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抄録：本研究は咀嚼運動終末付近の運動経路の解明
を目的とした。計測にはナソヘキサグラフを用い，
解析区間は咀嚼開始後の前期，中期，後期の各３０秒
間とした。解析平面は咬頭嵌合位より下方１
mm，２mm，３mmの水平基準面と平行な平面と
し，咀嚼経路通過点の水平的距離を解析した。その
結果，変位量は閉口路において咬頭嵌合位から下方
２mmと３mmの平面で，咀嚼前期区間と後期区間
とに有意な差がみられた。また，これらの平面にお
いて閉口路は開口路に比べ正中から離れた位置を通
過した。しかし，閉口路は開口路に比べばらつきが
少なく，咬頭嵌合位への方向性を持った運動をして
いることがわかった。

緒 言

顎運動は日常的に行われる運動であり，なかでも
咀嚼運動を把握することは歯科臨床において重要で
ある。このため咀嚼の解析には多くの食品を対象と
して数多くの研究や報告がなされてきた。これらの
研究によると顎運動が咀嚼の進行や咬頭傾斜，滑走
運動などに影響を受けること１）２），食品の物性が咀嚼
運動経路や下位脳幹に位置する中枢性のパターン発
生器に影響を与えること３），などが解明されてい
る。またこの咀嚼運動解析により，咀嚼サイクルそ
のものもⅠ相から第Ⅳ相に区分され定義されてい
る。しかし，咀嚼運動解析を行うにあたりこれら一

連の運動は自由度の高い三次元的な動きを行うた
め，咀嚼側の指示や代表的な運動経路の抜粋といっ
た作業が必要となる。また粉砕性の食品を用いると
咀嚼の進行に伴う物性変化がみられるため，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，咀嚼運動終末付近における運

動経路の解明を目的として，被験食品にガムを用い
自由咀嚼運動を行わせ，水平断面の解析を中心に検
討した。

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，顎口腔機能に異常を認めない２０
歳代のいわゆる個性正常咬合者，男性４名女性５名
の計９名とした。なお，被験者には本研究に関する
内容について詳細に説明した後，実験に対する同意
を得た。本研究の実施に際しては，東京歯科大学倫
理委員会による承認を得た。（受付番号１９６）
２．被験食品の選択，硬さの評価および解析区間の
設定
被験食品は，市販の板ガム（ロッテ社製）約３．０ｇ

を用いた。この板ガムの硬さに関しては，ガムを嗜
好し摂食頻度の高い２名にガムを咀嚼させ，咀嚼開
始からの硬さの変化を評価し得られた結果の平均よ
りグラフを作成した（図１）。解析区間の設定は，こ
の硬さの評価のグラフを基にガムを柔らかく感じて
いる咀嚼開始１分から１分３０秒までの３０秒間を前期
区間，硬さに変化を感じなく一定の硬さになった３
分から３分３０秒までの３０秒間を中期区間，その後の
硬さの変化のない区間の中で５分から５分３０秒まで
の３０秒間を後期区間とした。
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３．実験方法
顎運動の計測は，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（小野測器社製）を用いた。基準の
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。咀嚼運動は，被験者への指示を
特に与えない自由咀嚼とした。得られた顎運動デー
ターは，３Ｄグラフ作成ソフトOrigin７．５（Origin
Lad 社製）により立体画像に置き換え観察し，嚥下
など咀嚼サイクルとは異なるデーターを除外し用い
た。
４．解析平面の設定
解析に用いる平面の設定は，咬頭嵌合位のＸ，

Ｙ，Ｚ座標を０mmと設定しこれよりＺ軸方向に下
方１mm，２mm，３mmの水平面をそれぞれ１
mm平面，２mm平面，３mm平面とした（図２）。
また，これらの平面における運動経路の通過点を解
析した。

５．各解析平面における運動経路通過点の計測
通過点の計測は，各水平面におけるＸ，Ｙ座標が

０mmの点を０点と設定し，この０点から咀嚼運動
経路の通過点までの直線距離を計測した。この距離
を水平的変位量として閉口運動，開口運動に分けて
ばらつきを示す変動係数とともに解析した。
統計は SASバージョン８．２を用い，平均値の差の

検定には対応のある t-検定を用いた。

結 果

１．咀嚼運動通過点の水平的変位量について
各解析区間での各平面における開閉口路通過点の

水平的変位量を（図３，４）に。これらのばらつきを
表す変動係数を（表１）に示す。閉口路において，１
mm平面では区間の違いによる有意な差はみられな
かった。２mm平面においては咀嚼が進むにつれ水
平的距離は小さくなり前期区間（平均１．６６mm，S.
D.±０．４９）と後期区間（平均１．５７mm，S. D.±０．３９）

