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抄録：本研究はかたさの異なるガムによる咀嚼運動
速度の変化を解明することを目的とした。被験食品
には最大圧縮荷重を調整したガムを用いた。計測に
はナソヘキサグラフを用い，下顎切歯点の咬頭嵌合
位からの距離と運動速度，加速度を求めた。加速度
が負の方向に最も大きくなる点と，咀嚼運動終末付
近で再度加速度が負の方向に大きくなる点を抽出し
た。抽出した点をもとに閉口開始から開口開始の間
を３つの期間に分け解析した。結果，期間により要
した時間に有意な差がみられた。また，加速度が負
の方向に最も大きくなる点の平均速度と平均距離に
有意な差が認められるものがあった。かたさの異な
るガムを用いて咀嚼時の加速度を解析することによ
り，咀嚼運動を解明できる可能性が示唆された。

緒 言

今日まで咀嚼運動の解析は，多くの食品を対象と
して数々の研究や報告がなされてきた。これらによ
ると顎運動は，体性感覚の深部感覚である歯根膜や
顎関節，咀嚼筋などのほかに，咀嚼の進行や咬頭傾
斜，滑走運動が関与し，食品の大きさやかたさの
情報により異なった運動を示すことが知られてい
る１－５）。しかし，咀嚼運動の変化に及ぼす食品の大
きさやかたさの影響について詳細な検討はなされて
いない。著者らはこれまでの研究で被験食品にガム
を用い，咀嚼運動終末付近の運動路は開口路と比較

して閉口路でばらつきの少ない方向性を持った運動
であることを明らかにした６－８）。しかし，食品のか
たさが咀嚼運動の終末付近に与える影響については
明らかになっていない。本研究では，異なる食品の
かたさが終末付近で咀嚼運動に与える影響を明らか
にすることを目的として，咀嚼運動の解析を行っ
た。

材料および方法

１．被験者
被験者は，顎関節および頭頸部筋群の診査におい

て異常がみられず，自覚的，他覚的に顎口腔機能に
特に異常を認めない，いわゆる個性正常咬合者男性
６名，女性３名の計９名（年齢２３～２６歳）を選んだ。
本研究は東京歯科大学倫理委員会による承認（承認
番号：１９６）を得て，インフォームドコンセントを行
い同意を得ておこなった。
２．被験食品

被験食品は，株式会社ロッテより提供された味と
香料を加えていないガム３種類（Gum２，Gum５，
Gum１０）約１．５g を用いた。硬さの規定は，レオロ
ジーテータハンドブックのチューインガム圧縮試
験９）に基づき最大荷重を測定したものを用い，Gum
２が２．５kgf である。また Gum２，Gum５，Gum１０
の圧縮荷重の比率は約（２：５：１０）となっている。
３．咀嚼運動の測定と解析

顎運動の計測には，非接触型３次元６自由度顎運
動パラメーター顎機能統合検査装置ナソヘキサグラ
フシステム JM１０００（小野測器）を用いた。被験者の
頭部と下顎に LED の装着されたフェイスボウを取
り付けて行った。

装置の基準設定は，水平基準面を下顎咬合平面，
運動解析点を下顎切歯点とした。咬頭嵌合位を０と
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し，下顎の動きが下向きを負とした。咀嚼運動は自
由に行わせ，全てのストロークを記録した。

収集したデーターより咀嚼開始５分後から３０秒間
の咀嚼回数のほかに咬頭嵌合位からの距離と下顎運
動の速度，加速度を求めた。これらの距離，速度，
加速度は下顎のフェイスボウに取り付けた LED の
発光間隔０．０１１秒ごとに，咬頭嵌合位からの垂直方
向の位置を距離として抽出し，各発光点での速度と
加速度を算出し解析した。
４．統 計

