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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの歯科用インプラントの向きおよび位置を得る方法であって、
　ａ．前記少なくとも１つの歯科用インプラントに対応する少なくとも１つの固定された
印象アバットメントを含む印象を得るステップ、
　および／または
　前記少なくとも１つの歯科用インプラントに対応する少なくとも１つの固定された印象
アバットメントを含む印象を得るステップであって、前記少なくとも１つの印象アバット
メントに取り付けられる物は、スキャンインプラント／アナログである、ステップと、
　ｂ．前記印象アバットメントおよび／またはスキャンインプラント／アナログの形状の
所定の情報を得るステップと、
　ｃ．前記少なくとも１つの印象アバットメントおよび／またはスキャンインプラント／
アナログを含む、前記印象の少なくとも一部をスキャンすることによってスキャンデータ
を得るステップと、
　ｄ．前記所定の情報と前記スキャンデータとに基づき、前記歯科用インプラントの向き
および位置を決定するステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記スキャンデータに基づき三次元模型を得るステップをさらに含む、請求項１に記載
の方法。
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【請求項３】
　前記向きおよび位置は、口内スキャン、ＣＴ、ＭＲ、またはＸ線スキャン、あるいはこ
れらの組み合わせのうちの１つ以上によって得られたスキャンにさらに基づく、請求項１
または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記所定の情報は、ＣＡＤ模型である、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　上顎および／または下顎の少なくとも一部の歯の模型を製作する方法であって、
　ａ．印象のスキャン、口内スキャン、ＣＴ、ＭＲ、またはＸ線スキャン、ポジ模型のス
キャン、あるいはこれらの組み合わせのいずれかによって、前記上顎および／または下顎
の前記少なくとも一部の三次元模型を得るステップであって、前記三次元模型は、請求項
１～４のいずれか１項を適用することによって得られる、ステップと、
　ｂ．前記得られた三次元模型から歯の模型を製作するステップと
　を含む、方法。
【請求項６】
　前記歯の模型は、ラピッドプロトタイピング装置によって製作される、請求項５に記載
の方法。
【請求項７】
　前記歯の模型は、少なくとも部分的に、プラスチック、ポリマー、蝋、石膏、またはセ
ラミックで製作される、請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　製作の前に前記三次元模型の表面をベースに取り付けるステップをさらに含む、請求項
５～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　製作の前に前記三次元模型から中実模型を得るステップをさらに含む、請求項５～８の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　製作の前に前記得られた模型に対して位置決めする手段をさらに含む、請求項５～９の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　上顎骨および下顎骨の両模型が製作される、請求項５～１０のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１２】
　歯冠の少なくとも一部が前記同じ三次元模型に基づき製作される、請求項５～１１のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　少なくとも１つのインプラントアナログを前記歯の模型に含めるステップをさらに含む
、請求項５～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記インプラントアナログの位置および向きは、請求項１～４のいずれか１項に記載の
前記歯科用インプラントの位置および向きを得る方法のいずれかによって求められる、請
求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法のステップを実行するためのプログラムコ
ードを含む、少なくとも１つの歯科用インプラントの向きおよび位置を得るためのコンピ
ュータプログラム。
【請求項１６】
　少なくとも１つの歯科用インプラントの向きおよび位置を得るためのシステムであって
、前記システムは、１つ以上のコンピュータ命令が格納されたコンピュータ可読メモリを
含み、前記命令は、請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法のステップを実行するた



