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抄録：矯正歯科治療では，個々の患者のもつ顎顔面
形態に応じた個性正常咬合を治療目標としている。
したがって，上下前歯歯軸と顎顔面形態の関連を明
らかにすることが重要である。そこで矯正歯科治療
後の患者の前歯歯軸と顎骨形態の関連性を検討し
た。資料および方法として，本学附属病院矯正歯科
にて治療を行った５２人（男性２４人，女性２８人，平均
年齢１７．３歳）を対象とした。これら患者の治療後の
セファロ分析を行い，前歯の歯軸を表わす項目と顎
骨の前後的位置を表わす項目及び上下的位置を表わ
す項目の関連性を評価した。本研究結果より下顎前
歯歯軸は顎骨の前後的位置に影響を受け，上顎前歯
歯軸は顎骨の前後的および上下的位置に影響を受
け，顎骨の不調和を歯軸で補償して治療が行われて
いることが明らかとなった。

緒 言

矯正歯科治療では，個々の患者のもつ顎顔面形態
に応じた個性正常咬合を治療目標としている。した
がって，上下前歯歯軸と顎顔面形態の関連を明らか
にすることが重要である。一般的に上顎前突者では
下顎前歯歯軸は唇側に，逆に上顎前歯歯軸は舌側に
傾斜する。一方，下顎前突者では下顎前歯歯軸は舌
側に，上顎前歯歯軸は唇側に傾斜して前歯部被蓋を
維持しようとする補償機構が存在する１）～７）。

Enlow ら８）は counterpart analysis の中で，頭蓋顎
顔面各部の形態的調和は，理想的な形状をもつ各要

素の組み合わせではなく，多様性をもつ各要素が相
互に補償した結果成立すると述べている。Solow９）

は上下前歯歯軸が上下顎歯槽基底部の前後的不調和
を補償するように傾斜すると述べている。Dono-
van１０）は SN 平面と上下顎歯槽基底部の位置関係に
より分類し，それら個々の分類別に歯のあり方を診
断することが必要であると述べている。また Ste-
iner１１）は，∠ANB に対する U1-NA，L1-NB の関係
および NA，NB に対する上下顎中切歯の切端の位
置に着目し，独自の分析方法を開発した。

顔面形態と前歯歯軸の関係で，正常咬合者を計測
した研究は多く報告されている１２）～２０）。矯正歯科治
療終了者を計測した研究によると，Ricketts２１）２２）は
APO に対する下顎中切歯の角度と距離は年齢・個
人差に関わらず不変であり，上顎前歯歯軸は Facial
axis と並行であることが望ましいとしている。鄭
ら２３）は，下顎切歯の位置は顔面型と関係し，大山２４）

は下顎前歯歯軸と∠ANB の間には相関関係が認め
られると述べている。また井藤ら２５）は∠ANB が
－７．０°～９．０°の範囲であれば，上下顎の前後的不調
和は切歯の植立方向と位置によって補償され，かつ
咬合性外傷も生じないとしている。臼井ら２６）は
∠ANB と∠U1-SN，∠ANB と∠L1-SN に相関を認
めたと報告している。

以上のように，矯正歯科治療目標設定のために矯
正治療後の歯軸と顎骨形態についての報告は多くさ
れている。しかしこれらの報告は顎骨の前後的位置
もしくは上下的位置の一方しか検討されていなく，
あらかじめ決定された計測項目について検討されて
いる。矯正歯科治療目標として上下顎前歯歯軸を決
定するにあたり，正確な予測をするためには関連性
の高い項目を選出し検討する必要がある。本研究で
は矯正歯科治療後の上下顎前歯歯軸と顎骨形態の間
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にどのような関係があるのかを調べるために，上下
顎前歯歯軸を表す項目と顎骨の上下的および前後的
位置を表す項目についてそれぞれの相関を検討し，
さらに相関の高い項目について重回帰方程式を求め
た。

