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緒 言

閉口筋の筋力は，咬合部位と顎関節により支持

されるが１），頭蓋の形態的条件から個々の閉口筋

筋力が顎関節の負荷に及ぼす影響については不明

な点が多い。

まず，閉口筋筋力が顎関節の負荷に及ぼす影響

については，古くから多くの検討が行われている

が２～９），いずれも単純な槓桿作用に基づく推論に

すぎない。

さらに，近年コンピューターの発達に伴い，シ

ミュレーションによる生体力学的解析が試みられ

ている１０～１３）。Barbenel ら１４）はコンピューターを応

用した顎口腔系の生体力学的シミュレーションに

より噛みしめ時の顎関節に圧負担が生じているこ

とを報告し，木村ら１５），前田ら１６）による有限要素

法解析においても，噛みしめ時に顎関節に生ずる

圧縮方向の圧負担は下顎窩に対して前上方に作用

することが報告された。しかしながら，これらは

いずれも単純な二次元平面でのシミュレーション

で，特定の条件における顎関節の応力分布が検討

されているのみである。

そこで，本研究においては，曲面を用いた二次

元有限要素法解析を用いることにより，閉口筋筋

力の三次元的な作用のもとでの左右閉口筋筋力比

の変化および咬合部位の変化が，下顎頭の負荷に

及ぼす影響について検討を行った。

実 験 方 法

１．実験モデル

１）実験モデルの構成および材料定数

� 下顎骨部

本研究の解析モデルは，下顎骨体部が放物面を

描き，中切歯の近心切端隅角から第２大臼歯遠心

―――― 原 著 ――――

閉口筋筋力と咬合部位が下顎頭の負荷に及ぼす影響

柳 智 哉 辻 吉 純 岸 正 孝

東京歯科大学歯科補綴学第三講座

（主任：岸 正孝 教授）

（２００１年５月１１日受付）

（２００１年５月２９日受理）

抄 録：本研究は，曲面を用いた二次元有限要素法解析を用いることにより，閉口筋筋力の三次元
的な作用のもとでの左右閉口筋筋力比の変化および咬合部位の変化が，下顎頭の負荷に及ぼす影響
について検討を行った。結果は以下のように要約される。１．側頭筋（Tm）と咬筋（Mm）の筋力比
は，同側の下顎頭の変位角度を決定する。２．左右側の筋力比は下顎頭の変位量を決定し，咬合部
位が後方に移ると，その変位量は減少する。３．左右側の下顎頭の変位量が等しくなる筋力比が存
在する。４．作業側の筋力が均衡側より大きい（１．４倍以上）の場合には，咬合部位が後方に移る
と，下顎頭の変位角度は均衡側では減少し，作業側では増大する。５．筋力比が均衡側 Tm：均衡
側 Mm：作業側 Mm：作業側 Tm＝２．２５：０．２５：１．７５：１．７５および１．５：０．５：１．５：２．５の場合に
は，咬合部位が後方へ移るほど，応力値は左右側の下顎頭において減少する。

