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解説（学位論文 解説）

下顎前歯部ジルコニア多結晶体オールセラミック
ブリッジのフレームワーク連結部デザインに関する
検討 
Investigation of connector design in all-ceramic fixed partial dentures 
for the mandibular incisor region
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治療効果は非常に高い。しかし，オールセラミック
はじめに

ブリッジを行う場合，歯冠高径が低いことが予想
近年歯科治療では，高密度焼結型コア用セラミッ されることから，連結部断面積として前述した９．０ 

２ク材料がその高い強度や審美性から臨床応用されは mmを確保する設計は困難な場合が多い。またその
じめている１－５）。なかでも，イットリウム添加型正 反面，下顎前歯部は歯冠幅径が狭く咬合力負担が他
方晶ジルコニア多結晶体は，従来のコア用セラミッ の部位より低い。したがってブリッジとする場合，
クと比べ，曲げ強さ・破断荷重値などの物性が向上 臼歯部ブリッジに必要な破断荷重値ほど必要ではな
されている２，６，７）。これにより，その物性を生かし臼 いことが想定される。
歯部のブリッジ治療をも可能とした８）。 以上の事から，下顎前歯部を想定したブリッジの
ブリッジは支台装置，ポンティックおよび連結部 フレームワークの設計で，適正な断面積や適切な形

で構成される。連結部は構造上，最も狭窄する箇所 状を与える事を調査する意義は大きい。特に，同じ
であり，応力が集中しやすく力学的に過酷な状況と 断面積でも連結部の破断荷重値は高径が強い影響を
なる９－１２）。現在，イットリウム添加型正方晶ジルコ 持つことが知られており１４，１５），連結部断面積を確保
ニア多結晶体の３－ユニットのフレームワーク強度 しながら審美性の高いデザインを設計するべきであ

２に関する研究によると，連結部の断面積は９．０mm る。
以上であることが好ましいとされ１３），多くの歯科材 そこで本研究では，下顎前歯部ブリッジを想定し
料メーカーも推奨している。 たイットリウム添加型正方晶ジルコニア多結晶体の
下顎前歯部は外観に触れやすく高い審美性が要求 ３－ユニットのフレームワークを，異なる断面積，

される。したがってオールセラミッククラウンでの 異なるデザインの連結部で作製し破断荷重値を比較
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検討した。また併せて連結部断面積と破断荷重値の
関係についても検討をおこなった。

下顎前歯ジルコニアオールセラミック
ブリッジの破壊試験

１．試料および実験デザイン
支台歯は下顎中切歯１歯欠損の３ユニットブリッ

ジを想定した。金型は下顎中切歯および側切歯に対
し標準的な支台歯形成を行った場合を想定した設計
とした（図１）。支台歯の直径は５．０mm，高さ６．５
mm，軸面テーパー７°，辺縁形態は曲率半径１．０
mmのディープシャンファーとし，支台歯間距離は
１１．０mmとした支台歯金型をステンレス鋼（SUS
３０３）で製作した。この支台歯金型を付加重合型ビニ
ルシリコン印象材（FusionⅡwashtype，ジーシー，
Tokyo，Japan）にて印象採得し，超硬質石膏（New
Fujirock，ジーシー，Tokyo，Japan）を用いて作業
用模型（working cast）を製作した。この作業用模
型に GN-Ⅰシステム（GN-Ⅰsystem，ジーシー，To-
kyo，Japan）によりブリッジのフレームワークを設
計した。フレームワーク材料は５％イットリウム添
加型正方晶ジルコニア多結晶体（Aadva Zirconia，
ジーシー，Tokyo，Japan）を用いた。

２実験試料の連結部形態は，断面積を９．０mm，７．０ 

図１ ３ユニットブリッジフレームワーク破壊試験

２ ２mmおよび５．０mmの３種類とし，断面形態を３種
類（TypeⅠ，Ⅱ，Ⅲ）とした（図２）。TypeⅠの断面
形態は，下顎中切歯のコーピング外形におさまる二
等辺三角形（高径：底辺＝２：１）とした。この二等
辺三角形の上端とコーピング上端を合わせることに
より連結部の位置の基準とした。三角形の中心を高
径と幅径の１／２の交点に設定し基準点とした。Type
Ⅱは TypeⅠと同じ高径，幅径であるが，最大幅径
を中央部に配置する事により唇側に底面を置く二等
辺三角形となるよう設計した。TypeⅢは  TypeⅠ

図２ 連結部デザイン
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を基本とし高径を３／４にした比率で同じ面積になる
二等辺三角形に設計した。これらの断面形態の設定
は各断面の高径と幅径の１／２の交点を基準点に一致
させた。なおこれらの連結部形態は，GN-Ⅰシステ
ムで操作が行えるよう鋭角の無い形状とした。

２断面積７．０mm，５．０mm２の試料においても，
TypeⅠ，ⅡおよびⅢはそれぞれ相似形となるよう
設計した。フレームワークは各デザインで５個ず
つ，計４５個作製した。
破壊試験用の金型は支台歯金型を基台下にマス