図２ 咀嚼運動経路の一例（３Ｄグラフ作成ソフトによる）
と解析に用いる平面の設定図１ ガムの硬さの評価および解析区間の設定

図３ 各平面における閉口路通過点の変位量 図４ 各平面における開口路通過点の変位量
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とに有意な差が認められた。また，３mm平面にお
いても咀嚼が進むにつれ水平的距離は小さくなり，
前期区間（平均２．４４mm，S. D.±０．６８）と後期区間
（平均２．２７mm，S. D.±０．６３）とに有意な差が認めら
れた。
開口路において全ての水平面で，咀嚼の進行であ

る区間の違いによる有意な差はみられなかった。
閉口路と開口路を比較すると，ともに咬頭嵌合位

から離れるにつれ水平的変位量は大きくなり，２
mm平面と３mm平面では閉口路における水平的変
位量は開口路の場合よりもあきらかに大きくなっ
た。咀嚼経路のばらつきを示す変動係数は，開口路
に比べ閉口路で小さくなる傾向であった。

考 察

１．解析区間の設定について
ガムの硬さは咀嚼開始３０秒から１分３０秒が最も軟

らかく以降硬くなる傾向を示し，重量は１０秒後に増
加し２０秒後から減少し始め５分まで減少傾向を示し
その後ほぼ一定であった４）５）とする報告がされてい
る。本研究では解析区間の設定に際しガムを嗜好し
摂食頻度の高い２名の平均よりガムの硬さ変化のグ
ラフを作成し，これを基に咀嚼運動経路の解析区間
を前期１分～１分３０秒，中期３分～３分３０秒，後期
５分～５分３０秒と設定し解析をおこなった。
２．水平的変位量と変動係数について
閉口路において，咀嚼が進むと咬頭嵌合位から下

方の２mm平面と３mm平面で水平的変位量が小さ
くなり，初期の区間と後期の区間とに有意な差がみ
られた。この食品の硬さと咀嚼経路との関係につい
ては，食品の水分量，組成の違いにより，咀嚼過程
において食品物性の様相が変わり，咀嚼速度の変化
に違いがみられた６）とする報告や，食品の重量が増

せば最大開口距離も大きくなる７）８）といった報告があ
る。しかし食品の硬さと咀嚼運動終末付近での咀嚼
運動経路について詳細な報告はない。本研究の結果
から，前期ではガムの硬さが軟らかく重量が大き
い４）５）ため下顎の２mm平面３mm平面における閉口
運動経路はより大きく変位した位置を通ったと考え
られる。
閉口路において，１mm平面では，区間の違いに

よる水平的変位量の差はみられなかった。このこと
は，１mm平面では咬合小面の影響を大きく受け，
食品の硬さに関わらず一定の位置を通過すると考え
られた。藍１）は咀嚼運動路終末部における歯の接触
部付近で，その運動路の接線方向が２０°以上変化す
るような点の存在範囲は１mm～２mmに多く存在
するとし。安部９）はガムを咀嚼させた場合，咀嚼終
末位より３．０mm離れた顎位から０．５mm離れた顎位
までＡ，Ｃ両咬合小面が距離を早めに縮めるのに対
し，Ｂ咬合小面は直線的に距離を減じる。また，
０．５mmの顎位から終末位にかけて距離の短縮傾向
は，相対的にＢ咬合小面が大きかった。といった報
告からも同様に推察できる。一方，開口路において
は食品の性状による影響は少なく前期，中期，後期
の各区間において水平的変位量の差は認められな
かった。
次に開口路と閉口路との比較では，下方１mmの

平面で０点からほぼ同様の距離で通過した。このこ
とは，咀嚼サイクル終末の角度が常に咬頭傾斜の限
界内にある１０）１１）とした報告から，開口路も咬合小面
の影響を受けたと考えられる。しかし，咬頭嵌合位
から離れる２mm平面，３mm平面の通過位置では
開口路よりも閉口路の水平的変位量が大きくなっ
た。一方運動経路のばらつきの結果では全般に開口
路よりも閉口路で変動係数が小さくなった。開閉口

表１ 各平面における咀嚼運動通過点の位置の変動係数

前期区間
（ｎ＝３２８）

中期区間
（ｎ＝３３９）

後期区間
（ｎ＝３１７）

閉口路 開口路 閉口路 開口路 閉口路 開口路

１mm平面 ３６．０１ ５０．７５ ２７．６７ ４７．５１ ３０．５ ４１．１６
２mm平面 ２９．３６ ５０．７８ ２６．５９ ４８．６ ２４．６４ ４４．５５
３mm平面 ２７．８ ４８．８７ ２９．３ ４６．２５ ２７．５ ４１．８６

n＝被験者９名の各解析期間内の咀嚼回数
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運動経路については，食物を剪断する時には作業側
への偏位の大きい咀嚼サイクルを示す傾向がある２）

とした報告や，閉口路は開口路より作業側に位置し
ていた１２）といった報告がある。今回の結果で，閉口
路は開口路よりも変位して咬頭嵌合位へ向かい，ば
らつきを示す変動係数では閉口路が開口路よりも小
さくなったことを考慮に入れると，閉口運動は食品
を上下歯の咬合面に保持し食品を圧砕するため，作
業側の咬合小面を滑走しながら咬頭嵌合位に向かう
運動で，開口運動とは異なり一定の方向性を持つと
考えられる。
藍１）は水平的な位置の変化について中心咬合位か

