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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組成物の総質量に基づき、６５乃至７２ｗｔ％のＳｉＯ２、少なくとも１０．１ｗｔ％
のＬｉ２Ｏ、少なくとも１０．１ｗｔ％のＡｌ２Ｏ３、０乃至２ｗｔ％のＫ２Ｏ、多くて
も４ｗｔ％のＮａ２Ｏ、０乃至１．５ｗｔ％のＣａＯ、０乃至１．５ｗｔ％のＣｅＯ２、
１乃至５ｗｔ％のＰ２Ｏ５、０乃至０．５ｗｔ％のＶ２Ｏ５、０乃至１ｗｔ％のＡｇ及び
０乃至１ｗｔ％のＺｒＯ２を含み、ＴｉＯ２、Ｃｕ２Ｏ、ＢａＯ、Ｓｂ２Ｏ３、Ｎｂ２Ｏ

５、ＭｇＯ、Ｌａ２Ｏ３及びＳｎＯ２を含まず、そしてＬｉ２ＯとＡｌ２Ｏ３との比率は
１：１乃至１．５：１である、ガラス組成物。
【請求項２】
　Ｌｉ２Ｏを多くても１５ｗｔ％及び／又はＡｌ２Ｏ３を多くても１５ｗｔ％含む、請求
項１に記載のガラス組成物。
【請求項３】
　組成物の総質量に基づき、０乃至２ｗｔ％のＫ２Ｏ、１乃至４ｗｔ％のＮａ２Ｏ、０乃
至１．５ｗｔ％のＣａＯ、０乃至１．５ｗｔ％のＢ２Ｏ３、０乃至１．５ｗｔ％のＣｅＯ