キーワード：下顎頭，閉口筋筋力，有限要素法解析

別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２
東京歯科大学歯科補綴学第三講座 柳 智哉

６４９

― 37 ―



頬側咬頭頂までの切端および機能咬頭頂が平面上

に存在し，下顎枝は正中線に対し平行に走行する

と定義した。

なお，この解析モデルの下顎頭中央部，切端，

機能咬頭頂の座標値については，本学解剖学講座

所有の有歯顎頭蓋骨の実測値より代表点を抽出

し，汎用有限要素法プログラム COSMOS／M

Ver．２．０（SRAC 社／横河技術情報社製）を用い，

有限要素モデルを構築した（図１）。

� 顎関節部

解析モデルとして，半円形の下顎頭上半部に滑

膜，関節円板および側頭骨関節窩が接触する条件

の顎関節部を構築し，半円を描く曲線の中心点を

下顎頭中央とし，本研究の解析評価部位とした。

また，関節円板の厚さは一定（１．６mm）１７）とし，

下顎頭と関節円板との間には，厚さ一定（０．４

mm）１８）の滑膜に相当する要素を介在させた。

� 材料定数

実験モデルを構成する要素の物性値は，木村

ら１５），前田ら１６），荒瀧ら１９）の報告を参考とし，表

１に示す値とした。

２）閉口筋

� 筋付着部

閉口筋の設定部位として，上條ら２０），井出ら２１）

の報告を参考として筋突起相当部に側頭筋付着部

を，下顎角相当部に咬筋付着部を，また，翼突筋

粗面相当部に内側翼突筋付着部を設定した。

� 作用方向

各筋肉の作用方向は羽田ら２２），伊介ら２３）の報告

を参考として，付着部位からＦ－Ｈ平面に対して

側頭筋は後上方に１０５°，咬筋は前上方に５０°，内

側翼突筋は前上方に６３°とし，矢状面に対して側

頭筋は上外方に７９°，咬筋は上外方に８０°，内側翼

突筋は上内方に１２５°とした（図２）。

� 基準筋力

閉口筋の筋力比を決定する方法として，CT 画

像等の断面積から体積を求め，その体積比から閉

口筋筋力を算出する方法が報告されている２４）が，

近年，断面積と筋力との関連性は無いとの報告２５）

もあることから，本研究においては，各筋の重量

を基準として筋力比を設定することとした。

まず小島ら２６）の報告から，各筋の筋重量は側頭

筋３４．３g，咬筋１８．０g，内側翼突筋５．２g であり，

咬筋を基準として重量比を求めると，およそ２：

１：１／３となる。ここで咬筋の筋力を３０N とする

と，それぞれの筋力はおよそ６０N，３０N，１０N と

表１ 実験モデルの物性値

対 象 ヤング率
（MPa） ポアソン比

Compact bone ２００００ ０．３０

Articular disk １００ ０．４５

Synovial membrane １ ０．４９

図１ 有限要素モデル
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なり，この筋力を基準筋力とした。

２．実験条件

実験モデルの閉口筋筋力比と咬合部位を設定

し，それらの組み合わせによる条件で，筋力発揮

時に下顎頭の変位量，変位角度および応力値を反

復計算した。

１）筋力比の変化

解析にあたっては，総筋力を一定として均衡側

と作業側との筋力比を３：３，２．５：３．５，２：４

と設定し，さらに側頭筋（Tm），咬筋（Mm）の

個々の筋力比を変化させ，表２に示すような条件

を設定した。これらの条件において咬合部位を変

化させた場合における下顎頭の変位量，変位角度

および応力値を算出した。なお，内側翼突筋

（Ptm）の筋力比は，片側咬合時の場合において，

共田ら２７）の報告を参考とし，筋力比を均衡側

Ptm：作業側 Ptm＝０．４：８．６として固定した。

２）咬合部位の変化

咬合部位については，第１小臼歯頬側咬頭頂，

第２小臼歯頬側咬頭頂，第１大臼歯遠心頬側咬頭

頂および第２大臼歯遠心頬側咬頭頂の４部位を設

定し，解析モデル上の各咬合部位にあたる節点か

ら１部位を選択し，変位境界条件を与えることで

拘束した。

表２ 閉口筋筋力比率

均衡側：作業側
＝ ３ ： ３

均衡側：作業側
＝ ２．５ ： ３．５

均衡側：作業側
＝ ２ ： ４

BTm：BMm：WMm：WTm BTm：BMm：WMm：WTm BTm：BMm：WMm：WTm

２．４ ： ０．１ ： １．９ ： １．６
２．２５：０．２５：１．７５：１．７５

２ ： １ ： １ ： ２ ２ ： ０．５ ： １．５ ： ２ １．９ ： ０．１ ： １．９ ： ２．１
２ ： １ ： ０．５ ： ２．５ １．７５：０．７５：１．２５：２．２５ １．７５：０．２５：１．７５：２．２５
２ ： １ ： １．５ ： １．５ １．５ ： １ ： １ ： ２．５ １．５ ： ０．５ ： １．５ ： ２．５

２．５ ： ０．５ ： １ ： ２ １．２５：１．２５：０．７５：２．７５ １．２５：０．７５：１．２５：２．７５
１．５ ： １．５ ： １ ： ２ １ ： １ ： １ ： ３

０．７５：１．２５：０．７５：３．２５

図２ 閉口筋の筋付着部および作用方向の概念図

歯科学報 Vol．１０１，No．７（２００１） ６５１
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３．解析方法

有限要素法の解析はパーソナルコンピューター

MateNX MA４０D（NEC 社製）上で汎用有限要素

法プログラム COSMOS／M Ver．２．０（SRAC 社／

横河技術情報社製）により実行した。なお，解析

条件としては SHELL 要素により構築された解析

モデルを線形静解析モジュールおよびストレスモ

ジュールを使用し，噛みしめ時を想定した静的解

析を行った。

４．実験結果の評価方法

本研究においては ZY 平面上の解析結果を均衡

側，作業側ともに二次元評価することとし，変位

量については，下顎頭中央の座標値と，閉口筋筋

力によりモデルが変位した後の下顎頭中央の座標

