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緒 言

咀嚼運動は，随意的要素の高い反射様運動であ

り，上位中枢の制御のもとにリズミカルな交代性

収縮による円滑な運動を行っている。一方で，末

梢からの感覚情報によってその運動が制御されて

いる１）～５）。

従来，咀嚼運動についての調査のほとんどは運

動経路および咀嚼リズムあるいは，咀嚼筋群の活

動の協調などについての報告が多い６）～２０）。しかし

ながら，咬合面間で生じる食品破壊，すなわち，

食品の粉砕，展延，あるいは切断等による咀嚼運

動時における運動速度に関する報告は少ない現状

にある２１）～３０）。

そこで，正常者における生理的な咀嚼運動の実

態を明らかにすることを目的とし，リズミカルに

反復される咀嚼運動において，食品性状の差異が

咀嚼運動速度に及ぼす影響についての検討を試み

た。実験にあたっては，異なる被破壊特性を示す

３種類の食品を用い，咀嚼時の切歯点垂直方向開

閉口運動を４つの時期に区分し検討した。また，

咀嚼運動終末相を，下顎頭の位置により２つの時

期に区分して，閉口運動を調査し，咀嚼筋筋活動

と下顎運動速度との対応について検討を行った。

材料および方法

１．被験者

本実験における被験者は，以下の条件を基準と

して，東京歯科大学教職員および学生のなかから

２０歳代の男性１０名を選定した。すなわち，天然歯

列による個性正常咬合を有し，第３大臼歯以外の

歯牙欠如を認めず，歯牙硬組織欠損に対して適正

なる修復処置が施されていること，また臨床所見

において歯周組織，顎関節，咀嚼筋群および顎運
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動等に特記すべき異常を認めないこと，さらに後

