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原　　　　著一

矯正用顎間ゴムの作用変化に関する2次元モデル

シミュレーション解析

野　嶋　邦　彦　　玉　川　幸　二*　　戸　村　博　臣**

一　色　泰　成

東京歯科大学歯科矯正学講座

(主任:一色泰成教授)

*広島県,出和歌山県

年9月10日受付)

年12月9日受理)

抄　録:矢状面におけるII級, Ⅲ級顎問ゴムの下顎開閉運動による動態を検討することを目的と

し,上下顎歯列に対する水平成分,垂直成分の変化をパーソナルコンピューターを用いて2次元モ

デルのシミレーション解析を行った｡その結果, 1)閉口時におけて, H級顎間ゴムは下顎歯牙が

遠心位になるにつれ,水平成分は増加し,垂　成分は減少したO　また, Ⅲ級顎問ゴムは上顎歯牙が

遠心位になるにつれ,水平成分は増加し,垂直成分は減少した｡ 2)開口による水平,垂産成分の

変化には差違が見られ,増加傾向の強い順に, H級顎間ゴムの上顎垂直成分, II級顎間ゴムの下顎

垂直成分, Ⅲ級顎問ゴムの下顎垂直成分, II級顎間ゴムの上顎垂　成分であった.また,減少傾向

の強い順に, Ⅲ級顎間ゴムの上顎水平成分, H級顎間ゴムの下顎水平成分, IE級顎間ゴムの下顎水

平成分, II級顎間ゴムの上顎水平成分であった.