(3) JP 5237106 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

めの命令を含む、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯の印象をスキャンし位置合わせすることによって歯および咬合の三次元模
型を作成するためのシステムおよび方法に関する。
【０００２】
　当該出願または本願明細書に引用されている特許および非特許文献は、それぞれの内容
全体を参照により本願明細書に援用するものとする。
【背景技術】
【０００３】
　本発明は、歯冠、ブリッジ、アバットメント、およびインプラントなどの歯科修復物の
製作分野に関する。患者が歯の修復を必要とすると、歯科医は歯を準備する。たとえば、
歯冠を接着する箇所のプレパレーションを行うために、損傷した歯を削って滑らかにする
。代替治療では、インプラント（チタン製ネジ）を患者の顎に挿入し、このインプラント
に歯冠またはブリッジを取り付ける。歯の準備またはインプラントの挿入後、歯科医は通
常、上顎、下顎の印象、および咬み合わせ記録、あるいは片面印象を両面トレー（トリプ
ルトレーとしても公知）に作成する。
【０００４】
　これらの印象は歯科技工士に送られ、修復物、たとえばブリッジ、が実際に製作される
。修復物を製作する第１のステップでは、伝統的には、上顎および下顎の印象から上顎お
よび下顎の歯の模型がそれぞれ成型される。図１ａおよび図８は、歯の模型および印象を
それぞれ示す。これらの模型は、通常、石膏で作られ、咬合記録を用いて歯科用咬合器に
おいて位置合わせされることが多い。咬合器は、実際の咬合および咀嚼運動をシミュレー
トする。歯科技工士は、美しい外観および咬合機能を保証するために、歯科修復物を咬合
器内で組み上げる。咬合器内での成型物の適正な位置合わせは、最終的な修復物のために
重要である。
【０００５】
　歯科修復物を製作するためのＣＡＤ技術は急速に発展し、品質が改良され、コストが低
減し、他の方法では利用不能な魅力的な材料で製作しやすくなってきている。ＣＡＤ製作
工程の第１のステップでは、患者の歯の三次元模型を作成する。これは、伝統的には、歯
科用石膏模型の一方または両方を三次元スキャンすることによって行われる。歯の三次元
レプリカはＣＡＤプログラムにインポートされ、そこで歯科修復物全体またはブリッジ部
分構造が設計される。次に、修復物の最終的な三次元設計が製作される。これには、たと
えば、フライス盤、三次元プリンタ、ラピッドプロトタイピング製作、または他の製作装
置が用いられる。歯科修復物に対する精度要件は極めて高い。そうでなければ、歯科修復
物は見た目が悪く、歯に嵌らなくなり、痛みまたは感染症を引き起こすこともあり得る。
【０００６】
　理想的な三次元スキャナおよび歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭソリューションにおいては、歯科
技工所または歯科医は、印象から石膏模型を作成する必要はなく、印象を直接スキャンす
る。これにより、取り扱いが容易になり、コストが低減されるであろう。さらに、印象の
形状寸法は、これの区分化された石膏コピーに比べ、より精度が高いので、修復物がより
高精度になるであろう。ＣＴまたはＭＲスキャン装置によって印象のスキャンを行えると
しても、このようなスキャナは法外に高価であり、かつ必要な精度が得られない。これに
対して、レーザまたは白色光三次元スキャナなどの光学スキャナは、より安価であり、よ
り高い精度および詳細レベルが得られる。光学表面スキャナの問題は、一般に、歯の印象
の狭い窩洞を効率的にスキャンできない点である。一般に、これらのスキャンでは、印象
の深く狭い部分においてデータが不足するか、または精度が下がるであろう。
【０００７】
　印象スキャナの代替は、直接口内スキャナである。ただし、印象のスキャンは、口内ス
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キャナに比べ、明らかな利点がいくつかある。これらの利点として、歯科医院において装
置投資が必須ではない点、印象採得のためのトレーニングが実質的に不要である点、チェ
アタイムが短縮される点、スキャンに問題がある場合は、物理的模型の注型が常に可能で
あり、口内スキャナの低精度を補償するための物理的基準として注型模型を用いることが
できる点、患者の口腔のパウダリングが不要である点、およびより大きな対合領域を捕捉
する際の困難さが著しく軽減される点、および口内スキャンと異なり、印象は、明確に見
えるマージンラインを有する点、が挙げられるが、これだけに限定されるものではない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　石膏模型の代わりに印象をスキャンすると、歯科技工所での伝統的な歯の模型の作成が
不要になり得る。製作された修復物の嵌合および設計をチェックまたは修正するために歯
科技工所または歯科医が伝統的な歯の模型を依然として必要とする場合は、そのような模
型を印象のスキャンから用意することも可能である。この場合は、データを反転し、仮想
ベースまたは他の特徴を追加してから、この模型を適切な三次元製作装置で製作する。
【０００９】
　本発明は、印象を直接スキャンすることによって、石膏模型の作成に必要な手間とコス
トを省くと共に、最終的な修復物に要求される精度を得るためのソリューションを提供す
る。したがって、本発明は、歯の印象の正確な三次元コンピュータ模型を得る方法に関す
る。この方法は、
　１）上顎の印象および／または下顎の印象の少なくとも一部をスキャンすることによっ
て印象のスキャンを得るステップと、
　２）この印象のスキャン品質を評価するステップと、
　３）この品質が当該歯の印象の正確な三次元模型を可能にしない場合は、
　当該歯の印象の１つ以上の窩洞に充填材を充填してこれらの窩洞の模型を得てから、こ
の模型をスキャンすることによって模型のスキャンを得るステップと、
　当該模型のスキャンと当該印象のスキャンとを位置合わせし組み合わせることによって
、三次元模型を得るステップ、
　および／または
　当該歯の印象の１つ以上の着目領域を再スキャンするステップと、
　当該着目領域のスキャンと当該印象のスキャンとを位置合わせし組み合わせることによ
って三次元模型を得るステップ、
　または、
　４）当該品質が当該歯の印象の正確な三次元模型を可能にする場合は、
　当該印象のスキャンを用いて三次元模型を得ることによって、当該歯の印象の正確な三
次元模型を得るステップと、を含む。
【００１０】
　別の局面において、本発明は、歯の印象の三次元模型を得る方法であって、正確な咬合
を得るために複数のスキャンを位置合わせする方法に関する。したがって、本発明は、歯
の印象の三次元模型を得る方法にさらに関する。この方法は、
　両面印象の上顎の印象および下顎の印象をスキャンして当該両面印象のスキャンを得る
ステップと、
　当該両面印象の上顎の印象のスキャンと下顎の印象のスキャンとを位置合わせするステ
ップと、
　それによって当該歯の印象の三次元模型を得るステップ、を含む。
【００１１】
　もちろん、上記２つの方法を組み合わせることによって、歯の片面印象の正確な三次元
コンピュータ模型を得るための方法によって片面印象のスキャンを行えるようにしてもよ
い。
【００１２】
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　第３の局面において、本発明は、印象および／またはプレパレーションの品質を評価す
る方法に関する。この方法は、
　ａ．評価対象の印象および／またはプレパレーションの三次元コンピュータ模型を得る
ステップと、
　ｂ．この三次元模型に基づき当該印象および／またはプレパレーションを評価するステ
ップと、を含む。
【００１３】
　このような評価によって、患者が歯科医院にいる間に素早いフィードバックが可能にな
るため、コストおよび／または精神的緊張が著しく軽減され得る。もちろん、このような
評価は、特に本発明の他の局面と組み合わせた場合に、有益な情報を歯科医に提供し得る
。
【００１４】
　第４の局面において、本発明は、少なくとも１つの歯と隣接組織とを含む三次元模型を
得る方法に関する。この方法は、
　ａ．上顎の印象および／または下顎の印象および／または両面印象の少なくとも一部を
スキャンすることによって印象のスキャンを得るステップと、
　ｂ．少なくとも１つの印象のスキャンを用いて三次元予備模型を得るステップと、