値から算出した。

移動前の座標を（x０，y０，z０），移動後の座標を

（x１，y１，z１）とし，側方観であるＺＹ平面上の座

標値を用い，二次元の変位量（L２D）を算出する

と，

���� ������������������

となり，これを変位量とした。

変位角度についても同様に，下顎頭中央の座標

値と，閉口筋筋力によりモデルが変位した後の下

顎頭中央の座標値から算出した。

変位角度 θ は，二次元での評価を行うため，

側方観である ZY 平面上の座標値を用い，

ZY 平面：����������������������

として算出し，右側方観でＦ－Ｈ平面を基準とし

て反時計回りに変位角度を表した（図１）。

また，応力値については，下顎頭中央に発現す

る最小主応力（圧縮応力）値を算出，絶対値で大小

を決定し評価した。

実 験 結 果

１．基準筋力比の解析結果

咬合部位を第１小臼歯頬側咬頭頂，第２小臼歯

頬側咬頭頂，第１大臼歯遠心頬側咬頭頂および第

２大臼歯遠心頬側咬頭頂相当部の４部位のうちか

ら１部位を選択し，左右筋力比を３：３として咬

合力を発揮させ解析を行った。

基準筋力比を BTm：BMm：WMm：WTm＝

２：１：１：２とし，咬合部位を変化させた場合

の解析結果を表３に示す。まず，片側咬合として

第１小臼歯から第２大臼歯までの咬合部位を後方

へ移動させた場合，下顎頭の変位量は均衡側では

１０２．００µm から７７．４７µm，作業側では，７９．２３µm
から８．３０µm へと特に作業側で大きく減少した。

下顎頭の変位角度は，均衡側では，６１°から６３°と

咬合部位の変化による影響は少ないのに対して，

作業側では，５７°から３１°へと減少した。また，下

顎頭に発現する応力値は，均衡側では－０．４６MPa

から－１．０６MPa へと大きく増加したが，作業側

では－０．６２MPa から－０．７０MPa と大きな変化は

みられなかった。

２．Tm と Mm の筋力比を変化させた場合の解

析結果

左右筋力比を３：３とし，均衡側，作業側それ

ぞれの Tm と Mm の筋力比を変化させた場合の

解析結果を表４－�～�に示す。

１）作業側の筋力を変化させた場合

� 作業側側頭筋（WTm）の筋力比を増大

基 準 筋 力 比 BTm：BMm：WMm：WTm＝

２：１：１：２に対し，閉口筋筋力比を２：１：

０．５：２．５とした時，基準筋力比での解析結果と比

較すると，変位量は，均衡側では増大し，作業側

では減少した。変位角度は，均衡側ではわずかに

減少し，作業側では増大したが，作業側において

第２大臼歯咬合時のみ大きく減少した。応力値

は，均衡側，作業側ともに増大した。

� 作業側咬筋（WMm）の筋力比を増大

表３ 基準筋力比における解析結果
BTm：BMm：WMm：WTm＝２：１：１：２

左右筋力比＝３：３
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂１０２．００７９．２３ ６１ ５７－０．４６－０．６２

第２小臼歯頬側咬頭頂９６．８０６１．２９ ６１ ５４－０．６２－０．６７

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂８７．６２３５．３１ ６１ ４８－０．８４－０．７０

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂７７．４７８．３０ ６３ ３１－１．０６－０．６８
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閉口筋筋力比を２：１：１．５：１．５とした時，基

準筋力比での解析結果と比較すると，変位量は，

わずかに均衡側では減少し，作業側では増大し

た。変位角度は，均衡側では増大し，作業側では

減少したが，作業側において第２大臼歯咬合時の

み増大した。応力値は，均衡側，作業側ともに減

少した。

２）均衡側の筋力を変化させた場合

� 均衡側側頭筋（BTm）の筋力比を増大

閉口筋筋力比を２．５：０．５：１：２とした時，基

準筋力比での解析結果と比較すると，変位量は，

均衡側では減少し，作業側では増大した。変位角

度は，均衡側では増大し，作業側ではわずかに減

少したが，作業側において第２大臼歯咬合時のみ

増大した。応力値は，均衡側，作業側ともに減少

した。

� 均衡側咬筋（BMm）の筋力比を増大

閉口筋筋力比を１．５：１．５：１：２とした時，基

準筋力比での解析結果と比較すると，変位量は，

均衡側では増大し，作業側では減少した。変位角

度は，均衡側では減少し，作業側ではわずかに増

大したが，作業側において第２大臼歯咬合時のみ

大きく減少した。応力値は，均衡側，作業側とも

に増大した。

３．左右筋力比および Tm と Mm の筋力比を変

化させた場合の解析結果

１）左右筋力比２．５：３．５の場合

左右筋力比を２．５：３．５とした場合の解析結果を

表５－�～�に，下顎頭における変位量の変化を

図３に示す。変位量は，筋力比の変化に伴い図３

－�に示す均衡側では増大し，図３－�に示す作

業側では減少した。また，いずれの筋力比率につ

いても咬合部位の後方への移動による変位量は，

均衡側では平均－２１．３３µm，作業側では平均－

７３．９６µm と作業側の変化が大きいことが認めら

れた。

下顎頭における変位角度の変化を図４に示す。

変位角度は，筋力比の変化に伴い図４－�に示す

均衡側では減少した。筋力比の変化による角度差

は，第１小臼歯で－８°であるのに対し，第２大

臼歯で－２３°と，咬合部位の後方移動により，そ

の差が大きくなる傾向が認められた。また図４－

表４－� BTm：BMm：WMm：WTm＝２：１：１．５：１．５

左右筋力比＝３：３
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂１００．０４８５．５９ ６２ ５６－０．３８－０．５１

