルゴリズムは、衝突が直
線状経路に沿った歯の間で起こるか、または強制的な束縛が妨害するならば、最後の位置
のみへのあまり直接的ではないルートに頼る。このアルゴリズムは、必要ならば、上記経
路発生プロセスの１つを適用して、中間処置ステップが最初の位置と最後の位置との間の
直線的な変形曲線に沿っていない経路を構成する。あるいは、このアルゴリズムは、処置
経路を、例示的な歯の配列に対して好ましい処置のデータベースを導くことによって管理
する。このデータベースは、種々の処置過程を観測し、最初の歯の配列の各一般的な種類
を用いて、最も成功的に証明する処置計画を特定することによって、経時的に構成され得
る。この経路スケジューリングアルゴリズムは、幾つかの代替の経路を作り出し、そして
各経路を使用者にグラフ的に提供し得る。このアルゴリズムは、使用者によって選択され
た経路を、出力として提供する。
【００９２】
他の実施において、この経路スケジューリングアルゴリズムは、確率論的な検索技術を利
用して、可能な処置計画を記述する配置空間を通して、妨げられていない経路を見出す。
２つの使用者規定グローバルキーフレーム（ｕｓｅｒ　ｄｅｆｉｎｅｄ　ｇｌｏｂａｌ　
ｋｅｙ　ｆｒａｍｅ）の間の動きを管理するための１つのアプローチが、以下に記述され

10

20

30

40

50

(25) JP 3641208 B2 2005.4.20



る。経時的に、中間キーフレームを含む時間間隔を管理することは、時間間隔を、中間キ
ーフレームを含まない部分間隔に分割し、これらの間隔を独立に管理し、次いで得られた
スケジュールを連結することによって達成される。
【００９３】
図８Ａのフローチャート１２０は、簡略化された経路スケジューリングアルゴリズムを示
す。図８Ａに示されるように、第一のステップ１２２は、「配置空間」記述の構成に関係
する。本明細書中において、「配置」は、移動が考慮される全ての歯の所定の一組の位置
を指す。これらの位置のそれぞれは、複数の方法で記述され得る。通常の実施において、
これらの位置は、位置の変化を特定するための１つのアフィン変換、およびその最初の位
置からその最後の位置への配向の変化を特定するための１つの回転変換によって記述され
る。各歯の中間位置は、２つの終点の間の位置および配向を補間するのにどれだけ遠いか
を特定する、一組の数によって記述される。従って、「配置」は、移動される各歯に対す
る２つの数からなり、そして「配置空間」は、全てのこのような数の組の空間を指す。従
って、この配置空間は直交空間であり、全ての歯の位置を特定すると解釈され得る任意の
位置である。
【００９４】
その最初の位置からその最後の位置への各歯の動きを記述するアフィン変換は、並進およ
び回転成分に分解される；これらの変換は、２次元の配置空間であると考えられるスカラ
ーパラメータで、独立して補間される。この全配置空間は、従って、移動される歯当たり
、２次元からなり、これらのすべては、続く検索の間、等しく処理される。
【００９５】
この配置空間は、「自由空間」および「妨害空間」からなる。「自由」配置は、歯の妥当
な、物理的に実現可能な位置を代表する配置であり、一方、「妨害された」配置は、そう
ではない配置である。配置が自由か、または妨害されているのかを決定するために、配置
が記述する歯の位置のためのモデルが作り出される。次いで、衝突検出アルゴリズムが適
用され、歯の表面を記述する任意の形状が交差するかを決定する。妨害が存在しないなら
ば、この空間は、自由であると考えられる；さもなければ、妨害される。適切な衝突検出
アルゴリズムは、以下でより詳細に議論される。
【００９６】
ステップ１２４において、「視度（ｖｉｓｉｂｉｌｉｔｙ）」関数Ｖ（ｓ 1、ｓ 2）が定義
され、この関数は、入力として、配置空間「ｓ 1」および「ｓ 2」において２つのベクトル
を取り、そして真または偽のブール値を戻す。この視度関数は、ｓ 1およびｓ 2に接続され
る直線経路が配置空間の自由および妨害された領域を通るか、またはそれのみの場合に、
真値を戻す。視度関数を実施するための１つのプロセスが、図８Ｂに記述される。この視
度関数は、線ｓ 1－ｓ 2に沿った個別にサンプリングされた点での妨害に対する歯のモデル
を試験することによって近似的に計算される。失敗に対する初期の終結および試験される
間隔を再帰的に細分することによって、サンプルポイントの順序の選択のような技術が、
視度関数の効率を増加するために使用され得る。
【００９７】
図８Ａのステップ１２６において、「子（ｃｈｉｌｄｒｅｎ）」関数Ｃ（ｓ）が定義され
、この入力パラメータ「ｓ」は、配置空間におけるベクトルであり、そしてこれは、配置
空間におけるベクトル「ｓ C」の組みを戻す。図８Ｃは、子関数Ｃ（ｓ）を計算するため
の続くステップを説明する単純化されたフローチャートである。組みｓ C内の各ベクトル
は、Ｖ（ｓ、ｓ C）が真であり、そしてその成分の各々が、「ｓ」の対応する成分よりも
大きいか、または等しい特性を満足する。このことは、このようなベクトルによって表わ
される任意の状態が、「ｓ」から、いかなる障害に合うことなく、そして処置によっても
たらされる方向でない任意の移動をすることなく、到達可能であることを示す。組「ｓ C

