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緒　　　　　言

総義歯における人工歯唆合面の上下的および頑舌的位

置は,義歯の力学的な安定性に関与するとともに口腔諸

組織の動きとの協調性が関与していると考えられる.

有歯時における天然歯列が,口腔諸組織と調和してい

ることを考えると,総義歯における人工歯の排列位置も

有歯時の歯列の位置と無関係では有り得ない｡

嘆合平面との関連が述べられている

は,頭蓋骨を用いて顔面角の計測をした

の研究を蓋に名付けられたものである｡山崎1)の言己述に

よると　　　　　　　　　は　　年にアムステルダムの

アカデミー･ド･デッサンとパリの科学アカデミーに

｢各人種,各年麻による顔の輪郭の相違O古代像を特徴

づける美に関する論説｡人間の頭部を正確に表現する

ための新しい方法｣という論文を提出したという｡

の死後に上記の論文を彼の子息の

♯本論文の要旨は,第194回東京歯科大学学会例会(昭
和50年3月8日,東京)において発表した｡

が,ドイツ語に訳して出版し

ている2)o　この訳本中で　　　　　　　は,頭部の形

態の相違を判断するには側貌が垂適であるとし,そのた

めのスケッチを行う場合には視線を頑骨の方向に保ち,

鼻の鼻下郭と耳道に沿った水平線を引き,各スケッチの

その水平線を同一線上に可能な限り正確に一致させる,

と記載されているo　この線を　　　　の本の付図を参

考にして,解剖学用語でいいかえると前鼻疎と外耳孔と

を連ねたものということになる｡臨床的にこの線は鼻聴

遷線とも呼ばれているが,魂在広く使用されている第5

版　　　　　　　　　　　　　　　　によるとこの線

の定義は,鼻翼下線と耳珠上縁とを結んだ線とされてい

る｡

年に　　　　　が　　　　の実績を参考にし

て,関節官の中心と前鼻麻を結ぶ線と天然歯列は平行で

あるとし,歯牙が喪失した場合には唆合鼻の唆合平面を

この線と平行にするように述べているが,その計測デー

タは記載されていない｡また　　年に　　　　が,唆

合平面は　　　　　　　に平行に位置づけるようにと
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の記載がある｡その他にも総義歯製作における唆合平面