　この三次元予備模型とＣＴおよび／またはＭＲおよび／またはＸ線スキャンの少なくと
も一部とを位置合わせすることによって新しい三次元模型を得るステップと、を含む。こ
の局面において、本発明は、ドリルガイドの設計に特に適している。
【００１５】
　第５の局面において、本発明は、歯冠の少なくとも一部を製作する方法に関する。本方
法は、
　ａ．歯冠を配置する部位に関する情報を含む歯の印象の少なくとも一部をスキャンする
ことによって三次元模型を得るステップと、
　ｂ．この三次元模型内で、および／またはこの三次元模型に対して、当該歯冠の少なく
とも一部のＣＡＤ設計を行うことによって当該歯冠の少なくとも一部のコンピュータ模型
を得るステップと、
　ｃ．得られたコンピュータ模型の少なくとも一部から歯冠全体すなわち完全な歯冠を製
作するステップと、を含む。
【００１６】
　このため、今日手作業で行われている作業の少なくとも一部を電子的に案内される製作
装置によって実施し得るので、低コスト化および高精度化を実現し得る。
【００１７】
　第６の局面において、本発明は、少なくとも１つの歯科用インプラントの向きおよび位
置を求める方法に関する。本方法は、
　ａ．少なくとも１つの歯科用インプラントに対応する少なくとも１つの固定された印象
アバットメントを含む印象を取得するステップ、
　および／または
　スキャンインプラント／アナログを取り付ける少なくとも１つの歯科用インプラントに
対応する少なくとも１つの固定された印象アバットメントを含む印象、
　および／または
　上顎および／または下顎の少なくとも一部のポジ模型であって、少なくとも１つの模型
インプラント／アナログを含み、その向きおよび位置が当該歯科用インプラントの向きお
よび位置に対応するジ模型、
　および／または
　上顎および／または下顎の少なくとも一部のポジ模型であって、少なくとも１つの模型
インプラント／アナログを含み、その向きおよび位置がスキャンアバットメントが取り付
けられる当該歯科用インプラントの向きおよび位置に対応するポジ模型、を得るステップ
と、
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　ｂ．当該印象アバットメントおよび／またはスキャンインプラント／アナログおよび／
または模型インプラント／アナログおよび／またはスキャンアバットメントの形状の所定
の情報を得るステップと、
　ｃ．当該印象の少なくとも一部をスキャンすることによってスキャンデータを得るステ
ップであって、当該一部は当該少なくとも１つの印象アバットメントおよび／またはスキ
ャンインプラント／アナログを含むステップと、
　および／または
　当該ポジ模型の少なくとも一部をスキャンすることによってスキャンデータを得るステ
ップであって、当該一部は少なくとも１つの模型インプラント／アナログおよび／または
スキャンアバットメントを含むステップと、
　当該所定の情報と当該スキャンデータとに基づき、当該歯科用インプラントの向きおよ
び位置を求めるステップと、を含む。本発明のこの局面は、インプラントの正確な位置お
よび向きを必要とする、当該インプラントに接続される義歯などのＣＡＤ設計を可能にす
る。
【００１８】
　第７の局面において、本発明は、上顎および／または下顎の少なくとも一部の歯の模型
を製作する方法に関する。本方法は、
　ａ．印象スキャン、口内スキャン、ＣＴ、ＭＲ、またはＸ線スキャン、ポジ模型のスキ
ャン、あるいはこれらの組み合わせのいずれかによって、前記上顎および／または下顎の
少なくとも一部の三次元模型を得るステップと、
　取得された三次元模型から歯の模型を製作するステップと、を含む。このように取得さ
れたデータから歯の模型を製作する方法は、データのみを保存し、必要に応じて物理的模
型を作成し得るので、歯の模型の保存を容易にし得る。このような模型を利用すると、ア
バットメントの製作場所および模型の取り扱いおよび／またはスキャン場所などのサイト
間での印象および／または模型の輸送も不要にし得る。
【００１９】
　第８の局面において、本発明は、本発明の他の複数の局面のステップを実行するための
命令を含むコンピュータプログラムが格納されたコンピュータ可読媒体を含むコンピュー
タプログラム製品に関する。
【００２０】
　第９の局面において、本発明は、三次元コンピュータ模型および／または歯冠／ブリッ
ジの少なくとも一部を作成するためのシステムに関する。このシステムは、本発明の他の
複数の局面のステップを実行するための１つ以上のコンピュータ命令が格納されたコンピ
ュータ可読媒体を含む。
【００２１】
　第１０の局面において、本発明は、歯の片面または両面の印象を取得するために適した
トレーに関する。このトレーは、このトレーを三次元スキャナ内に保持するために適した
取り付け手段をさらに備えることを特徴とする。この局面により、追加の据え付け手段が
スキャナに不要になり、スキャン工程が著しく簡略化され得る。
【００２２】
　第１１の局面において、本発明は、歯の両面の印象を取得するために適したトレーに関
する。このトレーは、金属、鋼鉄、および繊維複合材のうちの少なくとも１つの材料によ
る補強によって機械的に安定していることを特徴とする。このような強化されたトレーに
よって、片面の印象を不要にし得る。
【００２３】
　さらに、本発明は、歯の印象の正確な三次元コンピュータ模型を得る方法に関する。本
方法においては、１つのセンサ、すなわちカメラ、と光源とを用いて印象をスキャンする
。このときの光源とカメラとの間の角度はＡである。その後に別のセンサを用いて複数の
着目領域を再スキャンする。この別のセンサの場合は、光源とカメラとの間の角度はＢで
あり、角度Ｂは角度Ａより小さい。したがって、角度Ａを有するスキャナを１つだけ用い
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た場合に比べ、より深い窩洞のスキャンが可能になる。本発明は、再スキャンステップを
実施する前に、印象のスキャンに基づき角度Ｂを求めるステップをさらに含み得る。角度
Ｂは、角度Ａの９５％より小さく、角度Ａの９０％より小さく、角度Ａの８５％より小さ
く、角度Ａの８０％より小さく、角度Ａの７０％より小さく、角度Ａの６０％より小さく
、角度Ａの５０％より小さく、角度Ａの４０％より小さく、角度Ａの３０％より小さく、
角度Ａの２０％より小さく、角度Ａの１０％より小さく、角度Ａの５％より小さいことが
好ましい。
【００２４】
　最後に、本発明は、歯の印象の正確な三次元コンピュータ模型を得る方法に関する。本
方法は、
　１）光源とカメラとの間の角度がＡである三次元センサを用いて、上顎の印象および／
または下顎の印象の少なくとも一部をスキャンすることによって印象のスキャンを得るス
テップと、
　２）この印象のスキャン品質を評価するステップと、
　３）この品質が当該歯の印象の正確な三次元模型を可能にしない場合は、
　光源とカメラとの間の角度Ｂが、角度Ａより小さい角度Ｂである別の三次元センサを選
択し、
　この選択したセンサを用いて歯の印象の１つ以上の着目領域を再スキャンし、
　この着目領域のスキャンと印象のスキャンとを位置合わせし組み合わることによって三
次元模型を得るステップ、あるいは、
　４）上記品質が当該歯の印象の正確な三次元模型を可能にする場合は、
　印象スキャンを用いて三次元模型を得る、
　それによって、当該歯の印象の正確な三次元模型を得るステップと、を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　（定義）
　歯の印象：好ましくはトレーに作成された歯のネガ印象。
【００２６】
　歯の模型：歯の印象から作成された歯のポジレプリカ。
【００２７】
　（発明の詳細な説明）
　本発明の目的は、高価で時間のかかる歯科用石膏模型の製作を不要にする、歯科修復物
のＣＡＤ製作のための入力として用いられる歯の印象をスキャンするための改良されたス
キャンおよび位置合わせ方法である。伝統的な注型工程および歯の模型の分割は誤差を取
り込むので、印象のスキャンは品質も向上させる。さらに、印象のスキャンは、歯科医で
の患者のチェアタイムを長引かせず、歯科医にとっては義務的なエントリコストがなく、
歯科医の教育は一切不要であり、かつ総製作時間が短縮されるため、患者の満足感が向上
するほか、仮修復も不要にし得る。
【００２８】
　（正確な三次元模型）
　光学三次元スキャナによる歯の印象のスキャンは、主に窩洞内の可視性不足のために極
めて難しい。したがって、伝統的な三次元スキャンは被写域の不足という結果に至る。す