２、１乃至５ｗｔ％のＰ２Ｏ５、０乃至３ｗｔ％のＣａＦ２、０乃至２．０ｗｔ％のＡｌ
Ｆ３及び０乃至１．０ｗｔ％のＡｇを更に含む、請求項１又は請求項２に記載のガラス組
成物。
【請求項４】
　ＳｉＯ２、Ｌｉ２Ｏ及びＡｌ２Ｏ３の他に基本的に０乃至２ｗｔ％のＫ２Ｏ、多くても
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４ｗｔ％のＮａ２Ｏ、０乃至１．５ｗｔ％のＣａＯ、０乃至１．５ｗｔ％のＣｅＯ２、１
乃至５ｗｔ％のＰ２Ｏ５、０乃至０．０５ｗｔ％のＶ２Ｏ５、０乃至１ｗｔ％のＡｇ及び
０乃至１ｗｔ％のＺｒＯ２からなる、請求項１又は請求項２に記載のガラス組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はガラスセラミック体の調製方法、前記方法用のガラス組成物、及び前記方法に
より得られるガラスセラミック体並びに歯科修復物のための前記セラミック体の使用に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ガラスセラミック材料は非結晶質（ガラス）相及び非結晶質相に埋め込まれた一つ以上
の結晶性（セラミック）相を含む。非晶相と結晶相の両方の存在に起因して、ガラスセラ
ミックは多くの性質をガラスとセラミックの両方と共有する。それらは様々な異なる技術
分野、例えばレンジ台上面、調理器具及び耐熱皿として、磁気ディスク用基板として又は
デジタル・プロジェクター用の高性能リフレクターとして、使用される。
【０００３】
　ガラスセラミックは修復歯科学の分野で特に興味深く、機能性及び外観の観点から、天
然の対応物と全く同じように機能するプロテーゼの必要性は明確である。
【０００４】
　従来、歯科修復物は“金属焼き付け陶材（ｐｏｒｃｅｌａｉｎ　ｆｕｓｅｄ　ｔｏ　ｍ
ｅｔａｌ）（ＰＦＭ）法に従って調製され、支持金属骨格はプロテーゼの色を作るセラミ
ック材料の被覆（ｖｅｎｅｅｒｉｎｇ）層と併用して使用される。この方法に従う修復物
の調製は多くの製造工程を暗示し、それ故多くの時間と労力を要する。
【０００５】
　ＰＦＭ法は金属骨格を非金属の無機骨格に置き換えることにより、さらに改良されてい
る。この点について、アルミナ粒子で満たされた長石質ガラスが提案されている。更なる
改良は、アルミナ強化ガラス用の不透明なセラミック骨格の代用をもたらした。
【０００６】
　歯冠及びブリッジ（ｂｒｉｄｇｅ）は、今日主にＣＡＤ／ＣＡＭ技術によって製造され
ており、それらの技術はますます重要性を増している。その製造工程は２つの決定的な段
階から成る：コンピューターを使った修復物の設計及びそのコンピューターを使ったフラ
イス加工。フライス加工の段階では、修復物はブランク（ｂｌａｎｋ）から機械加工され
る。
【０００７】
　特許文献１は、デンタルケア製品としての用途に適している二ケイ酸リチウムガラス製
品を調製する方法を提案している。この方法は、製品の高い化学安定性、高い透過性及び
良好な機械的性質を得ようとしている。しかしながら、得られた高強度及び高靱性に起因
して、材料の機械加工は、機械加工工具の極めて高い摩耗及び極めて長い加工時間をもた
らす。その上、修復物の厚さがわずか数百マイクロメーターの範囲内にあるとき、この技
術に従って調製された修復物は弱い強度のみを示す。
【０００８】
　特許文献２は、主要な結晶相として準安定性のメタケイ酸リチウム（Ｌｉ2ＳｉＯ3）を
有するガラスセラミックの提供方法に関する。このメタケイ酸リチウムガラスセラミック
は、工具の過度の摩耗なしに、複雑な歯科修復物の形状でさえも容易に機械加工されるこ
とを可能にする機械的性質を有する。メタケイ酸リチウムガラスセラミックは、更なる熱
処理により、極めて良好な機械的性質及び透明性を有する二ケイ酸リチウムガラスセラミ
ックに変換され得る。
【０００９】
　特許文献２は前部における多数の欠損歯の修復に十分な曲げ強度を有する材料を達成す
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ることを可能にするが［例えば、３－位のブリッジ（ｂｒｉｄｇｅｓ）］、その強度は後
部のブリッジ（ｂｒｉｄｇｅｓ）又は大きな修復に対しては未だ十分ではない。
【００１０】
　機械的性質の改善だけでなく、高い美的外観、天然歯の構造を模倣している内部構造を
有する材料を得ることは、高く評価されるだろう。
【００１１】
　天然歯はあまり石灰化されていない、より弾性的かつ不可欠な硬い組織象牙質により支
持された硬く、不活性かつ無細胞のエナメルからなる。非常に高いミネラル含有量のため
に、より弾性的な象牙質の支持がない限り、エナメルは破砕せずに咀嚼力に耐えることが
できない脆弱な組織である。
【００１２】
　エナメル及び象牙質は単に機械的性質、すなわち、圧縮強度、弾性係数率及び熱膨張率
だけでなく、外見も異なる。エナメルは半透明であって淡黄色から灰白色までいろいろあ
るのに対して、象牙質は黄色である。天然歯では、エナメルの厚さは最大約２．５ｍｍか
らそのほんのわずかまでいろいろある。下層の象牙質はより薄いエナメル部分を通して見
られる一方で、より厚いエナメル部分に向かって徐々になくなるので、この変化は歯の外
見に影響を与える。
【００１３】
　要約すれば、天然歯は上に述べたように特許文献３のガラスセラミックとは異なる同質
でない構造を有し、結晶は如何なる空間の秩序なしに全体積の至る所で成長する。異なる
部分（象牙質又はエナメル部分）における異なる組成及び構造を示す、天然歯とは対照的
に、特許文献３による材料から作られた修復物は、材料構成についてかなり同質であり、
そして天然の対応物が含むような異なる構成域を含まない。天然歯は上に述べたように特
許文献３による材料により完全に模倣され得ない。
【００１４】
　しかしながら、単一の歯置換物（クラウン）及び改質した天然歯により支持される２つ
以上のクラウン［ブリッジ（ｂｒｉｄｇｅｓ）］により形成されたプロテーゼに対して、
天然歯の材質を模倣している内部構造を有する生体適合性のある、非常に美的で頑丈な材
料は、修復歯科学の分野で最も重要である。その上、もっと多くの歯科技工室がＣＡＤ／
ＣＡＭ装置を導入するにつれて、実験室で作り出されたＣＡＤ／ＣＡＭプロテーゼはこれ
から数十年の間に著しく増えると期待されている。この展開は修復物の製造、すなわち良
心的な費用でのＣＡＤ／ＣＡＭ機械加工のための材料に追加要件をもたらす。
【００１５】
　少なくとも１つの高い摩耗抵抗の層、少なくとも１つの高い曲げ強度の層並びに少なく
とも１つのより低い高度及び強度の層を含むブランク（ｂｌａｎｋ）からプロテーゼを製
造する方法が、特許文献４に開示されている。修復物のフライス加工の間、材料除去は高
い強度を有する層が補強構造を構成するような方法で実施される。
【００１６】
　いわゆる傾斜機能材料は接触損傷の改善された抵抗をもたらすことができるという発見
に基づき、特許文献５は浸潤性の上端及びガラス付の下部セラミック表面を含む傾斜機能
材料を提供する方法を提案する。得られる構造は外側の（美的）表面残留ガラス層、傾斜
ガラスセラミック層及び高密度内部セラミックからなる。
【００１７】
　さらに、特許文献６は、天然歯の色のグラデーションを模倣する材料を目的とし、そし
て第一の成分及び第二の成分を含む形状安定化材料に関するものであって、第二の成分は
第一の成分とは異なる色素を有し、また第一の成分に配置され、それによって成分間の境
界面が空間的に曲面を示す。
【００１８】
　特に特許文献４及び特許文献６について、物理的に異なった成分層の存在及び上に述べ
たように異なった成分間の界面の存在は、歯科修復物の総合安定性に影響を及ぼす。また
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、これらの文献による方法は相対的に多くの時間と労力を要する。
【００１９】
　特許文献５による技術は、とても薄い厚さの勾配を形成することができる。その上、勾
配は材料の表面積に限定される；しかしながら、表面から遠く離れた材料のバラク（ｂｕ
ｌｋ）範囲内の勾配形成は、特許文献５によれば不可能である。
【００２０】
　一般に、ガラスセラミック体（その特性は単純かつ簡単な方法で実際の要求に適応され
得る）を提供することは非常に望ましいであろう。
【００２１】
　特に高い美的と優れた機械的性質の両方を備えた、歯科修復物を得るために、ガラスセ
ラミック体は異なる機械的及び光学的性質が全く同一の本体の異なる領域で得られ得るこ
とが望ましいであろう。
【００２２】
　より具体的には、特許文献５の欠点を考慮して、ガラスセラミック体は段階的な方法で
領域変化を起こす異なる結晶相を含み、そして材料の特定域に局所的に限定されず、それ
故に天然歯の構造を模倣できることが望ましいだろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２３】
【特許文献１】独国特許出願公開第１９７５０７９４号明細書
【特許文献２】米国特許第７４５２８３６号明細書
【特許文献３】米国特許第７４５２８３５号明細書
【特許文献４】米国特許第５９３９２１１号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００８／０２１３７２７号明細書
【特許文献６】国際公開第２０１０／０１００８２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　したがって、本発明の目的は単純かつ簡単な方法で、そのようなガラスセラミック体を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　その目的は独立請求項１、５及び１０の対象に従って解決される。好ましい実施態様は
従属請求項に挙げられている。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明によるガラス組成物を異なる温度処理して得られたガラスセラミ
ック材料中の異なる相の割合（体積％）をグラフで示したものである。
【図２】図２は、歯科修復物、及び本体を保持するためのホルダーを調製するために、Ｃ
ＡＤ／ＣＡＭ法に付される本発明による好ましいガラスセラミック体の単なる略図である
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　第一の態様によれば、本発明は基本的なガラス体を提供し、かつ該基本的なガラス体を
熱処理してガラス基質に埋め込まれる結晶相を形成する工程を含むガラスセラミック体の
調製方法に関する。
【００２８】
　本発明の方法によれば、基本的なガラス体は組成物の総質量に基づき、６５乃至７２ｗ
ｔ％のＳｉＯ2、少なくとも１０．１ｗｔ％のＬｉ2Ｏ及び少なくとも１０．１ｗｔ％のＡ
ｌ2Ｏ3を含む組成物から作られる。好ましくは、Ｌｉ2ＯとＡｌ2Ｏ3との比率は少なくと
も１：１であり、より好ましくは約３：２である。
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【００２９】
　具体的な実施態様によれば、Ｌｉ2ＯとＡｌ2Ｏ3との比率は１：１乃至１．５：１であ
る。
【００３０】
　熱処理は核形成段階、続いて第一の温度範囲での第一の結晶段階及び第一の温度範囲と
は異なる第二の温度範囲での第二の結晶段階を含む。それによって、少なくとも２つの、
互いに異なる結晶相が形成される。
【００３１】
　驚くべきことに本発明によるガラス体を熱処理することにより、異なる結晶相が形成さ
れ得ることだけでなく、結晶相の種類及びそれらの割合もコントロールされ得、それ故に
実際の要求に適応され得ることが見出されている。
【００３２】
　特に、異なる結晶相は、集中的に結晶段階に所要加熱を適用することによって個々に又
は同時に形成され得る。それ故に、異なる結晶相は全く同一の本体の異なる領域で形成さ
れ得る。
【００３３】
　その結果として、本発明は構造化されたガラスセラミック体、すなわち、領域ごとに異
なっている結晶相を有するガラスセラミック体を達成することを可能にする。この点につ
いて、発明は異なる結晶相が段階的な方法で領域変化を起こすことを達成することをさら
に可能にする。これは、特にガラスセラミック体の機械的かつ光学的性質に関して、より
具体的には歯科修復物用の本体の使用を考慮して、以下で詳細に論じられているように重
要な意味を持つ。
【００３４】
　上記のように、本発明の方法による熱処理は結晶段階前に核形成段階を含む。核形成段
階によって、結晶化核が形成される。核形成段階に対して、基本的なガラス体、すなわち
、“出発ガラス”は５００℃乃至５７０℃の温度で加熱され、その温度は僅かにガラス転
移温度以上であり、そして滞留は最大３時間である。この処理後、有核ガラスは出発ガラ
スとの外観の著しい相違を一つも示さない。核形成工程の後に、有核ガラス体はより高い
温度で加熱され、そして再び滞留は特定温度で見られる（結晶段階）。この処理はガラス
体の機械的性質と外観の両方に相違をもたらす。
【００３５】
　要約すれば、本発明の方法は、上に述べたように、第一の温度範囲で核形成段階を含む
ものであって、核形成段階では基本的なガラス体との機械的性質及び外観の著しい相違が
観察されなかった後、続いて少なくとも２つの結晶段階があって、各結晶段階は核形成段
階より高い温度範囲であり、前記結晶段階は少なくとも２つの異なる結晶相の形成をもた
らし、そしてそれ故に基本的なガラス体と異なる機械的性質及び外観を有するガラスセラ
ミック体をもたらす。
【００３６】
　結晶段階は、それ故に、より高温で行われ、そして材料の機械的性質と外観の両方の変
化を伴う点で核形成段階と異なる。
【００３７】
　２つの結晶段階を含んでいる本発明の熱処理は、歯科修復物用べニアセラッミクに関す
るＤＥ　１０　２００７　０１１　３３７に記載されたものとは異なり、後者の方法は単
に１つの結晶段階を含む。同じことが国際公開第００／３４１９６号に当てはまり、国際
公開第００／３４１９６号は単一及び複合単位の歯科修復物の製造に有用であるガラスセ
ラミックに関し、そして核形成段階後に単に１つの結晶成長段階を含む製造方法を記載す
る。また、米国特許第６，５１４，８９０号明細書は核形成段階後にたった１つの結晶段
階を含む方法を記載し、前記書類は－異なるガラス組成物が使用されるという事実とは関
係なく－それ故に本発明とは異なる。
【００３８】
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　具体的に言うと、基本的なガラス体は５００℃乃至５７０℃の温度範囲で加熱され、よ
り具体的に言うと、５３０℃乃至５７０℃の温度範囲であり、結晶段階に対して、形成さ
れるべき所望の結晶相並びに相互に及び非晶相に関するそれらの割合次第で、６２０℃乃
至６８０℃の温度範囲、８００℃乃至８２０℃の温度範囲及び８２５℃乃至８３０℃の温
度範囲から選択される少なくとも２つの結晶段階が続く。また形成されるべき所望の結晶
相及びそれらの割合次第で、これらの段階に対する時間は一般的に３０分乃至１０時間の
範囲で変化する。
【００３９】
　本発明の方法は、上記の第一及び第二の結晶段階に加えて、１つ以上の結晶段階を含む
ことができ、それによって３つ以上の結晶段階をもたらすことが可能であると理解される
。
【００４０】
　それらの温度範囲に加えて、個々の結晶段階もまた滞留時間において異なることができ
る。
【００４１】
　上記特定の温度範囲内で結晶段階を実行することにより、ガラスセラミック材料は、例
えば二ケイ酸リチウム、メタケイ酸リチウム、リン酸リチウム、β－スポジュメン固溶体
としてリチウムアルミノシリケート、及びクリストバライトなどの異なる結晶相を含むこ
と、並びに結晶相の個別の割合は実際の要求に適用され得ることを達成し得る。
【００４２】
　以下に詳細に示されるように、最終的なガラスセラミック材料は２つの主要な結晶相と
して二ケイ酸リチウム及びリチウムアルミノシリケートを含むことが特に好ましい。述べ
られたように、結晶段階の温度及び時間を調整することにより、本発明はこれら相の様々
な割合を提供することを可能にする。
【００４３】
　二ケイ酸リチウム相及びリチウムアルミノシリケート相の共存に関して、所望の新しい
性質が達成され得る。特に、ガラスセラミック体は、優れた熱的性質及び比較的適度な機
械的性質（７５乃至１５０ＭＰａの曲げ強度及び１乃至２ＭＰａ・ｍ1/2の破壊靱性Ｋ1c