第２小臼歯頬側咬頭頂９５．２８６７．８７ ６１ ５３－０．５３－０．５７

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂８６．７０４２．２６ ６２ ４７－０．７３－０．６０

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂７７．１８１５．６２ ６３ ３４－０．９４－０．５９

表４－� BTm：BMm：WMm：WTm＝２．５：０．５：１：２

左右筋力比＝３：３
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂９４．４３８２．９８ ６４ ５７－０．３２－０．５１

第２小臼歯頬側咬頭頂８８．７３６５．２８ ６５ ５３－０．４０－０．５４

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂７９．２３３９．４９ ６６ ４７－０．５６－０．５５

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂６９．３９１２．６２ ７０ ３３－０．７４－０．５２

表４－� BTm：BMm：WMm：WTm＝２：１：０．５：２．５

左右筋力比＝３：３
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂１０３．９７７２．９０ ６１ ５８－０．５４－０．７３

第２小臼歯頬側咬頭頂９８．３２５４．７５ ６０ ５５－０．７２－０．７８

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂８８．５５２８．３６ ６０ ４９－０．９５－０．８０

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂７７．８１１．５７ ６２ －１８－１．１８－０．７８

表４－� BTm：BMm：WMm：WTm＝１．５：１．５：１．２

左右筋力比＝３：３
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂１０９．７８７５．４９ ５９ ５８－０．６５－０．７４

第２小臼歯頬側咬頭頂１０５．１９５７．３２ ５８ ５４－０．８６－０．８１

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂９６．６３３１．１３ ５６ ４９－１．１２－０．８５

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂８６．６７４．００ ５６ ２６－１．３７－０．８５

表４ Tm と Mm の筋力比変化時における解析結果
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�に示す作業側ではわずかに増大した。すなわ

ち，筋力比の変化による角度差は，第１小臼歯で

＋３°，第２大臼歯で＋４°であり，咬合部位の後

方移動による変位角度の増減は少ない傾向が認め

られた。

下顎頭に発現する応力値の変化を図５に示す。

図５－�に示す均衡側において咬合部位別にみて

みると，応力値が最小となる筋力比は，第１小臼

歯で１．５：１：１：２．５であり，その時の最小応力

値は－０．３１MPa であった。また，第２小臼歯で

は１．７５：０．７５：１．２５：２．２５で－０．２６MPa，第１

大 臼 歯 で は２．２５：０．２５：１．７５：１．７５で－０．２１

MPa，第２大臼 歯 で は２．４：０．１：１．９：１．６で－

０．０７MPa であった。すなわち，応力値が最小と

なる条件は，筋力比および咬合部位により変化す

ることが認められた。また，図５－�に示す作業

側においても同様に，応力値が最小となる筋力比

は，第１小臼歯で２：０．５：１．５：２であり，その

時の最小応力値は－０．３０MPa であった。また，

第２小 臼 歯 で は２：０．５：１．５：２で－０．２８

MPa，第１大臼 歯 で は２．２５：０．２５：１．７５：１．７５

で－０．２４MPa，第２大 臼 歯 で は２．２５：０．２５：

１．７５：１．７５で－０．２１MPa であった。すなわち，

応力値が最小となる条件は，筋力比および咬合部

表５－� BTm：BMm：WMm：WTm＝２．２５：０．２５：１．７５：１．７５

左右筋力比＝２．５：３．５
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂７５．６２１０６．１４ ６６ ５６－０．６０－０．４１

第２小臼歯頬側咬頭頂７１．１０８７．８７ ６７ ５３－０．４２－０．３１

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂６３．２５６１．２９ ６９ ４８－０．２１－０．２４

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂５５．１１３３．４２ ７４ ４１－０．１８－０．２１

表５－� BTm：BMm：WMm：WTm＝２．４：０．１：１．９：１．６

左右筋力比＝２．５：３．５
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂７２．８８１０９．１８ ６７ ５６－０．６７－０．４９

第２小臼歯頬側咬頭頂６８．４１９１．０４ ６８ ５３－０．４９－０．３９

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂６０．８０６４．６４ ７２ ４７－０．２７－０．２９

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂５３．１８３６．９３ ７８ ４１－０．０７－０．２４

表５－� BTm：BMm：WMm：WTm＝１．７５：０．７５：１．２５：２．２５

左右筋力比＝２．５：３．５
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂８５．０５９６．０４ ６２ ５７－０．３９－０．３２

第２小臼歯頬側咬頭頂８０．５２７７．３３ ６１ ５４－０．２６－０．３６

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂７２．２８５０．１６ ６１ ４９－０．３９－０．４１

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂６３．０５２１．７４ ６３ ４２－０．６１－０．４２

表５－� BTm：BMm：WMm：WTm＝２：０．５：１．５：２

左右筋力比＝２．５：３．５
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂８０．２８１０１．８ ６４ ５７－０．４９－０．３０

第２小臼歯頬側咬頭頂７５．７２８２．５９ ６４ ５４－０．３２－０．２８

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂６７．６２５５．７２ ６５ ４８－０．２２－０．２９

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂５８．８１２７．５９ ６８ ４１－０．４０－０．３０

表５－� BTm：BMm：WMm：WTm＝１．５：１：１：２．５

左右筋力比＝２．５：３．５
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂８９．９０９１．０１ ６０ ５８－０．３１－０．４１

第２小臼歯頬側咬頭頂８５．４４７２．０７ ５９ ５５－０．３６－０．４８

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂７７．２０４４．６１ ５８ ５０－０．５８－０．５３

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂６７．７０１５．９１ ５９ ４３－０．８３－０．５５

表５－� BTm：BMm：WMm：WTm＝１．２５：１．２５：０．７５：２．７５

左右筋力比＝２．５：３．５
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂９４．８２８５．９８ ５９ ５９－０．３４－０．５２