測定された結果は，SAS Ver.９．１を用い Tukey
検定を行い，また単回帰分析によりガムのかたさに
よるそれぞれの測定値の平均値の差を検定した。

結 果

下顎の距離は，開口運動時に負の方向へ増加し，
閉口運動時には減少した（図１）。速度は，開口運動
開始時に増加し，途中で減少した。続いて，最大開
口位付近において速度が０となる点を通過し，閉口
運動開始時にも増加し，途中で減少した。また，終
末付近で停滞し速度０となった（図２）。加速度は，
増加減少しながら閉口運動の途中で最大となり，そ
の後急激に減少した。その後増加しながら再度減少
しその後は停滞した。

この結果より，加速度が負の方向に最も大きい点
を Point１，咀嚼運動終末付近から開口開始に至る
までの間に再度加速度が負の方向に大きくなる点を
Point２として抽出した。また，閉口開始から Point
１までの期間を Section１，Point１から Point２ま

での期間を Section２，Point２から開口開始までの
期間を Section３とした（図３）。そして，各 Section
に要した時間と，各 Point の距離，速度を求め被験
者９名の平均を平均距離，平均速度，平均時間とし
た。

咀嚼回数は，３種のかたさの異なるガムで有意な
差は認められなかった（図４）。最大開口距離は，全
ての被験者でガムのかたさが増すと大きくなり，
平均値では Gum２と Gum５，Gum５と Gum１０，
Gum２と Gum１０の間に有意な差がみられた（図
５）。Section１に要した平均時間ではガムのかたさ
の違いによる有意な差は見られなかった（図６）。
Section２に要した平均時間ではガムのかたさが大
きくなると要した時間が長くなりそれぞれの郡間で
有意な差がみられた（図７）。Section３に要した平
均時間では Gum２と Gum５にのみ有意な差がみら

図１ 被験ガム咀嚼時の下顎開閉曲線（１例）

図２ 被験ガム咀嚼時の速度変化（１例） 図３ 被験ガム咀嚼時の加速度変化（１例）と計測点
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れた（図８）。Point１における平均速度ではガムの
かたさが大きくなると速度が速くなり Gum２と
Gum５，Gum２と Gum１０の間に有意な差がみられ
た（図９）。Point２における平均速度ではガムのか
たさによる差はみられなかった（図１０）。Point１に
おける平均距離ではガムのかたさが大きくなると距
離が大きくなり Gum２と Gum５，Gum５と Gum
１０，Gum２と Gum１０の間に有意な差がみられた（図
１１）。point２の平均距離ではガムのかたさによる差
はみられなかった（図１２）。

図８ Section３に要する平均時間

図７ Section２に要する平均時間

図５ ガムのかたさの違いによる平均最大開口距離図４ ガムのかたさの違いによる平均咀嚼回数

図６ Section１に要する平均時間
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考 察

１．被験食品について
被験食品の重量に関して。Lucas１０）らは食品の重

量が増せば最大開口距離も大きくなり，瑞森１１）も食
品の大きさの影響はまず開口量に現れるとしてい
る。河野１２）によると最大開口距離および最大前後移
動距離は，かたさおよび重量が増せば増加するとし
ている。食品は様々な要因により口腔内で変化し，
粉砕性の食品では咀嚼の進行に伴う物性変化がみら
れるこのため自由な咀嚼運動の統計的な検討は難し
い。そこで，本研究では重量を一定にし，最大圧縮
荷重の比率が調整されたガムを用いることで統計学

的検討を可能にした。
２．咀嚼運動の解析

咀嚼運動の解析において距離，速度，加速度の変
化をそれぞれ波形に置き換え観察する１３）ことは，食
品と咀嚼運動の関係を推定する上で有効な手段であ
る。しかし，咀嚼運動は個人により異なる三次元的
な動きであり１４－１７）解析が難しい。本研究では下顎運
動の三次元的な運動のうち垂直方向への移動のみ抽
出することで単純化し解析した。ガムのかたさが増
したとき，咀嚼回数は変化はせず最大開口距離が増
加した。このことから咀嚼運動の速度がガムのかた
さにより増加したと考えられる。そこで，加速度を
みると，閉口運動時に急に減少する点が２つ（Point

