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緒 言

歯科矯正臨床では，顎骨の不調和に対し顎整形

力による改善効果を目的とした装置が頻繁に使用

されている。これらは成長期の患者に適用され，

上顎前突症にはヘッドギア，下顎前突症にはチン

キャップや上顎前方牽引装置，また上顎骨の狭窄

症例には上顎急速拡大装置などが使用される。こ

れらの装置は，顎整形力が装置を介して，直接顎

骨や縫合部などに作用し，成長をコントロールす

ると考えられている１）。

この顎整形効果を期待した装置の作用機序に関

しては，頭部エックス線規格写真による形態学的

研究２）～５）や，動物実験６）～９），また生力学的研究とし

てのストレインゲージ法１０）～１４），光弾性法１５）１６），ホ

ログラフィー干渉法１７）～１９）などの力学実験や有限要

素法による解析２０）～２４）などが行われてきた。そして

これらの研究により，上顎骨や下顎骨に対する効

果や作用機序はある程度解明されてきた。しか

し，これら頻繁に使用されている装置が，その他

の頭蓋部位，特に蝶形骨や鋤骨，口蓋骨などにど

のような影響を与えるかは解明されていない。

近年，コンピュータの目覚しい発達に伴い，数

値解析による有限要素法は工学分野だけでなく医

学分野においても広く使用されるようになり，複

雑な構造物の解析も行なわれている。そこで著者

は，構造物の内部に関してもシミュレーション可

能な有限要素法を用いて解析を行った。荷重は矯
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では基準平面は時計回り回転，前方荷重では反時計回り回転し，上顎骨も同じ方向に回転すること
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正臨床において顎整形効果を期待するヘッドギ

ア，上顎前方牽引装置，上顎急速拡大装置の矯正

力の作用を想定して，上顎第一大臼歯に対して後

方，前方，外側方の３方向へ荷重し，顎整形力が

頭蓋内部の蝶形骨，鋤骨，口蓋骨にどのような影

響を与えるか検討を行った。

材料および方法

１．材料およびモデル作成

研究材料は，Dental AgeⅣA の正常咬合を有

する乾燥頭蓋骨左半側を用いた。顎顔面頭蓋骨外

面は，三次元座標軸を定めて各点を計測し，内部

構造は矢状面および前額面の断層 X 線写真を参

考にし，これをもとに三次元の顎顔面頭蓋骨モデ

ルを構築した。

２．構成材料とその物質性状

顎顔面頭蓋骨モデルの構成材料は，歯牙，歯根

膜，皮質骨，海綿骨，縫合部，軟骨結合部，顎関

節部および咀嚼筋の８種類からなるものとした。

本モデルは，前頭骨，頭頂骨，後頭骨，側頭骨，

蝶形骨，鼻骨，篩骨，鋤骨，上顎骨，口蓋骨，頬

骨および下顎骨の１２種１２個の骨から構成した。上

顎骨および下顎骨は，歯牙，歯根膜，皮質骨およ

び海綿骨からなるものとし，歯牙は一様材料とし

て定義した。頭部と上顎部は，３０部位の縫合（冠

状縫合，ラムダ縫合，矢状縫合，蝶前頭縫合，蝶

頭頂縫合，鱗状縫合，頭頂乳突縫合，蝶鱗縫合，

後頭乳突縫合，前頭鼻骨縫合，前頭上顎縫合，前

頭篩骨縫合，前頭頬骨縫合，篩骨上顎縫合，口蓋

上顎縫合，頬骨上顎縫合，鼻骨間縫合，鼻骨上顎

縫合，蝶篩骨縫合，蝶頬骨縫合，翼突口蓋縫合，

側頭頬骨縫合，正中口蓋縫合，上顎間縫合，横口

蓋縫合，口蓋篩骨縫合，篩骨前頭縫合，蝶形骨小

翼前頭縫合，鋤骨蝶形縫合，鋤骨上顎縫合）およ

び３部位の軟骨結合（蝶後頭軟骨結合，錐体後頭

軟骨結合，蝶錐体軟骨結合）で連結した。以上の

結合部の厚さは縫合が０．２～０．５mm，軟骨結合が

１～３mm の範囲とし，すべて三次元ソリッド要

素で定義した。三次元ソリッド要素は各節点にお

表１ 各構成材料の材料定数

ヤング率（MPa） ポアソン比

歯牙
歯根膜
海綿骨
皮質骨
縫合部

軟骨結合部

７００００
７

７８００
１４０００

７
１４００

０．３０
０．４９
０．３５
０．３０
０．４９
０．４０

A A A

B C D B C D B C D

正面 外側面 基底面

図１ 有限要素モデル
A 頭蓋骨 B 蝶形骨 C 鋤骨 D 口蓋骨
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いて節点座標系 X, Y, Z 方向へ並進３成分の３自

