
　2022年に誕生から25年を迎えた歯
科用Er：YAG（エルビウム ヤグ）レー
ザー「アーウィン」。その開発経緯と
これまで克服してきた課題や製品への
こだわりなどについて、開発担当であ
る株式会社モリタ製作所 第一研究開
発部の濵田 和典氏と日吉 勝海氏にお
話を伺いました。

レーザー機器開発の経緯について教え
てください
日吉　Er:YAGレーザーが発売される
まで、歯科用レーザーはレーザーメ
スなどの用途で活用されることが多
く、歯牙などの硬組織に対する実用化
は遅れていました。モリタ製作所で
は“タービンに変わって歯を切削でき
るツール”としてのレーザーの可能
性を模索し、1970年代からCO2レー
ザーやNd：YAGレーザーを使用した
様々な研究を行ってきましたが、歯質
に対して熱によるクラックが発生する
など硬組織の切削には不向きなことが
判明し断念しています。しかし社内で
は「レーザー光を活用して歯の切削を
行いたい」という想いが根強く、その
後水への強い吸収特性を持つEr：YAG

レーザーの波長に着目し、研究開発を
続けてきました。
濵田　歯を切削する際の「キーン」と
いうタービン音を不快に感じる方も多
いですし、強い痛みを伴うこともあり

ます。レーザーで切削できれば、音も
タービンに比べて静かですし、切削時
の痛みや振動もほとんど伴わない。当
時としては夢のある画期的な開発だっ
たと思います。
日吉　それまでEr：YAGレーザーを採
用した医療機器は国内にありませんで
したから、承認を得るための臨床試験
の際にも苦労したそうです。試験では
動物やヒトで有効性と安全性を確認す
るのですが、実際にEr：YAGレーザー
によって得られた効果かどうかを証明
できるところまで資料を揃える必要が
あり、多くの大学の先生方にもご協力
いただきながら、ようやく1995年に、
う蝕除去、小帯や歯肉切開などの軟組
織処置、歯石除去についての認可を受
け、1996年に国内初となる歯科用Er：

YAGレーザー装置「アーウィン」を上
市することができました。
濵田　残念ながら初代アーウィン開発
の際、私たちは入社前でしたので、
その苦労や感動を体験することはでき

低侵襲で患者さんに優しい治療を目指して
歯科用レーザー「Erwin（アーウィン）」
発売25周年 開発者インタビュー
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・CO² レーザー伝送用マニピュレーターの開発
　・超鋼ミラー使用で動物実験（ラット歯牙に照射）

当時伝送が困難で
あった CO² レーザー
の光をエアータービ
ンの空気軸受けの材
料である超硬ミラー
を用いて作成したマ
ニピュレーターを用
いて評価実験を行っ
た。

軟組織へ使用した際
の止血に対する有効
性は確認できたもの
の、硬組織への照射
は熱による歯質ク
ラック発生の問題が
発生した。
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・CO² レーザーにて動物実験
  （兎肝臓に照射）

ノーマルパルス発振や、
Q スイッチ発振の Nd：
YAG レーザーによる硬
組織切削の可能性を検
証する実験では、歯質
への吸収特性は切削に
は不向きであることが
判明。研究対象は耐酸
性付与によるう蝕予防
に移っていく。

1978年

・Nd：YAGレーザーにて
  硬組織切削の検討
　

1989年

・Er：YAGレーザー
  による歯科応用の
  研究開始

歯質の吸光特性は
Er：YAG レーザーの
波長に特異的に吸収
されている事実に基
づき、歯科用のレー
ザーとして Er：YAG
レーザーの研究開発
を開始した。