図１２ Point２における平均距離

図１０ Point２における平均速度図９ Point１における平均速度

図１１ Point１における平均距離
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１，Point２）みられた。また下顎は，ガムが硬いほ
ど早い速度で Point１に達していることがわかっ
た。しかし，この２つの点の間ではガムのかたさが
増すほど費やす時間が大きくなっていた。つまりガ
ムのかたさにより運動速度は増減していた。かたい
ガムを用いた場合，Point１での閉口運動の速度が
速く，またこの点から咬合接触付近までにかかる時
間は長く，咬頭嵌合位からの距離が大きかった。し
かし Point２では速度，距離ともにかたさとの相関
は見られなかった。坂東ら１８）は，負の加速度は１つ
の粉砕の後，次の食片が歯列間に介在するか，歯の
接触が生じて動きが一瞬とまることを意味すると説
明している。安陪１９）は，咀嚼終末位より１mm～０．５
mm 付近の歯の接触について，第４相の咀嚼運動経
路は咬合小面に誘導されたとしている。つまり
Point１（平均３．１０mm～５．０４mm）では咬合小面に挟
まれたガムの影響を受け，Point２（平均０．６８mm～
０．７７mm）以降は対合する咬合小面同士の影響も受
けたと考えた。竹下ら２０）は，ヒトは咀嚼１回目の咀
嚼閉口速度を食品の噛み切りにくさよりも噛み始め
たときのかたさによって調整していると報告してい
る。また，田﨑ら２１）は，顎関節の感覚は，咀嚼運動
中の下顎の運動開始時期や終了時期あるいは運動量
といった感覚や下顎窩における下顎頭の位置，運動
方向，速度，加速度などの感覚を感知し下顎の開口
量や運動速度の調節をしているものと考察してい
る。これらのことからから考えると，Point１でガ
ムが閉口運動に抵抗を与え，Point２に至るまで抵
抗を与え続ける。この時の距離や時間の情報が，最
大開口距離と速度を調節する一要因になったと思わ
れる。このように，咀嚼運動の解析において加速度
の経時的変化を解析することは有効である。

咀嚼運動において，咬合面に挟まれたガムの抵抗
により１サイクルの時間は変わらず，噛み締め時間
が増え，最大開口距離が増え，閉口速度が早くな
る。つまり時間あたりの運動量はかたいものの方が
多いことになり。このことは，食品に関する患者へ
の指導に有用と考えられた。

結 論

異なる食品のかたさが終末付近での咀嚼運動に与
える影響を調べ，以下の結果を得た。

１．かたさの異なるガムを用いても咀嚼回数に影響
は無かった。

２．最大開口距離はガムのかたさが大きくなるに
従って大きくなった。

３．咀嚼運動の解析には加速度の経時的変化を解析
することが有効である。

４．咀嚼時に最大の負の加速度が生じる垂直的な位
置とその時の閉口速度は，ガムのかたさと関連す
る。

５．最大の負の加速度が生じた垂直的位置から咬合
接触が生じる咬頭嵌合位付近までに要する時間
は，ガムのかたさと関連する。
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Analysis of masticatory velocity with different hardness of gum
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This study sought to ascertain changes in masticatory velocity resulting from chewing gum with differ-
ent levels of hardness． Chewing-gum adjusted for the maximum compressive load served as the test
food． Measurement was done with a gnatho-hexagraph，and the velocity，acceleration，and distance
from the position of the mandibular incisor in the intercuspal position were determined． The point when
acceleration peaked in a negative direction and the point when acceleration again increased in a negative
direction towards the end of mastication were identified． Based on the identified points，the time from
the start of mouth closure to the start of mouth opening was divided into three stages for analysis． Sig-
nificant differences were noted in the time taken to reach each stage． In addition，significant differences
were noted in the mean velocity and mean distance at the point when acceleration peaked in a negative
direction． Analyzing acceleration is a useful way to determine the effects of food on mastication．
By analyzing acceleration during mastication using gum with different levels of hardness，it may be possi-
ble to elucidate the masticatory function． （The Shikwa Gakuho，１１３：３７７－３８２，２０１３）

３８２ 三穂，他：かたさの異なるガムによる咀嚼運動の解析
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