由度をもつ８節点で定義される。顎関節部の連結

は，三次元スプリング要素を用い，下顎窩と下顎

頭をつないだ。咬筋，側頭筋，外側翼突筋および

内側翼突筋は，顎関節部と同様に三次元スプリン

グ要素を用いて定義した。三次元スプリング要素

は，１軸の引っ張り－圧縮要素であり，曲げおよ

びねじれは考慮されない。咬合平面はプレート状

とし，上下接触させた。上下歯間は節点を共有し

ないものとし，三次元接触要素を用い，滑りおよ

び圧縮力を表現した。上顎歯牙は，歯根膜を介し

て植立した条件に設定し，矯正治療中における

エッジワイズ装置で歯列を連結することを想定し

て，三次元弾性ビーム要素で連結した。三次元弾

性ビーム要素は，引っ張り，圧縮機能を持つ一軸

要素であり，剛体として定義した。

モデルの頭蓋骨全体と内部の蝶形骨，鋤骨，口

蓋骨の正面，外側面，基底面観における骨外表面

の要素分割を図１に示す。総節点数は２，９０２個，

総要素数は２，５６０個である。各構成材料の材料定

数は武藤２５），津田２６），横尾２７）３０）３１），黄ら２８）３２），桂２９），

生野ら３３），立石ら３４）３５）３６），Dyment ら３７），沖倉ら３８），

山口３９），田松ら４０）の報告を参考に決定した（表

１）。

３．荷重および拘束条件（図２）

本研究では，ヘッドギア，上顎前方牽引装置，

上顎急速拡大装置の３荷重を想定した。

ヘッドギアを想定した荷重条件は，上顎第一大

臼歯近心より咬合平面と平行に後方へ１kg 荷重

した。拘束条件は，荷重時にネックパットにより

荷重のかかる後頭骨下方部を完全拘束し，鋤骨を

除く正中部を対称条件に設定した。

上顎前方牽引装置を想定した荷重条件は，上顎

第一大臼歯遠心から咬合平面と平行に前方へ１

kg 荷重した。拘束条件は，装置装着時に荷重の

かかる前額部とオトガイ部を完全拘束し，鋤骨を

除く正中部は対称条件に設定した。

上顎急速拡大を想定した荷重条件は，上顎第一

大臼歯口蓋側から咬合平面と平行に外側方へ１

kg 荷重した。拘束条件は，骨が反対側へつな

がっている前頭骨，後頭骨，蝶形骨，篩骨の正中

部を完全拘束し，上顎骨，口蓋骨，鼻骨，頭頂骨

等縫合を介する骨は対称条件として，離開が可能

となるよう設定した。

４．計測部位および解析

有限要素法の解析には，ANSYS５．１（Swanson

社製，サイバネットシステム社扱い）を使用し

た。図３に示すように蝶形骨１２点，鋤骨３点，口

A：後方荷重

B：前方荷重

C：外側方荷重

荷重 完全拘束 対称条件

図２ 荷重および拘束条件

歯科学報 Vol．１０１，No．３（２００１） ２９５

― 29 ―



蓋骨６点，上顎骨２点，下顎骨１点の各部位にお

ける初期荷重に対する変位量と主応力値について

解析結果を表示した。また変位様相と主応力分布

についても出力した。変位図は３次元的移動を示

すため，正面観と側面観における変位方向を矢印

で表示し，主応力分布は最大および最小主応力分

布図を斜面観で表示した。

一方，セファロ分析における計測基準点の変位

に関して臨床的考察するため，セファロ分析に使

用する計測点１１部位の二次元変位量を出力した。

そしてこの変位量の１，０００倍した値を正常範囲の

トレースにあてはめ，基準平面の変化を表示し，

基準点の移動方向と顎整形力による改善効果の評

価について考察した。

結 果

１．各荷重による変化について

１）後方荷重

� 変位（表２，図４A）

後方荷重により，上顎骨は後方へ変位し，また

第一大臼歯の後方変位と挺出により，下顎骨は後

下方へ回転した。

蝶形骨
骨体部 １．蝶形骨吻

２．後床突起
小翼 ３．前床突起

４．小翼
大翼 ５．正円孔

６．棘孔
７．眼窩面
８．頭頂縁

翼状突起 ９．翼状突起前縁
１０．翼状突起後縁
１１．翼突切痕
１２．翼突鈎

鋤骨 １３．前方部
１４．中央部
１５．後上方部

口蓋骨 １６．水平板前方部
１７．後鼻棘
１８．錐体突起部
１９．垂直板中央部
２０．蝶形骨突起部
２１．眼窩突起部

上顎骨 ２２．第一大臼歯頬側歯槽部
２３．A 点

下顎骨 ２４．B 点

４ ８

７ ２

３
５

６
１
９ １０

１１

１２

１５
１４

１３

２１

２０

１７ １９

１６
１８

２３

２２

２４

図３ 蝶形骨，鋤骨，口蓋骨，上顎骨，下顎骨における計測部位
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蝶形骨では，全体的に後上方変位し，特に翼状