ターモデルと同じ位置関係で固定されるように製作
した。支台歯と基台下の間には口腔内の環境を再現
するため擬似歯根膜としてシリコーンを全周１mm
の厚さで設定した。GN-Ⅰシステムで切削，焼成さ
れたフレームワークをテストモデルのアバットメン
トに挿入し所定の位置に達したことを確認した後，
フィットチェッカー（Fit Checker，ジーシー，To-
kyo，Japan）にて内面の適合の確認を行った。その
後，フレームワークと試験用の金型（test model）は
グラスアイオノマーセメント（GC Fuji Ⅰ，ジー
シー，Tokyo，Japan）を用いて合着した。合着した
試料は３７℃蒸留水中で２４時間保管した。破壊試験
は万能試験機（AG-I２０KN，島津製作所，Kyoto，
Japan）を用い，ポンティック中央部に垂直にクロ
スヘッドスピード１．０mm／min で試料が破壊するま
で荷重を加え，破断荷重値の計測を行った。厚さ２
mmのテフロンプレートを荷重部位であるポン
ティック切端側との間に介在させた。テフロンプ
レートは試験ごとに新しい物と交換した。

２．評価方法
破断荷重値の計測のほか，破折の様相について観

察を行った。観察方法は，まずマイクロスコープ
システム（Microscope System，モリテックス，To-
kyo，Japan）による観察を行った。その後，破折し
た面に Au-Pd コートを施し，走査電子顕微鏡（SEM 

JSM-６３４０F，日本電子，Tokyo，Japan）にて観察し
た。
得られた破断荷重値は連結部面積と連結部形態の

要素で１元配置分散分析（One way ANOVA）およ
び２元配置分散分析（Two way ANOVA）を行った。
交互作用がなかった場合，多重比較検定（SAS Ver.
９．１，North Carolina，USA）を行うことにした。評
価法は Tukey 法を用いた。

３．実験結果
ブリッジの破断荷重値を図３に示す。
断面積９．０mm２群で平均２４１６Ｎ，７．０mm２群で平均

２１７７２N，５．０mmで平均１１２０Ｎの破断荷重値であっ
た。
破折様相の観察では，全ての破折線は連結部の歯

肉側からポンティック切端側へ走行していた。破折
の起始点は全ての試料で連結部歯肉側であった（図
４）。
二元配置分散分析（Two way ANOVA）の結果，
形態と面積の要素で有意差（P＜０．０００１）が認められ
た。また交互作用は認められなかった。Tukey に
よる多重比較検定の結果，断面積による違いでは全
ての群間で有意差（P＜０．００１）が認められた。また
断面形態の違いでは，TypeⅠと TypeⅡの間で強い
有意差（P＜０．００１）が認められ，TypeⅠと TypeⅢ，

図３ ブリッジのデザイン別破断荷重値（＊P＜０．０５） 図４ 破折様相（起始点の観察）
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TypeⅡと TypeⅢの間でも有意差（P＜０．０５）が認め 表１ ジルコニアブリッジフレームワークの破断荷重値

られた（表１）。 断面積（mm２） n 破断荷重値（N） Tukey test

９．０ １５ ２７６５ ±４４４ ＊＊＊ 

４．考 察 ７．０ １５ ２０５８ ±３６０

本実験は下顎中切歯１歯欠損を想定した３ユニッ ５．０ １５ １２３０ ±１６１

トブリッジの破壊試験である。支台歯金型の形態や 断面形態 

寸法，支台歯間距離は日本人の平均的な値を参考と TypeⅠ １５ ２２７６ ±８４０ 

＊＊＊ 
＊＊＊

＊＊＊ 

TypeⅡ １５ １７６９ ±５８７ 

TypeⅢ １５ ２００７ ±６５６
＊＊＊ 

し口腔内を想定し設計した。H. Luthy らは非可動
性の支台は可動性の支台と比較し材料のポテンシャ

＊ 

ルが強く出る可能性があると考察している１６）。その
ため，試験用金型は擬似歯根膜が設定され，より臨
床に近い条件での破壊試験を行った。臨床上オール
セラミックのクラウンブリッジを装着する場合，接
着レジンセメントやグラスアイオノマーセメントな
ど様々選択されているが，本実験では，臨床上一般
的な合着剤であるグラスアイオノマーセメントを使
用した。また単純形態で検討を行うため，支台歯と
ポンティックは直線配列とした。これは下顎前歯部
においては実際に日常でよく見られる配列でもあ
る。
一般的に，ブリッジ連結部断面積は強度的に大き

くする事が望ましい。しかし，臨床的には，審美性
や清掃性を考慮すると，連結部断面積を小さくする
方が望ましい。特に下顎前歯部の歯冠形態は小さく
一般的な連結部断面積の９．０mm２を設定するのは難

