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緒 言

近年のエッジワイズ法による治療では，

Andrews１）が開発したストレートワイヤーアプラ

イアンス（Straight－Wire� Appliance, S. W. A.）

法を基準とするプリアジャステッドアプライアン

ス法が，広く用いられている。この方法はブラ

ケットベースに正常咬合状態の情報を組み込むこ

とにより，ワイヤーベンディングを極力排除した

ものである。しかし，この装置の処方は，標準的

な正常咬合者のデータを基準として作成されてい

るため，不正咬合者では前歯歯冠形態，前歯排列

の調整が必要になる症例にしばしば遭遇する。

一方，前歯形態と前歯被蓋との関係について

は，歯冠厚径と前歯被蓋の予測に関する研究２），

上下顎前歯幅径の比率と前歯被蓋に関する研

究３～１１）が報告されており，前歯排列と前歯被蓋関

係については，インクリネーションと前歯被

蓋１１～１６），アンギュレーションとアーチレング

ス１２～１６），犬歯間幅径と前歯歯列長径１７，１８）に関する

研究が報告されている。しかし，これらの研究

は，１または２つの要素と前歯被蓋関係を独立に

論じているため，多数の要素が影響する実際の排

列状態を十分に反映しているとはいえない。

近年コンピュータ技術の発展により，医療分野

において三次元画像コンピュータシミュレーショ

ン技術が応用されてきた。そこで本研究では，プ

リアジャステッドアプライアンス法を想定した三
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次元画像コンピュータシミュレーションにより，

歯牙の形態因子である上顎前歯辺縁隆線厚径，歯

冠幅径，および排列因子であるインクリネーショ

ン，アンギュレーション，アーチフォームの５つ

の因子が，前歯水平被蓋量に及ぼす影響を同一条

件下で解析し，同法における前歯排列の予測，調

整法を検討した。

方 法

１．画像モデルの構築

１）歯牙模型の形状入力

日本人永久歯の複製歯牙模型（B２－３０６，ニッ

シン，京都）のうち上下顎右側中切歯，側切歯，

犬歯を資料とし（図１），これを東京歯科大学口腔

科学研究センター所蔵の非接触型三次元形状計測

装置（VMS－１００F，ユニスン（株），大阪）を用い

歯牙模型の三次元形状を入力した（図２）。このと

きの計測ピッチは，X軸方向０．０２mm，Y軸方向

０．０２mmで，計測面は歯牙長軸に対し４面（近心

面，遠心面，頬側面，舌側面），および歯冠部方

向で行った。

２）歯牙画像モデルの構築，修正

各歯牙長軸方向と歯冠部方向から測定した２つ

の歯牙形状点群データを，グラフィックワークス

テーション（Octane, Silicon Graphics, Inc., U.S.A.）

のモデリングソフトウエア（Surfacer, Image-

ware, Inc., Michigan）上に展開して合成を行っ

た。つぎに，合成された右側歯牙画像モデルを反

転複製し，不可視領域のない上下顎６前歯の歯牙

画像モデルを作製した。そして，この歯牙画像モ

デルを日本人の平均的な歯冠形態に修正した。修

正にあたり，日本人の歯冠幅径についての報告は

多数あるが１９～２２），上顎前歯辺縁隆線厚径に関して

の報告はみられず，修正の基準値設定のために，

上顎前歯辺縁隆線厚径を計測した。

対象は，東京歯科大学学生（２２～２４歳）約６００名

の歯列模型から正常咬合歯列３０症例を選択し，１

／２０mm副尺付ノギス（Mitsutoyo，東京）で上顎

中，側切歯近遠心辺縁隆線部のコンタクトポイン

ト付近を計測した。その結果，上顎中切歯近心辺

縁隆線の平均値は，３．６７mm（S. D.０．４０），上顎

中切歯遠心辺縁隆線の平均値は，４．０４mm（S. D.

図１ 資料
複製永久歯歯牙模型（B２－３０６，ニッシン，京都）

の上下顎右側中切歯，側切歯，犬歯を使用。

図２ 非接触型三次元形状計測装置（VMS‐１００F，ユニスン�，大阪）

３６０ 西井：前歯の形態，排列が前歯水平被蓋に及ぼす影響
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０．４１），上顎側切歯近心辺縁隆線の平均値は，３．７５