突起部における変位が大きく，翼突鈎で２．２８×

１０－３mm と最大の変位を示していた。また翼状突

起部では全体として後上方変位しながら内側に変

位していた。

鋤骨では，前方部において１．８８×１０－３mm で最

大の変位を示し，全体としては僅かな回転を伴う

後方変位していた。

口蓋骨では，全体が後方変位し，水平板や後鼻

棘など口蓋突起部での後方変位が大きかった。特

に水平板前方部において２．６０×１０－３mm と蝶形

骨，鋤骨，口蓋骨，３骨の変位計測部位で最大の

変位を示した。

� 主応力分布（表２，図５A，図６A）

後方荷重による主応力分布は，頭蓋骨全体で

は，中顔面部で大きな引っ張りがみられ，特に荷

重部位の第一大臼歯部と，梨状口下縁で大きかっ

た。また圧縮も，中顔面部の上顎骨，鼻骨，側頭

骨に広く分布していた。特に第一大臼歯の後方

と，頬骨突起部で大きな圧縮がみられた。

蝶形骨では，大翼の基部にあたる正円孔部にお

いて引っ張り主応力が１３．７６MPa，翼状突起後縁

表２ 後方荷重時の変位および主応力値

変 位 主応力
蝶形骨 内外側 前後 上下 絶対値 最大 最小

骨体部 １．蝶形骨吻
２．後床突起

小翼 ３．前床突起
４．小翼

大翼 ５．正円孔
６．棘孔
７．眼窩面
８．頭頂縁

翼状突起 ９．翼状突起前縁
１０．翼状突起後縁
１１．翼突切痕
１２．翼突鈎

０．００
０．０２
０．１２
０．２２

－０．０９
０．１１
０．０４
０．２５

－０．２６
－０．２０
－０．５９
－０．５５

１．３４
１．０１
０．９２
０．５２
０．９０
１．０２
０．８３
０．６３
１．４１
１．４３
１．９５
２．１５

０．６０
０．８９
０．７２
０．３４
０．２３
０．７９
０．２９
０．２０
０．１８
０．３８
０．１５
０．５３

１．４７
１．３４
１．１７
０．６５
０．９４
１．３０
０．８８
０．７１
１．４４
１．５０
２．０４
２．２８

－０．５８
４．４１
４．４９
２．３１

１３．７６
１．５８
１．４８
３．４３
８．８５
３．９３
０．４５
１．１０

－１１．８８
－２．７６
０．７４

－１．９６
－２．７５
－７．４０
－０．７８
２．０１

－７．９４
－１５．９５
－３．９０
－３．０１

鋤骨 １３．前方部
１４．中央部
１５．後上方部

０．００
０．００
０．００

１．７６
１．５１
１．１９

－０．６５
０．１４
０．４８

１．８７
１．５２
１．２９

４．９２
１．５９

－３．０５

２．３４
－６．５０
－５．０２

口蓋骨 １６．水平板前方部
１７．後鼻棘
１８．錐体突起部
１９．垂直板中央部
２０．蝶形骨突起部
２１．眼窩突起部

－０．２２
０．０７

－０．０５
０．１７
０．３４
０．１４

２．５８
２．３４
２．１３
１．７６
１．４０
１．０３

０．２１
０．５０
０．１６
０．１４
０．８０
０．２５

２．６０
２．４０
２．１３
１．７８
１．６５
１．０７

－２．３２
－１．０８
４６．４７
８．３０
０．３７
３．０２

－３．１４
－１．４２
－４．９７

－１３．３２
－３．０４
－１．１５

上顎骨 ２２．第一大臼歯頬側歯槽部
２３．A 点

０．０３
０．０６

２．７１
２．５２

－１．１９
－２．０７

２．９５
３．２６

１０．９２
２．２６

－８．９２
－０．３８

下顎骨 ２４．B 点 ０．００ １．９８ －０．６９ ２．１０ ３．６５ －０．０４

＊１ 単位：変位×１０－３mm，主応力 MPa
＊２ 内外側変位では内側が－，外側が＋
＊３ 前後変位では前方が－，後方が＋
＊４ 上下変位では上方が＋，下方が－
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で圧縮主応力が－１５．９５MPa と最大値を示した。