述する顎口腔機能統合検査装置（ジーシー社製

ナソヘキサグラフ）用のシーネが咀嚼運動を妨げ

ることなく下顎前歯部に装着できることを選択基

準とした。なお，実験はヘルシンキ宣言を遵守し

て行った。

２．被験食品

被験食品には，性状の異なる数種類の被験食品

を適当量用いることが妥当であり１２）～１４）２６）３１），ま

た，生理的な咀嚼運動における計測を行うことを

前提に，容易に咀嚼しうる量とするため，典型的

な被破壊特性を示す食品の中から展延性を示す

チューインガム１枚（約２．５g），展延性を示すが

咀嚼時にチューインガムよりも大きな破壊所要力

量を必要とするグミゼリー１個（約３．０g）および

破砕性を示すピーナッツで胚芽をとったもの１粒

（約１．０g）の３種類を選択した。なお，チューイ

ンガム咀嚼においては，重量や大きさを一定にす

ることにより，被験者固有のリズミカルな咀嚼運

動を観察，記録することができ３２），他の被検食品

における咀嚼運動を観察する際の対照となり得る

ため，記録前１～２分間十分軟化させた後に計測

することとした。

３．咀嚼運動の計測

咀嚼運動の計測には顎口腔機能統合検査装置

（ジーシー社製 ナソヘキサグラフ）を用いた。下

顎位の計測標点として６個の赤外線発光ダイオー

ド（LED）を被験者の前頭面内に設定し，このう

ち３個を固定標点として頭部に，残りの３個を移

動標点として下顎歯列に固定して，頭蓋に対する

下顎運動を計測した。移動標点の設定にあたって

は，混和した即時重合レジンをクラッチに盛り歯

面に圧接し，硬化後，微量のシアノアクリレート

系接着剤にて被験者の下顎前歯の唇側にクラッチ

を接着し固定した。接着が確認された後，フェイ

スボウに固定した。また，この際クラッチによる

口唇の閉鎖を妨げないように留意した。さらに，

計測点を設定するために，２個の LEDを利用し

て計測標点として記録した。計測点は，下顎切歯

点と両側顆頭点とし，顆頭点に関しては，比較的

簡便で再現性のある平均的顆頭点を基準として，

それより１０mm内方を本実験の計測点として設定

した。固定標点としてのヘッドフレームは，鼻骨

部と左右後頭部のパットおよび頭頂部に渡したバ

ンドにて，ヘッドフレームがフランクフルト平面

にほぼ平行になるように固定した。計測時には，

被験者にシーネを装着した状態で歯科用治療椅子

に腰掛けさせ，安頭台は使用せず頭軸と体軸とを

ほぼ平行とし，頭部を固定せずに楽な姿勢をとら

せた。その際，頭部の動揺をなるべく抑えるた

め，被験者に一点を注視するよう指示した。

４．筋放電の計測

筋放電の誘導部位は，左右側の咬筋中央部（以

下Mmと略す）および左右側の側頭筋前部筋束中

央部（以下Taと略す）の合計４誘導部位とし，直

径５．０mm，電極間距離８．０mmの双極表面電極６）

を用いて筋放電を誘導した。電極貼付部位につい

ては，鈴木１１）の方法に準じ，Mmでは耳垂切痕と

口角とを結ぶ直線と外眼角と下顎角とを結ぶ直線

との交点とし，Taでは耳垂切痕と外眼角とを結

ぶ直線上で外眼角より後方約２０mmの点より垂直

に約３０mm上方の点とした。ただし，これらの解

剖学的基準点に対する頭蓋顔面の個人差や左右側

間の差を考慮し，咬合時の触診による筋束の走行

状態の確認のもとに貼付部位を選定した。

筋放電の増幅には，生体電気現象増幅器（日本

電気三栄社製 １２５３A）を用いた。設定として

は，時定数を０．０３s，ハム・フィルターを作動，

ハイカットフィルターを３kHz とした。また増

幅した筋放電をナソヘキサグラフに入力すること

により，顎運動と筋放電とを同時記録した。

５．観察項目

１）計測対象

チューインガムにおいては，咀嚼開始後に下顎

運動が安定した時点における連続５ストロークを

計測対象として観察を行った。また，グミゼリー

およびピーナッツにおいては，一般的に咀嚼開始

初期は咀嚼リズムが不安定であり，また意識的要

素が加わることなどから分析区間から除外した報

告が多い１３）１７）１８）２６）。しかし，咀嚼開始初期は，食品

７４０ 井上，他：食品性状の差異が咀嚼運動速度に及ぼす影響
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開口相１ 閉口相１

開口相２ 閉口相２

切歯点垂直移動速度
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切歯点垂直移動距離
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開口距離
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図１ 咀嚼時の垂直最大速度を基準とした開閉口運動の計測区分（模式図）

B
W

＜切歯点前頭面軌跡＞ 側方咬合期

側方咬合期

B
W

前側方咬合期

B
W

前側方咬合期

図２ 咀嚼時の下顎位の変化を基準とした閉口運動の計測区分
（切歯点前頭面内軌跡に対応した顎関節部矢状面断模式図）
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破壊所要力量が大きいことから咀嚼筋活動も活発