mm（S. D.０．４４），上顎側切歯遠心辺縁隆線の平

均値は，３．６３mm（S. D.０．３６）であった。

以上の報告および測定値を基準にすると，この

歯牙画像モデルの上顎中切歯歯冠幅径は標準値よ

り２S. D. 大きく，下顎犬歯の歯冠幅径は標準値

より１．５S. D. 小さく，上下顎前歯の anterior ratio

は７２．７％であった。また，上顎中切歯近心辺縁隆

線が１．５S. D. 大きかった。このため，モデリング

ソフトウエア上で歯牙画像モデルの歯冠幅径，厚

径の拡大，縮小を行い，適正な歯冠形態に修正した。

２．正常咬合シミュレーション

作製された歯牙画像モデルを，三次元画像コン

ピュータシミュレーションの初期設定として，モ

デリングソフトウエア上で正常咬合状態に排列し

た。

１）アーチフォームの作製

本研究では，プリアジャステッドアプライアン

スによる治療終了時を想定した排列シミュレー

ションを行うため，下記に示す小坂ら２１）の報告し

た４次多項式による，アーチワイヤーフォームを

作製した。

上顎 y＝２．７１５×１０－５x４＋１．６５８×１０－２x２－１．１４５

下顎 y＝２．６１９×１０－５x４＋１．３７５×１０－２x２－１．２８９

ｘ：咬合面観からの各歯牙スロットポイントの

頬舌的位置（mm）

ｙ：咬合面観からの各歯牙スロットポイントの

近遠心的位置（mm）

２）基準軸，基準点の設定（図３）

前歯切縁中央，犬歯尖頭および，根尖を結んだ

線を歯軸とし，McLaughlin ら２３）のゲージ法の値

を参考に，各歯牙歯軸上に歯冠中心点を設定し，

この点を中心として中心軸を作成した。つぎに瀬

畑２４），渡辺ら２５），小坂２６）の報告をもとに歯牙の頬

舌的，近遠心的歯軸傾斜である，インクリネー

ション，アンギュレーションを設定した。さらに

小坂ら２１）が報告したインアウト値で，各歯牙の中

心軸上にブラケットスロットの中心位置を想定し

たスロットポイントを作製し，これを基準点，基

準軸として歯牙の回転，移動，計測を行った。

３）歯牙モデルの排列（図３），（図４）

作製されたスロットポイントを基準点として，

アーチワイヤーフォーム上に歯牙を排列した。こ

のとき各歯牙のスロットポイントにおけるアーチ

ワイヤーフォームの接線を参考に，ローテーショ

ン（歯牙の咬合面観の回転）を設定した。これによ

り三次元画像コンピュータシミュレーションの初

期設定としての正常咬合の排列シミュレーション

が可能となった。この初期設定値を表１に示す。

４）ペリメータラインの作製（図５）

Andrews１４）は，前歯切縁中央と犬歯尖頭を結ん

だ咬合面観からのラインをペリメータラインと定

義している。本研究では，このペリメータライン

を計測項目の１つとするためにペリメータライン

を作製した。方法として，上下顎歯牙の前歯切縁

中央と犬歯尖頭を制御点として犬歯遠心端まで延

長した４次数の non－uniform rational B－spline

（NURBS 曲線と略す）をペリメータラインとして

表１ 正常咬合排列の初期設定値

ブラケットハイト
単位：mm

辺縁隆線厚径
単位：mm

歯冠幅径
単位：mm

インクリネーション
単位：deg

アンギュレーション
単位：deg

インアウト
単位：mm

下顎犬歯間幅径
単位：mm

オーバージェット
単位：mm

上顎中切歯
上顎側切歯
上顎犬歯
下顎中切歯
下顎側切歯
下顎犬歯

４．５０
４．００
５．００
４．００
４．００
４．５０

近心
３．６７
３．７５
／
／
／
／

遠心
４．０４
３．６３
／
／
／
／

８．３７
７．０７
７．９１
５．６９
５．７３
６．８２

１２．００
７．００
－７．００
１．００
１．００
－６．００

３．００
６．００
７．００
２．００
２．００
５．００

１．００
１．６８
１．１６
１．００
１．０９
１．００

２６．７３
／
／
／
／
／
／

２．５０
／
／
／
／
／
／
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X軸

Z軸

スロットポイント
アーチワイヤーフォーム

図３ 歯牙画像モデルの各基準軸とアーチワイヤーフォーム

� �

�

図４ 初期設定としての正常咬合状態の三次元画像コンピュータシミュレーション
� 正面観 � 側面観 � 咬合面観

図５ 前歯切縁中央点，犬歯尖頭を制御点として作成されたNURBS 曲線よりなるペリメータライン

３６２ 西井：前歯の形態，排列が前歯水平被蓋に及ぼす影響
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�

�

図６ 上顎前歯辺縁隆線厚径変化時の三次元画像コンピュータシミュレーション
� 上顎前歯辺縁隆線厚径の変化シミュレーション
� 計測項目 １．上顎前歯辺縁隆線厚径の変化量 ２．オーバージェットの変化量

�

�

図７ 歯冠幅径変化の三次元画像コンピュータシミュレーション
上顎６前歯歯冠幅径増加時のシミュレーション

� 咬合面観
� 側面観 計測項目 １．アーチレングスの変化量 ２．オーバージェットの変化量

��

図８ インクリネーション変化の三次元画像コンピュータシミュレーション
� 上顎中切歯インクリネーション変化のシミュレーション
� 側面観 計測項目 １．インクリネーションの変化量 ２．オーバージェットの変化量

歯科学報 Vol．１０１，No．４（２００１） ３６３
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� �

図９ アンギュレーション変化の三次元画像コンピュータシミュレーション
上顎６前歯アンギュレーション増加のシミュレーション

� 正面観
� 側面観 計測項目 １．アンギュレーションの変化量 ２．オーバージェットの変化量

� �

図１０ アーチフォーム変化の三次元画像コンピュータシミュレーション
� アーチフォーム側方縮小時のシミュレーション咬合面観
� アーチフォーム側方拡大時のシミュレーション咬合面観

計測項目 １．犬歯間幅径の変化量 ２．オーバージェットの変化量

� �

図１１ 複数因子変化時の三次元画像コンピュータシミュレーション
�，� Case No．１０の排列状態とオーバージェット 計測項目 １．オーバージェットの変化量

３６４ 西井：前歯の形態，排列が前歯水平被蓋に及ぼす影響
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作製し，この長さをアーチレングスとした。