応力分布図より翼状突起の前縁で引っ張り，後縁

に圧縮がみられ，翼状突起部における曲げ変形が

示された。

鋤骨では，前方部において引っ張り主応力が

４．９２MPa，中央部で圧縮主応力が－６．５０MPa と

最大値を示したが，その値は蝶形骨や口蓋骨の
1/2 程度であった。全体として応力の集中は僅か

で，上方で引っ張り，下方に圧縮傾向がみられ，

曲げ変形を示した。

口蓋骨では，錐体突起部において引っ張り主応

力４６．４７MPa と３骨の主応力計測部位で最大値を

示し，垂直板中央部において圧縮主応力－１３．３２

MPa で最大値を示した。主応力分布では錐体突

起前方に圧縮，後方に引っ張りがみられ，錐体突

起の前方への曲げ変形が示された。この錐体突起

部を中心に垂直板中央部まで後方荷重による応力

集中がみられた。

２）前方荷重

� 変位（表３，図４B）

前方荷重により，上顎骨は前上方への大きな変

位がみられ，下顎骨は僅かに下方へ変位した。

表３ 前方荷重時の変位および応力値

変 位 主応力
蝶形骨 内外側 前後 上下 絶対値 最大 最小

骨体部 １．蝶形骨吻
２．後床突起

小翼 ３．前床突起
４．小翼

大翼 ５．正円孔
６．棘孔
７．眼窩面
８．頭頂縁

翼状突起 ９．翼状突起前縁
１０．翼状突起後縁
１１．翼突切痕
１２．翼突鈎

０．００
－０．０２
－０．１３
－０．２２
０．１２

－０．０９
－０．０２
－０．２５
０．２８
０．２２
０．６４
０．６１

－０．９７
－０．６３
－０．５１
０．１０

－０．５８
－０．７０
－０．４７
－０．１８
－１．０１
－１．４３
－１．４２
１．５７

－０．０７
－０．３３
－０．２２
０．２７
０．３５

－０．１９
０．２８
０．３０
０．２９
０．１１
０．２９
０．００

０．９７
０．７１
０．５７
０．３７
０．６９
０．７３
０．５４
０．４３
１．０９
１．０６
１．５８
１．６９

１１．５４
２．１０

－１．０６
１．６６
１．４９
４．５７
０．９０

－１．８５
６．４１

１５．６８
４．０１
２．７０

１．２３
－３．７７
－３．３９
－２．１９
－７．５３
－０．９０
－１．４０
－２．５６
－８．３３
－３．８４
－０．３５
－０．８５

鋤骨 １３．前方部
１４．中央部
１５．後上方部

０．００
０．００
０．００

－１．３５
－１．１３
－０．８７

０．９４
０．２０

－０．０７

１．６４
１．１４
０．８７

－２．７６
６．３４
３．９６

－５．６７
－１．９５
２．５０

口蓋骨 １６．水平板前方部
１７．後鼻棘
１８．錐体突起部
１９．垂直板中央部
２０．蝶形骨突起部
２１．眼窩突起部

０．２２
－０．０８
０．０３

－０．１８
－０．３８
－０．１２

－２．０７
－１．９０
－１．５３
－１．３６
－１．０７
－０．６４

０．１１
－０．１０
０．３８
０．２２

－０．２８
０．０８

２．０９
１．９０
１．５８
１．３９
１．１７
０．６５

２．９４
１．２０
４．９２

１３．６４
２．９９
０．９８

２．１８
０．８８

－４６．５１
－８．２４
－０．５０
－２．７０

上顎骨 ２２．第一大臼歯頬側歯槽部
２３．A 点

－０．０４
－０．０６

－２．２０
－２．０４

１．４４
２．３２

２．６３
３．０８

８．４７
０．３９

－１０．３８
－２．２１

下顎骨 ２４．B 点 ０．００ －０．１１ －０．３３ ０．３５ ０．４１ －６．３０

＊１ 単位：変位×１０－３mm，主応力 MPa
＊２ 内外側変位では内側が－，外側が＋
＊３ 前後変位では前方が－，後方が＋
＊４ 上下変位では上方が＋，下方が－
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蝶形骨では，翼状突起部の前方変位がみられ，

全体的には僅かに回転していた。特に翼突鈎にお

いて１．６９×１０－３mm と最大の変位を示したが，後

方荷重の 3/4 程度であった。

鋤骨では，後方荷重とは逆の前上方回転がみら

れ，前方部において１．６５×１０－３mm と最大の変位

を示し，後方荷重と同程度であった。

口蓋骨では，全体に前方変位し，特に水平板前

方部において２．０９×１０－３mm，後鼻棘で１．９０×１０－３

mm と３骨で最も変位量が大きかった。しかし変

位量は後方荷重より僅かに少なかった。

� 主応力分布（表３，図５B，図６B）

前方荷重による主応力分布は，頭蓋骨全体で

は，上顎骨後方から頬骨，側頭骨に大きな引っ張

りがみられ，特に荷重部位の第一大臼歯部と翼状

突起部で大きかった。また圧縮は，第一大臼歯部

から上方の梨状口外側にかけてと下顎角部に分布

していた。

蝶形骨では，翼状突起後縁において１５．６８MPa

と３骨で最大の引っ張り主応力が，翼状突起前縁

で－８．３３MPa と最大の圧縮主応力を示したが，

後方荷重より応力値は僅かに小さかった。主応力

表４ 外側方荷重時の変位および応力値

変 位 主応力
蝶形骨 内外側 前後 上下 絶対値 最大 最小

骨体部 １．蝶形骨吻
２．後床突起

小翼 ３．前床突起
４．小翼

大翼 ５．正円孔
６．棘孔
７．眼窩面
８．頭頂縁

翼状突起 ９．翼状突起前縁
１０．翼状突起後縁
１１．翼突切痕
１２．翼突鈎

０．００
０．００
０．００
０．０１
０．０１
０．００
０．０１
０．０２
０．０１
０．０１
０．０５
０．０６

０．０１
０．０２
０．０２
０．０３
０．０２
０．０１
０．０３
０．０３
０．０１
０．０１
０．００

－０．０２

０．０１
０．００
０．００
０．０１
０．０４
０．０１
０．０３
０．０２
０．０２
０．０１
０．０１

－０．０１

０．０１
０．０２
０．０２
０．０３
０．０４
０．０１
０．０４
０．０４
０．０３
０．０２
０．０５
０．０６

－０．５５
０．０６
０．０２
０．０３
０．４９

－０．０５
０．２２
０．００
０．３４
０．８３
０．１８
２．４９

－１．６９
－０．２２
－０．２１
－０．２４
－０．１３
－０．４５
－０．２２
－０．１５
－１．７５
－０．０７
－０．３６
０．５３

鋤骨 １３．前方部
１４．中央部
１５．後上方部

０．００
０．００
０．００

０．５５
０．２９

－０．１５

－０．２８
－０．４６
０．２３

１．３９
０．５４
０．２８

７．７３
６．７８
４．１８

３．６６
－２．４９
－１．１１

口蓋骨 １６．水平板前方部
１７．後鼻棘
１８．錐体突起部
１９．垂直板中央部
２０．蝶形骨突起部
２１．眼窩突起部

０．１７
０．０７
０．３４

－０．０７
－０．２１
－０．４７

０．１８
０．１１
０．０９
０．００

－０．０６
０．０１

－０．５０
－０．４１
０．１３

－０．２１
－０．０３
－０．１８

０．５６
０．４３
０．３８
０．２２
０．２２
０．５０

３．７１
３．０２

２３．２１
２．２７

－０．６８
１．１３

２．３５
１．７３
２．２７

－１．１９
－２．３２
－１．６２

上顎骨 ２２．第一大臼歯頬側歯槽部
２３．A 点

０．２０
－０．０７

０．０２
０．３０

０．３１
－０．７８

０．３６
０．８４

９．５２
１．０５

－２．７３
－１．８２

下顎骨 ２４．B 点 ０．００ －０．１４ ０．２０ ０．２４ －０．０２ －１．４１

＊１ 単位：変位×１０－３mm，主応力 MPa
＊２ 内外側変位では内側が－，外側が＋
＊３ 前後変位では前方が－，後方が＋
＊４ 上下変位では上方が＋，下方が－
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分布では翼状突起後方部に引っ張り，前方部に圧