」の各ベクトルは、幾つかのランダムな、正の量によって「ｓ」の各成分を乱すことによ
って作り出される。次いで、視度関数Ｖ（ｓ、ｓ C）が計算され、そして「ｓ」は、視度
関数Ｖ（ｓ、ｓ C）が、真のブール値を戻すならば、組「ｓ C」に加えられる。さらに、発
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生されたこのような各ベクトルにおいて、その親「ｓ」に対するポインターが、その後の
使用のために記録される。
【００９８】
配置空間が規定されたのち、ステップ１２８において、経路スケジューリングが、最初の
状態「ｓ i n t」と最後の状態「ｓ f i n a l」との間で実施される。図８Ｄは、図８Ａに示され
るステップ１２８を実施するためのフローチャートを示す。図８Ｄに示されるように、ス
テップ１２８ａにおいて、一組の状態「Ｗ」が、定義され、これは、最初の状態ｓ i n i tの
みを最初に含む。次に、ステップ１２８ｂにおいて、視度関数は、Ｖ（ｓ、ｓ f i n a l）が
Ｗ中の少なくとも１つの状態ｓ iに対して真ならば、決定するために呼び出される。この
視度関数が偽のブール値を戻す場合、ステップ１２８ｃにおいて、状態「Ｗ」の組は、Ｗ
中のすべてのｓ iに対して、Ｃ（ｓ i）の連合で置き換えられる。Ｖ（ｓ i、ｓ f i n a l）が、
Ｗに属する任意のｓ iに対して真のブール値を戻すまで、ステップ１２８ｂおよびステッ
プ１２８ｃが繰り返される。
【００９９】
ステップ１２８ｄにおいて、Ｖ（ｓ i、ｓ f i n a l）が真である各ｓ iに対して、妨害されな
い経路Ｐ iが、後続の親のポインターがｓ i n i tに戻ることによってｓ iからｓ f i n a lまで構
成される。次いで、ステップ１２８ｅにおいて、ｓ i n i tからｓ f i n a lまでの経路が、ｓ iか
らｓ f i n a lまでの経路Ｐ iを最後のステップに連結することによって、構成される。ｓ i n i t