第２小臼歯頬側咬頭頂９０．４８６６．８３ ５７ ５６－０．５１－０．５９

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂８２．３１３９．０７ ５５ ５１－０．７８－０．６５

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂７２．７１１０．０８ ５５ ４５－１．０５－０．６８

表５ Tm と Mm の筋力比変化時における解析結果

６５４ 柳，他：閉口筋と咬合部位が下顎頭の負荷に及ぼす影響
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位により変化するが，作業側においては均衡側と

比較した場合，その変化は小さいことが認められ

た。

２）左右筋力比２：４の場合

左右筋力比を２：４とした場合の解析結果を表

６－�～�に，下顎頭における変位量の変化を図

６に示す。変位量は，筋力比の変化に伴い図６－

�に示す均衡側では増大し，図６－�に示す作業

図３－� 均衡側下顎頭 図３－� 作業側下顎頭
図３ 下顎頭における変位量の変化 均衡側：作業側＝２．５：３．５

図４－� 均衡側下顎頭 図４－� 作業側下顎頭
図４ 下顎頭における変位角度の変化 均衡側：作業側＝２．５：３．５

図５－� 均衡側下顎頭 図５－� 作業側下顎頭
図５ 下顎頭に発現する応力値の変化 均衡側：作業側＝２．５：３．５
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側では減少した。また，いずれの筋力比率につい

ても咬合部位の後方への移動による変位量は，均

衡側では平均－１９．１２µm，作業側では平均－７７．９４

µm と作業側の変化が大きいことが認められた。

下顎頭における変位角度の変化を図７に示す。

変位角度は，筋力比の変化に伴い図７－�に示す

均衡側では減少した。咬合部位別での筋力比の変

化による角度差は，第１小臼歯で－９°であるの

に対し，第２大臼歯で－２６°と，咬合部位の後方

移動により，その差が大きくなる傾向が認められ

た。また，図７－�に示す作業側ではわずかに増

大した。すなわち，筋力比の変化による角度差

は，第１小臼歯で＋２°，第２大臼歯で＋７°であ

り，咬合部位の後方移動による変位角度の増減は

少ない傾向が認められた。

下顎頭に発現する応力値の変化を図８に示す。

図８－�に示す均衡側において咬合部位別にみて

みると，応力値が最小となる筋力比は，第１小臼

歯で０．７５：１．２５：０．７５：３．２５であり，その時の最

小応力値は－０．３８MPa であった。また，第２小

臼 歯 で は０．７５：１．２５：０．７５：３．２５で－０．２８

MPa，第１大臼 歯 で は１．２５：０．７５：１．２５：２．７５

で－０．１９MPa，第２大 臼 歯 で は１．７５：０．２５：

１．７５：２．２５で－０．１４MPa であった。すなわち，

表６－� BTm：BMm：WMm：WTm＝１．９：０．１：１．９：２．１

左右筋力比＝２：４
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂６０．５９１２０．９２ ６６ ５７－０．８９－０．７９

第２小臼歯頬側咬頭頂５６．７４１０１．７９ ６７ ５４－０．６９－０．６５

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂４９．８２７３．９１ ７０ ４９－０．４４－０．５０

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂４２．５０４４．６７ ７６ ４３－０．２２－０．３８

表６－� BTm：BMm：WMm：WTm＝１．７５：０．２５：１．７５：２．２５

左右筋力比＝２：４
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂６３．３６１１７．８９ ６５ ５７－０．８２－０．７０

第２小臼歯頬側咬頭頂５９．４８９８．６３ ６５ ５４－０．６２－０．５５

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂５２．３７７０．５８ ６６ ４９－０．３７－０．３９

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂４４．５８４１．１８ ７１ ４４－０．１４－０．２６

表６－� BTm：BMm：WMm：WTm＝１．５：０．５：１．５：２．５

左右筋力比＝２：４
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂６８．１１１１２．８６ ６２ ５８－０．７０－０．５５

第２小臼歯頬側咬頭頂６４．２３９３．３７ ６２ ５４－０．５０－０．３９

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂６１．８５５９．４９ ５８ ５０－０．２５－０．２３

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂４８．６４３５．３６ ６４ ４４－０．１８－０．１９

表６－� BTm：BMm：WMm：WTm＝１．２５：０．７５：１．２５：２．７５

左右筋力比＝２：４
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂７２．９５１０７．８２ ６０ ５８－０．５９－０．４１

第２小臼歯頬側咬頭頂６９．１５８８．１２ ５９ ５５－０．３９－０．２７

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂６１．８５５９．４９ ５８ ５０－０．１９－０．２５

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂５３．２６２９．５４ ５９ ４５－０．４０－０．２９

表６－� BTm：BMm：WMm：WTm＝１：１：１：３

左右筋力比＝２：４
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂７７．８７１０２．８０ ５８ ５９－０．４８－０．３１

第２小臼歯頬側咬頭頂７４．２１８２．８７ ５６ ５６－０．２９－０．３０

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂６７．０１５３．９５ ５４ ５１－０．３４－０．３６

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂５８．３３２３．７４ ５４ ４７－０．６１－０．４２

表６－� BTm：BMm：WMm：WTm＝０．７５：１．２５：０．７５：３．２５

左右筋力比＝２：４
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂８２．８７９７．８０ ５７ ５９－０．３８－０．３２

第２小臼歯頬側咬頭頂７９．３８７７．６４ ５４ ５７－０．２８－０．４０

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂７２．３６４８．４４ ５２ ５２－０．５２－０．４９

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂６３．７２１７．９７ ５０ ５０－０．８３－０．５５

表６ Tm と Mm の筋力比変化時における解析結果
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応力値が最小となる条件は，筋力比および咬合部

位により変化することが認められた。また，図８

－�に示す作業側においても同様に，応力値が最

小となる筋力比は，第１小臼歯で１：１：１：３

であり，その時の最小応力値は－０．３１MPa で

あ っ た。ま た，第２小 臼 歯 で は１．２５：０．７５：

１．２５：２．７５で－０．２７MPa，第１大臼歯では１．５：

０．５：１．５：２．５で－０．２３MPa，第２大 臼 歯 で は

図６－� 均衡側下顎頭 図６－� 作業側下顎頭
図６ 下顎頭における変位量の変化 均衡側：作業側＝２：４

図７－� 均衡側下顎頭 図７－� 作業側下顎頭
図７ 下顎頭における変位角度の変化 均衡側：作業側＝２：４

図８－� 均衡側方顎頭 図８－� 作業側下顎頭
図８ 下顎頭に発現する応力値の変化 均衡側：作業側＝２：４
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１．５：０．５：１．５：２．５で－０．１９MPa であっ た。す

