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は じ め に

矯正臨床において様々な装置が使用されている

が，これらは１９世紀終わりごろから数多く発明，

改良されてきたものを，臨床応用しながら試行錯

誤してきた結果である。そして現在，歯牙のコン

トロールを完全に行える方法として，矯正治療で

最も使用されているのがエッジワイズ法である。

エッジワイズ法は１９２８年，Angle, E. H.（図１）

によって発表された。今から７４年前に発明された

この方法が，今なお矯正臨床の中心的な装置とし

て使用され，１００年前に考案された Angle の不正

咬合分類が，今なお一般に用いられているところ

に，彼の偉大さが感じられる。

Angle はエッジワイズ法の発表後１年で他界し

たが，今日までの過程において，様々な改良がな

されていった。今回，このエッジワイズブラケッ

トの進化についてまとめ，今後の展開について考

えてみた。

１．エッジワイズ法の誕生（リボンアーチから

エッジワイズブラケット）

１９世 紀 頃 よ り，Kingsley の 咬 合 跳 躍 法

（１８５９），Coffin の歯列弓弾線拡大法（１８７１），An-

gle の歯列弓拡大装置（１８９９）など現在でも使用さ

れている矯正装置の原型がいくつか見られるよう

になってきた。しかしこれらの装置では個々の歯

牙のコントロールに関しては不十分であったた

め，クラウンやバンドにアタッチメントを鑞着す

る方法の開発につながって行った。そして Angle

は１９１２年，釘管装置（Pin and tube appliance）１）を
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図１ エッジワイズ法を考案した Angle, E. H.
（プロフィトの現代歯科矯正学１８）より出典）
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発表した（図２）。しかし使用法が非常に難しく，

精密な正確さと高度な技術を必要とするため一般

化には至らなかった。

さらに１９１６年，紐状装置（Ribbon arch appli-

ance）２）を発表した（図３）。これは角型のアーチ

ワイヤーの広い部分をアタッチメントに沿わせる

形の装置で，丸型のワイヤーではできない平行的

な歯牙移動が可能となり，画期的なものであっ

た。これは後に改良されて，現在でも一部で行わ

れている Begg 法のブラケットの原型となってい

る。そして１９２８～１９２９年，新紐状装置を発表し

た３）４）。これは Ribbon arch と同様に角線を使用す

るが，arch wire の歯面に向かう部分が，断面の

幅の狭い部分（edgewise）であることから Edge-

wise 法と呼ばれた。Angle はこれを“The Latest

and Best in Orthodontic Mechanism”とし，実

際，現在に至ってもその概念とおりに使用されて

いる（図４）。

しかしながら彼は翌年逝去したため，治療法に

関しては彼の弟子たちが伝えて行くこととなっ

た。このときのエッジワイズブラケットは．０２２

×．０２８インチのシングルブラケットで，白金加金

などのワイヤーが使用された。また，この頃にな

ると個々の歯牙移動を高度にコントロールする装

置として Atkinson, S. R. のユニバーサル装置（図

図３ 紐状装置（Ribbon arch appliance）図２ 釘管装置（Pin and tube appliance）

図５ ユニバーサル装置
（グレーバー歯科矯正学７）より出典）

図４ 初期のエッジワイズ装置
（図２～４ エッジワイズ法の臨床５）より出典）

図６ 双線弧線装置（edgewise８）より出典）

３２２ 片田，他：グローバル化する歯科矯正治療
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５）や Johnson, J. E. の双線弧線装置（図６）など