からｓ f i n a lまでの複数の経路が存在するならば、各経路の全長は、ステップ１２８ｆで
計算される。最後に、ステップ１２８ｇにおいて、最も短い長さを有する経路が、次いで
、最後の経路として選択される。この選択された経路の長さは、処置計画に必要な全時間
および全段階に対応する。
【０１００】
得られた最後の経路は、一連のベクトルからなり、これらのそれぞれは、移動する歯の変
形の並進および回転成分の補間パラメータの値の群を表わす。ひとまとめにして、これら
は、歯と歯との干渉を回避する歯の移動のスケジュールを構成する。
【０１０１】
１つの実施態様において使用される衝突または干渉検出アルゴリズムは、ＳＩＧＧＲＡＰ
Ｈの論文（Ｓｔｅｆａｎ　Ｇｏｔｔｓｃｈａｌｋら（１９９６）：「ＯＢＢＴｒｅｅ：Ａ
　Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｆｏｒ　Ｒａｐｉｄ　Ｉｎｔｅｒｆ
ｅｒｅｎｃｅ　Ｄｅｔｃｔｉｏｎ」）に記載されるアルゴリズムに基づく。このＳＩＧＧ
ＲＡＰＨの論文の内容は、本明細書中で参考として援用される。
【０１０２】
このアルゴリズムは、物体によって占有されている空間の再帰的な細分の中心に置かれ、
これは、バイナリツリー状様式で組織される。三角形は、ＤＤＳ内の歯を表わすために使
用される。このツリーの各ノードは、配向結合ボックス（ｏｒｉｅｎｔｅｄ　ｂｏｕｎｄ
ｏｉｎｇ　ｂｏｘ）（ＯＢＢ）として参照され、そして、ノードの親に現れる三角形のサ
ブセットを含む。ペアレントノードの子は、それらの間に、ペアレントノードに保存され
た三角形データを含む。
【０１０３】
ノードの結合ボックスは配向され、その結果、ノード中の全ての三角形の周りで、きつく
適合する。ツリー中のリーフノードは、理想的には、単一の三角形を含むが、おそらく１
つ以上の三角形を含み得る。２つの物体の間の衝突の検出は、物体のＯＢＢツリーが交差
するかどうかを決定することに関係する。図９Ａは、再帰的衝突試験の簡略化バージョン
を示すフローチャートを記述し、これによって、第一の物体からのノード「Ｎ１」が、第
二の物体のノード「Ｎ２」と交差するかどうかをチェックする。ツリーのルートノードの
ＯＢＢが重なるならば、ルートの子は、重なりに対してチェックされる。このアルゴリズ
ムは、リーフノードが達成されるまで、再帰的様式で進行する。この点において、ロバス
ト三角形交差ルーチンは、リーフでの三角形が衝突に関係しているのかを決定するために
使用される。
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【０１０４】
ここに記載される衝突検出技術は、ＳＩＧＧＲＡＰＨの論文に記載される衝突検出アルゴ
リズムに対するいくらかの増強を提供する。例えば、ＯＢＢツリーは、レイジー様式で組
み立てられ、メモリーおよび時間を節約する。このアプローチは、モデルの幾つかの部分
が衝突に関係しない観測から生じ、そしてその結果、モデルのこのような部分に対するＯ
ＢＢツリーは、計算される必要がない。図９Ｂに示されるように、このＯＢＢツリーは、
必要ならば、再帰的な衝突決定の間に、ツリーの内部ノードを分割することによって広げ
られる。
【０１０５】
さらに、衝突データを必要としないモデル中の三角形は、ＯＢＢツリーを作り上げる場合
、考慮から特異的に排除され得る。図９Ｃに示されるように、さらなる情報が衝突アルゴ
リズムに提供され、物体の移動を特定する。移動は２つのレベルで検討される。物体は、
全体的な意味で、「移動している」と概念化され得るか、または他の物体に対して「移動
している」と概念化され得る。このさらなる情報は、物体（これは、このような物体間の
衝突の状態が変化しないために、互いに対して静止している）間の衝突情報の再計算を回
避することによって、衝突検出にかかる時間を改善する。
【０１０６】
図１８は、代替の衝突検出スキームを示し、２つの歯１８０４、１８０６が支持されるｚ
軸１８０２に沿って配向される「衝突バッファ」を計算する。この衝突バッファは、各処
置工程に対して計算されるか、または衝突検出が必要とされる処置経路に沿った各位置で
計算される。バッファを作り出すために、ｘ、ｙ平面１８０８が歯１８０４、１８０６の
間に規定される。この平面は、２つの歯に対して「中立」であるべきである。理想的には
、この中立平面は、いずれの歯とも交差しないように位置決めされている。１つまたは両
方の歯との交差が回避不可能である場合、この中立平面は、歯が、可能な限り平面の対向
側面上にあるように配向される。すなわち、この中立平面は、他の歯と同じ側面上にある
各歯の表面面積の量を最小にする。
【０１０７】
この平面１８０８は個別の点のグリッドであり、この平面の解像度は衝突検出ルーチンに
対して要求される解像度に依存する。典型的な高解像度衝突バッファは４００×４００の
グリッドを含み；典型的な低解像度バッファは２０×２０のグリッドを含む。ｚ軸１８０
２は、平面１８０８に垂直な線によって規定される。
【０１０８】
歯１８０４、１８０６の相対的位置は、グリッドにおける各点について、平面１８０８と
歯１８０４、１８０６の各々の最近接表面との間のＺ軸１８０２に平行である直線距離を
計算することによって決定される。例えば、任意の所定のグリッド点（Ｍ、Ｎ）において
、平面１８０８および背面歯１８０４の最近接表面は、値Ｚ 1 ( M、 N )によって表される距
離によって分離されるが、一方、平面１８０８および前面歯１８０６の最近接表面は、値
Ｚ 2 ( M、 N )によって表される距離によって分離される。衝突緩衝が規定され、その結果、
平面１８０８がＺ＝０に存在し、そしてＺが背面歯１８０４に向かって正の値をとるなら
ば、歯１８０４、１８０６は衝突し、このとき平面１８０８上の任意のグリッド点（Ｍ、
Ｎ）でＺ 1 ( M、 N )≦Ｚ 2 ( M、 N )である。
【０１０９】
図１９は、この衝突緩衝スキームを実行する衝突検出ルーチンのフローチャートである。
このルーチンは、最初に、試験される歯の表面の位置を示すデジタルデータセットの１つ
からデータを受け取る（ステップ１９００）。次いで、このルーチンは、中立ｘ，ｙ－平
面を規定し（ステップ１９０２）、そして平面に対するＺ軸標準を作製する（ステップ１
９０４）。
【０１１０】
次いで、このルーチンは、平面上の第１のグリッド点のｘ，ｙ－位置についての平面と各
歯の最近接表面との間のｚ方向の直線距離を決定する（ステップ１９０６）。このｘ、ｙ