であり，また，咀嚼運動様相に食品の性状の差異

を生じやすい環境にある７）。そこで，咀嚼初期の

５ストロークを対象とした。しかし，食品を歯列

上にのせる作業から咀嚼開始直後に咀嚼サイクル

終末集束点に達することなく，開口相に移行して

しまうストロークを含んだ場合計測区分の設定が

不可能となる。そのため，咀嚼開始直後に切歯点

における咀嚼ストロークの終末点が，前頭面内に

おいて，咀嚼サイクル終末集束点に対し垂直的，

水平的に１mm以内に達することなく開口相に移

行してしまうストロークは除外した。

２）計測区分および計測項目

� 咀嚼時の垂直最大速度を基準とした開閉口運

動の計測区分

下顎切歯点における咀嚼時の開閉口運動につい

て検討するため，咀嚼サイクルにおける開口時最

大速度および閉口時最大速度を各被験食品ごとに

計測し，それを基準として，咀嚼サイクルの開口

から閉口に至るまでを４つの時期に区分した。す

なわち，図１に示すように，開口直前の速度が０

mm／msの時点より開口して，開口時最大速度

に至るまでを開口相１，最大速度から最大開口付

近の速度が０mm／msになるまでを開口相２，

またそこから閉口する際の閉口時最大速度に至る

までを閉口相１，その後，噛み締めに至り速度が

０mm／msになるまでを閉口相２とした。

ａ．経過時間

開口相１，開口相２，閉口相１，閉口相２にお

ける経過時間を計測した。

ｂ．切歯点垂直移動距離

開口相１，開口相２，閉口相１，閉口相２にお

ける切歯点垂直移動距離を計測した。

ｃ．切歯点垂直平均加速度

開口相１，開口相２，閉口相１，閉口相２にお

ける切歯点垂直平均加速度を計測した。

� 咀嚼時終末相の下顎位の変化を基準とした

閉口運動の計測区分

咀嚼ストロークの終末相を作業側，均衡側の下

顎頭の位置により２つの時期に区分した。すなわ

ち，図２に顎関節部矢状面断模式図として示すよ

うに，作業側下顎頭が終末位に対して０．５mm以

内の位置に達し，均衡側下顎頭が前方位にある時

点から下顎頭が終末位に達するまでの時間を計測

した。そして，この時間を今回の計測区分におけ

る基準時間として側方咬合期とした。さらに，側

方咬合期に至る以前の作業側，均衡側の下顎頭が

いずれも前方位にある時期のうち，側方咬合期と

同じ時間を前側方咬合期とした。なお，ここでい

う終末位とは開口直前の５ストロークにおける中

間点とした。

ａ．切歯点垂直移動距離

前側方咬合期および側方咬合期における切歯点

垂直移動距離を計測した。

ｂ．切歯点垂直平均加速度

前側方咬合期および側方咬合期における切歯点

垂直平均加速度，およびそれぞれを連続した運動

として算出した場合の切歯点垂直平均加速度を計

測した。

ｃ．筋放電量

図３に筋放電波形の一例を示すが，咀嚼時終末

相の閉口運動を下顎位の変化で区分した場合の前

側方咬合期および側方咬合期の範囲における両側

咬筋および両側側頭筋前部筋束の筋放電積分値の

総和（筋放電量）を計測した。

� 計測結果に対する統計学的評価

各被験食品間の差異を客観的に評価するにあた

図３ 咀嚼時の閉口運動を下顎位の変化で区分した場
合の筋放電区分の一例

７４２ 井上，他：食品性状の差異が咀嚼運動速度に及ぼす影響

― 34 ―



り，それぞれの計測結果に対し一対の標本を使っ

た paired t test（危険率５％）を用いて検定を行っ

た。

結 果

１．咀嚼時の開閉口運動を垂直最大速度で区分し

た場合

１）開閉口時最大速度

咀嚼サイクルにおける開口時最大速度はチュー

インガムで１３０．５±３６．０mm／sec，グミゼリーで

１４６．９±２９．４mm／sec，ピ ー ナ ッ ツ で１４２．４±

３８．６mm／sec を 示し，閉口時最大 速 度 は，

チューインガムで１５０．１±４０．０mm／sec，グミゼ

リ ー で１６５．７±３１．１mm／sec，ピ ー ナ ッ ツ で

１３９．７±５５．０mm／sec を示した。

開口時最大速度においては，チューインガムと

グミゼリーとの間にのみ有意差が認められ，他の

食品間に有意差は認められなかった。閉口時最大

速度においては，いずれの食品間にも有意差は認

められなかった。

２）各計測区間の経過時間

４区分した計測区間の経過時間を表１に示す。

開口相１，開口相２，閉口相１，閉口相２におい

