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はじめに

　現在、接着技術の進歩に伴う臨床成
績の向上により、コンポジットレジン
（以下、CR）は審美修復材として前歯
部から臼歯部まで幅広く用いられてい
る1、 2）。しかしながら、歯の色調は様々
であり、限られた診療時間の中で歯
と正確に色調適合させるCRのシェー
ドの選択は容易ではない。また、審美
的な修復のニーズに応じるための多数
のシェード提供が、かえって歯科医院
側の在庫管理に負担をかけている実
態もあると考えられる。このような

状況の中、近年、少数のシェードで

VITA* Classical を広くカバーするこ
とを謳うCRが各社より上市され、国
内外で大きな話題となっている。この
シェードコンセプトは、色合わせや在
庫管理の手間を軽減できることを謳っ
ており、臨床家、あるいは歯科医院に
メリットをもたらすとされている。一
方、さらに広範囲の症例をより少ない
シェード構成で対応できる、簡便でよ
り臨床的に価値の高いシステムも求め
られていると考えられる。
　CRはペースト性状の違いから、従
来型（粘土状のペーストタイプ）とフ

ロアブル型に分類され、症例に応じて
術者により使い分けられている3）。近
年、フロアブル型の物性と流動性の改
良によって操作性が向上し、国内の多
くの臨床家が従来型よりもフロアブル
型を使用するケースが増えている4）。
当社では2013年に優れた研磨性と滑
沢耐久性、ペースト操作性、および機
械的強度をバランスよく兼ね備えた
「クリアフィル® マジェスティ® ES フ
ロー」（以下、ES フロー）の“Low”（低
流動型）を発売した。その後、“High”
（高流動型）、および “Super Low”（超
低流動型）の流動性バリエーションを
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図3　ユニバーサルの色調

図4　ユニバーサルシェードのカバーするVITAシェード数

図1　「クリアフィル®マジェスティ®ESフロー　
Low  Universal」

図2　シェード対照表（VITA Classicalシェード・窩洞クラス）
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加え、各症例に応じたフロアブルレジ
ンによる修復部位の確かな填塞と形態
付与に寄与してきた。
　今回、ES フローの“Low”におい
て、少数のシェードでVITA Classical

シェードの全16色をカバーすること
が可能なユニバーサルシェード（図1）
を発売するに至ったため、以下に本製
品の特長と技術について解説したい。

本製品の特長と技術

特長1：1色でVITA Classical全16色を
　　　カバー（Ⅰ級とⅡ級）
　本製品のユニバーサルシェードは
「U」、「UD」、「UOP」、および「UW」
の4種類から構成される。4種類の
シェードは対応するVITA Classical

シェードの数、適応窩洞クラス、想定
される使用頻度等に鑑み、「U」をメ
インシェード、「UD」、「UOP」、およ
び「UW」をアクセサリーシェードと
位置づけている（図3）。また、VITA 

Classicalの全16色と窩洞クラスの

シェード対照表（図2）に示すように、
前歯の濃色（A3.5やA4）を除き、「U」
でVITA Classicalシェード全16色を対
応する設定としている。
　既存の“Low”については「A1」、
「A2」、「A3」、「A3.5」、「A4」、「B1」、
および 「B2」の7色のVITA Classical

シェードをカバーするのに対し、今回
のユニバーサルシェードは「U」、およ
び「UD」の2色でVITA Classical全16

色に対応できる（図4）。つまり、CR

充填における色調選択の手間が軽減さ
れ、かつ保有するシェードの在庫が減
ることが期待される一方で、従来より
も1つのシェードで対応できる症例が
増えることにつながる。このメリット
はユニバーサルシェードがもたらす臨
床的な価値の一つと考えている。
ユニバーサルシェードを支える技術
　ES フローでは、天然歯の光学的な
特性を参考に、CRにエナメル質や象
牙質が有する①光透過性や②光拡散性
を付与し両者のバランスを図ることで
高い色調再現性を付与してきた。

　今回、ユニバーサルシェードは当該
技術に加え、少数のシェードで幅広い
色調適合性を獲得するために必要な因
子（③ユニバーサルクロマ）を見出し
て制御することで実現した。以下に、
この3つの詳細について説明をしたい。
① 光透過性
　CR充填部と周縁の歯質の色を色調
適合させるためにはCRに光透過性を
付与する必要があり、これには充填物
周縁の歯質の色を引き出す重要な役割
がある（図5）。入射光がCRに侵入し、
充填物周縁の歯質に到達した後、反射
し再度CRを介して目に届く一連の流
れが、周縁の歯質の色を引き出すメカ
ニズムである。従い、光透過性がなけ
れば、充填部周縁の歯質の色と色調適
合することは難しい。一方、「光透過
性」が高すぎても歯質の透明感との差
が大きくなり見た目が不自然な印象と
なる。従い、「光透過性」は色を引き
出す必須要件の一つであるが、周縁の
歯質と親和させるためには適切な領域
に設定しなければならない。

図7　歯の色調

図5　周縁の歯質の色を引き出す光透過性

図8　ユニバーサルクロマ

図6　光透過性と光拡散性
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② 光拡散性
　光拡散性は象牙質が有している光学
的な特性の1つである。CRに上述の光
透過性とともに光拡散性を付与するこ
とにより、高い技術を必要とする積層
充填をせずとも、単層による充填で裏
打ちのない窩洞に色調適合しやすくな
る（図6）。特にⅢ級やⅣ級といった裏
打ちのない色調再現が難しい症例に対
してその効果を発揮する。
③ ユニバーサルクロマ
　歯の色調は黄色から赤色の範囲に分
布しており（図7）、シェード毎に例え
ば赤色や黄色の顔料を添加し、精密に
調色するのが一般的である。この度、
当社はこれまで培ってきた調色技術か
ら、幅広い歯の色調（黄色から赤色の
範囲色調）と調和する色調領域を見出
すに至った。黄色や赤色が色の鮮やか
さを示す彩度（クロマ）と一般的に知
られていることから、当社はこの見出
した色調領域を「ユニバーサルクロマ」
と呼ぶこととした。「ユニバーサルク
ロマ」とは、歯質の光学的な特性に基
づいて着想し見出された技術であり、