辛-ワード: II級顎間ゴム, Ⅲ級顎問ゴム,力学的解析

緒　　　　　芦

矯正歯科治療において, II級, Ⅲ級顎問ゴムは

上下顎歯列の近遠心関係の改善に有効な治療メカ

ニクスであり,臨床では多く使用されている｡し

かし,長期間,顎問ゴムを使用すると,それに追

随するかたちで唆合平面の傾斜の変化,過度の下

顎の関大,臼歯部の挺出,前歯部の挺出と舌側傾

斜が起きることを臨床上しばしば経験する｡これ

は治療上,好ましくない結果となることが多い｡

これは顎間ゴムにより,歯列に対して水平方向

と垂　方向の力が作用し,顎運動によりその両方

本論文の要旨は,第54回日本矯正歯科学会大会　　年10
月　　　札幌)において発表した｡

向の力の比率に変化が起こるためと考えられる｡

そのため矯正臨床家は顎間ゴムの動態について十分

認識した上で,使用する必要性があると思われる｡

そこで,著者らは矢状面における矯正用Ⅱ級,

Ⅲ級顎問ゴムの下顎開閉運動による上下等貢歯列に

対する水平,垂直成分の変化をパーソナルコン

ピューターを用いて2次元モデルのシミュレー

ション解析を行ったので報吾する｡

研　究　方　法

1.正常唆合モデルの作成

2次元モデルのシミュレーション解析を行うた

めに調和のとれた側貌を有する成人正常唆合被検

者1名を選び,側貌頭部Ⅹ線規格写真を撮影後,

81一



172 野嶋,他:矯正用顎問ゴムのシミュレーション解析

通常の如くセファログラムのトレースを行った｡

2次元モデルを作成するために　　　　　中

心をⅩY座標平面の原点にとり,唆合平面をⅩ

軸に平行にしてトレースを置き,下顎の回転中

心として,吉野1)の言う解剖学的回転中心と下

顎孔のほぼ中間に位置する生理学的運動中心

以下

と略す｡)を選んだ｡

さらに,開口距離の基準点として下顎中切歯切

端をとり,また,顎間ゴムの作用点としては,上

下顎犬歯,第一,第二小白歯の歯冠中央,およ

び,上下顎第-,第二大臼歯近心唆頭直下の歯冠

中央を選び　　　　　　中心を原点としたときの

それらのⅩY座標値を計測した(表1)0

なお,座標値は側貌頭部Ⅹ線塊格写真の拡大率

を考慮して　　で除して補正を行った0

2.解析項目及び解析方法

解析項目としては　　　　を中心に下顎を開口

時から45｡までの間で回転させた際の回転角度∂

について, ①下顎前歯切端の移動距離である開口

距離(のの変化, ②顎間ゴムの引張力を　　とし

たときに,上下顎歯列それぞれに対して水平,垂

由方向に作用する力の成分の割合の変化,を調べ

表1　2次元モデルシミュレーション解析に用い
た座標値

計測点 Ⅹ Y

Cen ter 0 f e ar l r0 d 0 0

P .K .C 24 10

下顎 前歯切端 107 26

上顎 犬歯 98 23

上項 第一小臼歯 91 23

上顎第 二小臼歯 84 】 23

上顎第 一大臼歯 76 23

上顎第 二大臼歯 64 23

下顎犬 歯 102 】 31

下顎第一小 臼歯 94 l 31

下顎第 二小 臼歯 87 l 31

下顎第一大 臼歯 79 31

下蔓貢第 二大 臼歯 67 31

(単位

た｡

この項目②については,次のような上下顎歯

牙間の力学的解析を行った｡ Ⅱ級顎間ゴムでは上

顎犬歯(以下, U 3と略す｡)から下顎第一小臼歯

または,第二小臼歯　　　または,第一大

臼歯　　　または,第二大臼歯　　　までを, Ⅲ

級顎間ゴムでは下顎犬歯　　　から上顎第一小臼

歯　　　または,第二小臼歯　　　または,第-

大臼歯　　　または,第二大臼歯　　　までの各

顎問ゴムを設定して,解析を行った｡

解析方法は2次元モデルの座標値を基にして,

閉口時の　　　　と任意の下顎歯牙までの距離を

求めた後　　　　　を中心に下顎を∂回転させた

際のその歯牙の新しい座標値を求めた｡その後,

上顎歯牙の座標値と下蔓貢の新しい座標値から上顎

歯列に対する顎問ゴムの傾きaを求めた｡さら

に,その傾きaに下顎の回転角度0を加えて,下

顎歯列に対する顎問ゴムの傾きを求めた｡待られ

た傾きから顎問ゴムの引張力を　　とした際の

上下顎歯列に対する水平成分と垂直成分の割合を

求めた｡以上の解析方法を　　　　　　　言言吾に

よる独自のプログラムを作成して演算処理を行っ

た(図1)｡

ヽl

図1解析項目及び解析方法

生理学的運動*JL､
∴上顎歯列に対

する水平成分　　　　∴上顎歯列に対する垂

成分　　　∴下顎歯列に対する水平成分,
下顎歯列に対する垂直成分, 0 :下顎回

転角度, A:開口距離, a :上顎歯列に対する顎
間ゴムの傾き
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研　究　結　果

1.開口距離について(図2)

今回シミュレーション解析に用いた2次元モデ

ルにおいて　　　　　を中心に下顎を450まで回

転させたときの開口距離は

1 )の回帰方程式で表された｡ 300の回転で約3横

指分にあたる　　　　の開口距離が得られ, 450

の回転で　　　　の開口距離が得られた｡

2.開口時の水平,垂置成分について(表2)

級顎問ゴムについて

下顎歯牙が遠心位になるに従い,水平成分は

から　　　に増加し,垂産成分は逆に

%から　　　に減少した｡特に　　　　　とU3

L 5の比較では水平成分は　　　の増加,垂置成

分は　　　の減少が見られ,水平,垂直成分の発

生率の逆転が4じた｡

2) Ⅲ級顎問ゴムについて

上顎歯牙が遠心位になるに従い,水平成分は

5　10 15　20　25　30　35　40　45 (deg.)