て，チューインガムでそれぞれ１４７ms，１４５

ms，９２ms，１７５msを，グミゼリーでそれぞれ１２５

ms，１４６ms，９８ms，２０７msを，ピーナッツでそ

れぞれ１０５ms，１３４ms，８７ms，２１１msを示した。

開口相１において，グミゼリーはピーナッツよ

り有意な延長が認められ，他の食品間の有意差は

認められなかった。また，開口相２および閉口相

表２ 咀嚼時の開閉口運動を切歯点垂直最大速度で区分した場合の移動距離
単位（mm）

開口相１ 開口相２ 閉口相１ 閉口相２

チューインガム ８．６±２．９ ９．０±２．５ ７．２±２．０ １０．５±１．８

グミゼリー ７．９±１．５ ９．７±２．４ ７．９±１．９ ９．８±１．６

ピーナッツ ６．１±２．２ ８．８±１．４ ６．２±１．８ ９．０±２．１

＊：p＜０．０５

表１ 咀嚼時の開閉口運動を切歯点垂直最大速度で区分した場合の経過時間
単位（ms）

開口相１ 開口相２ 閉口相１ 閉口相２

チューインガム １４７±７０ １４５±３５ ９２±１６ １７５±５３

グミゼリー １２５±３５ １４６±３０ ９８±２５ ２０７±３５

ピーナッツ １０５±２９ １３４±２７ ８７±１５ ２１１±４０

＊：p＜０．０５

表３ 咀嚼時の開閉口運動を切歯点垂直最大速度で区分した場合の平均加速度
単位（×１０－４mm／ms２）

開口相１ 開口相２ 閉口相１ 閉口相２

チューインガム １２．９±８．３ －１０．２±３．６ １７．４±４．８ －１０．２±５．１

グミゼリー １４．０±６．４ －１１．４±２．７ １９．５±５．８ －８．５±２．４

ピーナッツ １５．５±６．７ －１２．２±４．７ １８．１±１０．５ －７．３±３．８

＊：p＜０．０５

*

*

**
**
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１においては，いずれの食品間においても有意差

は認められなかった。さらに，閉口相２におい

て，グミゼリーはチューインガムより有意な延長

が認められだが，他の食品間に有意差は認められ

なかった。

３）各計測区間における移動距離

４区分した計測区間の移動距離を表２に示す。

開口相１，開口相２，閉口相１，閉口相２におい

て，チューインガムでそれぞれ８．６mm，９．０

mm，７．２mm，１０．５mmを，グミゼリーでそれぞ

れ７．９mm，９．７mm，７．９mm，９．８mmを，ピ ー

ナ ッ ツ で そ れ ぞ れ６．１mm，８．８mm，６．２

mm，９．０mmを示した。

開口相１においてチューインガムとグミゼリー

には有意差は認められず，チューインガム，グミ

ゼリーはピーナッツより有意に大きいことが認め

られた。また，開口相２においては，いずれの食

品間においても有意差は認められず，閉口相１に

おいてグミゼリーはピーナッツより有意に大きい

ことが認められたが，他の食品間に有意差は認め

られなかった。さらに，閉口相２においてチュー

インガムはピーナッツより有意に大きいことが認

められたが，他の食品間に有意差は認められな

かった。

４）各計測区間における平均加速度

４区分した計測区間の平均加速度を表３に示

す。いずれの食品間においても有意差は認められ

ず，３食品を平均すると，開口相１，開口相２，

閉口相１，閉口相２でそれぞれ，１４．１×１０－４mm

／ms２，－１１．３×１０－４mm／ms２，１８．３×１０－４mm

／ms２，－８．７×１０－４mm／ms２を示した。

２．咀嚼時終末相の閉口運動を下顎位の変化で区

分した場合

１）側方咬合期の時間

計測の基準とした側方咬合期の時間を各被験

例，各被験食品において抽出した５サイクルの平

均値を図４に示す。

これらの側方咬合期の時間は，被験例および被

（ms）

１５０

１００

５０

０

Sub．１ Sub．２ Sub．３ Sub．４ Sub．５ Sub．６ Sub．７ Sub．８ Sub．９ Sub．１０

チューインガム グミゼリー ピーナッツ

図４ 咀嚼時の閉口運動を下顎位の変化で区分した側方咬合期の時間

７４４ 井上，他：食品性状の差異が咀嚼運動速度に及ぼす影響
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験食品により異なり，特定の傾向は認められな