方 法

１．資 料
東京歯科大学千葉病院を受診し，外科的矯正歯科

治療を行っておらず，動的治療終了時良好な治療結
果の得られた患者５２名（男性２４名，女性２８名，平均
年齢１７．３歳）を無作為に抽出し，これを対象とし
た。矯正歯科治療終了時の咬合関係は Angle Ⅰ級
で∠ANB の範囲が－５°～＋８°（平均１．９°）であっ
た。また顎骨の前後的位置を示す∠ANB の分布は正
規性を示した（図１）。
２．方 法

これらの患者の治療終了時の側貌頭部Ｘ線規格写
真のトレースを用い，顎骨の形態を表す項目（前後
的位置を表わす項目，上下的位置を表わす項目）と
前歯歯軸を表す項目について計測した。計測は一人
の計測者が行った。
３．分析項目
１）顎骨の形態を表す項目
⑴ 前後的位置を表わす項目

ａ．Ricketts 分析：
facial depth, convexity, facial axis（Fx）, up-

per molar-PTV, lower lip E-plane
ｂ．Downs 分析・Northwestern 分析：

facial angle, convexity（以後 Convexity（Ｄ））,
AB plane, Y-axis, SNA, SNB, ANB, ramus an-

gle
ｃ．McNamara 分析
ｄ．Wits 分析
ｅ．Harvold-McNamara 分析：

Pt. A-Co, Co-Pog, ANS-Me
ｆ．その他：

SN-Fx, AB-NB, AB-SN, AB-FH
⑵ 上下的位置を表わす項目

ａ．Ricketts 分析：
Fx, mandibuler plane, mandibuler arc, lower

facial height
ｂ．Downs-Northwestern 分析：

mandibuler plane, Y-axis, occlusal plane, FH-
SN, gonial angle, ramus angle

ｃ．Harvold-McNamara 分析
ｄ．その他：

SN-Fx
２）前歯歯軸を表す項目

⑴ Ricketts 分析：
L1-APO（距離），L1-APO（角度）

⑵ Downs-Northwestern 分析：
U1-SN, U1-FH, U1-occlusal plane, U1-APO,

L1-FH, L1-occlusal plane, L1-mandibular plane,
interincisal angle

⑶ McHorris angle
⑷ その他：

U1 to Ba-Na, L1-NB, L1-SN
４．統計的処理

上下顎中切歯の歯軸傾斜を表す項目と上下顎の前
後，上下的位置を表す項目についてピアソンの相関
係数（Pearson’s correlation coefficient）を用いて，相
関性を検定した。その中で相関性が高いものを選
び，上下顎前歯歯軸について重回帰分析（Multiple
regression）を用いて重回帰方程式を求めた。その
中で相関係数が０．５０以上の項目および Ricketts 分
析に用いられる L1-APO（距離）および L1-APO（角
度），Downs-Northwestern 分析で用いられる∠SNA
についての相関係数を表１に示した。

結 果

１．上下顎前歯歯軸と顎骨形態の相関関係について
下顎前歯歯軸と顎骨の前後的位置において，図１ ∠ANB のヒストグラム
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∠L1-SN と∠SNB の 相 関 係 数 はｒ＝０．７０（ｐ＝＜
０．００１），∠L1-SNと∠ANBの相関係数はｒ＝－０．７７
（ｐ＝＜０．００１），∠L1-SNとConvexity（Ｄ）の相関係
数はｒ＝－０．７５（ｐ＝＜０．００１），∠L1-FH と∠ANB
の相関係数はｒ＝－０．７３（ｐ＝＜０．００１），∠L1-FHと
∠Convexity（Ｄ）の相関係数はｒ＝－０．７２（ｐ＝＜
０．００１），McHorris angle と∠ANB の相関係数はｒ
＝－０．７１（ｐ＝＜０．００１）となり，高い相関が認めら
れた。また McHorris angle と Convexity（Ｄ）の相関
係数はｒ＝－０．６９（ｐ＝＜０．００１）となり，中程度の
相関が認められた。