なわち，応力値が最小となる条件は，筋力比およ

び咬合部位により変化するが，作業側においては

均衡側と比較した場合，その変化は小さいことが

認められた。

考 察

１．実験モデルについて

有限要素法解析においては，以前より二次元有

限要素法を用いた顎関節の負荷についての報告が

なされているが１５，１６），それらは咬合部位と顎関節

の位置的関係を単純に二次元平面化しているもの

であり，均衡側および作業側下顎頭の関係が再現

されていない。また，三次元有限要素法解析２８）の

試みはなされているものの，条件の複雑さやデー

タ数が膨大で効果的な解析が困難な状況にある。

この事を考慮し，本研究では解析モデルに

SHELL 要素を取り入れる事によって，下顎骨の

三次元的形態を二次元の平面および二次元の曲面

として解析し得ると考えられることから，曲面を

用いた二次元有限要素法解析による三次元的検討

を試みた。

本解析に用いた有限要素モデルは，本学解剖学

講座所有の有歯顎頭蓋骨の計測値より代表点を抽

出し構築しているため，下顎骨本来の解剖学的形

態とは異なるものの，解析を行う上で必要となる

節点間の位置的関係はそれとほぼ一致している。

また，解析モデル構築の際，実定数（モデルの厚

み）を下顎頭の内外側幅に近似させ２０mm と設定

した２９）。この有限要素モデルの生体との大きな違

いとして，関節窩の形態があげられる。解剖学的

に関節窩は下顎骨下顎頭を包み込む凹型の形態で

あるが，本解析モデルでは前後的に包み込んでい

るのみで，要素の特性上，下顎頭の内外側的な変

位を抑制する形態ではない。今回実定数を２０mm

と設定したことにより，実定数１mm の解析結果

と比較すると，X 軸方向の変位量が１０－４程減少

し，内外側的な変位が抑制された。

また近年，有限要素法を用いて顎関節の解剖学

的形態を再現し，顎関節に加わる負荷解析を行っ

ている報告１８，２８）もあり，より詳細な検討が可能と

なっている。しかしながら，これらのモデルは解

剖学的形態を詳細に再現するほどその構造が複雑

となり，モデルの構築および解析に多大な時間を

要することから，閉口筋筋力比および咬合部位の

変化による影響を複数の条件下にて解析を行い比

較検討する本研究の目的からは，より単純な構造

が適していると考えられる。したがって，下顎頭

上半部および下顎窩を半円形とした。

２．モデルの物性値について

有限要素法においては，モデルを構成する個々

の要素の物性値が解析結果に大きな影響を及ぼす

こと３０）は周知の事実である。したがって，それが

精確にモデルに再現されれば，外力に対する構造

物の細部にわたる応力や変位などをきわめて高い

精度で定量的に評価することが可能となる。しか

し，本実験モデルの構成要素である緻密骨や関節

円板などの生体組織は，材料定数の測定が困難で

あり，それらを精確にモデルに再現することは難

しい３１）。特に関節円板，滑膜等の顎関節を構成す

る生体軟組織については，その物性値を正確に測

定した報告はなされておらず，臨床実測値に対応

した生体の力学的な顎運動シミュレーションが適

切に表現できるとは限らない。したがって，本実

験モデルにおいては，複数の予備実験からモデル

に用いる三次元的構成要素を二次元の緻密骨，関

節円板，滑膜の三要素として簡易化し，過去の報

告１５，１６，１９，２８，３２）より物性値の検討を加え，それぞれの

材料定数を決定した。

３．評価部位について

本解析では，評価部位を下顎頭中央とした。片

側咬合時の閉口筋筋力発揮時において，左右側下

顎頭はそれぞれ異なる変位を示すこととなる。し

たがって均衡側，作業側それぞれの下顎頭中央部

を本研究の解析評価部位とした。

４．閉口筋筋力の条件について

解析モデルに設定した閉口筋の作用方向は，解

剖学的な閉口筋の作用方向に近似させた。今回の

解析は，この各閉口筋の作用方向を固定し，閉口

筋筋力のみを変化させた。

６５８ 柳，他：閉口筋と咬合部位が下顎頭の負荷に及ぼす影響

― 46 ―



１）筋力比の決定について

本解析では，閉口筋筋力比率に規則的な条件を

与えることとしたが，まず，総筋力が一定の状態

で基準筋力として設定した Tm：Mm＝２：１の

場合，片側咬合時に均衡側：作業側＝３：３とな

る条件として，BTm：BMm：WMm：WTm＝

２：１：１：２を設定し，これを基準筋力比とし

た。次に，左右筋力比が３：３で，均衡側，作業

側それぞれの Tm と Mm の筋力比を変化させ，

各筋の筋力比を増減させた。さらに，筋電図を用

いた報告２７）により，片側咬合時の左右側筋放電に

は大きな差が見られない事から，総筋力が一定の

状態で，均衡側と作業側の筋力比を３：３から

２．５：３．５，２：４と変化させ，Tm と Mm の比

率に変化を与え，筋力比の異なる合計１７種類の条

件を設定した。すなわち，基準筋力比と比較し

て，Tm 比率が不変の条件と Mm 比率が不変の

条件とを設定し，それらを基準として等間隔に比

率を変化させ，閉口筋筋力比率とした。また，条

件内に比率の変化が等間隔ではない条件が存在す

るが，それらに関しては，BMm の筋力比が０と

なって筋力を発揮しない条件となり，筋電計を用

いた報告２７）から考えると非現実的となるため条件

から除外した。

２）内側翼突筋（Ptm）について

本研究において閉口筋である Ptm は筋力比を

固定した。Ptm の筋力の条件を変化させた場合

には，筋力比の条件設定が飛躍的に増加し，解析

および評価が複雑となる。また，Ptm の筋力

は，Tm，Mm に比べ閉口筋のなかでは最小であ

り，作用方向は図２に示すようにＦ－Ｈ平面に対

し Mm と近似しており，矢状面においては，X

軸方向に関して Mm に対する筋力が拮抗してい

ることから，Ptm は同側の Mm の X 軸方向にお

ける筋力を減少させ，反対にＹ軸およびＺ軸方向

の筋力を増大する方向へ作用していると判断され

る。このことから，Mm と Ptm を一つの筋力と

して解析を行っている報告１５，３１）もあり，Ptm の筋

力比の変化は本解析結果への影響は少ないものと

思われる。

そこで，基準筋力が最小である Ptm の筋力比

は固定し，Tm，Mm の筋力比による変化のみを

より詳細に検討することとした。閉口筋の筋重量

から求めた Ptm の基準筋力を１０Ｎとし，両側咬

合時には左右同等の筋力としたが，片側咬合時に

は発揮される筋力は異なることが報告２７）されてい

ることから，両側咬合時と片側咬合時との筋電比

率の差を求め，それを Ptm 筋力へと換算した。

その結果，両側咬合時の１０Ｎに対して，片側咬合

時では均衡側 Ptm で０．４Ｎ，作業側 Ptm で８．６Ｎ

となり，これらを固定筋力値とした。しかしなが

ら Ptm に関する研究報告は少なく，この筋力に

関しては，今後検討が必要であると思われる。

５．解析結果について

１）下顎頭の変位量について

各咬合部位によって得られた変位量については

結果（表３～６）において述べた通りであるが，比

較すべき第１小臼歯咬合時と第２大臼歯咬合時に

おける変位量の差および減少率について検討を進

めたい。

ま ず，基 準 筋 力 比 で あ る BTm：BMm：

WMm：WTm＝２：１：１：２の 場 合，第１小

臼歯から第２大臼歯までの咬合部位の後方移動に

伴い，変位量は均衡側では２４．５３µm（２４％）減少

し，作業側では７０．９３µm（９０％）減少した。同様に

左右筋力比２．５：３．５の場合，均衡側で平均２１．３３

µm（２６％）減少，作業側で平均７３．９６µm（７５％）減

少となり，左右筋力比が２：４の場合，均衡側で

平均１９．１２µm（２７％）減少，作業側で平均７７．９４µm
（７１％）減少を示した。このように，いずれの左右

筋力比においても特に作業側の変位量は大きく減

少し，左右筋力比の差が大きくなるほど，均衡側

の減少率は増大し，作業側は減少する傾向が認め

られた。また，いずれの比率においても咬合部位

が後方へ移動することにより，均衡側，作業側と

もに変位量は減少した。

次に，左右筋力比が３：３で，均衡側，作業側

それぞれの Tm と Mm の筋力比を変化させた場

合には，WTm と BMm，BTm と WMm が変位

量に対し，それぞれの変化によって同様の作用を
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示すことが認められた。すなわち，WTm もしく

は BMm の筋力比を増大させると，変位量は均衡

側では増大し，作業側は減少を示し，BTm もし

くは WMm の筋力比を増大させると，均衡側は

減少，作業側は増大を示した。

また，筋力比の条件の違いによる変位量に関し

て，左右筋力比が２．５：３．５の場合，筋力比の条件

に伴い図３－�に示す均衡側では，ほぼ同等の比

例的な増大を示し，図３－�に示す作業側では，

ほぼ同等の比例的な減少を示した。左右筋力比が

２：４の場合，筋力比の条件に伴い図６－�に示

す均衡側では，ほぼ同等の比例的な増大を示し，

図６－�に示す作業側では，ほぼ同等の比例的な

減少を示した。

以上のように，本解析結果においては両側下顎

頭の変位量という三次元的な変化を二次元的に解

析していることから，前頭面観および矢状面観の

２方向からの二次元的な考察を行うことにより，

この現象をより明確に把握できると判断した。す

なわち，前頭面観で考えた時，左右の筋力が等し

い場合は，支点となる咬合部位が正中であれば下

顎頭の変位量は左右等しくなる。今回は第１小臼

歯が，設定した咬合部位の中では最も正中よりに

存在することから，均衡側と作業側の変位量の差

は最小となったと考えられる。また，作業側の変

位量の減少が大きい点に関しては，前頭面観で考

えた時，支点が作業側下顎頭に近づくにつれ，作

業側の変位量が減少することは明白であるが，そ

の反面，均衡側の変位量は増大するはずである。

しかしながら，本解析結果からも解る通り，均衡

側の変位量についても減少している。これは矢状

面観で考えた時，咬合部位の後方への移動により

支点が下顎頭に近づくことによるものと考えら

れ，咬合部位の後方への移動に伴って，均衡側の

変位量も減少したものと考えられる。

さらに，左右の筋力比を変化させ，総筋力が一

定の条件で均衡側の筋力を減少，作業側の筋力を

増大させた場合には，筋力比率の変化により均衡

側の変位量は減少し，作業側は増大した。また，

左右筋力比率の変化に伴って，均衡側では変化が

現れにくくなり，作業側では現れやすくなった。

また，図９に示すように，各咬合部位で作業側と

均衡側の変位量が等しくなる筋力比率の存在もグ

ラフの交点より確認できる。

以上のことから，下顎頭の変位量に関しては，

左右筋力比の変化が重要な役割を示しており，左

右側下顎頭の変位量が等しくなる筋力比の存在も

明らかとなった。

２）下顎頭の変位角度について

各咬合部位によって得られた変位角度について

も結果（表３～６）において述べた通りであるが，

比較すべき第１小臼歯咬合時と第２大臼歯咬合時

における変位角度の差および増減率について検討

を進めたい。

図９－� 均衡側：作業側＝２．５：３．５ 図９－� 均衡側：作業側＝２：４

図９ 均衡側および作業側下顎頭の変位量の変化
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ま ず，基 準 筋 力 比 で あ る BTm：BMm：