縮が見られ，翼状突起の前方への曲げ変形が示さ

れた。

鋤骨では，中央部において引っ張り主応力が

６．３４MPa，前方部で圧縮主応力が－５．６７MPa で

最大値を示し，その値は蝶形骨，口蓋骨の 1/2 程

度で，後方荷重と同程度であった。応力分布は前

上方で圧縮，前下方で引っ張りがみられ，前方部

における曲げ変形が示された。

口蓋骨では，垂直板中央部において１３．６９MPa

で最大の引っ張り主応力がみられた。また錐体突

起部において圧縮主応力は－４６．５１MPa で３骨に

おける最大値を示し，後方荷重の引っ張りと同程

度の値であった。応力分布より口蓋骨は錐体突起

前方部に引っ張り，後方部に圧縮がみられ，前方

荷重による錐体突起の後方への曲げ変形が示され

た。この錐体突起部を中心に垂直板中央部まで前

方荷重による応力集中がみられた。

３）外側方荷重

� 変位（表４，図４C）

外側方荷重により，上顎骨は外側へ変位しつ

つ，上顎骨上方部は僅かに内方へ変位し，正面観

で回転の様相を呈した。

蝶形骨では，変位は全体的に僅かであった。変

位の最大値を示したのは，翼突鈎における０．０６×

１０－３mm の外側変位だが，後方荷重の変位量の
１/３５程度であった。方向は翼状突起部で外側

へ，骨体部，小翼，大翼で僅かに後上方へ変位し

た。

鋤骨の変位も僅かであった。変位量は最大値を

示したのが前方部における１．３９×１０－３mm の後下

方変位で，蝶形骨の２倍であった。全体としては

前方部の後下方変位と後方部の上方変位と回転を

示した。

口蓋骨は，水平板前方部において０．５６×１０－３mm

の外下方変位が最大で，鋤骨の変位量の 1/2 程度

であった。全体的には下方部で外側へ，上方

部が内側へ変位し，正面観で僅かに回転してい

た。

蝶形骨，鋤骨，口蓋骨の変位量は，後方および

前方荷重と比べて少なかった。

� 主応力分布（表４，図５C，図６C）

外側方荷重による主応力分布は，頭蓋骨全体で

は，中顔面部の上顎骨から鼻骨にかけて引っ張り

と圧縮の集中がみられた。

蝶形骨では，翼状突起後縁において０．８３MPa

で最大の引っ張り主応力，翼状突起前縁において

－１．７５MPa で最大の圧縮主応力を示したが，後

図４A 後方荷重による変位図

図４B 前方荷重による変位図

図４C 外側方荷重による変位図
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表５ セファロ計測点における変位

後方荷重 前方荷重 側方荷重
前後 上下 絶対値 前後 上下 絶対値 前後 上下 絶対値

Pog
Go
Gn
Or
N
Se
Pt
Pns
Po
Ba
Ans

２．１６
２．２９
２．３３
１．１８
０．６２
１．３４
０．９０
２．３４
０．７４
０．５３
２．４２

－０．７０
０．５２

－０．６４
－０．９０
－０．４６
０．６０
０．２３
０．５０
０．３３
０．７３

－０．２２

２．２７
２．３５
２．４２
１．４８
０．７７
１．４７
０．９３
２．３９
０．８１
０．９０
２．４３

０．００
－０．０４
０．００

－０．５８
０．０１

－０．８０
－０．４４
－１．７０
－０．３１
－０．３５
－１．７５

０．００
０．１１
０．００
０．６５
０．１４

－０．３２
－０．３２
－０．５０
－０．１０
－０．４６
１．８７

０．００
０．１２
０．００
０．８７
０．１４
０．８６
０．５４
１．７７
０．３３
０．５８
２．５６

－０．１７
－０．２６
－０．２０
－０．０３
－０．０１
０．０１
０．０１
０．１１
０．００
０．００

－０．３９

０．２０
０．００
０．１９
０．３０
０．０４
０．０１
０．０４

－０．４１
０．０１
０．００
０．００

０．２６
０．２６
０．２８
０．３０
０．０４
０．０１
０．０４
０．４２
０．０１
０．００
０．３９

前後変位では前方が－，後方が＋ mm×１０－３

上下変位では上方が＋，下方が－

A 後方荷重 A 後方荷重

B 前方荷重 B 前方荷重

C 外側方荷重 C 外側方荷重
図５ 引っ張り主応力分布図 図６ 圧縮主応力分布図
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方荷重の 1/10 程度であった。応力分布では翼状

突起の内面に引っ張り，外面に圧縮がみられ，翼

状突起の外側への曲げ変形が示された。

鋤骨では，前方部における７．７３MPa の引っ張

り主応力と，中央部における－２．４９MPa の圧縮

主応力が最大で，蝶形骨より大きかった。

口蓋骨では，引っ張り主応力が錐体突起部にお

いて２３．２１MPa で３骨の最大値を示した。また圧

縮主応力は蝶形骨突起部における－２．３２MPa が

最大であった。全体的には錐体突起部の後方に

引っ張り，前方に圧縮がみられ，錐体突起の前方

への曲げ変形が示されたが，前後荷重に比べると

応力分布は限局していた。

２．セファロ計測点の変位

１）後方荷重（表５，図７A）

後方荷重において，FH 平面，SN 平面，Ba－

Na 平面，口蓋平面は時計回り回転し，特に FH

平面の回転が大きかった。また，Se, Pt ともに後

方変位が大きいことから，Y 軸，Facial Axis と

もに閉じる方向へ変位していた。

２）前方荷重（表５，図７B）

前方荷重では，FH 平面，SN 平面，Ba－Na 平

面，口蓋平面は反時計回り回転し，特に口蓋平面

の回転が大きかった。また，Se, Pt ともに前方変

位がみられ，Y 軸，Facial Axis ともに開大する

傾向を示した。

３）外側方荷重（表５，図７C）

外側方荷重では，FH 平面と口蓋平面が僅かに

反時計回り回転した。また Se, Pt ともほとんど

移動はみられなかった。

考 察

１．実験方法について

頭蓋骨に顎整形力を荷重した際の初期反応に関

しては，様々な生力学的研究が行われている。こ

れらはストレンゲージ法１０）～１４），光弾性法１５）１６）やホ

ログラフィー干渉法１７）～１９）などの力学実験と有限要

素法２０）～２４）による数値解析などである。

特に有限要素法は，近年コンピュータの発達に

伴い，モデルのシミュレーションがより正確にな

図７A 後方荷重

図７B 前方荷重

図７C 外側方荷重
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り，また大きなモデルの演算も可能になったこと