大学との共同研究
を開始。ビーグル
犬を用いた安全性
確認の試験や非臨
床試験を実施、学
会にその成果を発
表した。

1990年

・Er：YAGレーザー
  共同研究プロジェクト
　

 4 大学にて臨床治験
を実施。

1994年

・Er：YAGレーザー
  臨床治験

1996年

　・Er：YAGレーザー
  「アーウィン」
  発売開始

2004年

・「アーウィンアドベール」
発売開始
　

2011年

・「アーウィンアドベール
EVO」発売開始
　

Er：YAG レーザー
の伝送手段として
の中空導波路の研
究を推進。
同時に新システム
の装置を用いて動
物による安全性確
認試験開始。

1997年

・中空導波路の開発
　

2015年 2018年

・CS600F・PSM600T・
R600T のコンタクト
チップがラインナップ

・口腔粘膜処置・
レーザー機器加算
が新たに保険適用

硬組織が削れる
レーザーとして
新聞等にも取上
げられ大きな話
題を呼んだ。

小型化と注水
の内蔵により
取り回し性能
がアップした。

さらに軽量化さ
れ、スタンバイ時
間も短縮された。
タッチパネルを採
用することにより
操作性が向上し
た。

CS600F

PSM600T

R600T

2008年

・う蝕歯無痛的窩洞形成
加算新設
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ませんでした。その後、1997年には
「Er:YAGレーザー臨床研究会」が発
足され、臨床家の先生方によってEr：

YAGレーザーの臨床応用や新たな可能
性について熱心な議論・研究が重ねら
れられています。

実用化に向けて困難な課題などはあり
ましたか
濵田　Er：YAGレーザーは一般工業界
でほとんど応用されていなかったので
構成部品の調達が難しいうえコストも
割高でした。さらに、レーザーの中で
も発振効率が悪く、例えばCO2レー
ザーに比べて発振の際に非常に多くの
電力を必要といった課題がありました。
日吉　特に発振装置からハンドピース
にレーザー光を伝送する伝送管につい
ては、通常の伝送ファイバーでは、
レーザー光がファイバーに吸収され伝
送効率が低下してしまいます。このた
めCO2レーザーで多く採用されている
関節型マニピュレーターを使用するこ
とも検討しましたが、関節型の場合、
術者の自由な動きを阻害する可能性も
あり、この部分では非常に苦労したと
聞いています。
濵田　その後、「中空導波路」を使用し
た伝送ファイバーを東北大学と共同で
研究開発し、実用化することで、常に
安定したレーザー光をハンドピースに
送り出すことが可能になりました。中

空導波路は図のように、ガラス製の中
空ファイバーの内側に銀膜をつけて、
さらにその内側を樹脂でコーティング
しています。このため、伝送効率を低
下させることなく、自由度の高い操作
性や耐久性を実現することができたの
です。
日吉　初代アーウィンでは従来の光
ファイバーを採用したため途中でファ
イバーが劣化するトラブルも見られま
したが、2代目となる「アーウィン ア
ドベール」からは中空導波路を採用し、
その後のアーウィンの独創性を示す特
長の一つになっています。

アーウィンの特長やこだわりについて
教えてください
日吉　まずEr：YAGレーザーそのもの
の特性として水に対して高い吸収性が
あるということです。そのためアパタ
イトそのものを熱で蒸散させるのでは
なく、アパタイトを結びつけている水
分に瞬間的に吸収され、その水分を飛

散させることで硬組織を蒸散します。
また、その蒸散はレーザー光を照射し
た表層部分のみに行われるために組織
深部への熱影響が少なく周囲組織への
ダメージが少ないという利点がありま
す。
濵田　製品については特に“使い勝手”
の部分にこだわっています。特に歯周
治療のオペの際などで細かい処置を要
求されるケースに対してストレスなく
使える操作性。自由度の高い伝送ファ
イバーだけなく、ハンドピースを持っ
た際にできるだけ重さが伝わらないよ
うな重量配分を工夫したり、レーザー
光のチップからの出方についても先生
の使い勝手のよさや効果の出やすさを
考慮して多彩なチップバリエーション
をもたせています。中空導波路の構造