の設定に関しては様々な言己我があることが報吾されてい

るが6),唆合平面と顔面頭蓋との関係は, Ⅹ線規格写真

からの検討も行われている

総義歯の製作に関連した臼歯部人工歯の上下的排列位

置に関しては,人種別にみた産休の構造ならびにそれら

の形態に調和した機能的な位置を考慮する必要があると

考えられる｡

総義歯の人工歯排列を行う場合の一つの方法として,

上顎中切歯切靖と上顎第-大臼歯遠心頑伽唆頭項を結ん

だ唆合平面を基にして排列する方法がある.この上顎を

基準にする方法の利点は,下顎の開閉による唆合高径の

変化によっても唆合平面が変化しないことおよび上唇下

縁の位置を参考にして設定した上顎中切歯切端の位置が

垂Ffl被蓋をっけても変化しないことが挙げられる｡この

ことから上顎を基準とした唆合平面を使用することが推

奨されるが,この上顎中切歯切端と上顎第一大臼歯遠JL､

頑側唆頑項から構成される唆合平面が

(鼻聴道線)とどのような関係にあるかを近接比較検討

した報吾はない｡

そこで本研究では,有歯顎者の上顎中切歯切端と上顎

第一大臼歯遠心頑側唆頭項とから構成される唆合平面

が　　　　　　　　とどの様な関係にあるかを調査し

た｡

実　験　方　法

1.被験者

被験者は本学学生および教員で,正常な天然歯列を有

し,口腔内および顔貌の所見にも特に異常が認められな

い20歳から37歳の冒本人男女合計70名である｡

2.上顎歯列と顔面の基準点との位置関係の記録

上顎天然歯列上に構成される唆合平面と

との位置関係を調査するために,顔弓を利用して

左側鼻美下縁と左右刺耳珠上縁とから構成される面を基

底面とする歯列模型を製作し,位置関係の計測を行っ

た｡

と上顎歯列との位置関係の記録

と上顎歯列との関係を記録するため

の顔弓様装置を製作し,これを記録用顔弓と呼ぶ｡記録

用顔弓は左右側の耳珠上縁指示梓,左側鼻翼下縁指示

梓,上顎歯列位置記録部およびそれらを固定するフレー

ムからなる｡

上顎歯列位置記録部を用いて

而至歯科工業株式会社製)により一次印象を

一30

採待し,ついで　　　　　　　　　　　　而至歯科工

業株式会社製)により上顎歯列の精密印象を採得した｡

印象材の硬化後に,上顎歯列位置記録部をフレームに

固定し,図1に示すように耳珠上線指示梓を左右側の耳

珠上縁に,鼻薬下縁指示梓を左側の鼻巽下縁に位置させ

て固定した｡

位置関係採待後の記録用顔弓を図2に示す｡

2 )計測用歯列模型の製作

位置関係採待後に上顎歯列位置関係記録部の上顎歯列

の印象に模型用達硬石膏フジロック(而至歯科工業株式

会社製)を盛り,石膏硬化まで放置した｡

次いで左側鼻翼下縁と左右側耳珠上縁とから構成され

る面を基底面とする計測用歯列模型を待るために,記録

用顔弓の左右側耳珠上線指示梓を位置づける固定部と,

上顎模型を塊定した位置に設定するための三角の陵を持

つ模型付着部とを設けた模型塊格板を準備した｡この模

型塊格板上に記録用顔弓を設置し,鼻翼下縁指示梓が模

型塊格坂上に接触した状態で模型付着部に超硬石膏を盛

り,この石膏とあらかじめ達人した歯列部分の石膏とが

図　　　　　　　　　　と上顎歯列との位養関係の
記録

図2　位置関係採待後の記録用顔弓
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図3　記録用歯列模型蓋底面の製作

一塊となるようにして硬化を待った(図3)oなお鼻薬下

線の位置については,鼻翼下線指示梓の先鳩の位置を計

測用歯列模型基底部の角に印記することによって,計測

時に模型塊格坂上で再魂できるようにした｡

3)計測方法

左側鼻翼下縁と左右側の耳珠上線とで形成される平面

を計測時の菱準とするために計測用歯列模型を模型塊格

坂上に設置し,鼻翼下縁　　耳珠上線　　上顎中切

歯切端　　上顎第-大臼歯遠JL､頑側唆頭預(M)の4点

につき,三次元読み取り顕放鏡(杉本聾光器株式会社製)