から複雑な顔面頭蓋のモデル化も行われるように

なってきた。

本研究におけるモデルは，顎顔面頭蓋骨を構成

するほとんどの骨をモデル化し，縫合と軟骨結合

でつなぐことにより，より正確なモデル化を行っ

た。従来行われてきた力学実験では，その実験の

特質上，頭蓋骨表面の変化を捉えることに主眼が

置かれ，内部の変化は捉えにくい。本研究ではこ

の頭蓋モデルによって，頭蓋内部の蝶形骨や，鋤

骨，口蓋骨などの従来行われてきた研究では触れ

られることのなかった骨の動きと変化について検

討した。

荷重条件は，矯正臨床で顎整形力を利用する矯

正装置を想定した。これは成長期における上顎前

突症例に適用するヘッドギア，上顎劣成長症例に

適用する上顎前方牽引装置，上顎狭窄症例に適用

する上顎急速拡大装置である。これらの装置によ

る荷重部位は，その症例の状況によって変わって

くるが，本研究ではその荷重による変化を比較す

ることを目的としているため，すべて上顎第一大

臼歯へ１Kg 荷重した。

一方，各荷重に対する拘束条件は，後方荷重で

は，サービカルヘッドギアにおけるネックパッド

を想定して，後頭骨の後方部を完全拘束し，左側

のみをモデル化しているため，正中部は対称条件

とした。ただし鋤骨に関しては正中部に位置する

が，その構造が非常に薄く，荷重により側方への

曲げも考えられるため，対称条件としなかった。

前方荷重では，上顎前方牽引装置のフェイシャル

マスクの固定は前額部とオトガイ部で，この部位

を完全拘束し，鋤骨を除く正中部を対称条件とし

た。外側方荷重では，反対側にまたがる骨はほと

んど移動しないと考えられることから，前頭骨，

後頭骨，蝶形骨，篩骨の正中部を完全拘束した。

ただし鋤骨に関しては，その動態をみる目的と，

側方への曲げ変形の可能性があることから完全拘

束は行わなかった。その他の正中部の上顎骨，口

蓋骨，鼻骨，頭頂骨等縫合を介する骨は，縫合に

よる可動性をもたせ，対称条件とした。

２．シミュレーション結果について

１）蝶形骨の変化について

蝶形骨は頭蓋底のほぼ中央の前頭蓋底と後頭蓋

底の中間に位置し，前後の軟骨結合により，生後

の頭蓋底における成長発育に深く関与してい

る１）４１）４２）。そしてトルコ鞍中心点の Sella は，矯正

学におけるセファロ分析の計測基準点として，ま

た基準平面を形成する基準となり，特に成長の評

価に用いられている。これは頭蓋底部が Scam-

mon の臓器発育曲線における神経系の発育を示

し，トルコ鞍が頭蓋底のほぼ中央に位置するた

め，生後の発育において変化が少ないと考えられ

ることによる４３）。また，蝶形後頭軟骨結合は頭蓋

底を形成する軟骨結合のうち化骨は遅く，２０歳頃

まで軟骨性化骨が終了せず，ここが頭蓋底の成長

の中心であると強調されている。この部位の垂直

的発育は上気道を確保することにつながり，顔面

中央部高径即ち下顎枝高径の成長に大きく関与

し，頭蓋底を調節する手段として存在すると言わ

れてきた４４）。

しかし蝶形骨は全体としては複雑な形態をして

おり，外力によって必ずしも不変であるとは考え

られない。本研究においても蝶形骨は，荷重によ

る初期反応から様々な動態を示した。つまり蝶形

骨は全体的には後方荷重で後上方へ変位，前方荷

重で前方変位と僅かな回転，外側方荷重では僅か

な外側変位が見られた。これを変位量で比較する

と，大きな変位を示したのは翼状突起部で，後方

荷重時の後方変位が最も大きく，前方荷重では前

方変位がその 3/4 程度であったが，側方荷重では

外側方変位が 1/40 と小さかった。またその他の

部位における変位は僅かであった。応力分布で

は，後方荷重では正円孔部に大きな引っ張りが，

翼状突起後縁で大きな圧縮がみられ，前方荷重で

は翼状突起後縁で大きな引っ張りが，翼状突起前

縁，正円孔部で圧縮がみられ，両荷重とも応力値

は同程度であった。また外側方荷重では翼状突起

前縁で引っ張り，後縁で圧縮がみられたが応力値

は 1/10 程度であった。これらの結果から，蝶形

骨は上顎第一大臼歯からの荷重に対して，前後的
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には翼状突起部において変形し，特に翼状突起の