株式会社モリタ製作所　第一研究開発部

日吉 勝海
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使用されているような光ファイバーでは，レーザー光
がファイバーの素材であるガラスに吸収され，ファイ
バーそのものを破壊してしまうので使用できない．し
たがって，炭酸ガスレーザーで用いられるような関節
型マニピュレーターもしくは特殊な材質のファイバー
を用いなければならなかった．
この局面を打破したのは，従来の光ファイバーと全
く異なるコンセプトで開発された信頼性の非常に高い
中空導波路を使用した伝送ファイバー（図 3）である．
これにより，常に安定したレーザーをハンドピースに
供給することが可能になった．この中空導波路は，
レーザー光が伝送されるコアの部分が空気で構成され
ているので，材質の劣化が原因の光吸収による伝送効
率の低下がないことが特長である．これにより伝送装
置の信頼性を向上させることができた．さらに，患部
冷却噴霧用の空気を供給するコンプレッサーや，噴霧
用の水の供給源であるウォーターパックをその供給用
のポンプとともに本体装置に内蔵しているので，電源
コンセントの接続だけで，どこでも使用可能なスタン
ドアローンを実現し，従来のものと比べ医院内での取
り回しと移動を容易にした（表 3）．
アフターサービスにおいては 20年以上蓄積し続け

てきた豊富なノウハウでユーザーをサポートしてい
る．本体装置は自社生産であり，ハード，ソフト両面
で将来にわたり万全のサービスの提供が可能である．

もっと知りたい読者のために
1） Ando Y, et al.：Bacterial effecy of Erbium YAG laser 

on periodontopathic bacteria. Laser Surg Med 1996；
19：190-200.

2） 石川　烈ほか：歯科におけるレーザー治療の現在．日
本歯科医師会雑誌  2003；56（1）：4-13.
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図 3　中空導波路の構造

表 2　使用目的と効果・効能
疾患名 処置名 効果・効能

（1） 硬組織疾患 ①齲蝕除去
②くさび状欠損の表層除去

蒸散

（2） 歯周疾患 ①歯周ポケットへの照射
②歯石除去
③ポケット搔爬
④歯肉形成
⑤フラップ手術

切開，蒸散

（3） 軟組織疾患 ①小帯切除
②歯肉切開・切除
③口内炎の凝固層形成
④色素沈着除去

切開，止血，
凝固，蒸散

表 3　製品仕様
販売名： アーウィン アドベール
電源： AC100V 50/60 Hz
消費電力： 1,500 W（レーザー出力最大時）
機器の分類： 高度管理医療機器（クラスⅢ），

特定保守管理医療機器
医療機器承認番号： 21500BZZ00720000
レーザー製品のクラス分け
　（IEC60852-1）：

クラス 4（Er：YAGレーザー）
クラス 2【可視 LD（ガイド光）】

レーザーの発振方式： パルス発振
レーザー媒質： Er：YAG
レーザー光の出力エネルギー：30～350 mJ
繰り返し速度： 1, 3.3, 5, 10, 20, 25 pps
発振波長： 2,940 nm
ガイド光波長： 650±15 nm
伝送方式： 伝送ケーブル方式
冷却方式： 内蔵による水冷循環式
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図 2　チップバリエーション（全 21種類）
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日吉　臨床研究会などではユーザーの
先生方の要望を積極的に収集し、その
結果スタンバイ時間の大幅な短縮や直
感的でわかりやすいディスプレイ、さ
らに治療内容に応じた照射条件のメモ
リー設定など、使い勝手や操作性を向
上した「アーウィン アドベール EVO」
を2011年に発売し現在に至っています。
濵田　多くのバリエーションをもつ先
端チップなど、さまざまな改良が加え
られてきましたが、もっとも工夫を
凝らしたのは先端部分の形状です。
例えば、先端をとんがり帽のような円
錐形にしてレーザー光を横方向に拡散
させたり、先端に少しテーパーを付け
た表面を粗らすことでレーザー光が横
に漏れながら真っ直ぐ出るようにする
など、形状を少しずつ変化させてレー
ザー光の出方を変えていろいろな症例
に対応できるように進化させてきまし
た。

日吉　チップにバリエーションを加え
ることにより、う蝕治療や歯石除去に
加えて、さまざまな症例にも対応でき
るようになりました。近年では、歯周
ポケット内の歯石や肉芽除去に特化し
たものなど、徐々にラインナップが追
加され現在は21種類までに広がってい
ます。