WMm：WTm＝２：１：１：２の 場 合，第１小

臼歯から第２大臼歯までの咬合部位の後方移動に

伴い，変位角度は均衡側では２°（３％）増大し，

作業側では２６°（４６％）減少した。同様に左右筋力

比が２．５：３．５の場合均衡側で平均３°（５％）増

大，作業側で平均１５°（２６％）減少となり，左右筋

力比が２：４の場合，均衡側で平均１°（２％）増

大，作業側で平均１２°（２１％）減少と，特に作業側

の変位角度は大きな減少を示した。

次に，左右筋力比が３：３で，均衡側，作業側

それぞれの Tm と Mm の筋力比を変化させた場

合には，WTm と BMm，BTm と WMm が変位

角度に対し，それぞれの変化によって同様の作用

を示すことが認められた。すなわち，WTm もし

くは BMm の筋力比を増大させると，変位角度は

均衡側では減少し，作業側は増大を示し，BTm

もしくは WMm の筋力比を増大させると，均衡

側は増大，作業側は減少を示した。しかし，第２

大臼歯咬合時の作業側の変位角度のみ筋力の作用

が逆となり，WTm もしくは BMm の筋力比を増

大させると減少し，BTm もしくは WMm の筋力

比を増大させると，増大を示した。特に，WTm

筋力比を増大させた場合の角度の減少は大きかっ

た。

また，筋力比の条件の違いによる変位角度に関

して，左右筋力比が２．５：３．５の場合，筋力比の条

件変化に伴い図４－�に示す均衡側では，咬合部

位が後方ほど大きく減少し，図４－�に示す作業

側では，ほぼ同等の比例的な増大を示した。ま

た，左右筋力比が２：４の場合，筋力比の条件に

伴い図７－�に示す均衡側では，咬合部位が後方

ほど大きく減少し，図７－�に示す作業側では，

ほぼ同等の比例的な増大を示した。

次に，変位角度を咬合部位別でみてみると，均

衡側では左右筋力比が２．５：３．５の場合，筋力比の

条件変化に伴い，咬合部位が第１小臼歯で８°減

少，第２小臼歯で１１°減少，第１大臼歯で１７°減

少，第２大臼歯で２３°減少と咬合部位の後方への

移動に伴い大きく減少した。左右筋力比が２：４

の場合，筋力比の条件に伴い咬合部位が第１小臼

歯で９°減少，第２小臼歯で１３°減少，第１大臼歯

で１８°減少，第２大臼歯で２６°減少と２．５：３．５同

様，咬合部位の後方への移動に伴い大きく減少し

た。作業側では左右筋力比が２．５：３．５の場合，咬

合部位が第１小臼歯で３°増大，第２小臼歯で３°

増大，第１大臼歯で４°増大，第２大臼歯で４°増

大と咬合部位の後方への移動に伴いわずかに増大

した。また，左右筋力比が２：４の場合，筋力比

の条件に伴い咬合部位が第１小臼歯で２°増大，

第２小臼歯で３°増大，第１大臼歯で３°増大，第

２大臼歯で７°増大と２．５：３．５同様，咬合部位の

後方への移動に伴い増大した。

以上の結果をまとめると，変位角度の増減は，

均衡側では BTm と BMm，作業側では WTm と

WMm の筋力比の増減による影響が強いことが

明らかとなった。また，総筋力が一定の条件で左

右の筋力比を変化させ，均衡側の筋力を減少，作

業側の筋力を増大させた場合，均衡側の変位角度

は減少し，作業側は増大したが，特に作業側では

左右筋力比率の変化に伴う角度変化が現れにくく

なった。これに対し均衡側では，筋力比率の条件

の変化が，咬合部位の後方への移動に伴う変位角

度の減少率を増大させた。

以上のことから，下顎頭の変位角度の増減は，

筋力比の条件，すなわち Tm と Mm の比率の差

異が，同側の下顎頭の変位角度に対し大きな影響

を与えることが明らかとなった。また，左右筋力

比が３：３で均衡側，作業側それぞれの Tm と

Mm の筋力比を変化させた場合，第２大臼歯咬

合時の作業側下顎頭の変位角度のみ筋力の作用が

逆となるのは，中尾３３），高梨３４）が報告している咬

合部位を支点，筋力を力点，下顎頭を作用点と考

えた場合の槓桿作用によるものであると思われ

る。すなわち，力点が中央に存在する３級の槓桿

作用が，支点である咬合部位の後方移動により，

支点が中央に存在する１級の槓桿作用へと変化し

た結果，Tm，Mm の筋力の作用が逆になったと

思われる。

３）下顎頭に発現する応力値について
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各咬合部位によって得られた応力値についても

結果（表３～６）において述べた通りであるが，比

較すべき第１小臼歯咬合時と第２大臼歯咬合時に

おける応力値の差および増減率について検討を進

めたい。

ま ず，基 準 筋 力 比 で あ る BTm：BMm：

WMm：WTm＝２：１：１：２の 場 合，第１小

臼歯から第２大臼歯までの咬合部位の後方移動に

伴い，応力値は均衡側では０．６０MPa（１３０％）増大

し，作業側では０．０６MPa（１０％）増大した。同様

に左右筋力比２．５：３．５の場合，均衡側で平均０．０５

MPa（１１％）増大，作業側で平均０．０１MPa（２％）

減少となり，左右筋力比が２：４の場合，均衡側

で平均０．２５MPa（３９％）減少，作業側で平均０．１７

MPa（３３％）減少と，応力値は左右筋力比の差が

大きくなるほど，均衡側，作業側ともに増大率が

減少した。

次に，左右筋力比が３：３で，均衡側，作業側

それぞれの Tm と Mm の筋力比を変化させた場

合には，WTm と BMm，BTm と WMm が応力

値に対し，それぞれの変化によって同様の作用を

示すことが認められた。すなわち，WTm もしく

は BMm の筋力比を増大させると，応力値は均衡

側，作業側ともに増大を示し，BTm もしくは

WMm の筋力比を増大させると，均衡側，作業

側ともに減少を示した。

また，筋力比の条件の違いによる応力値に関し

て，左右筋力比が２．５：３．５の場合，筋力比の条件

に伴い図５－�に示す均衡側では，各咬合部位に

よって最小の応力値を示す筋力比は異なり，図５

－�に示す作業側でも同様に最小の応力値を示す

筋力比は異なるが，均衡側に比べ各筋力比率にお

ける咬合部位間の応力値の差は小さい。左右筋力

比が２：４の場合，筋力比の条件に伴い図８－�
に示す均衡側では，各咬合部位によって最小の応

力値を示す筋力比は異なるが，２．５：３．５の場合と

比較すると，最小値を示す筋力比は異なった。図

８－�に示す作業側でも同様に最小の応力値を示

す筋力比は異なるが，均衡側に比べ各筋力比率に

おける咬合部位間の応力値の差は小さく，２．５：

３．５の場合と比較すると，最小値を示す筋力比は

異なった。

さらに，筋力比および下顎頭に発現する応力値

が，より生体に近い条件であると思われる筋力比

率での応力値について検討を行った。

まず，生体に近い条件についてであるが，閉口

筋の筋力は咬合部位と顎関節によって支持され，

発揮される筋力が一定であれば，咬合力が大きい

歯牙での咬合時には関節への負担は小さく，ま

た，咬合力が小さい歯牙での咬合時には関節への

負担は大きくなる。また，解剖学的形態である咬

合面面積および歯根面積からも，歯牙の種類によ

り咬合力の負担能力には差があると思われる。こ

こで，高見沢３５）の報告から負担能力を設定し，第

１大臼歯が一番高く，ついで僅差で第２大臼歯，

第２小臼歯，第１小臼歯とした。この条件をふま

え，筋力比の選択を行った。また，設定する基準

応力値としては，筋力比率内で発現する応力値は

作業側下顎頭と比較して均衡側が大きいことか

ら，均衡側について検討を行った。まず，左右筋

力比２．５：３．５の場合の図５－�では２．２５：０．２５：

１．７５：１．７５と２：０．５：１．５：２の間に今回与えた

条件が存在するため，さらに詳細な比率に分ける

必要性を認めた。

そこで，咬合部位が第１小臼歯部のときに応力

が最大，第１大臼歯部のときに応力が最小，しか

も，第１大臼歯部と第２大臼歯部の応力値の差が

小さい場合を生体に近い条件と考え，筋力比が

２．２：０．３：１．７：１．８の場合に均衡側下顎頭に発現

する応力値（表７－�）について注目すると，咬合

部位が第１小臼歯部の時，均衡側下顎頭に発現す

る応力値は－０．５８MPa を示す。この値を基準と

し，各咬合部位において均衡側下顎頭に発現する

応力値がこの値と同じ応力値を示す総筋力の条件

を求め比較した。すなわち，図１０－�に示すよう

に，各咬合部位で均衡側下顎頭に－０．５８MPa の

応力値を発現する総筋力は，咬合部位が第２小臼

歯部では第１小臼歯部の総筋力１８９Ｎに対し約１．５

倍の２７４Ｎ，第１大臼歯部では約３．１倍の５７６Ｎ，

第２大臼歯部では約２．６倍の４９９N となり，小臼歯
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部に比べ大臼歯部では大きな筋力を発揮すること