）を有するリチウムアルミノシリケートガラスセラミックの性質と高い強度（３５０乃至
４００ＭＰａの曲げ強度及び２．３乃至２．９ＭＰａ・ｍ1/2の破壊靱性Ｋ1c）及び比較
的低い熱的性質（８０乃至１２０・１０-7ｄｅｇ-1の熱膨張係数）を有する二ケイ酸リチ
ウムガラスセラミックの性質との間の機械的性質を有することを達成し得る。
【００４４】
　下記の実施例に明記された特定の実施態様には、例えばメタケイ酸リチウム及び二ケイ
酸リチウムの形成は６２０℃乃至８２０℃の温度範囲で有利であること、並びに６０乃至
９０・１０-7ｄｅｇ-1の熱膨張係数と共に３００乃至４００ＭＰａの曲げ強度及び２．０
乃至２．６ＭＰａ・ｍ1/2の破壊靱性Ｋ1cを有するガラスセラミック材料が達成され得る
ことが示されている。８２５℃乃至８６０℃の温度範囲では、リチウムアルミノシリケー
ト相の結晶化が優位であり、そして４０乃至６０・１０-7ｄｅｇ-1の熱膨張係数と共に２
８０乃至３３０ＭＰａの曲げ強度及び２．０乃至２．３ＭＰａ・ｍ1/2の破壊靱性Ｋ1cを
有するガラスセラミック材料である。
【００４５】
　また、最終的なガラスセラミックの耐薬品性は調整され得る。この点について、最終的
なガラスセラミック材料の高い耐薬品性を達成すべき場合、二ケイ酸リチウム相の高い割
合は一般的に好ましい。
【００４６】
　本発明の特に好ましい実施形態によれば、ガラス体の第一の領域（ｒｅｇｉｏｎ）は第
一の結晶段階に付され、かつ第一の領域（ｒｅｇｉｏｎ）とは異なるガラス体の第二の領
域（ｒｅｇｉｏｎ）は第二の結晶段階に付され、それによって第一の結晶相（例えば、二
ケイ酸リチウム）の割合は第二の領域（ｒｅｇｉｏｎ）より第一の領域（ｒｅｇｉｏｎ）
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で高く、かつ第二の結晶相（例えば、リチウムアルミノシリケート）の割合は第一の領域
（ｒｅｇｉｏｎ）より第二の領域（ｒｅｇｉｏｎ）で高い。
【００４７】
　個別の結晶相の用語“割合”は、本発明の本文中、最終的なガラスセラミック体の全体
積に基づく体積％として理解すべきである。
【００４８】
　結晶段階については、実施形態は、第一の領域がもっぱら第一の結晶段階に付され、ま
た第二の領域がもっぱら第二の結晶段階に付されることを含む。特に第二の結晶段階がよ
り高い温度範囲にある場合、第二の領域は第二の結晶段階に付される前に、第一の結晶段
階にも付されることもまた考えられる。
【００４９】
　第一の温度範囲は好ましくは６２０乃至８２０℃である。第二の温度範囲は好ましくは
８２５℃から始まり、そしてより好ましくは８２５℃乃至約１０００℃であり、最も好ま
しくは８２５℃乃至８６０℃である。
【００５０】
　より具体的には、Ｌｉ2Ｓｉ2Ｏ5（二ケイ酸リチウム）の結晶相は第一の領域で主に形
成され、そしてＬｉＡｌＳｉ2Ｏ6、ＬｉＡｌＳｉＯ4、ＬｉＡｌＳｉ3Ｏ8、ＬｉＡｌＳｉ4