海外でのレーザーの活用状況について
教えてください
濵田　海外の論文や学会発表をウォッ
チしていると、歯科用レーザーは手軽
なので半導体レーザーが多いようで
す。ついでEr（エルビウム）系のもの
が多く、CO2レーザーはメスや止血の
用途に特化しています。Er系の場合は
まだレーザーの特性を十分に開拓され
ているとは言えない部分があるので、
例えばハンズオンセミナーを開催する
など、海外の先生方にもEr：YAGレー
ザーの特性を理解していただく活動を
続けています。
日吉　海外での歯科用レーザーの用途
は歯周治療や根管治療が多いと感じま
す。特にインプラント周囲炎に関する
報告は近年とても増えていて、歯周粘
膜へのアプローチやインプラント表面
に付着した歯石の蒸散にEr：YAGレー
ザーが活用されているケースが増えて
いるので、今後注視していきたいとこ
ろですね。

Er:YAGレーザーの将来展望について
お聞かせください
濵田　Er:YAGレーザーにはまだまだ
可能性が秘められていて、それを最大
限というところまでは引き出せていな
いと感じています。引き続き大学の先
生方にもご協力を仰ぎながら研究開発
を続け、さらに応用範囲を広げていき
たいですね。また、ユーザーの先生方
からのお声に耳を傾け、さらに高みを
めざしていきたいと考えています。
日吉　長きにわたり歯科用レーザー
について研究を重ねてきた結果、

Er:YAGレーザーの歯科診療に対する
有効性が評価され、2008年以降保険
適用の範囲も徐々に拡大し、先生方に
とっても身近な治療ツールになりつつ
あると感じます。今後も、患者さんに
とって低侵襲で痛みが少なく、さらに
先生方にとって使い勝手の良い製品に
なるよう研究開発に邁進していきたい
と考えています。
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　・超鋼ミラー使用で動物実験（ラット歯牙に照射）
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軟組織へ使用した際
の止血に対する有効
性は確認できたもの
の、硬組織への照射
は熱による歯質ク
ラック発生の問題が
発生した。

モリタ製作所「歯科用レーザー」開発の歴史

1975年

・CO² レーザーにて動物実験
  （兎肝臓に照射）

ノーマルパルス発振や、
Q スイッチ発振の Nd：
YAG レーザーによる硬
組織切削の可能性を検
証する実験では、歯質
への吸収特性は切削に
は不向きであることが
判明。研究対象は耐酸
性付与によるう蝕予防
に移っていく。

1978年

・Nd：YAGレーザーにて
  硬組織切削の検討
　

1989年

・Er：YAGレーザー
  による歯科応用の
  研究開始

歯質の吸光特性は
Er：YAG レーザーの
波長に特異的に吸収
されている事実に基
づき、歯科用のレー
ザーとして Er：YAG
レーザーの研究開発
を開始した。

大学との共同研究
を開始。ビーグル
犬を用いた安全性
確認の試験や非臨
床試験を実施、学
会にその成果を発
表した。

1990年

・Er：YAGレーザー
  共同研究プロジェクト
　

 4 大学にて臨床治験
を実施。

1994年

・Er：YAGレーザー
  臨床治験

1996年

　・Er：YAGレーザー
  「アーウィン」
  発売開始

2004年

・「アーウィンアドベール」
発売開始
　

2011年

・「アーウィンアドベール
EVO」発売開始
　

Er：YAG レーザー
の伝送手段として
の中空導波路の研
究を推進。
同時に新システム
の装置を用いて動
物による安全性確
認試験開始。

1997年

・中空導波路の開発
　

2015年 2018年

・CS600F・PSM600T・
R600T のコンタクト
チップがラインナップ

・口腔粘膜処置・
レーザー機器加算
が新たに保険適用

硬組織が削れる
レーザーとして
新聞等にも取上
げられ大きな話
題を呼んだ。

小型化と注水
の内蔵により
取り回し性能
がアップした。

さらに軽量化さ
れ、スタンバイ時
間も短縮された。
タッチパネルを採
用することにより
操作性が向上し
た。

CS600F

PSM600T

R600T

2008年

・う蝕歯無痛的窩洞形成
加算新設
　

術者の自由な動きを妨げない中空導波路を採
用した伝送ファイバー
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