かった。

各被験食品ごとに平均すると，チューインガム

において８０±２７ms，グミゼリーにおいて８８±１７

msおよびピーナッツにおいて１０４±２４msを示し

た。

チューインガムとピーナッツとの間において

は，有意差が認められたものの，他の食品間に有

意差は認められなかった。

２）各計測区間における移動距離

前側方咬合期と側方咬合期における切歯点の垂

直方向の移動距離を表４に示す。チューインガム

で７．４５mmおよび２．５９mm，グミゼリーで９．０８mm

および２．８６mm，ピーナッツで７．６３mmおよび

２．４９mmを示した。

前側方咬合期および側方咬合期においていずれ

の食品間においても，有意差は認められなかっ

た。

３）各計測区間における平均加速度

前側方咬合期と側方咬合期における平均加速度

と，それぞれを連続した運動として平均加速度を

算出した結果を表５に示す。連続した運動として

算出すると，チューインガムで－８．１×１０－４mm／

ms２，グミゼリーで－６．５×１０－４mm／ms２，ピー

ナッツで－４．２×１０－４mm／ms２を示した。

各被験食品間の有意差は，連続した運動として

算出した平均加速度において，チューインガムと

ピーナッツ，グミゼリーとピーナッツとの間に有

意差が認められたが，チューインガムとグミゼ

リーとの間に有意差は認められなかった。

表６ 前側方咬合期および側方咬合期における筋放電量（作業側，均衡側）
単位（mV・s）

前側方咬合期（作業側，均衡側） 側方咬合期（作業側，均衡側）

チューインガム ７．１±２．４（４．３±１．６，２．８±０．９） １３．５±７．４（７．８±４．０，５．７±３．６）

グミゼリー １０．３±３．０（６．０±２．１，４．４±１．４） ２０．７±６．６（１１．５±４．５，９．１±２．９）

ピーナッツ ９．８±４．０（５．３±１．９，４．５±２．５） １８．８±４．０（１０．９±２．９，７．９±１．６）

＊：p＜０．０５

表４ 前側方咬合期および側方咬合期における切歯点垂直方向の移動距離
単位（mm）

前側方咬合期 側方咬合期

チューインガム ７．４５±３．４８ ２．５９±１．３９

グミゼリー ９．０８±３．３９ ２．８６±１．２０

ピーナッツ ７．６３±２．６１ ２．４９±０．７４

＊：p＜０．０５

表５ 前側方咬合期と側方咬合期の平均加速度とそれぞれを連続した運動とした場合の平均加速度
単位（×１０－４mm／ms２）

前側方咬合期 側方咬合期 連続

チューインガム －６．０±７．４ －７．１±４．３ －８．１±５．０

グミゼリー －７．９±５．８ －４．９±１．４ －６．５±１．７

ピーナッツ －５．１±４．６ －３．５±１．３ －４．２±１．２

＊：p＜０．０５

* *
* *

**
**
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４）各計測区間における筋放電量

前側方咬合期および側方咬合期における両側の

咬筋および側頭筋の筋放電量の総和を表６に示

す。チューインガムで７．１mV・sおよび１３．５mV・

s，グミゼリーで１０．３mV・sおよび２０．７mV・s，

ピーナッツで９．８mV・sおよび１８．８mV・sを示し

た。いずれの期においても，チューインガムに比

較し，グミゼリー，ピーナッツは大きい値を示

し，食品間に有意差が認められた。

また，作業側，均衡側と分けた場合の筋放電量

は，それぞれチューインガムにおいて前側方咬合

期で４．３mV・sおよび２．８mV・s，側方咬合期で７．８

mV・sおよび５．７mV・s，グミゼリーにおいて前側

方咬合期で６．０mV・sおよび４．４mV・s，側方咬合