３．三次元画像コンピュータシミュレーションお

よび計測

１）各因子を変化させたときの前歯水平被蓋への

影響

初期設定の正常咬合シミュレーションモデルに

ついて，形態，排列因子の１つを変化させオー

バージェットに及ぼす影響を計測し，最小２乗法

により回帰式を求めた。各因子の変化量の範囲

は，各因子の平均値と標準偏差値を基準に，約３

S. D. の範囲で変化させ，また排列時，画像の干

渉を排除した。このときの上顎前歯辺縁隆線厚径

の平均値と標準偏差値は本研究結果を参考にし，

その他の因子の平均値と標準偏差値については，

従来報告されている値を参考にした１９～２６）。排列

時，片顎は初期設定のままで対顎を変化させた。

これによりオーバージェットが増加し上下顎前歯

が接触していない場合も計測値とした。

� 上顎前歯辺縁隆線厚径の変化による前歯水

平被蓋への影響（図６）

上顎４前歯の辺縁隆線厚径を０．２mm間隔

で－１．２mm～＋１．２mmまで変化させ，アー

チワイヤーフォーム上に排列し，各項目の変

化量を計測した。このとき他の因子は変化さ

せず，かつ上下顎犬歯のコンタクトポイント

の位置関係を保持した。

計測項目

上顎前歯辺縁隆線厚径の変化量（ｘ１）：歯

牙の近遠心面観での歯軸から，辺縁隆線まで

の距離の変化量

オーバージェットの変化量（ｙ）：上下顎前

歯切端の咬合平面に平行な水平距離の変化量

� 歯冠幅径の変化による前歯水平被蓋への影

響（図７）

６前歯の歯冠総幅径を片顎ずつ０．５mm間

隔で－５．０mm～＋５．０mmまで変化させ，

アーチワイヤーフォーム上に排列し，各項目

の変化量を計測した。このとき他の因子は変

化させず，かつ上下顎犬歯のコンタクトポイ

ントの位置関係を保持した。

計測項目

歯冠総幅径の変化量（ｘ２）：犬歯遠心端か

ら反対側犬歯遠心端のアーチレングスの変化

量

オーバージェットの変化量（ｙ）：上下顎前

歯切端の咬合平面に平行な水平距離の変化量

anterior ratio（yr）：上下顎歯牙の幅径を変

化させたときの上下顎前歯幅径の比率

（Mand．３－３／Max．３－３）×１００

� インクリネーションの変化による前歯水平

被蓋への影響（図８）

４前歯のインクリネーションを片顎ずつ

２．０°間隔で－１０．０°～＋１０．０°まで変化さ

せ，アーチワイヤーフォーム上に排列し，各

項目の変化量を計測した。このとき他の因子

は変化させず，かつ上下顎犬歯のコンタクト

ポイントの位置関係を保持した。また，イン

クリネーションの増減方向は，歯牙の唇側方

向への傾斜をプラスとし，舌側方向への傾斜

をマイナスとした。

計測項目

インクリネーションの変化量（ｘ３）：４前

歯各歯牙のスロットポイント座標上での Z

軸の変化角

アーチレングスの変化量（yl）：犬歯遠心端

から反対側犬歯遠心端のアーチレングスの変

化量

オーバージェットの変化量（ｙ）：上下顎前

歯切端の咬合平面に平行な水平距離の変化量

� アンギュレーションの変化による前歯水平

被蓋への影響（図９）

６前歯のアンギュレーションを片顎ずつ

２．０°間隔で－６．０°～＋１０．０°まで変化さ

せ，アーチワイヤーフォーム上に排列し，各

項目の変化量を計測した。このとき他の因子

は変化させず，かつ上下顎犬歯のコンタクト

ポイントの位置関係を保持した。また，アン

ギュレーションの増減方向は，左側歯牙の唇

側面観で時計回りの回転をプラス，反時計回

りの回転をマイナス（右側は逆）とした。
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計測項目

アンギュレーションの変化量（ｘ４）：６前

歯各歯牙のスロットポイント座標上でのY

軸の変化角

アーチレングスの変化量（yl）：犬歯遠心端

から反対側犬歯遠心端のアーチレングスの変

化量

オーバージェットの変化量（ｙ）：上下顎前

歯切端の咬合平面に平行な水平距離の変化量

� アーチフォームの変化による前歯水平被蓋

への影響（図１０）

側方に０．１倍間隔で－０．６倍～＋１．４倍に拡

大，縮小したアーチワイヤーフォームを作成

し，この上に歯牙を排列して各項目の変化量

を計測した。このとき他の因子は変化させ

ず，かつ上下顎犬歯のコンタクトポイントの

位置関係を保持した。

計測項目

犬歯間幅径の変化量（ｘ５）：左右下顎犬歯

尖頭間距離の変化量

オーバージェットの変化量（ｙ）：上下顎前

歯切端の咬合平面に平行な水平距離の変化量

２）複数の因子が同時に変化したときの前歯水平

被蓋への影響（図１１）

５つの因子（上顎前歯辺縁隆線厚径，歯冠幅

径，インクリネーション，アンギュレーション，

犬歯冠幅径）は，相関が小さく正規分布をしてい

ると仮定し，各因子の平均値と標準偏差値を参考

にして，無作為に５つ（上下顎合わせて８つ）の因

子を変化させ，２０通りの三次元画像コンピュータ

シミュレーションを行い各項目の変化量を計測し

た。このとき上下顎犬歯のコンタクトポイントの

位置関係を保持した。また，上顎前歯辺縁隆線厚

径の平均値と標準偏差値は本研究結果を参考に

し，その他の因子の平均値と標準偏差値について

は，従来報告されている値を参考にした１９～２６）。

計測項目

各因子の変化量（ｘ１－ｘ５）：５つ（上下顎合わせ

て８つ）の因子の変化量

オーバージェットの変化量（ｙ）：上下顎前歯切

端の咬合平面に平行な水平距離の変化量

６．統計解析

単因子を変化させた三次元画像コンピュータシ

ミュレーションの計測結果については，各因子の

変化量を独立変数とし，オーバージェットの変化

量を従属変数とした回帰分析より関係式を求め

た。また，多因子を同時に変化させた三次元画像

コンピュータシミュレーションの計測結果につい

ては，各因子の変化量とオーバージェット変化

量の重回帰分析をおこなった。このときの統計分

析には，StatView（StatView, Abacus Concepts,

Inc., CA）を用いた。

結 果

１．上顎前歯辺縁隆線厚径の変化による前歯水平

被蓋への影響

上顎前歯辺縁隆線厚径１mmの増減に対し，

オーバージェットは約０．８mm増減した。両者の

間には直線的な比例関係が認められ，以下に示す

関係式が得られた。（図１２）

ｙ＝０．７９x１＋０．０２ ｒ２＝０．９９

ｘ１：上顎前歯辺縁隆線厚径の変化量

ｙ：オーバージェットの変化量

２．歯冠幅径の変化による前歯水平被蓋への影響

上顎前歯の総歯冠幅径１mmの増加に対し，上

顎のオーバージェットは約０．４mm増加した。ま

た，下顎前歯の総歯冠幅径１mmの増加に対し，

下顎のオーバージェットは約０．３５mm減少した。

両者の間には直線的な比例関係が認められ，以下

に示す関係式が得られた。（図１３）

図１２ 上顎前歯辺縁隆線厚径変化量とオーバージェッ
ト変化量の関係

３６６ 西井：前歯の形態，排列が前歯水平被蓋に及ぼす影響
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上顎変化時：ｙ＝０．４３ｘ２u＋０．０２ ｒ２＝０．９９