他にも様々な装置が開発されたが，そのほとんど

が現在では使用されていない。

２．抜歯，非抜歯（Tweed法）

Angle は，“もし歯が正しい咬合関係におかれ

るならば，正常な機能が周囲の骨を発達させてそ

れらの歯を正しい位置に保つであろう”という強

い信念を持っていた。従って彼とその弟子たち

は，矯正治療に際しては非抜歯という方針を貫い

ていた。これに対して Case, C. S.は顔貌の調和に

主眼をおき，矯正治療のための抜歯の必要性から

Angle との抜歯論争を起こした５）。この抜歯，非

抜歯に関してはその後も様々な論議を繰り返し，

その時代で流れはあるものの，現在においても議

論されている問題である。

そんな中，Angle の弟子の一人である Tweed,

C. H. は，Angle の教えに従って非抜歯で治療し

た患者の 8 割が顔貌の美的調和バランスから前突

感があり，結果的に失敗だったという考えで，そ

れらの患者に対して小臼歯抜歯による再治療を行

い，顔貌の改善と咬合の安定を得た。つまり

Tweed は，調和のとれた顔貌は基底骨と下顎切

歯の良い位置関係にあると主張し，同時に固定に

対する重要性にも注目した９）（図７）。

この Tweed の使用したブラケットも．０２２

×．０２８インチのシングルブラケットで，�級顎間

ゴムとヘッドギアによって準備固定を行い，良好

な結果を得た。このシングルブラケットは，幅が

小さいために準備固定などの歯牙の直立や傾斜に

は適していた。こうして非抜歯および抜歯症例に

対する診断法が樹立され，Tweed はエッジワイ

ズブラケットを応用した治療法，いわゆる Tweed

法を確立した１０）。

これに続いて Bull, H. L. は，抜歯症例に対する

効果的な治療法（Bull 法）を発表した１１）。これはセ

クショナルアーチにループを応用して犬歯遠心移

動を行なうことを特徴とした方法である（図８）。

また Lewis, P. D. は治療初期にプレートを併用

し，抜歯症例に対する犬歯遠心移動にコイルスプ

リングを応用する治療法（ノースウエスト法）を報

告した１２）（図９）。これらがエッジワイズ法のテ

クニックを容易にし，進歩，発展させて広く用い

られるようになった。

図７ Tweed 法による下顎準備固定

図８ Bull 法（セクショナルアーチ法）

図９ Lewis らのノースウエスト法
（エッジワイズ法の臨床６）より出典）

歯科学報 Vol．１０２，No．５（２００２） ３２３

― 3 ―



３．ベッグ法からライトワイヤーエッジワイズ

（．０２２と．０１８インチ，シングルブラケットとツ

インブラケット）

一方，Angle スクールで学んだ Begg, P. R. は，

ライトワイヤーの開発と，エッジワイズブラケッ

トより幅の狭いリボンアーチブラケットの改良に

よるベッグ法を１９５４年に発表し，矯正界にセンセ

イションを巻き起こした１３）１４）（図１０）。これはレジ

リエンスの高いラウンドワイヤーによる弱い力

と，差動矯正力によって前歯や臼歯を移動させる

方法である。

この方法に影響を受け，これ以降エッジワイズ

法の中でもライトワイヤーテクニックを組み入れ

る方法が次々と発表された。その代表的なものが

Jarabak のライトワイヤーテクニックで，コバル

トークロム系のワイヤーを用いて，ライトフォー

スをエッジワイズブラケットに応用し，仕上げ

に．０１６×．０１６のレクトアンギュラーワイヤーを用

いた１５）（図１１）。また Stoner, M. M. は各種のルー

プを発表し，フォースコントロールに貢献し

た１６）。一方，Ricketts, R. M. はバイオプログレッ

シブ法というセクショナルアーチとループを組み

入れたテクニックを発表した１７）（図１２）。これら

の変化に呼応して，ブラケットも溝のサイズ

が．０１８×．０２５スロットで，弱い力をかけられるよ

うになった。

さらに１９７０年代後半，チタンを主成分とした

ニッケルチタン合金やベータチタン合金が利用で

きるようになった。これはいわゆる形状記憶合金

で，強さと弾力性のバランスのとれたワイヤーで

ある。こうしてレジリエンスの高いワイヤーが用

いられることで，ブラケットスパンが小さくても

ライトフォースが得られることからシングルブラ

ケットより捻転などに対する歯牙移動のコント

ロールが容易なツインブラケットが普及するよう

になった１８）。

１９５０～６０年代にかけて，ブラケットはスロット