図2　開口距離の変化
を中心に下顎を450まで回転させた

ときの開口距離は　　　　　　　　　　　　の
E]帰方程式で表された｡

表2　開口時のⅡ級, H級顎間ゴムの水平,垂直
成分

II 級顎間 ゴム Ⅲ級 顎間 ゴム

種 歎 水辛成分 垂恵成分 種 璃 水平成分 垂fLa 成分

U 3 L 4 57.4% 81.9% U 4 L 3 88.8% 46.0%

U 3 L 5 88.8% 46.0% U 5 L 3 95.3% 30.2%

U 3 L 6 95.8% 28-7% U 6 L 3 97.7% 2上4%

U 3 L 7 98l4% 18｣ % U 7 L 3 98.9% 14-8%

iI rig

から　　　に増加した｡しかし,その発生

率において約10%の増加しか見られず,大きな差

は生じなかった｡垂産成分は　　　から　　　に

減少した｡ II級顎問ゴムと比較し,水平,垂直成

分の増加減少傾向は小さかった｡

3.開口による水平,垂直成分の変化について

1) Ⅱ級顎問ゴムの水平,垂直成分の変化

上顎歯列に対する水平成分は開口するに従い減

少するが,開口角度が　　　　で

で30｡　　　　　で　　　　　　　で90を越える

と,その成分は運に増加傾向を示した(図31

1)｡また,その垂　成分は開口するに従い増加

するが,開口角度が　　　　で　　　　　　　で

30｡　　　　　で21｡　　　　　で100を越える

と,その成分は逆に減少傾向を示した(図3-

2)｡両成分とも全体的な増減変化としては小さ

かった｡

下顎歯列に対する両成分の変化はエラスティッ

図　　　　　級顎問ゴムの上顎歯列に対する水平
成分の変化
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図　　　　　級顎問ゴムの上顎歯列に対する垂直
成分の変化
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クと下顎歯列とのなす角度が垂直関係に近づくた

めに急速に変化した｡どの歯牙においても開口す

るに従い,水平成分は急速に減少し(図

垂直成分は急速に増加した(図　　　｡特に,

では開口角度　　開口距離約　　　で

水平成分は全く消失した｡

2) Ⅲ級顎問ゴムの水平,垂直成分の変化

上顎歯列に対する水平成分は開口するに従い,

上顎歯牙が近心位をとるほど急速に減少を示した

(図　　　｡特に　　　　では開口角度190です

でに水平成分は全く消失した｡逆に,垂置成分は

急速に増加を示した(図　　　｡開口角度約100

で30%以上もの増加がみられた｡そして,最終的

には引張力はすべて垂重成分-と変換された｡さ

らにその増加率は上顎歯牙が近心位をとるほど著

しかった｡

下顎歯列に対する水平成分は開口するに従い,

ゆるやかな減少を示した(図4-3)｡そして,そ

U3L4

I--I--U3L5

---U3L6

-I--- U3L7

5　10 15　20　25　30　35　40　45 (Beg_)

図3-3　Ⅲ級顎間ゴムの下顎歯列に対する水平
成分の変化
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---I- U3L7

5　10 15　20　25　30　35　40　45 (deg.)

図　　　　　級顎間ゴムの下顎歯列に対する垂直

成分の変化

の減少傾向も上顎歯牙が遠心位をとるほどゆるや

かであった｡また,その垂直成分は増加傾向を示

すが(図4-4),その傾向は上顎のそれと比較

し, ,g飢＼傾向を示し,増加傾向も同様に上顎歯牙

が遠心位をとるほどゆるやかであった｡

以上のことから開口による水平,垂　成分の増

U4L3

-----1U5L3

---U6L3

----- U7L3

5　10 15　20　25　30　35　40　45 (deg.)

図　　　　旺級顎問ゴムの上顎歯列に対する水平
成分の変化
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---U6L3
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5　10 15　20　25　30　35　40　45 (deg.)

図　　　　　級顎間ゴムの上顎歯列に対する垂置
成分の変化
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図4～3　Ⅲ級顎間ゴムの下顎歯列に対する水平

成分の変化
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図　　　　　級顎間ゴムの下顎歯列に対する垂直