下顎変化時：ｙ＝－０．３５ｘ２l－０．０２ ｒ２＝０．９９

ｘ２u：上顎アーチレングスの変化量

ｘ２l：下顎アーチレングスの変化量

ｙ ：オーバージェットの変化量

anterior ratio とオーバージェットの関係は，

同じ anterior ratio 値でも上顎が変化したときと

下顎が変化したときでは，オーバージェットの値

は違っており，両者の間には直線的な比例関係が

認められ，以下に示す関係式が得られた。（図１４）

上顎 下顎

図１３ 歯冠幅径変化量とオーバージェット変化量の関係

上顎 下顎

図１４ anterio ratio とオーバージェット変化量の関係

上顎 下顎

図１５ インクリネーション変化量とアーチレングス変化量の関係
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上顎変化時：ｙ＝－０．１４ｘru＋１１．０３ ｒ２＝０．９９

下顎変化時：ｙ＝－０．０８ｘrl＋６．５５ ｒ２＝０．９９

ｘru：上顎歯冠幅径変化時の anterior ratio

ｘrl：下顎歯冠幅径変化時の anterior ratio

ｙ ：オーバージェットの変化量

３．インクリネーションの変化による前歯水平被

蓋への影響

上顎前歯のインクリネーション２°の増加に対

し，上顎のアーチレングスは約０．４mm，オー

バージェットは約０．２mm増加した。また，下顎

前歯のインクリネーション２°の増加に対し，下

顎のアーチレングスは約０．４mm増加し，オー

バージェットは約０．１mm減少した。

インクリネーションの変化量とアーチレングス

の変化量の間には直線的な比例関係が認められ，

以下に示す関係式が得られた。（図１５）

上顎変化時：yl＝０．２０ｘ３u＋０．０３ ｒ２＝０．９９

下顎変化時：yl＝０．２０ｘ３l＋０．０１ ｒ２＝０．９９

ｘ３u：上顎インクリネーションの変化量

ｘ３l：下顎インクリネーションの変化量

yl ：アーチレングスの変化量

インクリネーションの変化量とオーバージェッ

トの変化量の間には直線的な比例関係が認めら

れ，以下に示す関係式が得られた。（図１６）

上顎変化時：ｙ＝０．０８ｘ３u－０．０５ ｒ２＝０．９９

下顎変化時：ｙ＝－０．０６ｘ３l＋０．０３ ｒ２＝０．９９

ｘ３u：上顎インクリネーションの変化量

ｘ３l：下顎インクリネーションの変化量

ｙ ：オーバージェットの変化量

４．アンギュレーションの変化による前歯水平被

蓋への影響

上顎前歯のアンギュレーション２°の増加に対

し，上顎のアーチレングスは０．３mm，オーバー

ジェットは，約０．１mm増加した。また，下顎前

歯のアンギュレーション２°の増加に対し，下顎

のアーチレングスは０．２mm増加，オーバー

ジェットは約０．１mm減少した。

アンギュレーションの変化量とアーチレングス

の変化量の間には以下に示す関係式が得られた。

（図１７）

上顎変化時：yl＝０．０００１ｘ４u４－０．００１７ｘ４u３－

０．０００３ｘ４u２＋０．１６ｘ４u－０．０３ ｒ２＝０．９８

下顎変化時：yl＝－０．０００３ｘ４l４＋０．００４２ｘ４l３－

０．０１０８ｘ４l２＋０．０９ｘ４l＋０．０６ ｒ２＝０．９９

ｘ４u：上顎アンギュレーションの変化量

ｘ４l：下顎アンギュレーションの変化量

yl ：アーチレングスの変化量

アンギュレーションの変化量とオーバージェッ

トの変化量の間には以下に示す関係式が得られ

た。（図１８）

上顎変化時：ｙ＝－０．０００３ｘ４u
３＋０．００２８ｘ４u

２＋

０．０６ｘ４u－０．０２ ｒ２＝０．９８

下顎変化時：ｙ＝０．０００１ｘ４l
３－０．００３ｘ４l２－０．０４

ｘ４l－０．０２ ｒ２＝０．９９

ｘ４u：上顎アンギュレーションの変化量

ｘ４l：下顎アンギュレーションの変化量

ｙ ：オーバージェットの変化量

５．アーチフォームの変化による前歯水平被蓋へ

の影響

犬歯間幅径の１mm増加に対しオーバージェッ

トは約０．２mm増加し，両者の間には以下に示す

関係式が得られた。（図１９）

ｙ＝０．０５ｘ５２＋０．３１ｘ５＋０．０４ ｒ２＝０．９９

ｘ５：犬歯間幅径の変化量

ｙ：オーバージェットの変化量

６．複数の因子が同時に変化したときの前歯被蓋

量への影響（表２）

無作為に抽出された因子を組み合わせて作成し

た２０通りの三次元画像コンピュータシミュレー

ションモデルより，各因子とオーバージェットの

関係を解析した結果，

オーバージェットと各因子の偏相関係数は，

ｒ１＝０．６２，ｒ２u＝０．５２，ｒ２l＝－０．４１，ｒ３u＝

０．２３，ｒ３l＝－０．１９，ｒ４u＝０．２５，ｒ４l＝－０．５３，

ｒ５＝０．３５

ｒ１：上顎前歯辺縁隆線厚径とオーバージェッ

トの偏相関係数

ｒ２u：上顎歯冠幅径とオーバージェットの偏相

関係数

ｒ２l：下顎歯冠幅径とオーバージェットの偏相

３６８ 西井：前歯の形態，排列が前歯水平被蓋に及ぼす影響
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関係数