サイズが．０２２×．０２８インチと．０１８×．０２５インチ，

形態がシングルとツインブラケット，さらにその

幅の大きさからワイド，ミディアム，ナローな

ど，種々のエッジワイズテクニックに応じたブラ

ケットの選択が可能となった（図１３）。

図１０ ベッグブラケット ピンによるワイヤー装着
（グレーバー歯科矯正学７）より出典） 図１１ Jarabak 法（ライトワイヤーエッジワイズ法）

（グレーバー歯科矯正学７）より出典）

図１２ Ricketts のバイオプログレッシブ法

３２４ 片田，他：グローバル化する歯科矯正治療
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４．日本でのエッジワイズ法の普及

明治４２年より，アングル矯正学校を卒業した寺

木定芳が東京歯科医学専門学校で矯正学の講義を

行ない，アメリカの矯正開業医に師事していた榎

本美彦が帰国後矯正学を担当した。榎本は昭和５

年に出版した教科書「新纂矯正歯科学」の中で

エッジワイズ法をリボンアーチに改良を加えたも

のとして紹介し，第３版では側方歯の準備固定ま

で詳しくふれている１９）（図１４）。しかし，この時代

の日本における矯正治療は，全帯環装置による器

械派ではなく，簡単な装置で歯列弓や顎の発育を

助長しながら歯を移動する生物学派が主流であっ

たため，この時期にエッジワイズ法が広まること

は無かった。

その後１９６０年代になり，ライトワイヤーによる

テクニックがアメリカやオーストラリアなどで広

がるにつれ，日本においても榎らが Begg 法を，

三浦が Jarabak 法を，岩澤らが Tweed 法を，山

本らが Bull 法をモディファイした Suehiro, H. に

よるセクショナルアーチ法を導入２０）し，全国的に

マルチブラケットによる治療法が普及していっ

た。

５．ダイレクトボンディングと美的ブラケット

１９６０年代後半，装置に対する操作性と審美性の

改善を図るものとして，ダイレクトボンディング

法が開発された２１）。これにより前歯や臼歯部への

バンドから解放され，さらにプラスチックブラ

ケットにより審美性の問題に対しても進歩の方向

性が示された。当初，プラスチックブラケットに

関してはプラスチックの変色や寸法精度，アーチ

ワイヤーとの摩擦抵抗の問題などからダイレクト

ボンディングの普及に比べると僅かであった。し

かし美的ブラケットの進歩については，プラス

チック材質の強化や，スロット面の金属化，ある

いは硬質コンポジットレジンやセラミックブラ

ケットの開発（図１５），表面をゴールドにコーティ

ングしたブラケット，またブラケットを小さくす

るなど様々な試みが現在も続いている。

６．SWAブラケット

１９７６年 Andrews, L. F. はストレートワイヤー

法 Straight Wire Appliance（S. W. A.）を発表し

た２２）。これは従来のエッジワイズ法の発想を逆に

ｂａ ｃ
図１３ シングルブラケット（ａ：ナロー，ｂ：ワイド

ｃ：ツインブラケット）
（グレーバー歯科矯正学７）より出典）

図１４ 榎本が紹介したエッジワイズ法
（新纂矯正歯科学１９）より出典）

図１５ コンポジットによる美的ブラケット
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したものである。つまりそれまでのエッジワイズ

法では，歯面に着けられたブラケットに対し，理

想の歯列になるよう３次元的にベンディングされ

たワイヤーをブラケットに装着して歯牙の３次元

的な移動を行ってきたが，ストレートワイヤー法

は，正常咬合者の咬合状態の３次元情報をブラ

ケットに組み込むことにより，正しく位置付けさ

れたブラケットに対して僅かにフォーミングされ

たストレートワイヤーを用いて，歯牙の３次元的

な位置付けを行なうものである（図１６）。

図１７ McLaughlin らによって開発された MBT
ブラケット

図１６ Andrews によるブラケットのフルプログラミ
ング化 （ストレートワイヤー法２３）より出典）

図１９ Hanson によるスピードブラケット

図１８ 小坂による日本人向けプリアジャステッド
アプライアンスのブラケット

（プレーンアーチ法２４）より出典）

図２０ Kesling による Tip－Edge ブラケット

３２６ 片田，他：グローバル化する歯科矯正治療
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この考えが発表された背景には，ワイヤーの材