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－位置における衝突を検出するために、このルーチンは、背面歯の最近接表面のｚ－位置
が前面歯の最近接表面のｚ－位置以下であるかどうかを決定する（ステップ１９０８）。
そうである場合、このルーチンは、ユーザへの表示のために、またはパス生成プログラム
へのフィードバックのために、衝突が起こることを示すエラーメッセージを作製する（ス
テップ１９１０）。次いで、このルーチンは、それが平面上のグリッド点に関連するすべ
てのｘ，ｙ－位置を試験したかどうかを決定し（ステップ１９１２）、そうでない場合、
上記のステップを残りの各グリッド点について反復する。この衝突検出ルーチンを、各処
置段階で、患者の口において隣接する歯の各対について実行する。
【０１１１】
（歯科矯正器具のモデルの取り込み）
上記で言及した米国特許出願第０９／１６９，０３４（代理人登録番号０９９４３／００
４００１）は、患者の処置計画を実行するために設計された歯科矯正器具と患者の歯との
相互作用をモデル化するための技術を実行する、器具モデリングシステムを記載する。有
限要素分析を使用して、処方される処置経路に沿って所望の最後の位置に患者の歯を動か
すために必要な器具の配置を決定する。いくつかの状況において、器具モデリングシステ
ムは、所望の歯の動きが、歯科矯正学的に受容可能であるか、または製造可能である器具
を伴うという制約の中で実行され得ないことを決定し得る。従って、この器具モデリング
システムは、歯の付属物がモデルに付加されるべきであること、または処置計画が変更さ
れるべきであることを決定し得る。これらの状況において、器具モデリングシステムから
のフィードバックを使用して、幾何学的な歯のモデルを変更し、従って処置計画を変更す
る。
【０１１２】
（処置計画を画像的に表示すること）
このシステムは、最初の状態から標的状態までの動きのアニメーションを示す「ムービー
」機能を取り込み、そしてユーザは任意の点においてそれを使用し得る。これは、処置プ
ロセスを通して全体の成分の動きを可視化するための補助になる。
【０１１３】
上記のように、成分の同定のための１つの適切なユーザインターフェースは、三次元イン
タラクティブグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）である。三次元ＧＵＩはま
た、成分操作のために有利である。このようなインターフェースは、デジタルモデル成分
との即時的かつ視覚的な相互作用をプロフェッショナルまたはユーザに提供する。三次元
ＧＵＩは、特定のセグメントを操作するためにコンピュータに指示するための単純な低レ
ベルのコマンドのみを許容するインターフェースを超える利点を提供する。換言すれば、
操作のために適応させたＧＵＩは、例えば、「この成分を０．１ｍｍ右に移動せよ」とい
った種類のみの命令を受け取るインターフェースよりも、多くの方法において良好である
。このような低レベルのコマンドは、微調整のためには有用であるが、それが唯一のイン
ターフェースであった場合、成分操作のプロセスは、退屈かつ時間を消費する相互作用に
なる。
【０１１４】
操作プロセスの前またはその最中に、１つ以上の歯成分は、歯根の鋳型モデルで増強され
得る。根鋳型で増強された歯モデルの操作は、例えば、歯肉線の下の歯の衝撃が関与する
状況において有用である。これらの鋳型モデルは、例えば、患者の歯のｘ線のデジタル化
された表示を含む。
【０１１５】
ソフトウェアは、テキストおよび／または装置の配列番号を含み得るデータセットに注釈
を付加することを可能にする。注釈は、引っ込んだテキスト（すなわち、それは３－Ｄ幾
何学である）として付加され、その結果、印刷されたポジティブモデル上に現れる。注釈
が整復器具によって覆われる口の一部に配置され得るが、それは口の動きに対して重要で
ない場合、その注釈は、送達された整復器具上に現れ得る。
【０１１６】
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上記に記載の成分同定および成分操作ソフトウェアは、オペレータの訓練レベルと高度に
釣り合って操作するように設計される。例えば、成分操作ソフトウェアは、許容できるか
、または禁止されている歯の操作に関してフィードバックを提供することによって、歯科
矯正学の訓練を欠くコンピュータオペレータを補助し得る。一方、口腔生理学および歯の
移動の動力学において、より高度な技能を有する歯科矯正医師は、成分同定および操作ソ
フトウェアを、道具として単に使用し得、アドバイスを無効にするか、またはさもなくば
無視する。
【０１１７】
図２０は、クライアントビューワーアプリケーションを伴うグラフィカルユーザーインタ
ーフェース２０００の画面の写真である。このアプリケーションを通して、処置する臨床
医は、患者の処置計画を見得、そしてその計画を変更するか、またはその計画にコメント
する。クライアントビューワーアプリケーションは、臨床医のサイトのクライアントコン
ピュータ上にローカルにインストールされたコンピュータプログラムで実行される。ビュ
ーワープログラムは、遠隔のホスト（例えば、処置計画設計者によって維持されるファイ
ル転送プロトコル（ＦＴＰ）サーバー）からデータファイルをダウンロードし、これは、
直接的な接続を通して、またはコンピュータネットワーク（例えば、Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄ
ｅ　Ｗｅｂ）を通してのいずれかでアクセスされ得る。そのビューワープログラムは、臨
床医に対して画像的に処置計画を提供するためにダウンロードファイルを使用する。その
ビューワープログラムはまた、患者の歯の画像を見るためにホストのサイトで処置計画設
計者によって使用され得る。
【０１１８】
ビューワープログラムによってダウンロードされたデータは、鍵となる処置位置の固定さ
れたサブセットを含み、これらには、患者の歯の処置計画を規定するＩＤＤＳおよびＦＤ
ＤＳが含まれる。ビューワープログラムは、ＩＤＤＳまたはＦＤＤＳを与えて、最初の位
置および最後の位置で患者の歯の画像を表示する。ビューワープログラムは、それらの最
初の位置（最初の画像２００２）および最後の歯の位置（最後の画像２００４）における
歯の画像を同時に表示する。
【０１１９】
データファイルは、大量のデータを含むので、遠隔ホストにおけるダウンロードソフトウ