ｒ３u：上顎インクリネーションとオーバー

ジェットの偏相関係数

ｒ３l：下顎インクリネーションとオーバー

ジェットの偏相関係数

ｒ４u：上顎アンギュレーションとオーバー

ジェットの偏相関係数

ｒ４l：下顎アンギュレーションとオーバー

ジェットの偏相関係数

ｒ５：犬歯間幅径とオーバージェットの偏相関

係数

であった。

上顎 下顎

図１６ インクリネーション変化量とオーバージェット変化量の関係

上顎 下顎

図１７ アンギュレーション変化量とアーチレングス変化量の関係

上顎 下顎

図１８ アンギュレーション変化量とオーバージェット変化量の関係
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そして，オーバージェットと各因子の重回帰分

析を行った結果，以下に示す相関の高い重回帰式

が得られた。

ｙ＝０．８７ｘ１＋０．４２ｘ２u－０．３９ｘ２l＋０．０８ｘ３u－

０．０４ｘ３l＋０．０６ｘ４u－０．０３ｘ４l＋０．１６ｘ５＋０．０９

ｒ２＝０．９１

また，この標準回帰式は以下の式で表された。

ｙ＝０．６２ｘ１＋０．５０ｘ２u－０．２９ｘ２l＋０．２８ｘ３u－

０．１６ｘ３l＋０．１８ｘ４u－０．０９ｘ４l＋０．１８ｘ５－０．０９

ｘ１：上顎前歯辺縁隆線厚径変化量

ｘ２u：歯冠幅径変化量（上顎）

ｘ２l：歯冠幅径変化量（下顎）

ｘ３u：インクリネーション変化量（上顎）

ｘ３l：インクリネーション変化量（下顎）

ｘ４u：アンギュレーション変化量（上顎）

ｘ４l：アンギュレーション変化量（下顎）

ｘ５：犬歯間幅径変化量

ｙ ：オーバージェット変化量

この標準回帰式より，各因子のオーバージェッ

トへの影響度は，上顎前歯辺縁隆線厚径，歯冠幅

径，インクリネーション，アンギュレーション，

犬歯間幅径の順で大きかった。

表２ 形態，排列各因子変化量とオーバージェット変化量の関係

辺縁隆線厚径
単位：mm

６前歯総歯冠幅径
単位：mm

インクリネーション
単位：deg

アンギュレーション
単位：deg

犬歯間幅径
単位：mm

オーバージェット
単位：mm

Case No.（S. D. :０．４０）
上顎

（S. D. :１．３１）
下顎

（S. D. :０．９６）
上顎

（S. D. :４．０７）
下顎

（S. D. :５．０５）
上顎

（S. D. :３．１５）
下顎

（S. D. :３．２２）（S. D. :１．３２）

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０

－０．２１
－０．８９
０．１７
０．８９
０．８４
１．２１
－１．５３
－０．１６
０．７７
－０．７６
－０．４８
－１．１８
－１．２９
－０．６８
－０．５４
－１．４８
－０．４０
－０．２８
０．０９
－０．２６

－０．４９
１．４２
０．４８
－１．０３
０．８２
２．３３
１．９４
０．２９
１．５６
１．１９
－１．０８
－２．２９
－０．５４
－１．４４
１．２４
０．０３
０．７３
－０．５０
－０．８９
１．６８

－０．４８
０．３２
－０．５６
－０．１７
－０．２７
０．３２
１．７０
－１．３０
－１．５９
０．０８
－０．４４
０．５２
－０．３４
－０．６１
０．３０
１．２１
０．８９
１．０３
０．３３
－０．８５

１．８３
０．５９
１．９３
５．５６
－５．１２
－２．４５
４．２８
－０．７２
０．０８
－５．４８
２．０９
５．８８
－２．４８
－５．９１
３．６８
１．４４

－１０．５９
６．５９
５．３５
－０．５２

４．５３
－７．６１
６．３６
７．９５
５．１２
０．７５

－１０．９１
３．３８
－８．４４
３．４９

－１０．５７
８．９９
３．４９
０．３８
－５．０１
２．０９
２．７６
－３．２５
－１０．４６
－０．０３

０．４６
－０．８０
１．０３
－１．８４
－５．３８
４．３１
－１．２３
２．７５
５．２８
－９．５９
１．８４
０．３８
３．７７
０．８２
－２．４７
１．６５
３．７５
－３．９３
０．８１
１．４９

－０．８１
－２．９２
１．０５
４．２４
２．３５
７．０７
２．１９
－２．７３
－４．２３
２．７５
１．５０
５．４３
－２．８０
－０．２４
０．７８
－６．３５
２．４４
０．４９
－３．３７
４．０６

－０．８９
１．８４
－０．４５
－０．０７
１．２１
－１．４５
０．０８
０．９３
－１．４９
－０．１５
０．６９
－１．２６
－２．１６
－０．５５
１．０４
０．７６
－４．５６
０．８４
１．０５
－０．８４

－０．４４
０．５３
０．２０
－０．０３
０．１１
１．５０
－２．０３
０．６０
１．８３
－１．５１
０．４０
－２．５４
－１．７８
－１．５２
０．６９
－１．０５
－１．９６
－０．２５
０．０３
０．０５

図１９ 犬歯間幅径変化量とオーバージェット変化量の
関係
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考 察