を用いて,その座標値を計測した｡作図上で

と唆合平面との関係を調査するために,まず計測

値に基づき上記の4点を方眼紙上に記入した.作図上で

は唆合平面は線として表壊されるため,以後本稿では唆

合平面を線として扱うこととする｡次に図4示すように

およびPの各点さらに角度0を作図

上で設定した｡すなわち　　　　　はIおよびMから

に対しておろした垂線との交点であ

り, TlはTから起こる　　　　　　　に対する垂線と

Nを起点とする唆合平面と平行な線との交点である｡

T2はTTlの延長線と唆合平面の延長線との交点であ

るO　また　　　　　　　の延長線と唆合平面の延長線

との交点をP,そのなす角を0とした｡作図上で以上の

ように設定した後,表1に示す各項目について計測し算

出した｡なおOは　　　　　　　より唆倉平面が後方

に傾斜した(Pが前方に現れる)場合をプラス,前方に傾

斜した(Pが後方に現れる)場合をマイナスで表現し,

TTlはTlが耳珠上縁より下方に存在した場合をプラ

ス,上方に存在した場合をマイナスで表現したoなお鼻

翼下線(N)を除く各計測点は,左右に存在するので作図

も左右別々に行い,唆合平面も左右に存在する別個の線

として扱った.待られたデータは左右側を一括して集計

図　　　　　　　　　と唆倉平面との関係をみる

ための計測点

表1各計測点間の線分長,角度および
比率の算出方法

∂×TIl

∂×NT

∠

Ratio (TT2tONT)-TT2/NT

Ratio( IIltONT)-IIl/NT

した｡

実　験　結　果

1.耳珠上縁を起点とする　　　　　　　に対する垂

線上での耳珠上線から唆合平面の延長線までの距離

および耳珠上縁を交点とする　　　　　　　　に

対する垂線上での耳珠上縁から唆合平面に平行な鼻巽下

縁を起点とした線までの距離　　　について

耳珠上縁を起点とする　　　　　　　　に対する垂

線上での耳珠上縁から唆合平面の延長線までの距離

は,その出現する頻度からみると図5に示すよ
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図5　耳珠上縁を起点とする　　　　　　　に対
する垂線上での耳珠上線から唆合平面の延長
線までの距離
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表2　各計測点間の線分長,角度および比率

平 均 楯 差 義 大 最 小

T T 2 37.0m m 7.4m m 60.4m m 16.9m m

T T 1 ll.8m m 7.5m m 32.0m m - 9-0m m

∂ 7 0 辛 170 60

R atio (T T 2 t0 N T ) 0`37 0.07 0.57 0.19

R atio ( I I 1t0 N T ) 0.25 0.03 0.34 0.19

110 15　　0　　5　10　15　20　25　30　35mm

Length

図6　耳珠上縁を交点とする　　　　　　　　に対

する垂線上での耳珠上線から唆合平面に平行な
鼻翼下縁を起点とした線までの距離

うな分布を示したo豪大値は　　　　　鼻中値は

mmであり　　　　以上　　　未満が最も高い頻度を示

し,平均値は　　　　であった(表2)｡

耳珠上縁を交点とする　　　　　　　に対する垂線

上での耳珠上縁から唆合平面に平行な鼻翼下縁を起点と

した線までの距離　　　　は,その出現する塵度から

みると図6に示すような分布を示したo甚大値は耳珠上

縁より下方に　　　　　最小値は耳珠上線より上方に

であり,耳珠上線より下方に　　　以上

未満が最も高い頻度を示し,平均値は耳珠上線より下方

に　　　　であった(表2)｡

と唆合平面とのなす角度のこつい

て

0すなわち　　　　　　　の延長線と唆合平面の延

長線とのなす角度について,その出場塵度をみると図7

に示すような分布を示した｡鼻大値は17度,最小値は

一6度であり,最も高い強度は6度以上8度末溝で,辛

均値は7度であった(表2)｡

の距離　　　に対する耳珠上縁を

起点とする　　　　　　　に対する垂線上での耳珠上

縁から唆合平面の延長線までの距離　　　　および上顎

中切歯切席から　　　　　　　までの距離　　　の比

0　　　　　02　　1

i(･7uanr}aJj.

-6-4-2　0　2　4　6　8 1012 141618degrees

Angle

図　　　　　　　　と唆合平面とのなす角度0

40

uh 30
己
q)

sd 20
C,)

己

10

0

図　　　　　　　　　の距離　　　に対する耳珠

上縁を起点とする　　　　　　　に対する垂
線上での耳珠上線から唆合平面の延長線まで

の距離　　　の比率

Cases

0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36

Ratio

図　　　　　　　　　の距離　　　に対する上顎
中切歯切端から　　　　　　　　までの距離

の比率

率について

各被験者ごとの　　　　　　　の距離　　　に対す

る耳珠上線を起点とする　　　　　　　に対する垂線

上での耳珠上線から唆合平面の延長線までの距離

の比率を出現塵度でみると図8に示すような分

布を示した｡最大値は　　最小値は　　であり,最も

高い頻度は　　以上　　未満であり,平均値は　　で

あった(表2)｡
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各被験者ごとの　　　　　　　の距離　　　に対す