成分の変化

加減少傾向の程度をⅡ級顎問ゴムと併せて比較す

ると,水平成分は減少し,垂置成分は増加した

が,その程度には差違が見られ,増加傾向の強い

服に, Ⅲ級顎問ゴムの上顎垂置成分, II級顎間ゴ

ムの下顎垂産成分, Ⅲ級顎問ゴムの下顎垂産成

分, II級顎問ゴムの上顎垂産成分であった｡ま

た,滅少傾向の強い順に, Ⅲ級顎間ゴムの上顎水

平成分, Ⅱ級顎問ゴムの下顎水平成分, Ⅲ級顎問

ゴムの下顎水平成分, II級顎問ゴムの上顎水平成

分であった｡

考　　　　　察

1.研究方法について

矯iE用顎間ゴムに関する研究では

はサルを用いた動物実験で,その影響が

歯列,歯槽骨,縫合部,顎関節まで及び,顎顔面

複合体に著明な変化が生じることを報菖してい

る｡また　　　　.　　　　は光弾性分析を

用いて,ストレスの集中部位が同様の部位に存

在することを報吾しているO　さらに

はⅢ級顎間ゴムを使用した

症例の治療前後の頭部Ⅹ線塊格写貢からの臨床

的研究で,下顎骨の関大,上顎骨の反時計方向

への回転,上顎大臼歯の挺出と下顎前歯の舌側

傾斜が起こることを報害しているO　これらは顎

間ゴムが発生させる力学的特性が広範囲に顎顔面

領域に影響を及ぼす結果と考えられる｡しかし,

顎間ゴムの力学的解析についての研究は少なく,

本と

により開口時における解析は行われて

いるが,下顎の開閉臼運動時の力学的解析による

変化について報吾･されたものはない｡下顎は唄

噴,嘩下,発音等により機能的顎運動を行ってお

り,動的な状態での蔓貢間ゴムの動態を含めて検討

することは,臨床における顎問ゴムの選択に示

唆を与えるものと考えられるので, 2次元モデ

ルのシミュレーション解析による本研究を行っ

た｡

また,下顎は開閉口運動を行う際,回転と滑走

による混合運動を行うため, f顎骨全体としての

回転中心は常に変化する｡そこで,本研究では矢

状面限界運動に対応した軌跡のうち,移動距離の

最小なるものを漸減求積法により求めた角縛り学的

栗頭中心と下顎孔のほぼ中間に位置する庄理学的

運動中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

下等貢の開閉口運動の回転中心として用いた｡

2.力学的解末斤について

Ⅱ級等貢間ゴムの力学的解析では,開口時におい

て　　　　　と　　　　　とでは,水平成分で

%,垂置成分で　　　もの差がみられ,作用歯牙

が第一小臼歯から第二小臼歯へ遠心隣在歯に移動

するだけで　　　　　　　　　と

の使用目的の差違が明確に表された｡し

かし　　　　　　と　　　　　とでは,垂　成分で

の差があるものの,水平成分では　　　の

差しか見られず　　　　　　　　　　　　と

では,その作用に大きな差違が

ないと考えられる｡そして,開口するに従い, Ⅱ

級顎問ゴムの両成分の変化は,上顎においては水

辛,垂　成分とも大きな増減がないため,顎問ゴ

ムの引張力は増すものと考えられる｡しかし,下

顎においては水平成分は大きく減少し,垂直成分

は大きな増加がみられた｡これは大臼歯に対する

近JL､方向への引張力のほとんどが挺出力に変換さ

れたことを意味するものである｡そのため,臨床

的に下顎大臼歯部の挺出が容易に起こるような長

顔型の症例に対しては, II級顎間ゴムの長期の使

用には充分な注意が必要と恩われる｡

-85-
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Ⅲ級顎問ゴムの力学的解析では,開口時におい

て　　　　と　　　　とでは,垂直成分で

の差があるものの,水平成分で　　　の差しかみ

られず,近遠心的方向だけを見ればその作用に大

きな差違がみられないと考えられる｡そして,開

口するに従い, IE級顎間ゴムの両成分の変化は,

上顎においてはⅡ級顎問ゴムの下顎歯列の両成分

の変化と比較して,水平成分は著しく減少し,秦

直成分は著しい増加がみられた｡これは急速に垂

直ゴムに変容することを意味する｡下顎において

は水平,垂直成分とも中等度の増減傾向を示す

が,下顎前歯の歯根の形状を考慮すると, Ⅲ級顎

間ゴムでは下顎前歯の舌側方向への挺出と上顎臼

歯部の挺出はH級顎間ゴムに比較し,容易に起こ

ることが予想され,さらに,この結果Ⅲ級顎間ゴ

ムは唆合平面の反時計方向-の回転-の影響が大

きいものと考えられる｡

しかし,顎間ゴムの副作用としての唆合平面の

回転を考えた場合,顎間ゴムの垂置成分だけでな

く,歯列全体としての傾斜モーメントとを併せて

考慮すべきである｡すなわち, -概に,垂直成分

の大きさだけで判断するのではなく,小臼歯部歯

般部に歯列全体の回転中心があると仮定した場

合,水平距離の長い顎間ゴムはモーメント距離が

長いため,歯列全体の傾斜モーメントは増加する

と考えられるo　その意味で

及び　　　　　　　　　　　の使用は大きな傾斜

モーメントを発生させずに,上下顎骨の近遠心的

改善にも他の水平距離の長い顎間ゴムと大差ない

有効なメカニクスではないかと考えられる｡

結　　　　　論

著者らは矢状面における矯正用Ⅱ級, Ⅲ級顎間

ゴムの下顎開閉運動による上下顎歯列に対する水

辛,垂恵成分の変化をパーソナルコンピューター

を用いて, 2次元モデルのシミレーション解析を

行い,以下の結論を得た｡

を中心として45｡まで回転させたと