Ｏ10（リチウムアルミノシリケート）からなる群から選択される追加的な結晶相は第二の
領域で主に形成され、それによって―特に好ましい実施態様によれば―結晶相の割合は段
階的な方法で領域変化を起こす。
【００５１】
　二ケイ酸リチウム結晶相を含む領域は一般的にエナメルに似て半透明であるのに対し、
リチウムアルミノシリケート結晶相を含む領域は象牙質に似て不透明であるので、これは
歯科修復物用に使用されるガラスセラミック材料を調製するのに特に適切である。制御さ
れた熱処理を実行することによって、ガラスセラミック体は上で述べたように天然歯の色
分布に似て不均一な色分布に帰する不均一に分布された結晶相を含みながら得られ得る。
【００５２】
　また機械的性質に関しては、二ケイ酸リチウム相は象牙質より高い強度を有するエナメ
ルを伴う天然の状態に相当するリチウムアルミノシリケート相より高い強度を与えるので
、天然歯の構造は不均一に分布された結晶相によって正確に模倣される。
【００５３】
　二ケイ酸リチウムガラスセラミック領域の高い耐薬品性もまた、エナメル様領域に対す
る実現可能性に帰する。
【００５４】
　ガラスセラミック体のＣＡＤ／ＣＡＭ機械加工を考慮して、本体の異なる領域の異なる
結晶相の形成の調整は、本体を強化し、また破砕する傾向を少なくする有利な応力分布を
さらに可能にする。特に、結晶相が段階的な方法で領域変化を起こす場合、有利な応力分
布が得られる。例えば、リチウムアルミノシリケートガラスセラミック領域より二ケイ酸
リチウムガラスセラミック領域で異なる、熱膨張係数に関して、円滑な移行は上で述べた
ように達成され得る。これは単一単位の修復物及び複合単位のブリッジ（ｂｒｉｄｇｅ）
の両方のＣＡＤ／ＣＡＭ機械加工によく適している本体を最終的にもたらす。さらに、結
晶相の分布は調整され得、それによってブロック（ｂｌｏｃｋ）から離れて機械加工され
る部分は、好ましくは主に、例えば最終的な修復物に存在する部分より軟性の材料の部分
である。
【００５５】
　本発明の方法は本体の表面に局部的に限定されないが、本体の至る所や特に表面から離
れた本体の内部で、異なる結晶相の選択的かつ制御された形成を可能にする。選択的かつ
制御された結晶化をもたらす空間的に限定され、かつ制御された熱処理は、カワサキら［
ジャーナル　オブ　ノンクリスタライン　ソリッズ（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｎｏｎ－Ｃ
ｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｓｏｌｉｄｓ）３２５（２００３），６１－６９］、ホンマら［
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アプライド　フィジクス　レターズ（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ
）８３（２００３），２７９６－２７９８］、フジワラら［ケム．グラセズ（Ｃｈｅｍ．
Ｇｌａｓｓｅｓ）４３Ｃ（２００２）２１３］、グプタら［オプティカル　マテリアルズ
（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）２００５］などによって実証されているように
、例えばレーザー照射によって実行される。例えば電磁波照射／又はサセプタを使用しな
がら、基本的なガラス体の集中的かつ空間的に制限された加熱を可能にする他の方法もま
た可能である。また、熱閉じ込め用の冷却ペースト（ｐａｓｔｅ）を使用する方法は、例
えば基本的なガラス体の特定域を加熱から保護することによって、同じように実行され得
る。
【００５６】
　本発明は空間的に分離された領域に異なる結晶相を形成する可能性もまた含むけれども
、本発明の方法は、段階的な方法で領域変化を起こしながら異なる結晶相が形成されるよ
うな方法で好ましくは実行される。これはまた天然歯において異なる構造構成要素が段階
的に変化するように歯科修復物用の本体の使用に関して特に関連性がある。また、異なる
材料の界面に発生し得る安定性の問題が避けられ得る。
【００５７】
　極めて簡単な技術によれば、温度勾配は本体をそのような温度勾配が存在する加熱炉に
適切に置くことによって基本的なガラス体内で達成され得、それ故に勾配に沿って結晶相
の組成の段階的変化をもたらす。
【００５８】
　上述の方法は別として、本発明はさらに組成物の総質量に基づき、６５乃至７２ｗｔ％
のＳｉＯ2、少なくとも１０．１ｗｔ％のＬｉ2Ｏ及び少なくとも１０．１ｗｔ％のＡｌ2