１．歯牙画像モデルの構築について

１）非接触型三次元形状計測装置の測定精度と歯

牙画像モデルの修正について

非接触型三次元形状計測装置は，接触型形状計

測装置より計測精度は劣るが，最近のコンピュー

タ，計測機器の発達により歯牙の細部までの再現

性が向上した２７）。このため本研究では，非接触型

三次元形状計測装置を使用した。しかし，レー

ザースリット光投影式非接触型三次元形状計測装

置の欠点として不可視領域が生じるため２７），歯牙

を５方向から分割計測し，モデリングソフトウエ

ア上で合成を行い，不可視領域のない歯牙画像

データを作製した。

本研究で使用した同種の計測装置の歯列模型に

対する計測精度について，本橋ら２８）は，X軸０．０７

±０．０７mm,Y 軸０．０７±０．０６mm,Z 軸０．０５±０．０５

mm，小林ら２９）は，水平平面上０．０５９mm～０．０７２

mm，垂直方向０．００６mmであると報告してい

る。これにより本装置は，今回の研究で用いる十

分の精度を有していると判断した。

次に，三次元画像コンピュータシミュレーショ

ンの初期設定時に，正常咬合状態をシミュレート

するため，標準的な歯牙形態の上下顎６前歯が資

料の条件となる。しかし，この条件に合致した歯

牙を選定することは困難であるため，コンピュー

タシミュレーション機能を利用し修正，複製した

歯牙画像モデルを資料とした。

２）アーチワイヤーフォームについて

アーチフォームに関して多数の報告１７，１８，３０～３６）が

あるが，アーチフォーム形状は計測点により異な

り，その多くは歯牙の切縁部および頬側咬頭頂部

を計測点としている。一方，ブラケットポジショ

ンを基準としたアーチフォームについて松浦ら３７）

は FA point でのアーチフォームを求めている

が，アーチワイヤーフォームについては言及して

いない。瀬畑２４）は，FA point でのアーチフォー

ムを求め，歯牙からの最小距離を算出後アーチワ

イヤーフォームを算出しているが，ブラケット厚

径までは考慮していない。小坂ら２１）は，日本人正

常咬合者２０名の歯列模型よりFA point でのアー

チフォームを求め，さらにブラケット厚径を想定

し，インアウトを考慮に入れたアーチワイヤー

フォームを報告しており，本研究の目的に最も適

していると考えこれを用いた。

３）FA point の設定について

プリアジャステッドアプライアンス法でのブラ

ケットポジションについて，Andrews１）は，臨床

歯冠軸（FACC）中点のFA point を基準とする

方法を報告している。

しかし，この方法は各歯牙の臨床歯冠長を基準

としているため変位性が大きく，古賀２５）は FA

point を連ねたAndrews Plane１）は必ずしも一平

面ではなく，ミニマムな幅を持ったBracket Posi-

tioning Zone と し て 捉 え て お り，こ の た め

McLaughlin ら２３）はゲージを補助とする方法を報

告している。また，FA point は目視で決定する

ため人為的誤差は避けられず，本研究で使用した

歯牙画像モデルでは臨床歯冠の判断が困難である

ため，各歯牙歯軸の歯冠部端点よりブラケットハ

イト初期設定値（表１）を参考にして歯軸上に歯冠

中心点を作成し，これをもとにFA pointを設定した。

４）基準点について

一般に歯牙移動のために回転力が加わったと

き，歯根１／３の位置に回転中心があるといわれ

ているが３８），本研究はプリアジャステッドアプラ

イアンス法による最終仕上げ時のシミュレーショ

ンであり，歯牙の移動はほとんどないため，歯牙

の回転中心はスロットポイントにあると想定した。

５）ペリメータラインについて

アーチレングスを計測する際に各歯牙は排列状

態にあるため，歯牙の最大歯冠幅径部，コンタク

トポイント部，切端部などの計測部位により値に

相違が出る。Andrews１４）は歯牙の切縁部，頬側咬

頭頂を結んだ線をペリメータラインと定義し，歯

牙の排列がこのラインに影響を及ぼすと述べてい

るが，これは仮想線であり模型上に設定すること

は不可能である。このため本研究ではコンピュー

タシミュレーション技術を用い，切歯切縁中央

部，犬歯尖頭を制御点としてNURBS 曲線を作製

歯科学報 Vol．１０１，No．４（２００１） ３７１

― 33 ―



し，これがAndrews のペリメータラインに最も

近いものと考えた。

６）三次元画像コンピュータシミュレーション法

について

前歯被蓋関係の変化を検討した研究法として，

歯列模型のセットアップ法１４，１５），歯牙模型エッジ

ワイズ治療シミュレーション法１２，１４，１６），幾何学的

計算法１１，１３）が報告されている。

歯列模型セットアップ法は，三次元的なシミュ

レーションは可能であるが，歯牙移動量，方向の

精密な設定，計測が困難である。歯牙模型エッジ

ワイズ治療シミュレーション法は，実際の治療に

近似したシミュレーションが可能であるが，歯列

模型セットアップ法と同じく正確な設定，計測が

困難である。幾何学的計算法は，歯牙の配列移動

様相を二次元的にイメージすることができ，また

数式により歯牙移動様相を表すことが出来るた

め，理論的に歯牙移動様相を理解できる。しか

し，導き出された数式は，理論値であるため実測

値との間に誤差が生じる。

本研究の三次元画像コンピュータシミュレー

ション法は，上述の３法の利点を兼ね備えてお

り，アーチフォームの設定，歯牙形態の変形，仮

想線の設定，精密な回転，移動の設定，正確な三

次元計測ができ，また実際の歯牙形態を再現して

いるため，歯牙の移動，回転に際し微妙な変化を

シミュレートできる。さらにデジタルデータとし

て保存でき，随時再現可能である。以上より本法は

シミュレーション研究において有用な方法である。

２．各因子とオーバージェットの関係について

１）上顎前歯辺縁隆線厚径の変化による前歯水平

被蓋への影響について

歯冠厚径が前歯被蓋関係に及ぼす影響につい

て，Rudolph ら２）は Bolton 分析３，４）に歯冠厚径の要

素を加えた分析法を発表し，歯冠厚径が２．７５mm

以上のとき予測率は低下すると報告している。ま

た日本人の前歯歯牙形態は，白人に比較して辺縁

隆線が発達しており，シャベル状切歯の出現率は

白人が２．６％，日本人は中程度のものまで含める

と６０％にものぼり２０），本研究の上顎前歯辺縁隆線

厚径基準値からも，中切歯３．８６mm，側切歯３．６９