なわち、伝統的な三次元スキャンでは、スキャンされなかった穴または欠落領域が存在し
得る。本発明は、このような問題に対する解決策を提供する。上記のように、１つの解決
策は、印象の１つ以上の着目領域を再スキャンすることによって、場合によっては異なる
スキャナおよび／または異なるスキャナ設定を用いて再スキャンすることによって、着目
領域内の穴の数が減るか皆無になるなど、より高品質のスキャンを提供することである。
【００２９】
　ここで、スキャン「品質」という用語は、スキャンの被写域および精度に関する品質を
意味する。表面の三角測量とその後の表面上の穴の位置の突き止めによって、不十分な被
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写域を自動的に検出し得る。良好な品質の要件は、着目領域に穴が皆無であるか、または
穴の数が極めて少ないことである。いずれかの穴が許容されるとしても、そのような穴の
位置は正確な三次元模型の作成を妨げてはならない。実際に、このことは、穴がプレパレ
ーション域に存在してはならないことを意味する。プレパレーション域は、手作業による
選択に基づき位置決めすることも、または好ましくは、たとえば特徴検出を用いて、自動
的に検出することもできる。プレパレーション域における致命的な穴１０００の例が図１
０に示されている。
【００３０】
　さらに、ノイズもスキャンの精度を低下させ得る。ノイズは、印象のような窩洞内への
スキャン時に特に重要な問題である。その理由は、窩洞は、かなりの量のトラッキングお
よびハーフオクルージョンノイズを生じさせるからである。ハーフオクルージョンノイズ
は、Ｃｕｒｌｅｓｓ　ａｎｄ　Ｌｅｖｏｙ（１９９５）に詳細に説明されている。ノイズ
１００１による精度不足が図１０に示されている。ハーフオクルージョンノイズおよび被
写域は、印象スキャンの実用化の主な制限要因であり、スキャンポイントがノイズポイン
トであるか真のポイントであるかの判定は、歯科修復物の最終品質にとって極めて重要で
ある。したがって、ノイズおよび被写域の問題を自動的に判定することは極めて重要であ
る。ノイズポイントは、レーザトラッキング、捕捉時の表面の向き、複数のカメラの視野
、局所的な表面統計データ、表面の曲率、形状の統計データ、または逆レイトレーシング
から導出されたポイント品質を用いて自動的に検出されるようにしてもよい。
【００３１】
　「正確な三次元模型」という用語は、歯科修復物の製作にそのまま使用し得るような精
度を有する模型を意味する。
【００３２】
　スキャンから即座に導出できる別の重要な品質評価は、印象およびプレパレーションの
それぞれの品質である。実際に、歯科医によって作成された低品質の印象および粗末なプ
レパレーションは、最終的な修復物にとって最も大きな品質上の問題のうちの２つである
。ただし、印象およびプレパレーションの品質は、スキャンに基づき、たとえばアンダー
カットの検出、気泡の検出、ノイズレベル、印象材料の評価、形状の評価または形状寸法
の測定値によって評価することができる。この評価の結果を三次元スキャンに視覚的に表
示することによって、印象またはプレパレーションを改良するように歯科医を導くことが
できる。
【００３３】
　特に、スキャンを歯科医院で直接実施する場合は、印象およびプレパレーションの品質
評価によって新しい印象の取得またはプレパレーションの改良に導くことも可能であろう
。患者が待っている間に評価を行えるように、３Ｓｈａｐｅ　Ｄ２５０スキャナなどの高
速スキャナの使用が好ましい。これは、修復物の大幅な品質向上をもたらし、さらに／ま
たは印象を再取得するための２回目の診察に伴う遅延および手間を省くことによって患者
の不快感および費用の軽減を可能にし得る。
【００３４】
　修復物の最終的な結果に影響する他の種類の品質も評価し得る。
【００３５】
　上記の品質評価は、口腔領域の他の種類のスキャン、たとえば石膏模型の伝統的な三次
元スキャン、直接口内スキャン、ＣＴ、ＭＲ、またはＸ線スキャンなど、に対しても実施
し得る。
【００３６】
　歯の印象のような窩洞内へのスキャンは、価格競争力のある構造の光スキャナを使用す
る挑戦的な問題である。この問題は、１つの光源によって１つのパターンを対象物に対し
て投影し、１つ以上のセンサがこの投影されたパターンの画像を取得するという基本的構
成に由来する。三次元の復元を行うには、光源とセンサとの間の角度を一般に２０～３０
度にする必要がある。三次元の復元を行うために必要な角度と、センサとレーザとが同時
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に表面上の同じポイントを見る必要があるという事実とによって、スキャナの窩洞スキャ
ン能が大きく制限される。最適な結果を達成するには、実際の視点が重要になる。少なく
とも３つの軸を有するスキャナ、たとえば３Ｓｈａｐｅ　Ｄ２００、Ｄ２５０、またはＤ
３００スキャナなど、は対象物の向きを三次元に変えることができるので、相対的な視点
を変えることができる。ＰＣＴ出願第ＷＯ２００６／００７８５５号明細書に記載されて
いるように、難しい歯の印象において被写域を得るには、個々の対象物に適応した視点の
切り替えおよびスキャンシーケンスを適用できる。
【００３７】
　一実施形態において、印象のスキャン品質は、１つ以上の着目領域を選択するか、また
は自動的に検出し、このような着目領域を再スキャンすることによって向上される。この
再スキャンは、特定の着目領域に対して最適化されたスキャナおよび／またはスキャナ設
定を用いて実施し得る。
【００３８】
　欠落領域の再スキャンを行うには、これらの領域を初期三次元データセットで検出し、
次に追加の自動スキャンセッションにおいてこれらの欠落領域を対象として含むために、
印象または三次元センサの最適な機械的位置決めをそれぞれの相対位置に関して行う。最
適化機能は、検出された穴の正確な位置と、光源および／またはカメラの視野を掩蔽し得
る周囲の印象形状とを考慮する。
【００３９】
　再スキャンは、追加の三次元センサ（カメラおよび光源）を用いて行うことも、スキャ
ナ内の１つ以上の付加カメラを用いて行うこともできる。このような追加のセンサは、光
源とカメラとの間の角度をより小さくすることによって、深さ対幅の比率がより大きい窩
洞を覗き込めるようにする。このような実施形態においては、初回のスキャンを実施する
には、光源とカメラとの間の角度がより大きいカメラと光源との組み合わせを使用し、次
に窩洞の最も深い領域をカバーするために、光源／カメラの角度がより小さい追加のカメ
ラまたは光源を用いることができるであろう。
【００４０】
　再スキャンは、可視性を上げるために、印象を切断した後に実施してもよい。必要な切
断によって必要な情報を有する領域が破壊される場合は、切断前のスキャンと切断後のス
キャンとを位置合わせし組み合わせることによって完全な三次元模型を形成することがで
きる。一般に、切断前のスキャンは、マージンライン領域を含む。次に、残っている歯の
最上部の印象に対応する深い窩洞内への可視性をもたらすために、このマージンライン領
域が切り取られる。ただし、正確なスキャンを実現するために、模型を１回以上切断して
もよい。各切断前に模型をスキャンし、次に対応する三次元模型同士を順次または同時に
位置合わせしてもよい。
【００４１】
　別の実施形態において、窩洞内へのスキャンの問題は、１つ以上の窩洞に充填材を充填
して窩洞の模型を作成することによって解決される。次に、この窩洞の模型をスキャンし
、窩洞のスキャンと印象のスキャンとを位置合わせし組み合わせてもよい。一実施形態に
おいては、少なくとも２つの窩洞、たとえば少なくとも３つの窩洞、を充填する。これら
の窩洞は隣接し合う窩洞でも、または１つ以上の充填されない窩洞によって隔てられた窩
洞でもよい。
【００４２】
　本工程は、図１０ａおよび図１０ｂに示されている。ここでは、２つのプレパレーショ
ンにおいて被写域１０００が不足し、１つのプレパレーションにおいてノイズの問題１０
０１があるために、品質上の問題が生じる。次に、３つの問題のあるプレパレーションの
ための模型が、印象を用いて個々の石膏模型１１００として注型される。これらの３つの
「ポジ」模型は、次に品質上の問題なくスキャンされ１２００、これらのスキャンは印象
において対応する各プレパレーション１１０２に位置合わせされマージされる１１０３。
この位置合わせを行うには、２つのスキャン上で対応するポイント１１０４を選択し、そ