Ｏ3を含むガラス組成物に関する。好ましくは、Ｌｉ2ＯとＡｌ2Ｏ3との比率は少なくとも
１：１であり、より好ましくは約３：２である。用語“Ｌｉ2ＯとＡｌ2Ｏ3との比率”は
Ｌｉ2Ｏの量のＡｌ2Ｏ3の量に対する比を意味する。
【００５９】
　ガラス組成物は上述の方法に特に有用である。この組成物に基づいて、所望のガラスセ
ラミック材料は、上記のように、シンプルかつ直接的な方法で調製され得る。特に、多種
多様の異なる結晶相が形成し得る。
【００６０】
　好ましくは、本発明のガラス組成物はＬｉ2Ｏを多くても１５ｗｔ％及び／又はＡｌ2Ｏ

3を多くても１５ｗｔ％含む。
【００６１】
　具体的な実施態様によれば、Ｌｉ2ＯとＡｌ2Ｏ3との比率は１：１乃至１．５：１であ
る。
【００６２】
　好ましい実施態様によれば、組成物は０乃至２ｗｔ％のＫ2Ｏ、１乃至４ｗｔ％のＮａ2

Ｏ及び０乃至１．５ｗｔ％のＣｅＯ2を更に含む。この点について、本発明はＳｉＯ2、Ｌ
ｉ2Ｏ及びＡｌ2Ｏ3の他に基本的に０乃至２ｗｔ％のＫ2Ｏ、１乃至４ｗｔ％のＮａ2Ｏ及
び０乃至１．５ｗｔ％のＣｅＯ2からなる組成物もまた含む。
【００６３】
　達成されるべき最終的なガラスセラミック体によって、異なる結晶化剤がガラス組成物
に使用され得る。一般的に、組成物は上で述べたように組成物の総質量に基づき、０乃至
１．５ｗｔ％のＣａＯ、０乃至１．０ｗｔ％のＭｇＯ、０乃至１．５ｗｔ％のＢ2Ｏ3、１
乃至５ｗｔ％のＰ2Ｏ5、０乃至３ｗｔ％のＣａＦ2、０乃至２．０ｗｔ％のＡｌＦ3、０乃
至１．０ｗｔ％のＡｇ、０乃至５ｗｔ％のＺｒＯ2及び０乃至４ｗｔ％のＴｉＯ2を更に含
む。この点について、本発明はＳｉＯ2、Ｌｉ2Ｏ及びＡｌ2Ｏ3の他に基本的に０乃至１．
５ｗｔ％のＣａＯ、０乃至１．０ｗｔ％のＭｇＯ、０乃至１．５ｗｔ％のＢ2Ｏ3、１乃至
５ｗｔ％のＰ2Ｏ5、０乃至３ｗｔ％のＣａＦ2、０乃至２．０ｗｔ％のＡｌＦ3、０乃至１
．０ｗｔ％のＡｇ、０乃至５ｗｔ％のＺｒＯ2及び０乃至４ｗｔ％のＴｉＯ2並びに、任意
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に、上記特定量のＫ2Ｏ、Ｎａ2Ｏ及びＣｅＯ2からなる組成物もまた含み、好ましくはＬ
ｉ2ＯとＡｌ2Ｏ3との比率は１：１乃至１．５：１である。ＺｒＯ2及びＴｉＯ2を含まな
いガラス組成物は、特にリチウムアルミノシリケート相と比べて、二ケイ酸リチウム相の
比較的高い含有量を達成するために特に好ましい。
【００６４】
　別の好ましい実施態様によれば、ガラス組成物は、ＳｉＯ2、Ｌｉ2Ｏ及びＡｌ2Ｏ3の他
に、０乃至２ｗｔ％、好ましくは０乃至１ｗｔ％のＫ2Ｏ、多くても４ｗｔ％、好ましく
は多くても２．５ｗｔ％のＮａ2Ｏ、０乃至１．５ｗｔ％のＣａＯ、０乃至１．５ｗｔ％
のＣｅＯ2、１乃至５ｗｔ％、好ましくは３乃至５ｗｔ％のＰ2Ｏ5、０乃至０．５ｗｔ％
、好ましくは０乃至０．１ｗｔ％、非常に好ましくは０乃至０．０５ｗｔ％のＶ2Ｏ5、０
乃至１ｗｔ％のＡｇ及び０乃至１ｗｔ％のＺｒＯ2を含むものであって、ＴｉＯ2、Ｃｕ2