きの回転角度のこ対する開口距離は

0. 3の回帰方程式で表された　　の回転で約

mmであった｡

2.開口時において,

遠心位になるに従い,

分は減少した｡また,

遠心位になるに従い,

玉級顎問ゴムは下顎歯牙が

水平成分は増加し,垂置成

Ⅲ級顎問ゴムは上顎歯牙が

水平成分は増加し,垂　成

分は減少した｡

3.開口による水平,垂FLR成分の変化には差違が

見られ,増加傾向の強い順に, Ⅲ級顎問ゴムの上

顎垂置成分, II級顎間ゴムの下顎垂直成分, Ⅲ級

顎問ゴムの下顎垂直成分, Ⅱ級顎問ゴムの上顎垂

直成分であった｡また,減少傾向の強い順に, Ⅲ

級顎問ゴムの上顎水平成分, II級顎間ゴムの下顎

水平成分, Ⅲ級顎間ゴムの下顎水平成分, II級顎

問ゴムの上顎水平成分であった｡

以上のことから, 2次元的な下顎開閉運動によ

る矯正用Ⅱ級, Ⅲ級顎間ゴムの水平,垂重成分の

変化を力学的解析により明らかにすることが出来

た｡これらのことから,矯正臨床における顎問ゴ

ムの使用に際して,水平成分の他に,垂置成分へ

の配慮の必要性が示唆された｡
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The purpose of this study lS tO investigate the dynamics of intermaxillary elastic･ On

cephalometric radiograph taken from adult subject with normal occlusion, measurements

were made from canines to the second molars, and the physiological kinematic center (PKC).

From these measurements, computation were performed on the horizontal and vertical compo-

nents when, with the PKC as center, the maxilla was closed and 0 rotation was performed･

Results

1) In the case of class II intermaxillary elastic, with the mouth closed, as the mandibular

teeth assumed distal positions the horizontal component increased and the vertical component

decreased. In the case of class Ⅲ intermaxillary elastic, as the maxillary teeth assumed distal

positions, the horizontal component increased and the vertical component decreased･

2) Differences were observed in dynamic changes caused by opening the mouth･ The tendency

to increase was greatest in the case of the maxillary vertical component when class Ⅲ inter-

maxillary elastic was used. This was followed, in order of decreasing tendency strength, by

the mandibular vertical component with class I intermaxillary elastic, the mandibular vertical

component with class IE intermaxillary elastic, and the maxil1ary vertical component with class

II intermaxillary elastic. The tendency to decrease was greatest in the case of the maxillary

horizontal component when class Ⅲ intermaxillary elastic was used. This was followed, in

order of decreasing tendency strength, by the mandibular horizontal component with class II

intermaxillary elastic, the mandibular horizontal component with class IE intermaxillary

elastic, and the maxillary horizontal component with class IE intermaxillary elastic.

(The Shihwa Gahuho, 98 : 171-177, 1998)
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