mmと大きく，日本人にBolton 分析を応用した

場合には，値が正常を示してもオーバージェット

が大きくなることが考えられる。

本研究の結果，上顎前歯辺縁隆線厚径１mmの

変化に対し，オーバージェットの変化は約０．８mm

と各因子のなかで最も影響が大きかった。このた

め白人の歯牙形態を基準として処方されたプリア

ジャステッドアプライアンスを，上顎前歯辺縁隆

線厚径の大きい日本人歯牙に適応した場合，前歯

のオーバージェットが大きくなる。したがってこ

のときの調整法は，本研究結果と解剖学的に辺縁

隆線部は歯髄から離れていることより，辺縁隆線

の削除などの咬合調整が効果的であると考えられる。

２）歯冠幅径の変化による前歯水平被蓋への影響

について

上下顎前歯歯冠幅径と被蓋の関係について，

Bolton３，４）は anterior ratio 分析を発表し，これに

ついての報告は多数ある６～１０）。これらの研究で

は，いずれも歯冠幅径が正常な前歯被蓋関係を獲

得するための大きな要因であるとの見解は一致し

ているが，anterior ratio とオーバージェットの

関係まで予測するに至っていない。

anterior ratio とオーバージェットの関係につ

いて，谷田部ら１１）は正常咬合者の模型計測から一

次回帰式で表しているが，本研究結果より，同じ

anterior ratio でも上顎歯間幅径を変化させた場

合と下顎歯間幅径を変化させた場合とでは，オー

バージェットが異なった。このため，オーバー

ジェットの予測のために anterior ratio を使用す

る際には，上下顎前歯幅径のどちらに不調和があ

るのかを確認することが重要であると考えられる。

前歯歯冠幅径とオーバージェットの関係につい

ては，本研究結果より歯冠総幅径１mmの増加に

対し，オーバージェットの変化は約０．４mmとな

り，上顎前歯辺縁隆線厚径についで影響が大き

かった。このため叢生症例等で歯冠幅径に不調和

が見られる場合，適正な前歯被蓋が得られないこ

とが予想される。

本研究結果より，このときの調整法は隣接面部
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のディスキングが有効であると考えられる。ディ

スキングの有効性については多数の報告があ

り１４，３９），さらに臨床上しばしば遭遇する上顎側切

歯の矮小歯に対しても補綴的に歯冠幅径を調整す

る方法も報告されている４０）。したがって適正な水

平被蓋を獲得するための歯冠幅径調整が有効であ

ると確認できた。

３）インクリネーションの変化による前歯水平被

蓋への影響について

インクリネーションとアーチレングスの関係に

ついて，Tuverson１２）は上顎１mm以下のアーチ

レングスの不足には，インクリネーションにより

調整可能であり，O�Higgins ら１５）はインクリネー
ション５°の増加に対し，アーチレングスが１

mm増加すると報告している。本研究結果もこれ

らの報告を支持するものであり，インクリネー

ション２°の増加に対し，上下アーチレングスは

約０．４mm増加した。

インクリネーションとオーバージェットの関係

について，本研究結果では，上顎前歯のインクリ

ネーション２°の増加に対し，オーバージェット

は約０．２mm増加，下顎前歯のインクリネーショ

ン２°の増加に対し，オーバージェットは約０．１

mm減少し，歯冠幅径についで影響が大きかっ

た。谷田部ら１１）は幾何学的にこれを検討し，イン

クリネーション８°の変化量に対して，オーバー

ジェットが１mm変化すると報告しており，本研

究結果との相違があった。この原因として，幾何

モデルでは表現できないインクリネーションの変

化における歯間スペースの増減が影響していると

考えられる。

一方，顎骨の前後的位置関係の不調和を示す不

正咬合者では，正常な前歯被蓋関係の獲得のため

に，上下顎前歯の歯軸による補償が行われてい

る。この顎骨の不調和に対応できるように，

Andrews１４）は上下顎前歯に±５°のインクリネー

ションを変化させた３種類の処方を発表してお

り，本研究結果よりこの処方が前歯水平被蓋関係

に及ぼす影響を検討すると０．７mmのオーバー

ジェットの変化が認められ，この処方の有効性が

確認できた。

したがって１種類のブラケットで対応する際，

ワイヤーにサードオーダーベンド，ワイヤー

フォーミング１４）を付与するか，ブラケットとワイ

ヤー間のロストモーション４１）を利用して補償を行

う必要性があり，インクリネーションの変化が適

正な前歯水平被蓋を得るための有効な調整手段で

あることが示唆された。

本研究でインクリネーションに対するオーバー

ジェットへの影響は排列因子のなかで最も大きい

と確認できたが，骨格系の不調和の歯軸への影響

度，およびHussels ら１３）が報告したブラケットハ

イトの影響は考慮されていないため，これらにつ

いては今後の検討が必要である。

４）アンギュレーションの変化による前歯水平被

蓋への影響について

単因子を比較した本結果では，他の因子とは異

なりアンギュレーションとアーチレングス，オー

バージェットの関係は５次または，３次の関係式

で表された。これは，アンギュレーションが増減

したときのアーチレングス，オーバージェット

は，振幅をもちながら増減することを示してい

る。これは，アンギュレーションの増加に伴い歯

牙の形態の影響が表れた結果だと考えられ，他の

歯牙形態による今後の検討が必要である。

アンギュレーションとアーチレングスの関係に

ついての報告は多数あり１２～１６），Tuverson１２）は２

mm以上の上顎アーチレングス不足に対し，アン

ギュレーションの増加が有効であるとし，

Andrews１４）は上顎中切歯のアンギュレーションが

０°から５°に変化する際，アーチレングスは

０．１５mm増加し，側切歯が０°から９°に変化す

る際０．２５mm増加すると報告している。本研究結

果も従来の報告を支持するものであり，上顎６前

歯のアンギュレーション２°の増加に対し，アー

チレングスは０．３mm増加した。

アンギュレーションとオーバージェットの関係

については，本研究結果より上顎前歯のアンギュ

レーション２°の変化に対し，オーバージェット

は，約０．１mm変化し，各因子中で４番目に影響
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度が大きかった。しかし，アンギュレーションを