２しい場合もある。そこで，７．０mm，５．０mm２の連結
部断面積をもつフレームワークの破壊試験を行っ
た。
断面積による違いでは全ての群間で有意差（P＜

０．００１）が認められた。一般的な日本人の前歯部での
最大咬合力は１８９．１～３１０．７Ｎと報告されている１７）。
連結部断面積の減少は破断荷重値の有意な低下をも
たらしたが，断面積５．０mm２でも，３１０Ｎをはるかに
超えていた。したがって，咬合力によるジルコニア
フレームの破折は起きにくいと考えられた。また，
支台歯間距離も短いことから，下顎前歯部では連結
部断面積を９．０mm２以下にしても臨床上問題ない可
能性を示唆した。
本実験でおこなった破壊試験の結果では，断面

積と破断荷重値はほぼ比例関係にあり，断面積３．０ 

mm２については，臨床応用に十分な破断荷重値が得
られる可能性があった。しかし，予備実験で作製を

＊P＜０．０５，＊＊P＜０．０１，＊＊＊P＜０．００１

試みたところ，本システムではフレームワークの切
削時と焼成時にクラックが多数発生し，失敗した。
今後オールセラミック材料や作製システムが改良さ
れた場合は，検討を加える意義があると考えられ
る。
連結部のデザインとして，下顎前歯部連結部形態

は高径と幅径が効率的に確保できる形態として，三
角形が適切であると考えた。まず，連結部形態は歯
冠形態，支台歯形態やポンティック形態を考慮し，
下顎中切歯のコーピングに納まる外形で高径と幅径
を２：１とした歯肉側に底面を置く二等辺三角形
（TypeⅠ）とした。また，リッジラップ型や偏側型
のポンティック形態を想定し，同一面積で最大幅
径を中央部に配置し唇側底面を置く二等辺三角形
（TypeⅡ），高径が設定できない場合を想定し高径
を３／４にして同一面積となる歯肉側に底面を置く二
等辺三角形（TypeⅢ）を検討した。
三点曲げ試験において，試料の高さと幅は高さが

二乗で影響する１４）。また，引張り応力を受ける下底
の厚みのある方が高い破断荷重値を示す傾向がみ
られる。これに基づくと破断荷重値は，TypeⅠ＞
TypeⅡ＞TypeⅢとなることが予想された。しか
し，実際はそうならなかった。
TypeⅠの強度は  TypeⅡに対して高い破断荷重

値を持ち，有意な差が見られた（P＜０．００１）。これ
は，破折起始点は連結部下部に観察されたことか
ら，この部位の幅が大きい TypeⅠが引張り応力の
集中を防いだことが考えられた。また，TypeⅡの
最大高径部は三角形の中心にはなく，底部に角が１
つしかないことから高い応力集中が起きたと考えら
れた。TypeⅠと同様に連結部下部が最大幅径とな

― ７４ ― 
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図５ ジルコニアフレーム SEM像
（ａ：TypeⅠ×５０，ｂ：TypeⅠ×１００，ｃ：TypeⅡ×５０，ｄ：TypeⅡ×１００
ｅ：TypeⅢ×５０，ｆ：TypeⅢ×１００，↑：起始点）

る TypeⅢは，TypeⅡと比較して，高い破断荷重
値を持ち，有意差が見られた（P＜０．０５）。これは，
破断荷重値が高径に比例するのは相似形態の場合に
限られ，応力集中の起きにくい形態が好ましいこと
を示唆した。
一方で，TypeⅠの強度は  TypeⅢに対して高い

破断荷重値を持ち，有意な差が見られた（P＜０．０５）。
TypeⅠと  TypeⅢは同じ面積であるが，高径と幅
径が異なる。同じような形態で有るならば，幅径よ
りも高径の方が影響を与える事がわかった。これら
の結果より，高径は確保しつつ引張り応力の集中す
る連結部下部に可能な限りある程度の厚みをもたせ
た設計が好ましいことが示唆された。
図５の SEM観察像にあるように，矢印を中心に

放射状のしわが確認されたことから破折の起始点は
全ての Type で連結部下部に観察された。これは，
破壊起始点はブリッジ連結部歯肉側（連結部下部）に
観察された Kelly らの臨床報告１０，１８）と一致した。
臨床におけるジルコニアフレームを使用したブ

リッジの失敗は前装陶材の破折が多く，ジルコニア
フレームワークの破折は少ない１）。前装部陶材の破
折の要因はフレームワークのデザインが影響してく
る１９）。つまり，高強度のフレームデザインは前装陶

材への引張応力を少なくできると考えられる。今後
フレームワークに前装陶材を焼成した実験を行う必
要があると考える。

５．まとめ
本実験によると，５％イットリウム添加型正方晶

ジルコニア多結晶体のフレームワークの連結部断面
積の減少は破断荷重値を低下させた。しかし，連結

２部面積を５．０mmとした場合でも一般的な前歯部咬
合力である３１１Ｎをはるかに上回った。同一連結部
断面積において，最大幅径位置および連結部高径は
破断荷重値に影響をおよぼした。
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