(10) JP 5237106 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

の後にＩＣＰ位置合わせ（Ｂｅｓｌ　ａｎｄ　ＭｃＫａｙ、１９９２）を実施してもよい
。さらに別の実施形態において、窩洞へのスキャンの問題は、着目領域の再スキャンと模
型のスキャンとを組み合わせることによって解決される。一部の実施形態においては、複
数の模型を用意することが好ましい。これらの模型は、手作業で作成し、たとえば歯の輪
郭を示す線を明確に含めることによって、これらの明確な線がスキャンにも含まれるよう
にしてもよい。
【００４３】
　印象材料の外観上の特性もスキャン品質に極めて重要である。これは、特に深い歯また
は薄い歯の場合に当てはまる。このような歯の場合、相互反射によって画像追跡ソフトウ
ェアの問題および著しいノイズが生じ得るからである。掩蔽部の縁端におけるハーフオク
ルージョンノイズの問題によって、著しいスキャンアーチファクトが作成されることがあ
るが、これらは逆レイトレーシングアルゴリズムによって除去し得る。
【００４４】
　位置合わせされたスキャンを組み合わせる。この組み合わせを行うには、たとえば、印
象スキャンの各部分を模型のスキャンまたは着目領域のスキャンの対応部分、あるいはこ
の両方の対応部分に置き換え、これらのスキャンの共通表面をマージする。スキャンの位
置合わせは、咬合情報を含む三次元模型に関して以下に説明するように行ってもよい。
【００４５】
　本発明による方法は、印象のスキャンを行うステップの前に、印象を予備スキャンする
ステップをさらに含んでもよい。予備スキャンから取得した情報によって、スキャナ設定
とスキャンシーケンスとの調整が可能になる。この調整には、印象のスキャンまたは着目
領域のスキャンをより高精度にするための動作の調整を含む。
【００４６】
　正確な三次元模型に基づき作成される修復物に応じて、印象全体のスキャンを用いて模
型を用意してもよいし、または印象のスキャンの一領域のみを用いてもよい。したがって
、一実施形態においては、位置合わせの前に印象のスキャンの領域が画定される。さらに
別の実施形態においては、画定された領域に対してのみ位置合わせが行われる。一例にお
いて、位置合わせは少なくとも２つの歯、たとえば少なくとも３つの歯など、に対して行
われる。
【００４７】
　通常、印象材料の反射率は、できる限り小さい必要がある。一実施形態においては、ス
キャン前に無反射被膜などで印象材料を被覆することによって、スキャン品質を向上させ
る。別の実施形態においては、印象自体を反射特性が皆無か少ない材料から製造する。
【００４８】
　上顎のスキャンと下顎のスキャンとの位置合わせは、いずれか適切な方法で行い得る。
一実施形態において、位置合わせは、上下顎のＣＴスキャンまたはＭＲスキャンを用いて
行う。このようなスキャンの１つの利点として、顎および神経の情報も含むことが挙げら
れる。別の実施形態において、上顎のスキャンと下顎のスキャンとの位置合わせは、以下
に説明するように、たとえば両面印象スキャンを用いて行ってもよい。
【００４９】
　もちろん、必要であれば、他の位置合わせ目的のために、ＣＴスキャンおよびＭＲスキ
ャンを使用してもよい。たとえば、インプラント用のドリルガイドの設計のために、ある
いは単に改良された三次元模型を提供するために、ＣＴまたはＭＲスキャンをさらに印象
スキャンと組み合わせ、および／または位置合わせしてもよい。
【００５０】
　（咬合情報を含む三次元模型）
　スキャンのための基礎は、少なくとも２つの歯型印象である。１つの印象は、上顎と、
下顎と、咬合とを１つの印象に取り込む両面印象である。残念なことに両面トレーは、物
理的安定性を欠き、より低品質の印象が作成されることがあり、多くの歯科医によって受
け入れられない。この問題を補償するために、少なくとも１つの片面印象をさらに作成す
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ることによって、上顎または下顎の一方のみをマッピングする。片面印象は、物理的安定
性が極めて高く、高品質の印象を提供する伝統的なトレーに作成される。
【００５１】
　両面印象に伴い得る品質上の問題は、両面印象のスキャンと１つまたは２つの片面印象
スキャンとを位置合わせし組み合わせることによって解決できる。準備された歯領域にお
ける精度要件は２０ミクロンであるが、咬合および対合歯の精度要件は５０～１００ミク
ロンに過ぎない。準備された領域に対して片面スキャンを適用し、咬合および対合歯に対
して両面スキャンを適用することによって、精度要求は満たされる。場合によっては、対
合歯側についても追加の片面スキャンを作成する。
【００５２】
　以下のスキャンを任意の順番で作成する必要がある：
　１．修復用に準備された片面印象の三次元スキャン１００（場合に応じて）、図１ａを
参照。
【００５３】
　２．両面印象の上側の三次元スキャン２００、図２を参照
　３．両面印象の下側の三次元スキャン３００、図３を参照
　４．対合歯側の片面印象の三次元スキャン（場合に応じて）
　なお、準備された歯１０１、準備されていない正常な隣接歯２０１、および対合歯３０
１に注目されたい。
【００５４】
　スキャン後の次のステップでは、印象の片面スキャン１００と対応する両面スキャン２
００とを領域ベースで位置合わせする。残念なことに、この２つの印象はプレパレーショ
ンラインの外側で異なることが多いという事実に由来する非共通データは、位置合わせ工
程を極めて複雑にする。これが特に当てはまるのは、深い歯のスキャンのための可視性を
もたらすために、オペレータが印象を刈り込む必要がある場合である。本発明の一実施形
態においては、共通の高品質が存在する場所に領域４００が画定される。この領域の画定
は、たとえばオペレータが行うことも、またはコンピュータによって自動的に行うことも
できる。この位置合わせ工程中は、当該領域のデータのみが使用される。この位置合わせ
には、たとえばＩＣＰアルゴリズム（Ｂｅｓｌ＆ＭｃＫａｙ、１９９２）を使用できる。
この位置合わせの重ね合わせ結果が図５に示されている。
【００５５】
　２つの両面印象スキャンの位置合わせには、共通データのスキャンを容易にするトレー
が必要である。この共通データとして、トレーの鉛直側面６００、および位置合わせ用の
特別な特徴、たとえばＴ形状６０１、複数の点、または複数の鉛直線のスキャン、が挙げ
られる。共通データが存在すると、ＩＣＰなどの標準の位置合わせアルゴリズムを用いて
２つのスキャンの位置合わせを行うことができる。この位置合わせのための初期化は、た
とえばコンピュータによって行うことも、またはユーザが２つの対応するポイント６０２
を選択することによって行うこともできる。この位置合わせの重ね合わせ結果が図７に示
されている。このトレーは、取り扱いを容易にするために、スキャナに直接嵌まるように