ェアは、「詳細のレベル」技術を利用して、次第に増加する詳細のレベルを伴って、その
ダウンロードをデータグループに組織化する。そのビューワープログラムは、矯正歯科関
連の知識を使用して、画像のより重要でない領域をそれをより重要な領域にするよりも、
より低い品質にする。これらの技術の使用は、歯のモデルの単一のレンダリングされた画
像を生成するのに必要な時間、およびダウンロードが開始した後に画面にレンダリングさ
れた画像を表示するのに必要な時間を減少する。
【０１２０】
図２１Ａおよび図２１Ｂは、遠隔ホストにおけるダウンロードソフトウェアによって、「
詳細のレベル」技術の使用を例証する。このソフトウェアは、データをいくつかのグルー
プに移し、それらの各々は、歯のレンダリングされた画像についての詳細を増分的に追加
する。第１のグループは、代表的には、患者の歯のラフなポリゴン表示を与えるに十分な
データだけを含む。例えば、歯が６つの面を有する立方体として扱われた場合、その歯は
、立方体の各面に１つ存在する６つの点２１０２ａ～ｆを有するダイアモンド２１００と
して迅速に与えられ得る（図２１Ａ）。ダウンロードソフトウェアは、各歯についてのい
くつかの点を送達することによってダウンロードを開始し、このインターフェースプログ
ラムは、歯のポリゴン表示を与えるために即時に使用する。
【０１２１】
次いで、ダウンロードソフトウェアは、歯のレンダリングされた画像にさらなる詳細を追
加する第２のデータグループを送達する。このグループは、代表的には、歯の球状表示２
１０６を許容する点を追加する（図２１Ｂ）。ダウンロードが継続するにつれて、そのソ
フトウェアは、データのさらなるグループを送達し、歯が十分に与えられるまで、歯のレ
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ンダリングされた画像に詳細のレベルを各々追加した。
【０１２２】
ダウンロードソフトウェアはまた、歯のレンダリングされた画像を形成するのに重要では
ないデータを同定し、そして取り除くことによって、ダウンロードおよびレンダリング速
度を改善する。このデータは、他の歯または組織によって曖昧にされる歯の表面について
のデータを含む。このソフトウェアは、共通の矯正歯科的構造に基づく規則を適用して、
どのデータがダウンロードされ、そしてどれが保留されるかを決定する。この様式で保留
されるデータは、ダウンロードファイルのサイズを減少させ、従って、最初の画像および
最後の画像をレンダリングする場合にインターフェースプログラムが考慮しなくてはなら
ないデータ点の数を減少させる。
【０１２３】
ビューワープログラムはまた、レンダリングされたデータの量を減少させることによって
レンダリング速度を改善する。ダウンロードソフトウェアと同様に、ビューワープログラ
ムは、矯正歯科的に関連する規則を適用して、画像の領域がより低い品質でレンダリング
され得るか否かを決定する。例えば、処置する臨床医は、通常、歯肉組織を詳細に見るこ
とを欲さないので、ビューワープログラムは、歯肉のテクスチャを保存するデータを無視
して、口の表面と同じ低い解像度で歯肉をレンダリングする。代表的には、ビューワープ
ログラムは、より高い解像度でより重要な領域をレンダリングする前に、より低い解像度
でより重要でない領域をレンダリングする。臨床医は、全体の画像の高解像度のレンダリ
ングを要求し得る。
【０１２４】
図２０に示され、そして上記に議論されるように、そのビューワープログラムは、歯の最
初の画像２００２、および臨床医によって要求された場合には、歯の最後の画像２００４
（これらは、処置後に現れるようなものである）を表示する。臨床医は、画像を三次元で
回転させて、種々の歯の表面を観察し得、そして臨床医は、所定のいくつかの観察する角
度のいずれかに対して画像を撮影し得る。これらの観察する角度は、標準的な前方視点、
後方視点、上方視点、下方視点、および側面視点、ならびに矯正歯科特異的な視野角（例
えば、舌視点、頬視点、顔面視点、咬合視点、および切歯視点）を含む。
【０１２５】
そのビューワープログラムはまた、処置経路に沿った各中間ステップでの歯の位置を示す
一連の画像を提供するアニメーションルーチンを含む。臨床医は、従来的なビデオカセッ
トレコーダーの制御ボタンに類似した制御ボタンを提供する、ＶＣＲメタファーを通して
アニメーションルーチンを制御する。特に、ＶＣＲメタファーは、「再生」ボタン２００
６を含み、これが選択された場合、処置経路に沿ったすべての画像を通してステップにア
ニメーションルーチンを引き起こす。スライドバー２００８は、各々の連続的な表示され
た画像とともに所定の距離、水平方向に動く。一連の、スライドバー２００８の各々の位
置および各々の画像は、上記の中間の処置ステップの１つに対応する。
【０１２６】
ＶＣＲメタファーはまた、「前方に」ボタン２０１０および「後方に」ボタン２０１２（
これらは、臨床医が、一度に、一連の画像、１つのキーフレームまたは処置ステップを通
して、前方または後方にステップすることを可能にする）を含み、ならびに、「早送り」
ボタン２０１４および「巻き戻し」ボタン２０１６（これらは、臨床医が、最後の画像２
０１４または最初の画像２００２に、それぞれ直接ジャンプすることを可能にする）を含
む。臨床医はまた、適切な位置にスライドバー２００８を配置することによって、一連の
中の任意の画像に直接ステップし得る。
【０１２７】
上記のように、そのビューワープログラムは、キー位置の固定されたサブセットを受け取
り、これらは、遠隔ホストからのＩＤＤＳおよびＦＤＤＳを含む。このデータから、アニ
メーションルーチンは、種々の数学的技法のいずれかを用いて、中間の処置ステップでの
歯を表示するのに必要とされる変形曲線を誘導する。１つの技法は、上記のパス生成プロ
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グラムを包含することによる。この状況において、そのビューワープログラムは、パス生
成プログラムコードを含む。アニメーションルーチンは、ダウンロードされたキー位置が
最初に受け取られた場合、またはユーザがアニメーションルーチンに関与する場合のいず
れかにこのコードを含む。
【０１２８】
このビューワープログラムは、画像を画像的に操作することによってレンダリングされた
画像を変更することを可能にする。例えば、臨床医は、マウスを用いて歯をクリックおよ
びドラッグまたは回転させることによって、個々の歯を所望の位置に再配置させ得る。い