具体的には分光反射率スペクトルに
よって説明される。分光反射率スペク
トルとは、ある物質に光を照射したと
きの波長ごとの反射率をグラフ化した
ものであり、物体によって色が異なる
のは分光反射率が異なるからである。
　歯の色調には、細かく観察すると黄
色みが強い、あるいは赤みが強いと
いった違いがある。「ユニバーサルク
ロマ」はCRの光透過性で引き出され
た歯の黄色みや赤みに影響を与えない
色調範囲のことで、黄色から赤色に相
当する光の波長領域の分光反射率スペ
クトルの傾きが小さいことと言い換え
ることができる（図8）。この性質を導
入したユニバーサルシェードは、1つ
のシェードで複数の色調をカバーする
ことが可能となる。
　ユニバーサルシェードは上述の光透
過性と光拡散性、および「ユニバーサ
ルクロマ」が適切に調整されている。
特長2：ES フローの技術、
　　　使いやすさを継承
　本製品は、色調適合の技術を除き、
基本ES フローの特長をそのまま継承

している。すなわち、1）優れた研磨
性と滑沢耐久性、2）ペースト操作性、
および  3）機械的強度を兼ね備えた
バランスのとれた製品であり、ES フ
ローが有する臨床での使いやすさをそ
のまま踏襲している。これらの技術的
な特長は微小フィラーの導入と表面処
理技術の導入によって獲得している
が、今回改めてこれらの技術と臨床で
得られるメリットについて説明したい。

1）優れた研磨性と滑沢耐久性
　ES フローには微小な無機粒子から
なる「サブミクロンガラスフィラー」
および「クラスターフィラー」を導入
した（図9）。前者が主たるフィラーで
あり、サブミクロン（1μmの1/10）
という微細なスケールであるととも
に、後者もまたナノサイズの粒子から
構成される球状のクラスター（凝集体）
である。これらの微小粒子から構成さ
れることにより、ES フローの硬化物
は滑らかな表面性状を得やすく、良好
な研磨性が獲得できる。図10は光照射
によりペーストを硬化させ、アルコー
ルを含むワッテで未重合層を拭き取っ

図9　フィラーテクノロジー

図11　研磨性

図10　未研磨での光沢性比較（硬化後、未重合層を除去した状態）
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た際のレジン硬化物の表面観である。
本表面は高い光沢性を有し、その後に
続く研磨・つや出し時に得られる滑沢
な表面性状の潜在性を推し量ることが
できる。
　また、ES フローの光沢レベルを示
す一例に、光照射によるペースト硬化
後の光沢度の推移を示した（図11）。

#600の耐水研磨紙で表面を粗造化し
た状態からダイヤモンド砥粒を含むシ
リコンポイントを用い、20秒間の研磨
後には約66%の光沢度が得られる。さ
らに、この研磨後の硬化物を40,000

回の歯ブラシ摩耗試験にかけても光沢
度は65％であり、初期と大差ないこと
からも微小フィラー導入の効果が窺え
る（図12）。本特性は例えば隣接面を
含む症例や、臼歯部の咬合面形態を付
与した症例など、研磨のしづらい箇所
を含むCR充填において、短時間で充
填物の光沢性が獲得できることから、
フロアブルレジンによる時間効率の良
い治療を支える技術の一つである。

2）ペースト操作性
　ES フローでは上述の微小フィラー

の配合量をコントロールするととも
に、独自のフィラー表面処理技術を導
入している。この技術によりフィラー
とモノマーのなじみが向上し、フロア
ブルレジンとしての適度な流動性を持
ちながら、糸ひきのないペースト性状
に整えられている（図13）。
　このペースト性状は臨床家の操作上
のストレスを低減している。なお、
今回発売するユニバーサルシェードは
“Low”において適応される。

3）機械的強度
　上述の独自のフィラー表面処理技術
は“Low”の75 wt%に及ぶ微小フィ
ラーの高密度充填にも寄与している。
この結果、高い曲げ強さや圧縮強さを
得るに至り、優れた機械的物性を有す
る当社「クリアフィル® マジェスティ® 

LV」と比較しても遜色ない数値である
（図14）。
　これはフロアブルレジンの機械的強
度に対する不安を払拭すると共に、前
歯のみならず臼歯部充填への本製品適
応にも耐えうる強度である。

まとめ

　今回発売した「クリアフィル® マ
ジェスティ® ES フロー　ユニバーサル
シェード」は、ES フローの特長はその
ままに、新しく導入した色調適合技術
により少数のシェードでVITA16シェー
ドをカバーできるため、シェード選択、
および在庫管理の手間の軽減が期待で
きる。今後のフロアブルCRによる充
填修復において先生方の選択肢として
お役立ていただければ幸いである。

*「VITA」は、VITA Zahnfabrik, Bad 

Sackingen, Germanyの商標です。

図12　滑沢耐久性

図13　ペースト性状

図14　機械的物性　（a） 曲げ強さ　（b） 圧縮強さ
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