設計されてもよい。さらに、このトレーは、スキャナに直接接続するための取り付けシス
テムを含んでいてもよい。トレーまたは印象は、設計中に義歯／歯の外観が患者の顔面上
の特徴に位置合わせされるように、患者の両目に位置合わせされる水平目線をさらに含ん
でもよい。明らかに、このようなトレーは、記載の方法およびシステムのいずれかと組み
合されることが好ましい。
【００５６】
　本発明の別の実施形態においては、２つのスキャンに含まれるスキャン用取り付け具に
両面トレーを配置することができる。この場合は、共通データおよび位置合わせ用の特徴
は、取り付け具に含めるだけでよい。印象は、自動的に裏返される。
【００５７】
　最後に、位置合わせされたスキャンを組み合わせる。この組み合わせを行うには、たと
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えば、両面スキャンを片面スキャンの対応部分に置き換え、２つの両面スキャンの共通表
面をマージする。
【００５８】
　場合によっては、片面スキャンを対合歯側において実施し、既存データとの位置合わせ
および組み合わせを同様の手順で行うこともできる。
【００５９】
　物理的安定性および適正な咬合マッピングなどの特性が改良された両面トレーの開発は
、片面印象を不要にし得る。一実施形態においては、金属、鋼鉄、および／または繊維複
合強化材などの補強材によって両面トレーの安定性が向上する。明らかに、このようなト
レーは、上記のトレーの特徴と組み合されることが好ましいこともある。これらのトレー
は何れも、本明細書に記載の方法およびシステムの何れに関しても、印象の取得に好適で
ある。
【００６０】
　咬合情報を含む三次元模型に関する記述は、歯の印象のスキャンに関するものであるが
、同じ方法およびシステムを歯の模型のスキャンにも使用し得ることは当業者には明らか
である。
【００６１】
　上記のように、歯の印象の正確な三次元模型を得るための方法によって、片面スキャン
を実施してもよい。
【００６２】
　別の局面において、本発明は、上で定義したような方法の各ステップを実行するための
プログラムコードを含む、歯の印象の三次元模型を作成するためのコンピュータプログラ
ムが格納されたコンピュータ可読媒体を含むコンピュータプログラム製品に関する。
【００６３】
　さらに別の局面において、本発明は、上で定義したような方法の各ステップを実行する
ための１つ以上のコンピュータ命令が格納されたコンピュータ可読メモリを含む、三次元
模型を作成するためのシステムに関する。
【００６４】
　（歯冠の製作）
　印象のスキャンは、完全な解剖学的歯冠のＣＡＤ設計と、その後の完全な歯冠の製作と
の組み合わせにおいて特に関心を引くものとなる。これらの歯冠はどちらも歯冠と称され
る。このようなアプローチにより、設計および製作を完成させるための模型は不要になる
。ただし、コーピングの設計に印象のスキャンのみを使用する場合は、設計を完成させる
ために模型が依然として必要である。歯冠全体の設計は、設計された歯冠を２つ以上の層
に分割するなどの適切な製作工程によって行い得る。この場合、内層はコーピングに対応
し、外層はセラミックである。コーピングの製作は、フライス盤、三次元熱転写プリンタ
、または焼結機などの公知の装置を用いて行うことができる。外層は、最初に蝋、プラス
チック、ポリマー、または他の溶融可能な材料製のコピーを、たとえばフライス盤または
三次元プリンタを用いて製作してもよい。この蝋製コピーを次にコーピングに取り付け、
Ｉｖｏｃｌａｒｓ　Ｉｍｐｒｅｓｓなどのおよび過圧技術を用いてセラミック層を作成す
ることができる。
【００６５】
　（インプラント）
　本発明の別の実施形態において、歯科修復物はインプラント１２００である。これは、
歯肉１２０１および顎骨に挿入される、一般にチタン製またはジルコニア製の「ネジ」で
ある。インプラントに取り付ける歯冠またはブリッジのＣＡＤ設計を行うには、インプラ
ントの正確な位置および向きを印象のスキャンから突き止める必要がある。
【００６６】
　伝統的に、インプラント１２００の位置および向きは、印象アバットメント１２０２を
用いて患者の口腔から歯の模型に転写される。実際に、この転写は、印象アバットメント
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をインプラントに取り付けることによって行われる。次に歯の印象１２０３が取得される
。このとき、印象アバットメントは印象材料１２０４に固定され、アバットメントはイン
プラントから外される。印象アバットメント１２０２を含む印象１２０３を患者の口腔か
ら取り除く。次に、模型インプラント／アナログ１２０５を印象アバットメントに取り付
け、模型１２０６を印象から、一般には石膏で、注型する。最終ステップとして、模型の
硬化後に、印象１２０３と印象アバットメント１２０２とを取り除く。本発明の一実施形
態においては、注型されたポジ模型をスキャンすることによって、インプラントの位置お
よび向きを得る。この模型には、模型インプラント／アナログ位置および向き、ひいては
、インプラントの位置および向き、の判定をスキャンデータから容易に行えるように、ス
キャンアバットメントが取り付けられている。スキャンアバットメントから得られたデー
タから向きおよび位置を求めるための１つの方法では、対応する模型データにスキャンア
バットメントの形状のＣＡＤデータを重ね合わせる。ここで、スキャンアバットメントは
、印象アバットメントと同じであっても、異なっていてもよい。
【００６７】
　本発明の別の実施形態においては、印象１２０３に取り付けられた印象アバットメント
１２０２をスキャンすることによってインプラントの位置および向きを印象から直接求め
、次に三次元形状および寸法、たとえばＣＡＤ模型、の知識を使用する。実際に、位置お
よび向きは、印象アバットメントのＣＡＤをスキャンの対応部分に位置合わせすることに
よって、または特徴の抽出によって求めてもよい。
【００６８】
　残念なことに、印象アバットメントは、多くの場合、印象材料によって覆われるか、ま
たは印象の上方に殆ど現れない。本発明のさらに別の実施形態においては、スキャンアナ
ログ１３００を印象アバットメントに取り付けることができる。次に、このアナログを印
象スキャンの一環としてスキャンし、既知の形状および寸法を適用することによって、た
とえばＣＡＤ模型の位置合わせまたは特徴抽出を用いて、対応するインプラントの位置お
よび向きを導出できる。この操作は、１つ以上のインプラントを組み合せて実施すること
も、あるいは反復手順で実施することもできる。
【００６９】
　従来技術（６，７９０，０４０）には、インプラントの種類およびその位置および向き
の両方をスキャンから求めるために用いられるエンコーデッドヒーリングアバットメント
（ＥＨＡ）に基づく代替方法が説明されている。
【００７０】
　本発明の別の実施形態においては、一部のケースにおいて、インプラントの印象、また