くつかの実施において、個々の歯を再配置することは、レンダリングされた画像のみを変
化させ；他の実施において、この様式において歯を再配置させることは、基礎をなすデー
タセットを改変する。後者の状況において、ビューワープログラムは、試行された変更が
有効か否かを決定するための衝突検出を実行し、そして、もしそうでない場合、臨床医に
すぐに通知する。あるいは、ビューワープログラムは、基礎をなすデータセットを改変し
、次いで変更されたデータセットを、衝突検出アルゴリズムを実行する遠隔ホストにアッ
プロードする。臨床医はまた、インターフェースディスプレイ２０００のダイアログボッ
クス２０１８を通して、遠隔ホストにテキストのフィードバックを提供する。ダイアログ
ボックス２０１８に入れられたテキストは、テキストオブジェクトとして記憶され、そし
て後で遠隔ホストにアップロードされるか、または代替的に、既存の接続を介してすぐに
遠隔ホストに送達される。
【０１２９】
ビューワープログラムは、必要に応じて、臨床医が、特定の歯の画像および他の歯から離
れた歯の画像を単離することを可能にする。臨床医はまた、単一のレンダリングされた画
像または一連の画像における、個々の歯または歯のグループの色を変化させ得る。これら
の特徴は、臨床医に、処置の過程の間の個々の歯のふるまいのより良好な理解を与える。
【０１３０】
ビューワープログラムの別の特徴は、臨床医が、コマンドにより（例えば、口とともに目
的の領域を選択することにより）、特定の歯またはモデルの特定の部分に関する情報を受
け取ることを可能にする。利用可能な情報のタイプは、歯型、隣接する歯間の距離、およ
び、配列器具または他の歯によって歯にかかる力（大きさおよび方向）を含む。有限要素
分析法は、歯にかかる力を計算するために使用される。臨床医はまた、特定の情報の画像
表示（例えば、処置の過程にわたって歯にかかる力のプロットまたは処置経路のステップ
間で歯が作られる動きを示すチャート）を要求し得る。ビューワープログラムはまた、必
要に応じて、臨床医がレンダリング画像上の２つの点を選択すること、および点間の距離
を示す表示を受け取ることを可能にする画像ツールである、「バーチャルカリパー」を含
む。
【０１３１】
（配列器具の組み立て）
一旦中間および最初のデータセットが作製されたならば、器具は、図１０に例証されるよ
うに組み立てられ得る。共通の組み立て方法は、迅速なプロトタイピングデバイス２００
（例えば、立体リソグラフィー装置）を利用する。特に適切な迅速プロトタイピング装置
は、３Ｄ　Ｓｙｓｔｅｍ，Ｖａｌｅｎｃｉａ，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａから入手可能なＭｏ
ｄｅｌ　ＳＬＡ－２５０／５０である。迅速プロトタイピング装置２００は、洗浄され、
そして器具として直接的に、または器具を作製ための型として間接的にのいずれかで使用
される、残存する非硬化樹脂から分離され得る三次元構造に、液体または他の非硬化樹脂
を選択的に強固にする。そのプロトタイピング装置２００は、個々のデジタルデータセッ
トを受け取り、そして各々の所望の器具に対応する１つの構造を作製する。一般的に、迅
速プロトタイピング装置２００は、最適でない機械的特性を有し、そして患者の使用のた
めに一般的に受容可能ではないかもしれない樹脂を利用し得るので、そのプロトタイピン
グ装置は、代表的には、型を作製するために使用され、これは結局、処置の各々の連続す
る段階のポジティブな歯モデルである。ポジティブモデルが準備された後に、従来的な加
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圧または真空モールディング装置を使用して、より適切な物質（例えば、Ｔｒｕ－Ｔａｉ
ｎ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ，Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ　５５９０２から利用
可能な０．０３インチの熱形成歯科材料）から器具を作製する。適切な加圧モールディン
グ装置は、Ｇｒｅａｔ　Ｌａｋｅｓ　Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉｃｓ，Ｌｔｄ．，Ｔｏｎａｗ
ａｎｄａ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　１４１５０からの商標名ＢＩＯＳＴＡＲの下で利用可能で
ある。モールディング装置２５０は、ポジティブな歯モデルおよび所望の材料から、直接
器具を作製する。適切な真空モールディング装置は、Ｒａｉｎｔｒｅｅ　Ｅｓｓｉｘ，Ｉ
ｎｃ．から利用可能である。
【０１３２】
作製後、器具を、処置するプロフェッショナルにすべて一度に供給し得る。器具を、使用
の順番を示すいくつかの様式で（代表的には、器具上で、あるいは各器具に添加されるか
、または各器具を含むタグ、ポーチ、もしくは他の項目上で直接的に連続して番号付けす
ることによって）マークする。必要に応じて、書かれた指示は、患者が、器具にまたはパ
ッケージングのどこかにマークされた順番で個々の器具を着用することを示すシステムを
伴い得る。このような様式での器具の使用は、最後の的な歯の配置に向かって次第に患者
の歯を再配置する。
【０１３３】
患者の歯は、もともと予想されたよりも異なって応答し得るので、処置する臨床医は、処
置の過程の間の患者の進行を評価することを望み得る。このシステムはまた、歯列に沿っ
て新規に測定することから始めて、これを自動的に行い得る。患者の歯が、計画したよう
に進行しない場合、臨床医は、患者の処置を戻すか、または代替的な処置計画を設計する
ために必要なように、処置計画を修正し得る。臨床医は、処置計画を修正する際の使用の
ためにコメント（口頭でまたは文書で）を提供し得る。臨床医はまた、デジタルイメージ
化または操作のために、患者の歯のプラスター成形の別のセットを形成し得る。臨床医は
、患者の進行が評価されるまで、引き続く配列器具の作製を遅らせて、少数のみの配列器
具に最初の配列器具作製を制限することを望み得る。
【０１３４】
図１１は、矯正歯科的な処置計画を開発するために使用し得るデータプロセシングシステ
ム３００の単純化したブロック図である。このデータプロセシングシステム３００は、代
表的には、バスサブシステム３０４を介して多数の周辺デバイスと連絡する少なくとも１