る上顎中切歯切端から　　　　　　　　までの距離

の比率を出現頑度でみると図9に示すような分

布を示した｡最大値は　　最小値は　　であり,最も

高い歩度は　　以上　未満であり,平均値は　　あっ

た(表2)｡

考　　　　　察

1.唆合平面と　　　　　　　との関係について

唆合平面と　　　　　　　とが,どの程度離れてい

るかをTT2すなわち耳珠上線を起点とする

に対する垂線上での耳珠上縁から唆合平面の延長

線までの距離でみたが,平均　　　　で最大　　　　か

ら最小　　　　までと非常に広い範囲に分布しているこ

とがわかった｡この分布状態を顔面に想定してみると図

10のようになる｡

またTTlすなわち耳珠上縁を交点とする

に対する垂線上での耳珠上線から唆合平面に平行

な鼻翼下縁を起点とした線までの距離が,どの程度離れ

ているかをみてみると最大で耳珠上縁から下方に

mm,最小で耳珠上縁より上方に　　　　平均では耳

珠上縁から下方に　　　　であった｡この分布状態を顔

面に想定してみたものを図11に示す｡唆合平面と

との平行性を検討するために,耳珠上

縁を中心に上下に5 mmずつの範囲に入るものは平行と

みなした場合に　　例中18例　　　がその範囲内で

あった｡

また0すなわち　　　　　　　の延長線と唆合平面

図10　耳珠上縁を起点とする　　　　　　　に対
する垂線上での耳珠上線から唆合平面の延長
線までの距離　　　の分布状態

図11耳珠上線を交点とする　　　　　　　に対
する垂線上での耳珠上縁から唆合平面に平行

な鼻翼下縁を起点とした線までの距離
の分布状態

の延長線とのなす角度は,最大17度,義小一6度で,辛

均では7度であったが,この分布状態を顔面に想定して

みたものを図12に示す｡ ± 2度以内のものを平行とみな

した場合に　　例中12例　　がその範囲内にあり,

唆合平面と　　　　　　　とが平行であるものが非常

に少ないことがわかった｡これは唆合平面の素準が本調

査と異なる他の調査結果　　　でも同様であったO

実際の唆合採待の場合に,上顎前歯部唆合床の唇側の

皇隆度の調節を行い,上顎唆倉床の前歯部の長さを決定

した後に唆金平面の傾斜を調節するが,この際の唆合

平面の傾斜は　　　　　　　と平行になることはほ

とんどなく,本実験結果から耳珠上線を起点とした

-33　-

図　　　　　　　　と唆合平面とのなす角度0
の分布状態
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に対して下方に下した垂線上の耳珠上

線から約　　　の点と鼻翼下線とを結んだ線が,唆合平

面と平行になることが判明した｡また,臨床において唆

合平面の決定を行う際に唆合平面を口腔外から観察でき

るように唆合平面蓋準板を用いるが,このことを想定す

ると,耳珠上縁から唆合平面の延長線までの距離すなわ

ち耳珠上線と唆合平面基準板との距離は,耳珠上縁より

下方に下ろした　　　　　　　に対する垂線上で約37

mmであることが判明した｡

2.個別性を考慮した唆合平面と　　　　　　　　との

関係について

個々の顔面の大きさによって,唆合平面を決定する場

合の基準となる上顎中切歯の位置や第一大臼歯の位置が

異なり,結果としてCa皿　　　　　と唆合平面との距

離も異なってくる｡そこでまず　　　　　　　に対す

る上顎中切歯の位置について検討した｡

の距離　　　に対する上顎中切歯切殆から

までの距難　　　の比率は,最大　　から最小

であり,平均では　　であった｡次いで

に対する耳珠上縁を起点とする　　　　　　　　に

対する垂線上での耳珠上線から唆合平面の延長線までの

距離　　　について検討したが　　　　　　　の距

離　　　に対する耳珠上縁を起点とする

に対する垂線上での耳珠上線から唆合平面の延長

線までの距離　　　の比率は,最大　　から最小

までで平均では　　であり,上顎中切歯切端から

までの距離　　　の場合と比べると平

均値および分布範囲は大きかった｡すなわち個別的にみ

ても　　　　　　　と唆合平蘭は平行であるとはいえ

ない｡

傾斜したものは17度,最も前方に傾斜したものは6度で

あったが,平均ではその角度(のは7度後方に傾斜して

いた｡

2.耳珠上線を交点とする　　　　　　　に対する垂

線上での耳珠上線から唆倉平面に平行な鼻薬下縁を起点

とした線までの距離　　　は,最大で耳珠上縁から下

方に　　　　　最小で耳珠上縁より上方に　　　　で

あったが,平均では耳珠上縁より下方に　　　　であっ

た｡

3.臨床において唆合平面の決定を行う際に唆合平面を

口腔外から観察できるように唆合平面基準板を用いるこ

とがある｡この唆合平面基準板を使用して唆合平面を決

定するという臭体的な方法を考慮して,耳珠上線を起点

とする　　　　　　　　に対する垂線上での耳珠上縁か

ら唆合平面の延長線までの距離　　　を計測すると,

耳珠上線から下方に最大で　　　　　最小で　　　　で

あったが,平均では　　　　であった.