は注型された模型、を直接スキャンすることによって位置および向きを上記と同様の方法
で導出することも可能である。
【００７１】
　さらに別の実施形態においては、口内スキャンからのデータを含めることによって上記
の何れの方法をも改良し得る。
【００７２】
　さらに、カスタマイズされたヒーリングアバットメントの製作も上記の各方法に基づき
可能になり得る。
【００７３】
　（模型の製作）
　歯科技工所または歯科医が、たとえば、製作された修復物の嵌合および設計をチェック
または修正するために、依然として伝統的な歯の模型を必要とする場合は、そのような模
型を印象のスキャンから製作することも可能である。区分化された伝統的な石膏模型が図
１Ａに示されている。スキャンからの実際の模型製作は、古典的な製作装置を用いて行う
ことも、あるいはフライス盤または三次元プリンタなど、より適したラピッドプロトタイ
プ装置を用いて行うこともできる。模型は、プラスチック、ポリマー、蝋、石膏、または
セラミックなど、いずれか適正な材料で製作し得る。
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【００７４】
　製作装置は、通常、中実の３Ｄ／水密模型の作成を必要とする。図１Ａの伝統的模型を
参照のこと。印象のスキャン１００は、表面のみを含み、中実模型を含まないことを思い
出されたい。歯科技工所および歯科医にとって魅力的な模型を作成するには、以下の仮想
ステップのうちの１つ以上をスキャンに対して行う必要がある：
　・ネガからポジへの表面の反転
　・余分な表面（材料）の切り取り
　・仮想ベースの作成
　・トリミング
　・区分化
　・ピンニングまたは他の位置決め手段
　・咬合器界面の追加
　・他の構造、たとえばインプラント／アナログ界面、の追加
　印象スキャン技術が受け入れられるようにするには、歯科技工所で今日使用されている
石膏模型と同様の性能を有する模型、たとえば、ベース上に歯があり、プレパレーション
がトリミングされ１Ａ００、区分化され１Ａ０１、およびピンニングされた模型、を製作
できることが極めて重要である。
【００７５】
　印象のスキャン１５００（ネガ）から模型１５０１（ポジ）にスキャンを変換するには
、表面の向きを反転する必要がある。スキャンは、さらに回転されることが好ましい。図
１５を参照のこと。一般に、次のステップでは、不要なスキャン表面（材料）を切り取る
。この切り取りは、スプライスベースの切断工具１５０２、トライアングルセレクション
、または他の選択／切断工具によって行うことができる。
【００７６】
　基本的な中実模型を作成するために、切り取り後のスキャン表面を仮想ベースに取り付
けるか、または接続することができる。仮想ベースは、スキャン表面にベース模型を組み
合わせることによって、たとえば、２つの表面間の接続面を作成してＣＡＤベースにスキ
ャン表面を組み合わせることによって、作成することができる。本工程の変型例が図１６
に示されている。ここでは、切り取り後のスキャン表面１６００が、ベース１６０１に組
み合されている。ベース１６０１は、切断された表面を共通の面、この場合は１つの平面
、に鉛直に延ばすことによって作成されている。この工程は、図９ａから図９ｂ、および
図１０ａから図１０ｂにも示されている。これは、２つの表面間に位置付けられない材料
で構成された新しいベースを本来のスキャンから形成することとして認識され得る。
【００７７】
　修復のためには、上顎（上部）および下顎（下部）の模型を作成する必要がある。正確
な物理的相対位置は、以前の位置合わせから既に分かっていることを思い出されたい。
【００７８】
　仮想ベースの重要な機能拡張は、製作された模型を標準の咬合器に挿入して咬合させら
れるように、中実模型への咬合器界面１６０５の追加である。最適な結果は、目盛り付き
咬合器の使用によって得られるであろう。事前に製作された界面１６０６を模型と咬合器
との間に挿入すると、模型の製作コストを極力抑えるために都合がよい場合がある。
【００７９】
　上記のように、ベースを取り付けるステップでは、主に切断後のスキャン表面が、製作
された模型などの物理的表現に必要な中実形状の一部となるようにベースを取り付ける。
したがって、その後に、仮想的に、または後製作によって、ベースの一部または全体を中
実形状から切り取ってもよい。
【００８０】
　歯冠設計のために歯肉を削除してマージンライン領域に接近しやすくするために、伝統
的にはプレパレーションをトリミングする。なお、プレパレーションの伝統的トリミング
のために利用可能な情報は、すべて印象内に存在することに注目されたい。したがって、
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トリミングを仮想的に行うことができ１２０２、制御された環境によって品質の改良さえ
行える。仮想トリミングは、模型上でトリミングする領域を選択することによって行って
もよい。この選択を行うための１つの方法では、スプラインなどの湾曲部をマージンライ
ンに対応する表面部分に配置する。次に、マージンラインの外側の表面を除去することに
よってトリミングを行い、マージンラインを模型１８０２および／またはプレパレーショ
ン１７０１の残りの部分に接続する人工表面１７０１、１８０２を作成してもよい。多く
の状況においては、模型を製作するためのベースを形成する同じ模型から歯冠および／ま
たは義歯、ブリッジなどを製作することが好ましい。このため、このブースを三次元模型
から製作し、連係を物理的に調べてもよい。
【００８１】
　模型を一般には個々のプレパレーションに区分化する１Ａ０１ことによって、歯科技工
士による歯冠へのアクセスおよび作業を容易にする。図１ａを参照のこと。区分化の一環
として、個々の区分を模型から除去でき、再び模型に挿入して本来の位置を維持できるよ
うにするための位置決めシステムが必須である。一般に、位置決め手段は、各区分に取り
付けられた、ベースに正確に嵌入するピンである。他の例として、ネジ、ボルト、ネジ山
付きまたはネジ山無しの穴、および押しボタンが挙げられる。位置決め手段は、以下に説
明する区分化によって作られる各区分のいずれかに含まれることが好ましい。
【００８２】
　仮想区分化１６０３は、図１６に示すように平面切断を用いることによって、古典的な
鋸引きによる区分化を再現できる。次に、ピン１７００を追加し、対応する穴１６０４を
ＣＡＤ模型のブール加算およびブール減算によって作成できる。ただし、この仮想アプロ
ーチでは、より先進的な、場合によっては統合化された、区分化および位置決め手段１８
００を、たとえばブール関数によって、作成することも可能である。ＣＡＤ設計工程の柔
軟性により、円柱、三角形、球体、円錐１８００、またはこれらの組み合わせ１８００な
ど、ほぼ如何なる形状でも区分化および位置決めに適用できる。取り外しおよび位置決め
を容易にするためのハンドル１８０１を、たとえばブール関数を用いて、作成することも