Ｏ、ＢａＯ、Ｓｂ2Ｏ3、Ｎｂ2Ｏ5、ＭｇＯ、Ｌａ2Ｏ3及びＳｎＯ2を含まない組成物であ
る。従って、ガラス組成物は上述した量のＳｉＯ2、Ｌｉ2Ｏ及びＡｌ2Ｏ3の他に基本的に
０乃至２ｗｔ％、好ましくは０乃至１ｗｔ％のＫ2Ｏ、多くても４ｗｔ％、好ましくは多
くても２．５ｗｔ％のＮａ2Ｏ、０乃至１．５ｗｔ％のＣａＯ、０乃至１．５ｗｔ％のＣ
ｅＯ2、１乃至５ｗｔ％、好ましくは３乃至５ｗｔ％のＰ2Ｏ5であり、０乃至０．５ｗｔ
％、好ましくは０乃至０．１ｗｔ％、非常に好ましくは０乃至０．０５ｗｔ％のＶ2Ｏ5、
０乃至１ｗｔ％、好ましくは０ｗｔ％のＡｇ及び０乃至１ｗｔ％のＺｒＯ2からなること
が特に好ましく、好ましくはＬｉ2ＯとＡｌ2Ｏ3との比率は１：１乃至１．５：１である
。また、この別の実施態様において、ガラス組成物は特にリチウムアルミノシリケート相
と比べて、二ケイ酸リチウム相の比較的高い含有量を達成するために好ましくはＺｒＯ2

を含まない。
【００６５】
　もう一つの別の好ましい実施態様によれば、ガラス組成物は６５乃至７２ｗｔ％のＳｉ
Ｏ2、少なくとも１０．１ｗｔ％のＬｉ2Ｏ、少なくとも１０．１ｗｔ％のＡｌ2Ｏ3（ここ
で、好ましくはＬｉ2ＯとＡｌ2Ｏ3との比率は１：１乃至１．５：１である）、１乃至５
ｗｔ％、好ましくは３乃至５ｗｔ％のＰ2Ｏ5、及び任意に０乃至１．５ｗｔ％のＣｅＯ2

、０乃至０．１ｗｔ％、好ましくは０乃至０．０５ｗｔ％のＶ2Ｏ5、０乃至２ｗｔ％、好
ましくは０乃至１ｗｔ％のＫ2Ｏ、多くても４ｗｔ％、好ましくは多くても２．５ｗｔ％
のＮａ2Ｏ、０乃至１．５ｗｔ％のＣａＯ、０乃至１ｗｔ％のＡｇ及び０乃至１ｗｔ％の
ＺｒＯ2を含むものであって、ＴｉＯ2、Ｃｕ2Ｏ、ＢａＯ、Ｓｂ2Ｏ3、Ｎｂ2Ｏ5、ＭｇＯ
、Ｌａ2Ｏ3及びＳｎＯ2を含まない組成物である。従って、ガラス組成物は基本的に６５
乃至７２ｗｔ％のＳｉＯ2、少なくとも１０．１ｗｔ％のＬｉ2Ｏ、少なくとも１０．１ｗ
ｔ％のＡｌ2Ｏ3（ここで、好ましくはＬｉ2ＯとＡｌ2Ｏ3との比率は１：１乃至１．５：
１である）、１乃至５ｗｔ％、好ましくは３乃至５ｗｔ％のＰ2Ｏ5、及び任意に０乃至１
．５ｗｔ％のＣｅＯ2、０乃至０．１ｗｔ％、好ましくは０乃至０．０５ｗｔ％のＶ2Ｏ5

、０乃至２ｗｔ％、好ましくは０乃至１ｗｔ％のＫ2Ｏ、多くても４ｗｔ％、好ましくは
多くても２．５ｗｔ％のＮａ2Ｏ、０乃至１．５ｗｔ％のＣａＯ、０乃至１ｗｔ％のＡｇ
及び０乃至１ｗｔ％のＺｒＯ2からなることが特に好ましい。またこの別の実施態様では
、ガラス組成物は特にリチウムアルミノシリケート相と比べて、二ケイ酸リチウム結晶相
の比較的高い含有量を達成するために好ましくはＺｒＯ2を含まない。
【００６６】
　本発明の目的に適する一般的なガラス組成物は次の通りである：
【００６７】
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【表１】