つのプロセッサー３０２を備える。これらの周辺デバイスは、代表的には、記憶サブシス
テム３０６（メモリサブシステム３０８およびファイル記憶サブシステム３１４）、一連
のユーザインターフェース入力および出力デバイス３１８、ならびに外部ネットワーク（
公用の切り替わる電話ネットワーク）へのインターフェース３１６を備える。このインタ
ーフェースは、図式的に、「モデムおよびネットワークインターフェース」ブロック３１
６として示され、そしてコミニュケーションネットワークインターフェース３２４を介し
て他のデータプロセシングシステムにおける対応するインターフェースデバイスに結合さ
れる。データプロセシングシステム３００は、末端のもしくはローエンドパーソナルコン
ピュータもしくはハイエンドパーソナルコンピュータ、ワークステーション、またはメイ
ンフレームであり得る。
【０１３５】
ユーザインターフェース入力デバイスは、代表的には、キーボードを備え、そしてさらに
ポインティングデバイスおよびスキャナーを備え得る。ポインティングデバイスは、間接
的なポインティングデバイス（例えば、マウス、トラックボール、タッチパッド、もしく
はグラフィックスタブレット）または直接的ポインティングデバイス（例えば、ディスプ
レイに組み込まれたタッチスクリーン）、または三次元ポインティングデバイス（例えば
、米国特許第５，４４０，３２６号に記載されるジャイロスコープポインティングデバイ
ス）であり得、他の型のユーザインターフェース入力デバイス（例えば、音声認識システ
ム）もまた、使用され得る。
【０１３６】
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ユーザインターフェース出力デバイスは、代表的には、プリンターおよび、ディスプレイ
コントローラおよびコントローラに結合されたディスプレイデバイスを備えるディスプレ
イサブシステムを含む。ディスプレイデバイスは、陰極線管（ＣＲＴ）、フラットパネル
デバイス（例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）または投影装置）であり得る。ディスプ
レイサブシステムはまた、非視覚ディスプレイ（例えば、音声出力）を提供し得る。
【０１３７】
記憶サブシステム３０６は、基本的な必要とされるプログラミングおよびデータ構築物を
維持する。上記で議論したプログラムモジュールは、代表的には、記憶サブシステム３０
６に保存される。記憶サブシステム３０６は、代表的には、記憶サブシステム３０８およ
びファイル記憶サブシステム３１４を備える。
【０１３８】
記憶サブシステム３０８は、代表的には、プログラムの実行の間の命令およびデータの記
憶ための主ランダムアクセルメモリ（ＲＡＭ）３１０を備え、そして、固定された命令が
記憶されているリードオンリーメモリ（ＲＯＭ）３１２を備える。Ｍａｃｉｎｔｏｓｈコ
ンパチブルパーソナルコンピュータの場合、ＲＯＭは、オペレーティングシステムの一部
を含む；ＩＢＭコンパチブルパーソナルコンピュータの場合、ＲＯＭはＢＩＯＳ（ｂａｓ
ｉｃ　ｉｎｐｕｔ／ｏｕｔｐｕｔ　ｓｙｓｔｅｍ）を含む。
【０１３９】
ファイル記憶サブシステム３１４は、プログラムのための持続性の（不揮発性）記憶およ
びデータファイルを提供し、代表的には、少なくとも１つのハードディスクドライブおよ
び少なくとも１つのフロッピーディスクドライブ（関連するリムーバブルメディアを用い
て）を備える。他のデバイス（例えば、ＣＤ－ＲＯＭドライブおよび光学的デバイス）（
すべてそれらの関連するリムーバブルメディアを用いて）もまた、存在し得る。リムーバ
ブルメディアカートリッジは、例えば、ハードディスクカートリッジ（例えば、Ｓｙｎｑ
ｕｅｓｔなどによって市販されているもの）、およびフロッピーディスクカートリッジ（
例えば、Ｉｏｍｅｇａによって販売されている）であり得る。１つ以上のドライブが遠隔
に位置され得る（例えば、構内情報通信網またはインターネットのＷｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ
　Ｗｅｂのサーバ）。
【０１４０】
この状況において、用語「バスサブシステム」は、一般に種々の成分およびサブシステム
を意図されるように互いに連絡させるようにするための任意のメカニズムを含むように使
用される。入力デバイスおよびディスプレイを例外として、他の成分は、同じ物理的位置
にある必要はない。従って、例えば、ファイル記憶システムの一部は、電話線を含む、構
内情報通信網または広域情報通信網の種々の媒体を介して接続され得る。同様に、入力デ
バイスおよびディスプレイは、プロセッサと同じ位置にある必要はないが、代表的には、
パーソナルコンピュータおよびワークステーションが使用され得ることが予想される。
【０１４１】
バスサブシステム３０４は、図式的に、単一のバスとして示されるが、代表的なシステム
は、ローカルバスおよび１つ以上の拡張バスのような多数のバス（例えば、ＡＤＢ、ＳＣ
ＳＩ、ＩＳＡ、ＥＩＳＡ、ＭＣＡ、ＮｕＢｕｓ、またはＰＣＩ）、ならびにシリアルポー
トおよびパラレルポートを有する。ネットワーク接続は、通常、これらの拡張バスの１つ
のネットワークアダプターまたはシリアルポート上のモデムのようなデバイスを通して確
立される。クライアントコンピュータは、デスクトップシステムまたはポータブルシステ
ムであり得る。
【０１４２】
スキャナ３２０は、患者または矯正医師いずれかから得られた患者の歯のスキャニングキ
ャストのもとであり、これは、データプロセシングシステム３００に、さらなるプロセシ
ングのためのスキャンされたデジタルセット情報を提供する。分散環境において、スキャ
ナ３２０は、遠隔位置に位置し得、そしてネットワークインターフェース３２４を介して
、データプロセシングユニット３００に、スキャンされたデジタルデータセット情報を連
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絡する。
【０１４３】
組み立て装置３２２は、データプロセシングシステム３００から受け取った中間および最
初のデータセット情報に基づく歯科器具を組み立てる。分散環境において、組み立て装置
３２２は、遠隔位置に位置し得、そしてネットワークインターフェース３２４を介して、
データプロセシングユニット３００からデータセット情報を受け取る。
【０１４４】
本発明を、特定の実施態様によって記載してきた。他の実施態様は、以下の特許請求の範