の距離に対する上顎中切歯切端か

ら　　　　　　　　までの距離の比率　　　　　　　およ

び　　　　　　　の距離に対する耳珠上線を起点とす

る　　　　　　　に対する垂線上での耳珠上縁から唆

合平面の延長線までの距離の比率　　　　　　を求め

た｡前者は最大　　から最小　　までで平均では　　で

あり,後者は最大　　から表中　　までで平均では

であった｡個々の顔面の大きさが異なるという生体の個

別性を考慮しても　　　　　　　　と唆倉平面とは平行

であるとはいいがたかった｡

纏括ならびに結論

人工歯排列の一つの基準である唆合平面(上顎中切歯

切端と上顎第一大臼歯遠心頑側唆頭預が構成する平面)

とその位置の決定に関与するといわれている

鼻聴道線)との関係について,日本人有歯顎者70

名の左右側140例を対象として調査したo左側鼻翼下線

と左右側耳珠上縁との3点と上顎歯列との関係を記録す

るための顔弓を製作し,それを用いて鼻翼下縁と左右伽

耳珠上縁とから構成される面を基底面とする計測用歯列

模型を製作し,唆合平面と　　　　　　　との関係を

調査した結果,次のような結論を得た｡

1.唆合平面は　　　　　　　　に平行な場合は少な

く　　　　　　　　に対する平行線よりも最も後方に
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The occlusal plane, which is established by the incisal edges of the upper central incisor

and the summits of distobuccal cusp of the upper first molar, lS One Of the bases of tooth

arrangement･ It is beneficial to use because it is a fixed plane that remains uninfluenced by

changes in the vertical dimension and vertical overlap at the central incisor･ This investigation

is a study of the relation between that plane and Camper's line･ A facebow was made for the

sake of recording relationships among the inferior border of the left ala of the nose･ the

superior border of the tragus of the ear, and upper dentition･ Measurements were performed

on casts taken from 70 dentulous Japanese subjects. In the casts, the basic plane was defined

by the inferior border of the left ala of the nose and the superior border of the tragus of the

ear. positional relations between the occlusal plane and Camper's line were analyzed on the

basis of these measurements.

Results

l. Occlusal planes (established by the incisal edges of the upper central incisor and the

summits of the distobuccal cusp of the upper first molar) paralleled Camper's line in few

cases. on a mean value of 0 , the occlusal plan tilted 7 degrees backward from a line parallel

to camper,s line･ Maximum angle of backward inclination was 17 degrees ; and minimum

forward inclination 6 degrees.

2. The mean vertical distance (TT,) at the superior border of the tragus from a line

parallel to the occlusal plane through the inferior border of the ala was ll･8mm below the

superior border of the tragus･ The maximum was 32･Omm below, and the minimum 9･Omm

above.

3. In consideration of using an occlusal plane guide (an instrument for determining the

occlusal plane), the distance (TT2) between the superior border of the tragus and the occlusal

plane guidealong a line orlglnating at the superior border of the tragus and perpendicular t0
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was 60.4mm, the minimum distance was 16.9mm, and the mean distance was 37.0mm.

4. The individuality was taken into consideration, two ratios were obtained. One (II./NT)
r

was the ratio of the distance from the incisaledge of the upper central incisor to Camper's line

to the distance from the superior border of the tragus to the inferior border of the ala. The

つ

border of the tragus to the occlusal plane to the distance from the superior border of the

trag･us to the inferior border of theala. The mean value for the former ratio was 0.25, the

maximum value 0.34, and the minimum 0.19. The mean value for the latter ratio was 0.37, the

maximum O･57, and the minimum 0.19. Even when individuality was taken into consideration,

Camper's line hardly paralleled the occlusal plane.
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