【００６８】
【表２】

【００６９】
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【表３】

【００７０】
【表４】

【００７１】
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【表５】

【００７２】
　上記ガラス組成物のあらゆる好ましい特性、及び特にあらゆる特定のガラス組成物は、
記載されているガラスセラミック体の調製方法に関して同様に好ましい。それらはガラス
セラミック体自体及び下記に記載されている、歯科修復物用のそれの使用に関して同様に
好ましい。
【００７３】
　更なる態様によれば、本発明は更にＬｉ2ＳｉＯ3、Ｌｉ2Ｓｉ2Ｏ5、ＬｉＡｌＳｉ2Ｏ6

、ＬｉＡｌＳｉＯ4、ＬｉＡｌＳｉ3Ｏ8、ＬｉＡｌＳｉ4Ｏ10及びＬｉ3ＰＯ4からなる群か
ら選ばれる少なくとも２つの結晶相を含むガラスセラミック体に関する。
【００７４】
　好ましくは、ガラスセラミック体はＬｉ2ＳｉＯ3、Ｌｉ2Ｓｉ2Ｏ5、ＬｉＡｌＳｉ2Ｏ6

、ＬｉＡｌＳｉＯ4、ＬｉＡｌＳｉ3Ｏ8、ＬｉＡｌＳｉ4Ｏ10及びＬｉ3ＰＯ4からなる群か
ら選ばれる５つの結晶相を含み、その結果、結晶相及びそれらが存在する割合を適切に選
択することにより、ほぼ制限なしに本体の性質の調整を可能にする。
【００７５】
　特に好ましい実施態様によれば、ガラスセラミック体は、
ａ）Ｌｉ2Ｓｉ2Ｏ5の第一の結晶相（二ケイ酸リチウム）、並びに
ｂ）ＬｉＡｌＳｉ2Ｏ6、ＬｉＡｌＳｉＯ4、ＬｉＡｌＳｉ3Ｏ8及びＬｉＡｌＳｉ4Ｏ10から
なる群から選ばれる第二の結晶相
を含む。
【００７６】
　第二の結晶相は上で述べたようにリチウムアルミノシリケートであり；述べたグループ
の中で、ＬｉＡｌＳｉ2Ｏ6及びＬｉＡｌＳｉ3Ｏ8が好ましい。
【００７７】
　特に好ましい組み合わせは、Ｌｉ3ＰＯ4を更に含むＬｉＡｌＳｉ2Ｏ6、ＬｉＡｌＳｉ3

Ｏ8及びＬｉ2Ｓｉ2Ｏ5である。
【００７８】
　上記のように、本発明のガラスセラミック体中の結晶相の種類及びその割合は温度プロ
ファイルを調整することによりコントロールされ得る。例えば、リチウムアルミノシリケ
ートと二ケイ酸リチウムとの割合が約３０：７０乃至約６０：４０である二相材料が調整
され得る。
【００７９】
　また上記のように、ガラスセラミック体は第一の領域（ｒｅｇｉｏｎ）と第一の領域（
ｒｅｇｉｏｎ）とは異なる第二の領域（ｒｅｇｉｏｎ）を含み、第一の領域（ｒｅｇｉｏ
ｎ）では第一の結晶相の割合は第二の領域（ｒｅｇｉｏｎ）より高く、そして第二の領域
（ｒｅｇｉｏｎ）では第二の結晶相の割合は第一の領域（ｒｅｇｉｏｎ）より高く、その
結果、例えば模倣される天然歯の不均一な構造を可能にする。
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【００８０】
　これは、第一の結晶相と第二の結晶相それぞれに加え、第一及び第二の領域中に少なく
とも１つの更なる結晶相を含む実施態様である。特に、第一の領域において第一の結晶相
より低い割合で第二の結晶相及び／又は第二の領域において第二の結晶相より低い割合で
第一の結晶相を含んでいる実施態様を含む。
【００８１】
　この点について、第一の結晶相及び第二の結晶相は領域によって徐々に変化することが
更に好ましい。これは第一の結晶相が第二の結晶相の増加と共に徐々に減少し、その逆も
同じである、すなわち領域の間に配置された純粋に非昌相がない、実施態様、及び第一の
結晶相が第二の領域の方向へ減少し、そして第二の結晶相は領域の間に配置された純粋に
非昌相がある第一の領域の方向へ減少する実施態様を含む。
【００８２】
　特に好ましい実施態様によれば、ガラスセラミック体は、エナメル部分（ａｒｅａ）に
配置された第一の領域（ｒｅｇｉｏｎ）と象牙質部分（ａｒｅａ）に配置された第二の領
域（ｒｅｇｉｏｎ）付の、天然歯の各部分（ａｒｅａ）に相当するエナメル部分（ａｒｅ
ａ）と象牙質部分（ａｒｅａ）とを有する歯科修復物の形態である。
【００８３】
　色特性及び機械的性質に関して、二ケイ酸リチウム相は天然歯のエナメルに似ているの
に対し、リチウムアルミノシリケート相は天然歯の象牙質に似ているので、優れた修復物
はこれらの相の分布を適切に選択することにより達成され得る。また、不透明であるリチ
ウムアルミノシリケートに起因して、金属製の橋脚又はインプラントは、本体内のリチウ
ムアルミノシリケート相を適切に配置することにより、修復物を通して輝きから遮られる
。
【００８４】
　さらなる態様によれば、本発明は上で述べたように歯科修復物用のガラスセラミック体
の使用にも関する。特に、本発明は複合ブリッジまでのインレー、アンレー、ベニヤ、ク
ラウン及びブリッジ用のガラスセラミック体の使用に関する。
【００８５】
　特に、この使用はまた歯科修復物を調製するためのＣＡＤ／ＣＡＭ機械加工法用のブラ
ンク（ｂｌａｎｋ）としてガラスセラミック体の使用をも含む。同様に、結晶相の形成に
伴う本体の体積変化は大したことではないので、基本的なガラス体は、結晶段階を含む熱
処理前にＣＡＤ／ＣＡＭ機械加工法に付され得る。
【００８６】
　本発明のガラスセラミック体は、同様に、他の技術分野、特に材料の良好な耐熱衝撃性
及び／又は耐薬品性が関連性のある、特定の分野に利用され得ることが理解される。
【００８７】
　具体的に言うとガラスセラミック体は、レンジ台上面（プレート及び他の部品）、調理
器具及び／又は耐熱皿に用いられ得る。特に興味深い使用は、（化学）実験装置の分野で
あり、該装置は一般的に高温及び厳しい化学条件の両方に付される。
【００８８】
　他の分野はエネルギーの発電、分布及び使用のための装置、特に発電所を含む。関心の
ある特定分野は、ガラスセラミック中心パイプを含む太陽熱収集素子である。
【００８９】
　本発明は、添付した図面との併用で、以下の実施例によって更に説明される。
【実施例】
【００９０】
　以下の実施例は以下の（未加工の）ガラス組成物に基づく。
【００９１】
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【表６】