また下顎前歯と顎骨の上下的位置を表す項目にお
いて，∠L1-SN と Fx の相関係数は，ｒ＝０．５７（ｐ＝
＜０．００１），∠L1-FH と Fx の相関係数は，ｒ＝０．６０

（ｐ＝＜０．００１）となり中程度の相関が認められた
が，∠L1-SN と Y-axis の相関係数は，ｒ＝－０．２２

（ｐ＝０．１２），∠L1-FH と Y-axis の相関係数は，ｒ＝
０．３５（ｐ＝０．０１）となり，相関は低かった。以上のこ
とから，下顎前歯歯軸は顎骨の前後的位置に影響を
受けることが認められた。

一方，上顎前歯で顎骨の前後的位置を表わす項目
において，∠U1-SN と∠SNB の相関係数はｒ＝
０．５４（ｐ＝＜０．００１），∠U1-SN と∠ANB の相関係数
はｒ＝－０．５２（ｐ＝＜０．００１），∠U1-SN と Conve-
xity（Ｄ）の相関係数はｒ＝－０．５０（ｐ＝＜０．００１），
∠U1-FH と∠SNB の相関係数はｒ＝０．６２（ｐ＝＜
０．００１），∠U1-FHと∠ANBの相関係数はｒ＝－０．５５
（ｐ＝＜０．００１），∠U1-FH と Convexity（Ｄ）の 相 関
係数はｒ＝－０．５５（ｐ＝＜０．００１）となり，中程度の

相関が認められた。
また上顎前歯と顎骨の上下的位置を表す項目にお

いて，∠U1-FH と Fx の相関係数はｒ＝０．６８（ｐ＝
＜０．００１），∠U1-FH と Y-axis の相関係数はｒ＝－
０．６４（ｐ＝＜０．００１）となり中等度の相関が認められ
た。ま た∠U1-SN と∠Fx の 相 関 係 数 はｒ＝０．３９

（ｐ＝＜０．０１），∠U1-SN と Y-axis の相関係数はｒ
＝－０．３０（ｐ＝＜０．０５）となり相関は低かった。

以上のことから，上顎前歯歯軸は顎骨の前後的位
置および上下的位置に影響を受けることが認められ
た。
２．重回帰方程式について
１）下顎前歯歯軸

下顎前歯については∠L1-FHと∠L1-Occlusal plane
を選出し，この２項目と中程度から高い相関が認め
られた∠SNB，∠ANB，Convexity（Ｄ）について重
回帰方程式を求めた。

∠L1-FH＝０．６７×∠SNB－０．７2×∠ANB－０．３０
×Convexity（Ｄ）＋６．５６，ｒ＝０．７７，ｒ２＝０．５９
∠L1-Occ. plane＝－０．２１×∠SNB＋１．１２×∠ANB
＋０．０４×Convexity（Ｄ）＋３５．１５，ｒ＝０．６５，ｒ２

＝０．４２
２）上顎前歯歯軸

上顎前歯歯軸については∠U1-FH と∠U1-SN を
選出し，この２項目と中程度から高い相関が認めら
れた∠SNB，∠ANB，Fx について重回帰方程式を
求めた。

∠U1-FH＝０．３２×∠SNB－０．３６×∠ANB＋０．７５
×Fx＋２４．８８，ｒ＝０．７１，ｒ２＝０．５１

表１ 相関係数

U1 to SN U1 to FH L1 to SN L1 to FH L1 to Occ. L1 to APO
（mm）

L1 to APO
（°）

McHorries
Angle L1 to Mand.