期で１１．５mV・sおよび９．１mV・s，ピーナッツにお

いて前側方咬合期で５．３mV・sおよび４．５mV・s，

側方咬合期で１０．９mV・sおよび７．９mV・sを示し

た。

考 察

１．咀嚼時開閉口運動を切歯点垂直最大速度で区

分した場合

１）計測区分について

開閉口時最大速度は，咀嚼運動評価のパラメー

タとして重要視され，高梨３３）は，osseointegrated

implant 症例の咀嚼能力の評価等のパラメータと

して，河原ら３４）は，下顎遊離端義歯症例における

咀嚼運動様相の評価のパラメータとして利用して

おり，また，佐藤ら２９）も，咀嚼機能の客観的評価

のための定量的指標として開閉口時最大速度の有

用性の高いことを報告している。本研究において

は，切歯点開閉口時最大速度を基準として，開口

相，閉口相をより細分化することを試みた。

ここで，チューインガム咀嚼時における開閉口

時最大速度は，桑原ら２７），佐藤ら２９）の報告によれ

ば，開口時が１４８．２±３８．８mm／sec，１４９．４±３３．５

mm／sec，閉口時が１６３．０±３７．７mm／sec，１４９．６

±３９．９mm／sec であり，また，塙ら２６）は開口時と

閉口時とが，ほぼ同じであったと報告している。

本研究の結果では，開口時が１３０．５±３６．０mm

／sec，閉口時が１５０．１±４０．０mm／sec を示し，

標準偏差が比較的広範囲を示し個人差が認められ

た。この標準偏差は，桑原ら２７），佐藤ら２９）のもの

と，近似しており，佐藤ら２９）の報告と同様に，正

常者の開閉口時最大速度は比較的広い範囲の個人

差があるものと考えられる。よって，本研究にお

ける開閉口時最大速度は，正常値の範囲にあるも

のと考えられ，開口相，閉口相を開閉口時最大速

度を基準として区分しても支障がないと判断し

た。

２）各計測区間の経過時間について

咀嚼運動を切歯点垂直最大速度を基準として，

計測区分を開口相１，開口相２，閉口相１，閉口

相２とに４区分し，経過時間について比較したも

のを表１に示した。ここで，絶対量で比較してい

る咀嚼周期を，相対的に比較するため，それぞれ

の食品における咀嚼周期を一致させ，各計測区分

の経過時間を，咀嚼周期の経過時間に対する比率

として表したものを図５に示す。開口相１におい

て，チューインガムはピーナッツより有意に大き

いことが認められ，他の食品間に有意差は認めら

れなかった。また，開口相２および閉口相１にお

いては，いずれの食品においても有意差は認めら

れず，開口相２と閉口相１を合わせた時間を全体

の時間に対する比率として表し比較すると，

チューインガムで４２％，グミゼリーで４２％および

ピーナッツで４１％とほぼ一致した。さらに，閉口

相２においては，グミゼリー，ピーナッツは

チューインガムより，有意に大きいことが認めら

れ，グミゼリーとピーナッツでは有意差は認めら

れなかった。これらのことより，絶対量で比較し

た場合も，相対的に比較した場合においても，時

間的要素は，開口相１および閉口相２において，

食品の性状による差が現れやすい部分であること

が認められ，開口相２および閉口相１において

は，食品の性状による差が現れにくい部分である

ことが認められた。

咀嚼サイクルの時間を調査した瑞森ら１２）は開口

相時間，閉口相時間および咬合相時間とに分け，

食品の大きさ，硬さが咀嚼運動に与える影響を調

７４６ 井上，他：食品性状の差異が咀嚼運動速度に及ぼす影響

― 38 ―



査しており，食品の硬さにより閉口相時間に変化

がみられたと報告している。また，桑原ら１３）は

チューインガムのように粘着性を有し，性状が安