が可能であると考えらる。

また，左右筋力比２：４の場合の図８－�では

１．５：０．５：１．５：２．５と１．２５：０．７５：１．２５：２．７５の

間に今回与えた条件が存在するため，さらに詳細

な比率に分ける必要性を認めた。

そこで，咬合部位が第１小臼歯部のときに応力

が最大，第１大臼歯部のときに応力が最小，しか

も，第１大臼歯部と第２大臼歯部の応力値の差が

小さい場合を生体に近い条件と考え，筋力比が

１．４：０．６：１．４：２．６の場合に均衡側下顎頭に発現

する応力値（表７－�）について注目すると，咬合

部位が第１小臼歯部の時，均衡側下顎頭に発現す

る応力値は－０．６６MPa を示す。この値を基準と

し，各咬合部位において均衡側下顎頭に発現する

応力値がこの値と同じ応力値を示す総筋力の条件

を求め比較した。すなわち，図１０－�に示すよう

に，各咬合部位で均衡側下顎頭に－０．６６MPa の

応力値を発現する総筋力は，咬合部位が第２小臼

歯部では第１小臼歯部の総筋力１８９Ｎに対し約１．４

倍の２７０Ｎ，第１大臼歯部では約３．１倍の５９３Ｎ，

第２大臼歯部では約２．６倍の４８０Ｎとなり，小臼歯

部に比べ大臼歯部では左右筋力比２．５：３．５の場合

と同様に，大きな筋力を発揮することが可能であ

ると考えられる。また，左右筋力比２．５：３．５の場

合と比較すると，均衡側の筋力は減少しており，

総筋力も第２小臼歯は４Ｎ減少，第１大臼歯は１７

Ｎ増大，第２大臼歯は１９Ｎ減少となった。このよ

うに，左右筋力比の差が大きくなることで，第１

大臼歯での咬合時に発揮できる総筋力は増大して

いるが，これは基準値とした均衡側下顎頭への応

力値が，左右筋力比２．５：３．５の場合と比較すると

０．０８MPa 増大している事によるものと思われた。

以上から，下顎骨の形態に近似した力学的条件

では，咬合部位の変化および閉口筋筋力比の変化

によって，左右側下顎頭への負荷が大きく変化す

表７－� BTm：BMm：WMm：WTm＝１．４：０．６：１．４：２．６

左右筋力比＝２：４
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂７０．０２１１０．８４ ６１ ５８－０．６６－０．４９

第２小臼歯頬側咬頭頂６６．１７９１．２７ ６０ ５５－０．４６－０．３３

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂５８．８８６２．８１ ６０ ５０－０．２１－０．２２

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂５０．４３３３．０３ ６２ ４５－０．２６－０．２２

表７－� BTm：BMm：WMm：WTm＝２．２：０．３：１．７：１．８

左右筋力比＝２．５：３．５
変位量（µm）変位角度（°）応力値（MPa）

均衡側 作業側 均衡側 作業側 均衡側 作業側

第１小臼歯頬側咬頭頂７６．５４１０５．１３ ６５ ５６－０．５８－０．３８

第２小臼歯頬側咬頭頂７２．０１８６．８１ ６６ ５３－０．４０－０．２９

第１大臼歯遠心頬側咬頭頂６４．１０６０．１７ ６８ ４８－０．１９－０．２４

第２大臼歯遠心頬側咬頭頂５５．８１３２．２５ ７３ ４１－０．２２－０．２２

図１０－� 均衡側：作業側＝２．５：３．５
BTm：BMm：WMm：WTm＝２．２：０．３：１．７：１．８

図１０－� 均衡側：作業側＝２：４
BTm：BMm：WMm：WTm＝１．４：０．６：１．４：２．６

図１０ 咬合部位と総筋力の関係

表７ Tm と Mm の筋力比変化時における解析結果
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本論文の要旨は，第２６６回東京歯科大学学会例会（１９９９年
３月１６日，千葉），第８回顎顔面バイオメカニクス学会

（２０００年７月２１日，当別），および日本補綴歯科学会東関
東支部・第４回学術大会（２００１年１月２０日，東京）におい
て発表した。

ることが認められたが，咬合部位と筋力の作用点

との形態的条件から一般的と思われる筋力発揮条

件においては，咬合部位が後方へ移動する場合，

筋力比の若干の調整により下顎頭の負荷は減少

し，より大きな筋力を発揮しうるものと推測され

る。

結 論

閉口筋筋力と顎関節の負荷との関係を明らかに

する一助として本研究においては，閉口筋筋力の

三次元的な作用のもとでの左右閉口筋筋力比の変

化および咬合部位の変化が，下顎頭の負荷に及ぼ

す影響について検討を行った。結果は以下のよう

に要約される。

１．Tm と Mm の筋力比は，同側の下顎頭の変

位角度を決定する。

２．左右側の筋力比は下顎頭の変位量を決定し，

咬合部位の位置が後方に移ると，その変位量は

減少する。

３．左右側の下顎頭の変位量が等しくなる筋力比

が存在する。

４．作業側の筋力が均衡側より大きい（１．４倍以

上）場合には，咬合部位の位置が後方に移る

と，下顎頭の変位角度は均衡側では減少し，作

業側では増大する。

５．筋力比が BTm：BMm：WMm：WTm＝２．２５：

０．２５：１．７５：１．７５および１．５：０．５：１．５：２．５の

場合には，咬合部位の位置が後方へ移るほど，

応力値は左右側の下顎頭において減少する。

以上より，下顎骨の形態に近似した力学的条件

では，閉口筋筋力比の変化および咬合部位の変化

によって，過負荷の対象となる均衡側下顎頭への

負荷が著しく変化することが認められたので，顎

関節に対する過負荷が，閉口筋筋力の調整により

防止される可能性が示唆された。
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The Influence of Location of Occluding Point and Jaw Elevator Muscles Forces on
Load of Mandibular Head
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The influence of the location of the occluding point and the ratio of jaw elevator muscle（JEM）

forces on the load of the mandibular head was investigated using the finite element method analysis

applying a curved surface－like shell element．The forces exerted by Temporalis（Tm）and Masetter

（Mm）muscles were represented numerically on respective points on each ramus．The muscular force

was supported at the two mandibular heads and one occluding point．The angle，amount of displace-

ment and compression stress of the mandibular heads were computed using finite element method

analysis by manipulating the forces of Tms，Mms and the location of occluding point．

The results were as follows．The ratio of JEM forces between Tm and Mm decided the angle of

mandibular head displacement in the same side．The ratio of JEM forces between the working side and

the balancing side decided the amount of mandibular head displacement．The amount of mandibular

head displacement on both sides equaled a specific ratio of JEM forces among four muscles．The JEM

forces on the working side were１．４times greater than those on the balancing side when the occluding

point shifted posteriorly and the angle of displacement of the mandibular head increased on the work-

ing side and decreased on the balancing side．The ratio of JEM forces between the four muscles were

balancing Tm：balancing Mm：working Mm：working Tm ＝２．２５：０．２５：１．７５：１．７５and１．５：０．５：

１．５：２．５，at the occluding point closest to the posterior and at this ratio the compression stress

decreased on both sides． （The Shikwa Gakuho，１０１：６４９～６６６，２００１）
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