SNA ．２３ ．２９ ．２０ ．１９ ．０５ ．０９ －．１２ ．１３ －．０７

SNB ．５４ ．６２＊＊＊ ．７０＊＊＊ ．６８＊＊＊ －．５１＊＊＊ －．０７ －．３０＊ ．６１＊＊＊ －．４４＊＊＊

ANB －．５２＊＊＊ －．５５＊＊＊ －．７７＊＊＊ －．７３＊＊＊ ．６４＊＊＊ ．１７ ．２９＊ －．７１ ．５２＊＊＊

Convexity
（Ｄ） －．５０＊＊＊ －．５５＊＊＊ －．７５＊＊＊ －．７２＊＊＊ ．６２＊＊＊ ．２９＊ ．２８＊ －．６９＊＊＊ ．４７＊＊＊

Fx ．３９＊＊ ．６８＊＊＊ ．５７＊＊＊ ．６０＊＊＊ －．２８＊ －．１１ －．１２ ．４１＊＊＊ －．１９

Y-axis －．３０＊ －．６４＊＊＊ －．２２ －．３５＊ －．０１ ．０７ －．１３ －．１４ －．０８
＊ｐ＜０．０５ ＊＊ｐ＜０．０１ ＊＊＊ｐ＜０．００１
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∠U1-SN＝１．１９×∠SNB－１．１５×∠ANB－０．２７
×Fx＋４０．６７，ｒ＝０．５８，ｒ２＝０．３４

考 察

１．下顎前歯歯軸について
下顎前歯歯軸と顎骨の前後的位置において，高い

相関が認められた項目は∠L1-SNと∠SNB，∠L1-SN
と∠ANB，∠L1-SN と Convexity（Ｄ），∠L1-FH
と∠ANB，∠L1-FH と Convexity（Ｄ），McHorris
Angle と∠ANB であった。

これは，大山２４），井藤ら２５），臼井ら２６）の報告を支
持する結果となった。このことより，skeletal class Ⅱ
の傾向が強いほど下顎前歯歯軸は唇側傾斜し，
skeletal classⅢの傾向が強いほど舌側傾斜すること
が認められた。また∠ANB と∠L1-APO の間に相
関関係が認められたが，∠ANB と L1-APO（距離）の
間には相関は認められなかった。これは Rick-
etts２１）２２）や根津２７）らが報告しているように，顎関係の
不調和を補償する方向と位置に植立した下顎中切歯
は，APO 線に対して一定の位置をとる傾向がある
ためと考えられる。また McHorris２８）２９）は，下顎前歯
の位置決定にはCondylar incisal angle（McHorris an-
gle）が９０°が望ましいとしているが，本研究では
McHorris Angle に対する∠ANB，∠SNB，Conve-
xity（Ｄ）に高い相関が認められたことから，上下顎
骨の形態の不調和が大きい場合には修正が必要であ
ると考えられる。

また下顎前歯歯軸と顎骨の上下的位置において，
∠L1-SN と Fx，∠L1-FH と Fx では中等度の相関
が認められたが，それ以外の項目である∠L1-Occ-
lusal planeとFx，McHorris AngleとFxや∠L1-SN と
Y-axis，∠L1-FH と Y-axis，∠L1-Occlusal plane と
Y-axis，McHorris Angle と Y-axis で は 相 関 は 低
かった。つまり，下顎前歯歯軸は顎骨の上下的位置
には影響が少ないと言える。

下顎前歯の歯軸は顎骨の前後的位置に大きく影響
され，顎骨の上下的位置には影響が少ないことが認
められた。治療計画立案時，下顎前歯歯軸の設定に
おいては，従来の報告通り顎骨の前後的位置を考慮
する必要がある。
２．上顎前歯歯軸について

上顎前歯歯軸と顎骨の前後的位置において，中程

度の相関が認められた項目は∠U1-SN と∠SNB，
∠U1-SN と∠ANB，∠U1-SN と Convexity（Ｄ），
∠U1-FH と∠SNB，∠U1-FH と∠ANB，∠U1-FH
と Convexity（Ｄ）であった。こちらも下顎前歯と同
様に，大山２４），井藤ら２５），臼井ら２６）の報告を支持す
る結果となった。