基部にあたる正円孔部と蝶形骨骨体部でその力を

受けていると考えられた。また外側方荷重に対し

ては，変位，応力とも小さく，直接的な変化をあ

まり受けないことが示唆された。

一方，オステオパシーの分野での頭蓋概念によ

れば，顎顔面頭蓋はダイナミックな動きを示し，

蝶形骨と後頭骨が呼吸や咀嚼によって屈曲と伸展

を繰り返していると考えられている４５）。佐藤４６）４７）

は，骨格性不正咬合は蝶形骨を中心とする顎顔面

骨格の伸展や屈曲が不正咬合と密接に関連してい

ると考え，その動的機構を考慮する必要があると

述べている。これは Hooper４８）や Blum４９）の脳頭蓋

底の動的な機構についての学説によるもので，出

生後長期間存続する脳頭蓋底の軟骨結合は，脳頭

蓋と顔面頭蓋との間の発育様式の違いを緩衝する

働きをするとともに，関節様の作用によって，顔

面頭蓋から加わる機械的な外力に対応し，頭蓋底

の回転や骨組織間のくい違いによる変形によっ

て，顔面頭蓋全体の調和を保つ役割を担っている

というものである。この考えでは，蝶形骨が伸展

すると鋤骨を介して上顎骨を前下方へ押し出し，

上顎骨の前後径が増大し，屈曲するとその逆の作

用により上顎骨の前後径はあまり増加しない４６）。

本研究において後方荷重では蝶形骨は屈曲の方向

に，前方荷重では伸展の方向に変位することが確

認され，これはヘッドギアや上顎前方牽引装置が

臨床上蝶形骨を治療に有利な方向へ働かせること

を裏付けている。

また，蝶形骨翼状突起は咀嚼筋の内側翼突筋，

外側翼突筋の起始部で，翼状突起部は筋肉の影響

により成長発育の影響を受けやすい場所と考えら

れる４２）。特に外側翼突筋は収縮により下顎を前進

させる作用をもつ。不正咬合の原因となる口呼吸

は，一般に開咬や上顎前突の原因とされている

が，口蓋扁桃部の腫脹を原因とするものでは反対

咬合の原因となることが報告されている５０）。これ

は気道を確保するために下顎が習慣的に前方位を

とることが原因で，下顎骨の過成長により反対咬

合になると考えられている。この習慣的な下顎前

方位は外側翼突筋の過剰な収縮を常に起こし，こ

のことは翼状突起部において後方への曲げ変形が

起きることと同様のメカニクスが働くものと想像

できる。つまり翼状突起の後方への曲げ変形は

ヘッドギアを作用させた際の反応と同様で，この

ことは下顎前方位が下顎骨の成長を促し，さらに

内部から上顎骨の前方成長抑制につながり，上顎

前突の骨格性の改善に寄与することが示唆され

た。

２）鋤骨の変化について

鋤骨は骨鼻中隔の下半部を構成する不正四辺形

の薄い骨板で，上縁は蝶形骨体に接し，下縁は鼻

腔底の上顎骨口蓋突起と口蓋骨水平板と接す

る５１）。従って上顎への荷重の一部は鋤骨を介して

蝶形骨に伝わると考えられる。

本研究において鋤骨は，その構造上単独での顎

顔面頭蓋への影響は考えにくいが，上顎骨からの

荷重を蝶形骨に伝達し，あるいは逆に全身の骨格

系不調和からおこる頭蓋への影響を上顎骨に伝達

することが示唆された。すなわち，変位量で鋤骨

前方部が最も変位していた。これは鋤骨が後方荷

重では後下方へ，前方荷重では前上方へ，側方荷

重では後下方へそれぞれ回転しながら上顎骨口蓋

突起に沿って変位したと考えられた。一方，応力

は全体として大きな応力集中はみられないが，外

側方荷重時の前方部における引っ張りの応力値は

３荷重で最も大きかった。この結果から，薄い板

状の構造物の鋤骨は，前後的な荷重に対しては

回転が起こり応力をあまり受けないが，側方への

荷重では曲げ変形が生じやすいことが示唆され

た。

佐藤４６）によれば，鋤骨は脳頭蓋底と上顎骨との

間の支柱を形成し，脳頭蓋底の各骨の動きは鋤骨

を介して上顎骨に伝達される。つまり蝶形骨の適

度な伸展による前方への回転が鋤骨を介して上顎

骨を前下方へ押し出し，上顎骨後縁の上顎結節部

の添加性骨形成を促し上顎骨の前後径が増大す

る。本研究では前方荷重した際，鋤骨の動きは，

蝶形骨の伸展による作用に連動した前方への回転

がみられ，この考えに一致した動態を示した。
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３）口蓋骨の変化について