囲の範囲にある。例えば、上記の三次元スキャニング技術を使用して、材料特性（例えば
、歯キャスティングおよび配列器具を形成する材料の収縮および拡張）を分析し得る。ま
た、上記の３Ｄ歯モデルおよびグラフィカルインターフェースを使用して、通常の装具ま
たは他の通常の歯科矯正用器具を有する患者を処置する臨床医を補助し得る。この場合、
歯の動きに適用される制約は、従って、改変される。さらに、歯モデルは、対応する患者
および処置する臨床医による限られたアクセスのために、ハイパーテキストトランスファ
ープロトコル（ｈｔｔｐ）ウェブサイト上で送信され得る。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】　図１Ａは、患者の顎を示し、歯がどのように動き得るかを一般的に示す。
【図１Ｂ】　図１Ｂは、図１Ａからの単一の歯を示し、歯の動く距離ががどのように決定
されるかを規定する。
【図１Ｃ】　図１Ｃは、増分的位置調整器具とともに、図１Ａの顎を示す。
【図２】　図２は、増分的位置調整器具のシステムを製造するための工程を示すブロック
図である。
【図３】　図３は、最初の歯の配列を表現する最初のデジタルデータセットを操作し、所
望の最初の歯の配列に対応する最初のデジタルデータセットを作り出す工程を記載するブ
ロック図である。
【図４Ａ】　図４Ａは、本明細書の方法のための消去ツールを示すフローチャートである
。
【図４Ｂ】　図４Ｂは、図４Ａのプログラムによって消去される空間の体積を示す。
【図５】　図５は、図３のデータセットの操作において高解像度および低解像度成分を調
和させるためのプログラムを示すフローチャートである。
【図６Ａ】　図６Ａは、咬頭検出アルゴリズムの「検出」段階を実行するためのプログラ
ムを示すフローチャートである。
【図６Ｂ】　図６Ｂは、咬頭検出アルゴリズムの「拒絶」段階を実行するためのプログラ
ムを示すフローチャートである。
【図７】　図７は、調節器具を製造するために使用される複数の中間デジタルデータセッ
トを生成するための方法を示す。
【図８Ａ】　図８Ａは、経路スケジューリングアルゴリズムによって実行される工程を示
すフローチャートである。
【図８Ｂ】　図８Ｂは、「可視」機能を実行するための工程を示すフローチャートである
。
【図８Ｃ】　図８Ｃは、「子（ｃｈｉｌｄｒｅｎ）」機能を実行するための工程を示すフ
ローチャートである。
【図８Ｄ】　図８Ｄは、図８Ａの経路スケジューリング工程１２８をを実行するための工
程を示すフローチャートである。
【図９Ａ】　図９Ａは、衝突検出の間の反復衝突試験を実行するための工程を示すフロー
チャートである。
【図９Ｂ】　図９Ｂは、衝突検出の間に実施されるノード分割を示すフローチャートであ
る。
【図９Ｃ】　図９Ｃは、衝突検出プロセスに対してさらなる運動情報を提供するための工
程を示すフローチャートである。
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【図１０】　図１０は、中間および最初の器具の設計を表現するデジタルデータセットを
利用する複数の器具を製造するための代替のプロセスを示す。
【図１１】　図１１は、データ処理システムの単純化されたブロック図である。
【図１２】　図１２は、エポキシ型の焼石膏歯鋳造物の断面画像である。
【図１３】　図１３は、２つのセットの画像データから１つの３Ｄ画像データセットの歯
を形成するためのプロセスのフローチャートである。
【図１４】　図１４は、３Ｄ画像データから３Ｄ表面メッシュを形成するためのプロセス
のフローチャートである。
【図１５Ａ】　図１５Ａは、歯科矯正処置の計画の種々の工程における歯の位置決めを示
す。
【図１５Ｂ】　図１５Ｂは、歯科矯正処置の計画の種々の工程における歯の位置決めを示
す。
【図１５Ｃ】　図１５Ｃは、歯科矯正処置の計画の種々の工程における歯の位置決めを示
す。
【図１６】　図１６は、歯科矯正処置計画の間、中間位置の間で歯の経路を決定するため
のプロセスのフローチャートである。
【図１７】　図１７は、歯科矯正処置計画の間の、最初の位置から最後の位置への歯の経
路を最適化するためのプロセスのフローチャートである。
【図１８】　図１８は、衝突検出アルゴリズムにおいて使用するための緩衝技術を示す図
である。
【図１９】　図１９は、衝突検出技術のためのフローチャートである。
【図２０】　図２０は、歯科矯正患者の歯の３Ｄ画像を与えるために使用されるＧＵＩ表
示のスクリーンショットである。
【図２１Ａ】　図２１Ａは、歯科矯正画像データファイルのダウンロードおよびレンダリ
ング速度を改良するための技術を示す。
【図２１Ｂ】　図２１Ｂは、歯科矯正画像データファイルのダウンロードおよびレンダリ
ング速度を改良するための技術を示す。
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【 図 １ Ａ 】 【 図 １ Ｂ 】

【 図 １ Ｃ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ Ａ 】

【 図 ４ Ｂ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ Ａ 】 【 図 ６ Ｂ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ Ａ 】
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【 図 ８ Ｂ 】 【 図 ８ Ｃ 】

【 図 ８ Ｄ 】 【 図 ９ Ａ 】
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【 図 ９ Ｂ 】 【 図 ９ Ｃ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

(41) JP 3641208 B2 2005.4.20



【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ Ａ 】

【 図 １ ５ Ｂ 】
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【 図 １ ５ Ｃ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ Ａ 】 【 図 ２ １ Ｂ 】
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