ら下方３mm運動路の通る位置を調べ，いずれの食
品についても規則性は認められなかったとしている
が，この報告では抽出された１０ストロークのみの検
討であった。しかし，本研究では咀嚼運動中約１００
ストロークを抽出，検討することで，より詳細な結
果を得ることができた。
今回は一種類のガムを使用したが，今後ガム性状

の安定性を考慮に入れ硬さの異なるガムによる検討
の必要がある。

結 論

被験食品にガムを用い自由咀嚼運動を行わせ，咀
嚼運動終末付近に注目し検討したところ，咬頭嵌合
位より１mm離れた平面において，開閉口運動路通
過点は水平的に同じように正中から離れた経路を通
過するが，２mm，３mm離れた平面においては，
閉口路は開口路に比べ離れた位置を通過していた。
しかし，閉口路は開口路に比べばらつきが少なく，
咬頭嵌合位への方向性を持った運動をしていること
がわかった。

本論文の要旨は，日本補綴歯科学会東関東支部平成１８年度
総会・第１０回学術大会（２００６年２月２５日，さいたま市），第
２８３回東京歯科大学学会・総会（２００７年６月２日，千葉市），
第５６回日本口腔衛生学会・総会（２００７年１０月３，４，５日，
東京都）において発表した。

謝 辞

稿を終わるに臨み，本研究に御協力御援助下さったロッテ
中央研究所研究員各位に厚く謝意を表します。

文 献
１）藍 稔：切歯点における咀嚼運動の解析，日補綴歯会
誌，６：１６４～２００，１９６２．
２）保母須弥也監著；羽賀通夫，高山寿夫著：咬合学，２３３
～２３５，クインテッセンス出版，東京，１９９５．
３）中村嘉男：咀嚼運動の生理学，１～３，１６３～１６７，医歯
薬出版，東京，１９９８．
４）河野 亘：ガムのテクスチャーが咀嚼運動に及ぼす影響
の多変量解析，日補綴歯会誌，３５：１７８～１９２，１９９１．
５）河野 亘：ガムのテクスチャーが咀嚼運動に及ぼす影響
の多変量解析，日補綴歯会誌，３５⑴：１７８～１９２，１９９５．
６）竹下登紀子，中沢文子：咀嚼中の第一大臼歯の咀嚼速度
と食品物性の関係，日家政会誌，５８⑶：１２９～１３７，２００７．
７）Lucas, P. W., Ow, R. K. K., Ritchie, G. M., Chew, C. L.,
Keng, and S. B.: Relationship between jaw movement
and food breakdown in human mastication. J Dent Res.
1986 Mar；６５⑶：４００～４０４．
８）瑞森嵩弘，桑原隆男，西尾公一，宮内修平，丸山剛郎：
咀嚼運動に関する臨床的研究―食品の大きさ・硬さの影響
について―，日補綴歯会誌，２９：１０６２～１０６９，１９８５．
９）安陪 晋：ガム咀嚼における咬合接触状態の運動学的解
析，日補綴歯会誌，４４⑵，２７４～２８３，２０００．

１０）Atkinson, H. F., Shepherd, R. W.: Masticatory move-
ments and the resulting force. Arch Oral Biol. 1967
Feb；１２⑵：１９５～２０２．

１１）Byrd, K. E., Milberg, D. J., Luschei, E. S.: Human and
macaque mastication: a quantitative study. J Dent Res.
1978 Jul-Aug；５７（７～８）：８３４～８４３．

１２）住吉圭太，小川隆広，古屋野 潔，築山 能大，末次恒
夫：正常者の咀嚼運動経路に関する研究，日補綴歯会誌，
３９⑶：５３５～５４１，１９９５．

三穂，他：咀嚼運動終末付近の運動経路１１８

― ３６ ―



Elucidation of masticatory movement path around terminal stage

Otoaki MIHO１），Toru SATO１）
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The purpose of this study was to elucidate the masticatory movement path around the terminal
stage． Measurement was performed using a gnatho-hexagraph，and analytical sections were the for-
mer，middle，and latter periods for 30 seconds，respectively，after starting mastication． The analytical
planes were set parallel to the horizontal reference planes which were 1，2，and 3 mm inferior to the in-
tercuspal position，and the horizontal distance of the passing points in the masticatory path was ana-
lyzed． As a result，a significant difference in the horizontal distance was noted between the former and
latter masticatory sections in the mouth-closing path on the analytical planes inferior to the intercuspal posi-
tion of 2 and 3 mm． Furthermore，on these planes，the mouth-closing path passed positions apart from
the median in comparison with the mouth-opening path． However，positional variance of the mouth-
closing was lower than that of the mouth-opening path，and it was found that the mouth-closing path
showed movement in the direction toward the intercuspal position．

（The Shikwa Gakuho，１１０：１１５～１１９，２０１０）
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