口蓋骨は骨鼻腔の入り口の周囲を囲む骨で，水

平板と垂直板が上顎骨に付着し，下方の錐体突起

と上方の蝶形骨突起，眼窩突起が蝶形骨に付着し

ている５１）。従って上顎骨からの荷重が口蓋骨を介

して蝶形骨へ伝わると考えられる。

本研究において口蓋骨は，変位量で比較する

と，大きな変位を示したのは水平板前方部におけ

る後方荷重時の後方変位と，前方荷重時の前方変

位で，上顎骨の変位についで大きかった。しかし

外側方荷重における変位は 1/5 程度と少なかっ

た。一方，応力は錐体突起部に大きな応力集中が

みられ，後方荷重と外側方荷重では前方への曲げ

変形が，前方荷重では後方への曲げ変形が示され

た。これは荷重により口蓋骨が荷重方向に変位し

ようとした際，蝶形骨翼状突起と接するこの部位

が抑えられることにより生じた曲げ変形と考えら

れる。従って，蝶形骨翼状突起部の逆方向への曲

げ変形は，この変化に呼応した結果であることが

示唆された。

全体として蝶形骨，鋤骨，口蓋骨は，荷重によ

りそれぞれ荷重方向への動態を示したが，大きな

応力集中による曲げ変形を示したのは口蓋骨錐体

突起部と蝶形骨翼状突起部であった。このこと

は，上顎からの顎整形力は，この部位で力を受け

ることにより，頭蓋内部への力を緩衝していると

考えられた。

４）矯正臨床との比較

今回，頭蓋内部における蝶形骨，鋤骨，口蓋骨

の３荷重による変化をみると，いずれも前後荷重

で大きく，外側方荷重で小さかった。実際，矯正

臨床では後方荷重のヘッドギア，前方荷重の上顎

前方牽引装置は５００～１０００g 程度の荷重がおこな

われている１）。しかし，急速側方拡大ネジによる

拡大力は６．８～９kg の荷重で疼痛を生じず拡大で

きるとの報告もあり５２），またネジによる確実な移

動が行われるメカニクスであることから，条件面

において画一ではないため，純粋に装置による比

較はできない。外側方荷重での同一荷重における

ホログラフィ干渉法による研究１７）では上顎骨や鼻

骨において変化が大きく，脳頭蓋の外面では変化

がほとんど見られないが，荷重の増加により干渉

縞の数が増えると報告している。今回のシミュ

レーションでも同様の部位に応力集中がみられ，

脳頭蓋骨外面では変化は少なかったが，荷重の増

加により変化は増えると考えられる。従って，側

方拡大においても臨床的な荷重を行えば，ヘッド

ギアや上顎前方牽引に匹敵する変化が生じる可能

性があることが示唆された。

５）セファロ分析との関連について

矯正臨床では診断を行うにあたって，側貌頭部

エックス線規格写真による分析が行われている。

その際，計測は基準平面に対する角度計測を行

う。この基準平面は一般にフランクフルト平面

や，SN 平面，Ba－N 平面などで，これらはほぼ

不変であると考えられている。今回のシミュレー

ション結果から，これら基準平面の荷重による変

化について検討した。

その結果，後方荷重ではフランクフルト平面，

SN 平面，Ba－N 平面は時計回り回転した。臨床

においても第一大臼歯に純粋な後方荷重がかかる

と抵抗中心は上方にあることから上顎骨は後下方

に回転すると考えられている２）６）１０）～１２）２４）４１）。従って

基準平面と上顎骨は同じ方向に回転することか

ら，上顎骨の純粋な回転量は少なく表示されると

考えられる。前方荷重ではフランクフルト平面，

SN 平面，Ba－N 平面は反時計回り回転した。一

般に上顎前方牽引装置により上顎骨は前上方に回

転する３）４）７）８）１３）１７）１９）２１）２２）。従って後方荷重と同様に上

顎骨の純粋な回転量は少なく表示されると考えら

れる。外側方荷重では基準平面の変化は僅かで，

上顎骨も側貌では変化はみられないことからその

影響は少ないと考えられる。

今回，側貌頭部エックス線規格写真における基

準平面の初期反応での変化を示した。しかしこれ

はあくまでも初期反応における変化で，その方向

を知ることが目的であるため倍率を上げて表示し

ている。実際基準平面を構成する部位での変位量

は今回計測した蝶形骨と同程度であったが，上顎

骨や下顎骨ではこの３倍くらいの変位を示してい
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る。このことから基準平面の変化による影響はそ

れほど大きくないと考えられるが，骨の純粋な移

動を評価する際，その値は必ずしも絶対的ではな

いことを考慮することの必要性が示唆された。

結 論

矯正臨床において顎整形力による改善効果を期

待するヘッドギア，上顎前方牽引装置，上顎急速

拡大装置の矯正力の作用を想定して，上顎第一大

臼歯に対して，後方，前方，外側方の３方向へ荷

重し，顎整形力が頭蓋内部の蝶形骨，鋤骨，口蓋

骨にどのような影響を与えるか，三次元有限要素

法を用いて検討し，その初期反応から以下の結論

を得た。

１）蝶形骨の変化

蝶形骨は上顎第一大臼歯からの荷重に対して，

前後的には荷重方向への変位と翼状突起部におけ

る曲げ変形を示した。しかし外側方荷重に対して

は，変位，応力とも小さかった。

２）鋤骨の変化

鋤骨は上顎第一大臼歯からの荷重に対して，後

方荷重では後下方へ，前方荷重では前上方へ，外

側方荷重では後下方へそれぞれ回転しながら上顎

骨口蓋突起に沿って変位した。

３）口蓋骨の変化

口蓋骨は上顎第一大臼歯からの荷重に対して，

荷重方向へ変位した。その際，錐体突起部におい

て後方荷重と外側方荷重では前方への曲げ変形，

前方荷重では後方への曲げ変形を示した。

以上より，ヘッドギアや上顎前方牽引装置，上

顎急速拡大装置による顎整形力は，口蓋骨，鋤

骨，蝶形骨に至る頭蓋内部において初期反応よる

変位がおこり，蝶形骨翼状突起部と口蓋骨錐体突

起部で曲げ変形した。上顎骨からの顎整形力は，

この蝶形骨翼状突起部と口蓋骨錐体突起部で力を

受けることにより，頭蓋内部への力を緩衝するこ

とが示唆された。
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Biomechanical Study of Deformation of Sphenoid,
Vomer and Palatine Bones by Orthopedic Force

―Analysis by three dimensional finite element method―

Haruyo KATADA, Hidenori KATADA and Yasushige ISSHIKI

Department of Orthodontics, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Yasushige Isshiki）

Key words : finite element method , orthopedic force , sphenoid bone , vomer , palatine bone

Finite element analysis was performed to investigate how orthopedic force affects the sphenoid,

vomer and palatine bones. In this study, three different loads, posterior, anterior and lateral loads, were

applied to the maxillary first molar, to simulate the use of headgear, maxillary protraction apparatus

and rapid palatal expansion, which are used in clinical orthodontic practice for a gnathic orthopedic

effect.

The results of the study showed that the sphenoid was displaced fore and aft, but only slightly in

the lateral direction. The vomer was displaced along the palatine process rotating backward and down,

forward, and backward and down according to posterior, anterior and lateral loads respectively. The

palatine was displaced in the direction of loads. Stress concentration was noted at the pterygoid and

pyramical processes and both showed bending deformation, which suggests that orthopedic force from

the maxillary bone is absorbed at these processes to buffer the force that may affect inside of the cra-

nial bones. Cephalometric analysis showed that the pure rotation of maxillary bone was small because

both the basic plane and maxillary bone rotate in the same direction, clockwise by a posterior load and

anticlockwise by an anterior load. （The Shikwa Gakuho，１０１：２９３～３０８，２００１）
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