変化させ適正な前歯水平被蓋を得る場合，ブラッ

クトライアングル，隣在歯間における歯根近接等

の問題のため５°のアンギュレーションの増加が

限界であると思われ，本研究よりこのときのオー

バージェット増加量は０．３mmとなり，アンギュ

レーションによる前歯水平被蓋の調整効果は少な

いと考えられた。

一方，Hussels ら１３），Kirschen ら１６），Bennett ら４０）

は，歯冠形態の違いによるアーチレングスへの影

響について報告しているが，本研究は１症例のシ

ミュレーションであるため，歯冠形態の違いによ

る水平被蓋関係への影響を検討できないので，さ

らに詳細な検討が必要と考える。

５）アーチフォームの変化による前歯水平被蓋へ

の影響について

本研究結果より，上下顎犬歯間幅径の１mm増

加に対し，オーバージェットは約０．２mm増加し

た。これは前歯部におけるアーチフォームは，上

顎が緩かで下顎が急なカーブを描いており，上下

顎の犬歯間幅径を同量変化させると，上顎に比べ

下顎のアーチ変化が大きく，オーバージェットの

増減が起こると考えられた。犬歯間幅径とオー

バージェットの関係について，Braun ら１７，１８）は cos

関数でアーチフォームを表現し，犬歯間幅径と

アーチレングスから前歯歯列長径を求めており，

本研究の報告と近似していた。またNojima ら４２）

の報告から，日本人のアーチフォームは白人に比

べ幅径が広く，本研究結果より治療後のオーバー

ジェットが大きくなることが考えられた。

矯正治療後の咬合安定のためには，アーチ

フォームや犬歯間幅径を変化させない方がよいと

いう報告があり４３），そのためFelton ら４４）は一種類

の既製のアーチワイヤーフォームではすべての患

者には適用できないとしており，矯正治療におい

て個人のアーチフォームを考慮する必要がある。

以上より犬歯間幅径の水平被蓋関係への影響は

少ないが，術前にこの影響を考慮に入れた予測と

個人のアーチフォーム設定の必要性が示唆され

た。

６）複数の因子が同時に変化したときの前歯被蓋

量への影響について

前歯の形態，排列の５つの因子は，単独で水平

的被蓋に影響を与えているわけではなく，これら

の因子が重なり合って前歯被蓋に影響を与えてお

り，また治療上，適正な前歯水平被蓋を得るため

に各因子の調整の効果度を検討する必要がある。

これらについて従来の研究２～１８）は，１つまたは２

つの因子で検討しているため，各因子の影響度の

比較ができなかった。

今回，５つの因子を同時に変化させ同一条件下

で比較した本研究により，上顎前歯辺縁隆線厚

径，歯冠幅径，インクリネーション，アンギュ

レーション，アーチフォームの順で前歯水平被蓋

に対する影響度が大きいことが判明した。した

がって矯正治療開始前に，歯牙の解剖学的形態，

骨格の不調和により正常な前歯被蓋関係を得るこ

とが困難であると診断された場合に，各因子の効

果度を考慮に入れた調整法が予測可能となった。

この研究結果は，治療計画樹立の上で治療結果が

正確に予測でき，従来に比較しより精度の高い診

断法確立の可能性を示すものである。

しかし，今回の方法では，上下犬歯間のコンタ

クトポイントを一定に保持し計測を行ったが，実

際の臨床において，適正な前歯被蓋関係を獲得す

るために，前歯の排列，形態で調整しきれない場

合は，犬歯及び大臼歯の前後的な位置関係を変化

させ対応する場合がある。今後，臼歯部を含めた

三次元画像コンピュータシミュレーションについ

て，検討の必要性がある。

結 論

プリアジャステッドアプライアンス法による治

療終了時を想定して，前歯の形態因子である上

顎前歯辺縁隆線厚径，歯冠幅径および，排列因子

であるインクリネーション，アンギュレーショ

ン，アーチフォームと前歯水平被蓋との関係をコ

ンピュータ上で検討した結果，以下の結論を得

た。

１．矯正治療予測研究における，三次元画像コン
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ピュータシミュレーション法が確立できた。

２．前歯の形態，排列因子が単独に変化したとき

の，前歯水平被蓋量の関係式が得られた。

３．前歯の形態，排列因子が同時に変化したとき

の，前歯水平被蓋量への影響が以下の関係式で示

された。

ｙ＝０．８７ｘ１＋０．４２ｘ２u－０．３９ｘ２l＋０．０８ｘ３u－

０．０４ｘ３l＋０．０６ｘ４u－０．０３ｘ４l＋０．１６ｘ５＋０．０９

ｒ２＝０．９１

ｘ１：上顎前歯辺縁隆線厚径変化量

ｘ２u：歯冠幅径変化量（上顎）

ｘ２l：歯冠幅径変化量（下顎）

ｘ３u：インクリネーション変化量（上顎）

ｘ３l：インクリネーション変化量（下顎）

ｘ４u：アンギュレーション変化量（上顎）

ｘ４l：アンギュレーション変化量（下顎）

ｘ５：犬歯間幅径変化量

ｙ ：オーバージェット変化量

また，この標準回帰式より前歯水平被蓋に与え

る影響度は，上顎前歯辺縁隆線厚径，歯冠幅径，

インクリネーション，アンギュレーション，アー

チフォームの順で大きかった．

４．プリアジャステッドアプライアンス法にて治

療を行う際，術前に歯牙の解剖学的形態，骨格の

不調和が矯正治療術前に確認された場合，正常な

前歯水平被蓋を獲得するための前歯の調整法，お

よび調整量の予測が可能となった。
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Abstract

The purpose of this study was to evaluate the effects of anterior teeth morphology and alignment

on overjet.

Teeth models were measured using a laser scanner to derive teeth image models, and the teeth

image models were then quantitatively analyzed using a 3 D computer simulation, which presupposed

a pre－adjusted appliance.

It was found that the effects of anterior teeth morphology and alignment on the overjet depended

on the following factors, arranged in order of influence : marginal ridge thickness of maxillary incisor ;

tooth width ; inclination ; angulation and arch form. Moreover, it was possible to predict the method

and amount of adjustment required for each factor in order to achieve a normal overjet, in those cases

where the tooth morphology and skeletal imbalances were diagnosed prior to orthodontic treatment.

（The Shikwa Gakuho，１０１：３５９～３７７，２００１）
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