定している食品では，開口相時間は，他の食品に

比べ長かったと報告している。今回の実験におい

ては，切歯点垂直最大速度を利用して，計測区分

をより細分化し検討した結果，時間的要素は，開

口相時間のうち開口相１および閉口相時間のうち

閉口相２において食品の性状による差が現れ，開

口相２および閉口相１において食品による差が現

れにくいことが認められた。

３）各計測区間の移動距離について

咀嚼運動を切歯点垂直最大速度を基準として，

計測区分を開口相１，開口相２，閉口相１，閉口

相２とに４区分し，移動距離について比較したも

のを表２に示した。今回細分化した４つの計測区

間をさらにそれぞれの時間で前半と後半とに２等

分し，全体で８つの区間に区分し，移動距離につ

いて比較したものを表７に示す。これより，開口

相１，開口相２，閉口相１，閉口相２におけるそ

れぞれの移動距離の比率を算出することにより，

速度変化について検討した。すなわち，加速運動

である開口相１および閉口相１においては，それ

ぞれの前半に対する後半の距離の比率，減速運動

である開口相２および閉口相２においては，それ

ぞれの後半に対する前半の距離の比率を計測し比

較した。その結果，開口相１，開口相２，閉口相

１，閉口相２でそれぞれ，チューインガムにおい

て２．７，２．４，２．９，３．４，グミゼリーにおいて

３．９，２．６，２．６，７．６，ピ ー ナ ッ ツ に お い て

４．０，２．５，２．５，３．８を示した。開口相１において

は，チューインガムとグミゼリー，ピーナッツに

有意差が認められたが，グミゼリーとピーナッツ

には，有意差が認められなかった。また，開口相

２および閉口相１においては，閉口相１のチュー

インガムとピーナッツにのみ有意差が認められる

ものの，他の食品間に，有意差が認められず，し

かも，移動距離の比率は３．０に近似した数値を示

し，標準偏差は他に比べ小さい値を示した。さら

に，閉口相２においては，チューインガムとグミ

ゼリー，グミゼリーとピーナッツに有意差が認め

られたが，チューインガムとピーナッツには有意

差が認められなかった。このことより，絶対量に

より移動距離を比較した場合，瑞森ら１２）の報告に

あるように，食品の大きさ，固さが影響を及ぼし

ているものと考えられるが，各計測区分におい

て，食品の性状による特定の傾向は認められな

かった。しかし移動距離の比率については，時間

的要素同様，開口相１と閉口相２では，食品によ

る差が現れやすいことが認められ，開口相２と閉

口相１では個人差が小さく食品による差が現れに

くいことが認められた。また，いずれの食品にお

いても開口相２の前半と後半の移動距離の比率は

およそ３：１を示し，閉口相１の前半と後半の移

動距離の比率はおよそ１：３を示している。この

ことは，下顎が垂直方向にほぼ等加速度運動を

行っているものと推察された。また，チューイン

ガムにおいては，開口相１および閉口相２におけ

る移動距離の比率も他の食品に比べ，３．０に近い

数値を示しており，開口相，閉口相ともに，ほぼ

等加速度運動の組み合わせにより運動していると

考えられる。

４）各計測区間の平均加速度について

咀嚼運動を切歯点垂直最大速度を基準として開

口相１，開口相２，閉口相１，閉口相２とに計測

区分を４区分し，平均加速度について比較したも

図５ 咀嚼時期開閉口運動を切歯点垂直最大速度で区
分した場合の咀嚼周期の経過時間に対する各計測
区分の経過時間の比率
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のを表３に示した。勝田ら３０）は，咀嚼時の開閉口