特に上顎前歯歯軸と顎骨の上下的位置を表す項目
においては，下顎前歯歯軸との関係よりも高い相関
を示した。つまり上顎前歯歯軸は Fx が増大する，
または Y-axis が減少すると唇側傾斜する傾向にあ
り，上顎前歯歯軸は Fx と並行であることが望まし
いとしている Ricketts２２）の報告を支持するものであ
る。

上顎前歯歯軸においては，顎骨の上下的位置を表
わす項目と前後的位置を表わす項目の両方共に影響
されることが認められ，skeletal classⅡや長顔型の傾
向が強いほど上顎前歯歯軸は舌側傾斜し，skeletal
class Ⅲや短顔型の傾向が強いほど上顎前歯歯軸は
唇側傾斜することが認められた。よって治療計画立
案時，上顎前歯歯軸を設定するには，従来考慮され
てきた顎骨の前後的位置を示す∠ANB だけではな
く，顎骨の上下的位置を示す Fx も考慮する必要が
ある。
３．回帰方程式について

矯正歯科治療計画を立案する際，上下顎前歯の歯
軸を定めるため上下顎骨の位置と上下顎前歯歯軸に
ついて重回帰方程式を求め検討した。下顎前歯歯軸
に関しては，顎骨の前後的位置を表す項目の中で中
程度から高い相関が認められた∠L1-FH，∠L1-
Occ. plane と∠SNB，∠ANB，Convexity（Ｄ）を採
用し重回帰方程式を求めた。これによると，∠SNB

図２ ∠SNB と∠ANB の回帰直線
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が１°増 加 す る と∠L1-FH は２．３４°増 加 し，∠L1-
Occ. plane は１．９１°減少することが認められた（図
２，３）。

また上顎前歯歯軸に関しては，顎骨の上下的位置
を表わす項目と前後的位置を表わす項目の中で中程
度から高い相関が認められた∠U1-SN，∠U1-FH
と∠SNB，∠ANB，∠Fx を採用し重回帰方程式を
求めた。∠SNB が１°増加すると U1-SN は２．９６°増
加し，U1-FH は０．６３°増加することが認められた。
ま た，Fx が１°増 加 す る と∠U1-SN は０．９８°増 加
し，∠U1-FH は１．１６°増加することが認められた

（図４，５）。

結 論

本研究結果より下顎前歯歯軸は従来の報告通り，
顎骨の前後的位置に影響を受けることが認められ
た。一方，上顎前歯歯軸は顎骨の前後的に位置に影
響を受けるだけでなく，顎骨の上下的位置にも影響
を受けることが認められた。

本論文の要旨は，第６５回日本矯正歯科学会大会（２００６年９
月１５日，札幌市）において発表した。
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Relationship between Inclination of Incisors
and Craniofacial Morphology
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The goal of orthodontic treatment is to achieve individual normal occlusion based on the craniofacial
morphology of each patient． It is，therefore，important to elucidate the relationship between the inclina-
tion of the upper and lower incisors and craniofacial morphology． In this study，we investigated the
relevance of the inclination of the upper and lower incisors and craniofacial morphology in treated pa-
tients． Patients consisted of 52 individuals（24 men and 28 women ; mean age，17.3 years）treated in the
Department of Orthodontics at the Tokyo Dental College Hospital． Cephalometric analysis was per-
formed in after treatment，and the relationships between the sagittal and vertical jaw and inclination of
the upper and lower incisors were assessed． The results confirmed that，in individual normal occlusion
after orthodontic treatment，the inclination of the upper and lower incisors was affected by craniofacial
morphology． The inclination of the upper and lower incisors was markedly affected by the sagittal jaw
relationship． In addition，the inclination of the upper incisors was also affected by the vertical jaw rela-
tionship． （The Shikwa Gakuho，１０９：３７５～３８０，2009）
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