質の進歩，とくにニッケルチタン系のプリフォー

ムされ弾性にとんだワイヤーの開発と，ダイレク

トボンディング法による正確なブラケットの位置

付けが可能になったことなどが大きいと考えられ

る。従ってブラケットの進化に関して，ストレー

トワイヤー法の出現は大きな転換であったといえ

る。その後もストレートワイヤー法に関しては，

Alexander, R. G., Roth, R. H. によって改善され，

特に Roth はストレートワイヤー法を世界的に普

及させた。さらに McLaughlin, R. P., Bennett, J.

C. は，プリアジャステッドアプライアンスとし

てこの治療法をより完成度の高いものとした２３）

（図１７）。またその他のテクニックにおいても，ブ

ラケットをプログラミング化するこの種のブラ

ケットが処方をかえて広く用いられるようになっ

ている。

日本でも，小坂は日本人用のブラケットを開発

し，日本人にあった治療法を発表して，広く臨床

応用されるに至っている２４）（図１８）。

７．その他のブラケット

従来，ブラケットに対してワイヤーを装着する

には，金属線による結紮かエラスティックモ

ジュールによりなされてきた。１９７６年，Hanson

はブラケットに蓋のついたセルフリゲイティング

ブラケットを発表し，結紮を不要とした。Hanson

はこれをスピードブラケットと名付け，チェアー

タイムと治療期間を短縮した２５）（図１９）。

また，同様に治療期間を短縮する治療法として

Tip Edge System が Kesling, P. C.によって発表

され（図２０），歯牙の傾斜移動と歯体移動を組み合

わせたものとして使用されている２６）。

一方，究極の美的ブラケットとして１９８０年頃発

表された方法が舌側矯正によるリンガルブラケッ

トである２７）（図２１，２２，２３）。近年，成人の矯正

患者が増加し，矯正治療中の審美性の問題がク

ローズアップされており，舌側矯正による患者数

も増えてきている。そのテクニックに関しては，

治療し難い，見づらいなどまだ改良の余地が有

り，矯正全体には広がっていない。しかし，リン

ガルブラケットが更に進化すれば，今以上に矯正

治療の幅が広がるものと考える。

図２２ 藤田によるリンガルブラケット
図２１ Kurz によるリンガルブラケット

図２３ Gorman によるリンガルブラケット
（図２１～２３ 舌側矯正２７）より出典）
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お わ り に

（今後のブラケットの展望について）

今後のブラケットの展望を１０～２０年位の近未来

ということで考えるならば，材質の進歩に代表さ

れるであろう。それは審美性向上のためのブラ

ケットの進歩で，特に透明ブラケットに関しては

硬質レジンの進歩による所が大きいと考える。美

的ブラケットが金属ブラケットの条件をクリアー

すれば，ほとんどの症例で美的ブラケットを使用

することになると思われる。同様に，舌側矯正に

関しても，テクニックと材質の向上により，今以

上に一般に広がるものと考えられる。また，現在

ほとんどブラケットとワイヤーを結紮している

が，結紮を必要としないセルフリゲイティングシ

ステムで審美性の配慮が可能となるであろう。

さらに未来を予測するならば，治療法の改善な

らびに治療期間の短縮が中心となると考えられ

る。歯牙移動が容易になる薬剤が開発され，顎顔

面歯列の診断ならびに最近のヒトゲノム解読によ

る遺伝子工学の進歩により，不正咬合自体がある

程度は予防可能となり，矯正治療が必要となるの

は最終的な僅かな不正や咬合異常のみとなって，

治療期間も数ヶ月程度しか要さないというものに

なるのではないかと予測される。
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