【００９２】
　組成物の示差走査熱量計（ＤＳＣ）及び示差熱分析（ＤＴＡ）は３つの結晶段階を示す
、３つのピーク（約６５５℃、約８１２℃及び約８２６℃）を示した。
【００９３】
　これらの結果に基づき、ガラス組成物の第一の試料は―３時間５５０℃での核形成段階
の後―３時間６６０℃での結晶段階に付した（結晶段階Ｉ）。第二及び第三の試料は、結
晶段階Ｉに続いて３時間８１５℃での結晶段階に付し（結晶段階ＩＩ）、また結晶段階Ｉ
に続いて３時間８３０℃での結晶段階（結晶段階ＩＩＩ）に付した。
【００９４】
　Ｘ線回析（ＸＲＤ）分析は、（スポジュメンとして）リチウムアルミノシリケート含量
の増加及び結晶段階ＩＩと比べて結晶段階ＩＩＩで形成された二ケイ酸リチウム含量の減
少につれて、結晶段階ＩでのＬｉ2ＳｉＯ3（メタケイ酸リチウム）及びリチウムアルミノ
シリケート（ＬＡＳ）の形成、並びに結晶段階ＩＩ及び結晶段階ＩＩＩでのＬｉ2Ｓｉ2Ｏ

5（二ケイ酸リチウム）及びリチウムアルミノシリケートの形成を明らかにした。
【００９５】
　異なる熱処理に関して、最終ガラスセラミック中の異なる相の含有量もさらに測定した
。この点について、未加工のガラス組成物は―３時間５５０℃での核形成段階及び３時間
６６０℃での第一の結晶段階の後に―３時間更なる温度、具体的に７６０℃の温度（試料
１）、７９０℃の温度（試料２）、８２０℃の温度（試料３）及び８５０℃（試料４）の
温度での第二の結晶段階に付した。その結果を図１に示した。
【００９６】
　図１に示すように、最終ガラスセラミック材料中の異なる相の含有量は、第二の結晶段
階の温度に大きく依存していた。例えば、第二の結晶段階の温度の上昇に伴って非晶相の
減少が見られた。二ケイ酸リチウム相に対して、最大含有量が試料２及び試料３（第二の
結晶段階がそれぞれ７９０℃及び８２０℃の温度である）で見られた。リチウムアルミノ
シリケートは試料１ではペテライトとして主に存在し、試料２ではバージライトとして単
独で存在した。試料３では、バージライト及びスポジュメンの両方として存在するのに対
して、試料４では、スポジュメンとしてもっぱら存在した。
【００９７】
　図１に示される結果は、いくつかの結晶相は全く同一のガラスセラミック材料で形成さ
れ得ること、並びに結晶相の種類及びその内容は温度処理を調整することによりコントロ
ールされ得ることを説明することができる。
【００９８】
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　異なる機械的かつ光学的性質をもたらす異なる結晶相は、温度勾配を熱処理に適用する
ことにより、全く同一のガラスセラミック体で得られ得るということが示される。例えば
、温度勾配は、温度が加熱炉の加熱源（例えば、加熱炉の真ん中にある）からの距離が増
大するにつれて徐々に減少する加熱炉中に供給されることができる。それぞれの本体を加
熱炉の中に適切に置くことにより、温度勾配は材料に設定され、その結果、領域変化を段
階的に起こす結晶相をもたらす。
【００９９】
　具体的に言うと、本実施例のガラス組成物を約５５０℃から始まる温度勾配に付すこと
により、オパール色は約５７０℃で形成し始める。約６２０℃では、反射光中の紫の色調
及び透過光中の黄色の色調が見られ、約６７０℃ではオパール色が際立った。不透明材料
は約７００℃から開始することで達成される。
【０１００】
　したがって、本実施例のガラス組成物によって、本発明は全く同一の本体の異なる領域
中に異なる結晶相を形成するだけでなく、ある領域から別の領域への結晶相の段階的変化
をも可能にする。
【０１０１】
　図２に概略的に示されるように、本発明のガラスセラミック体２は第一の結晶相の割合
が高い第一の領域４及び第二の結晶相の割合が高い第二の領域６を含む。最終修復物８で
達成される局所的な性質により、除去される部分が決定され、そして本体はそれに応じて
配置される。ホルダー１０は、本体がコンピューターを使った機械加工の間、所定位置に
保持されていることを確保する。
【０１０２】
　結晶相の分布を考えると、最終修復物は、例えば除去される本体２のバルク部分１４よ
り高靭性を有する耐荷重面１２を達成し得る。したがって、例えばポンティック、咬頭支
持組織部（ｃｕｓｐ　ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　ａｒｅａ）又は咬頭支持組織境界（ｃｕｓ
ｐ　ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　ｅｄｇｅ）は、機械加工工具の過度の摩耗なしに比較的簡単
な方法で得られ得る。
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