できる。
【００８３】
　製作された模型の例１９００が標準の咬合器１９０１に取り付けられた様子が図１９に
示されている。この模型は、三次元印刷を用いて製作されている。
【００８４】
　歯科アイテムのための追加構造を追加してもよい。この構造は、全体的または部分的歯
科アイテムにすることも、歯科アイテムに対する界面にすることもできる。１つの重要な
例は、設計された構造、たとえばカスタマイズされたアバットメントまたは上部構造を模
型に直接取り付けられるように、インプラント／アナログを模型の一部として直接印刷す
ることである。難しいインプラント構造の場合、または材料要件によっては、製作された
模型にインプラント／アナログを後付けできるように、インプラント／アナログ用の界面
、たとえば細穴など、の追加が好ましい場合もある。他の歯科アイテムの例として、アタ
ッチメント、固締システム、他の歯冠／ブリッジ設計支持構造が挙げられる。
【００８５】
　本明細書は歯の印象のスキャンに関するものであるが、同じ方法およびシステムを石膏
模型の伝統的三次元スキャン、直接口内スキャン、ＣＴ、ＭＲ、またはＸ線スキャンなど
、口腔領域の他の種類のスキャンにも使用し得ることは当業者には明らかである。歯冠の
部分または全体の製作のほか、カスタマイズされたヒーリングアバットメントの製作も、
上記の方法に基づき可能になり得る。
【００８６】
　（参考文献）
　米国特許第６，５７９，０９５号明細書（Ｍａｔｉｎｇ　ｐａｒｔｓ　ｓｃａｎｎｉｎ
ｇ　ａｎｄ　ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄｓ）
　Ｂｒｉａｎ　ＣｕｒｌｅｓｓおよびＭａｒｃ　Ｌｅｖｏｙ、「Ｂｅｔｔｅｒ　ｏｐｔｉ
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ｃａｌ　ｔｒｉａｎｇｕｌａｔｉｏｎ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｓｐａｃｅｔｉｍｅ　ａｎａｌ
ｙｓｉｓ」、１９９５　５ｔｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　
ｏｎ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ、Ｂｏｓｔｏｎ、ＭＡ、２０～２３、Ｊｕｎｅ　
１９９５
　Ｐ．Ｊ．ＢｅｓｌおよびＮ．Ｄ．ＭｃＫａｙ、「Ａ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｒｅｇｉ
ｓｔｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　３－Ｄ　Ｓｈａｐｅｓ」、ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．　Ｐａｔｔ
ｅｒｎ　Ａｎａｌ．　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｉｎｔｅｌｌ、Ｆｅｂｒｕａｒｙ　１９９２（Ｖ
ｏｌ．１４、Ｎｏ．２）ｐ．２３９－２５６
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１ａ】図１ａは、歯の石膏模型である。
【図１ｂ】図１ｂは、片面印象の三次元スキャンである。
【図２】図２は、両面印象の上部の三次元スキャンである。
【図３】図３は、両面印象の下部の三次元スキャンである。
【図４】図４は、位置合わせのための代表的部分である。
【図５】図５は、図４を重ね合わせた位置合わせである。
【図６】図６は、位置合わせのための代表的部分である。
【図７】図７は、図６を重ね合わせた位置合わせである。
【図８】図８は、歯の印象を示す。
【図９ａ】図９ａは、良好な品質を有する図８の印象のスキャンを示す。
【図９ｂ】図９ｂは、図９ａのスキャンの反転スキャンを示す。
【図９ｃ】図９ｃは、単一の歯のスキャン（図１１ｂ）と図９ｂの反転スキャンとの位置
合わせの例を示す。
【図９ｄ】図９ｄは、図９ｃにおける初回位置合わせ後の位置合わせされたブリッジを示
す。
【図１０ａ】図１０ａは、ノイズ１００１と穴１０００とのために精度の低い低品質の図
８の印象のスキャンを示す。
【図１０ｂ】図１０ｂは、ノイズおよび穴の結果を示す、図１０ａのスキャンの反転スキ
ャンを示す。
【図１０ｃ】図１０ｃは、単一の歯のスキャン（図１１ｂ）と図１０ｂの反転スキャンと
の位置合わせの例を示す。
【図１０ｄ】図１０ｄは、図１０ｃにおける初回位置合わせ後の位置合わせされたブリッ
ジを示す。
【図１０ｅ】図１０ｅは、すべての位置合わせ後の最終的に位置合わせされたブリッジを
示す。
【図１１ａ】図１１ａは、３つの異なる歯からの印象窩洞の型を示す。
【図１１ｂ】図１１ｂは、図１１ａの型のスキャンを示す。
【図１２】図１２は、患者の口腔から歯の模型へのインプラントの位置および向きの伝統
的な転写である。
【図１３】図１３は、インプラントの位置および向きを得るために印象アバットメントに
取り付けられたスキャンアナログである。
【図１４】図１４は、エンコーデッドヒーリングアバットメント（ＥＨＡ）の印象のスキ
ャンである。
【図１５】図１５は、回転による印象（ネガ）から模型（ポジ）への転換および余分な表
面の切り取りである。
【図１６】図１６は、印象のスキャンから仮想的に作成された、仮想ベース、トリミング
、区分化、ピンニング、および咬合器界面を有する模型である。
【図１７】図１７は、仮想的に作成された、位置決め用ピンを有する模型である。
【図１８】図１８は、仮想的に作成された、より先進的な区分化および位置決め手段を有
する模型である。
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【図１９】図１９は、三次元印刷され、咬合器に取り付けられた模型である。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】

【図３】



(18) JP 5237106 B2 2013.7.17

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９ａ】

【図９ｂ】

【図９ｃ】
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【図９ｄ】

【図１０ａ】

【図１０ｂ】

【図１０ｃ】

【図１０ｄ】

【図１０ｅ】

【図１１ａ】

【図１１ｂ】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】

【図１７】
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【図１８】

【図１９】
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