時最大速度は，食品が硬くなるにしたがって速く

なると報告しているが，平均加速度に影響を及ぼ

すにはいたらず，いずれの計測区間においても食

品による差が認められなかった。

そこで，横軸に経過時間，縦軸に速度を表

し，４つの計測区間をそれぞれの経過時間にて前

半と後半とに２等分して，全体で８つの時期に区

分し，そのグラフ上で表される傾きにより加速度

を比較した。また，横軸の経過時間に関しては，

絶対量にて比較している咀嚼周期を，相対的に比

較するため，それぞれの食品における咀嚼周期を

一致させ，各計測区分の経過時間を咀嚼周期の経

過時間に対する比率として表した（図６）。開口相

１の部分は食品抵抗がないにも関わらず，グミゼ

リー，ピーナッツは，チューインガムに比較し開

口相１の前半の傾きに対し後半の傾きが明らかに

異なり，加速度が急激に大きくなり，食品の性状

による差が認められた。また，開口相２および閉

口相１の部分はいずれの食品においても，類似し

ており，経過時間的要素，移動距離の比率からも

わかるように，食品による差が現れにくい部分で

あることが認められた。さらに，閉口相２におい

て，グミゼリー，ピーナッツは，チューインガム

に比較し直線の傾きが閉口相２の前半に対し後半

で明らかに異なり，加速度が急激に小さくなり，

食品の性状による差が認められた。これは，閉口

相２の部分は食品抵抗があり，チューインガムに

比較してグミゼリー，ピーナッツが硬い食品であ

るためと考えられた。

以上のことより，食品の抵抗が小さいチューイ

ンガムは，食品の破壊を行う部分である閉口相２

表７ 咀嚼時の開閉口運動を切歯点垂直最大速度で８つの区間に区分した場合の移動距離
（mm）

開口相１ 開口相２ 閉口相１ 閉口相２

前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半

チューインガム ２．３２ ６．２８ ６．３５ ２．６８ １．８４ ５．３２ ８．１６ ２．３７
グミゼリー １．６１ ６．３４ ７．０５ ２．７０ ２．１９ ５．７２ ８．７０ １．１４
ピーナッツ １．２１ ４．９０ ６．２７ ２．５４ １．７９ ４．３９ ７．１４ １．９０

（mm/sec）

２００ チューインガム

グミゼリー

ピーナッツ１００

２００

１００％
（経過時間）

－１００

－２００

図６ 咀嚼時開閉口運動を切歯点垂直最大速度で区分した場合の各計測区分の経過時間の比率に対する速度
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において，速度曲線がほぼ直線的であり，また，

開口相１においても速度曲線は直線的となること

より，ほぼ等加速度運動の組み合わせにより構成

されている。このことは，チューインガムは，他

の被験食品に比較して，食品抵抗が非常に小さ

く，反復再現性がある食品であるため，その運動

は，食品破壊様運動であり，食品破壊運動とは異

なるものであると思われ，このような等加速度運

動の組み合わせとなると考えられる。それに対

し，食品抵抗の大きな，グミゼリーやピーナッツ

は，食品の破壊を行う部分である閉口相２におい

て，速度曲線が直線的ではなく，等加速度運動に

類似しておらず，開口相１においても速度曲線は

直線的ではなく等加速度運動に類似していないこ

とが認められた。このことは，咀嚼運動経路に及

ぼす食品の影響は，閉口運動経路より開口運動経

路に強く現れ，その影響は咬頭嵌合位に近い位置

ほど大きいという報告１０）にあるように，食品によ

る影響が，咀嚼経路に影響を及ぼし，それによ

り，速度に影響が現れたとも考えられる。あるい

は，閉口相２における，食品破壊により加速度の

急激な変化がおこり，急激な運動の変化に感覚情

報が反映して，各咀嚼ストロークの開始直後に相

当する開口相１の速度に変化を及ぼしていると考

えられる。このことは，咀嚼リズムを一定に保つ

ための，何らかの調節機構とも考えられるが，こ

の点に関してはさらなる検討を要すると思われ

る。

２．咀嚼時閉口運動を下顎位の変化で区分した場

合

１）計測区分について

咀嚼運動の評価にあたって，顎運動と下顎位と

の関係を調査した研究は少ない。顎運動は末梢の

感覚情報によって制御されていると考えられるこ

とからも，咀嚼時の感覚情報として重要であると

思われる食品抵抗の差が下顎位との関連性におい

て，どのように影響しているかについて不明な点

が多いのが現状である。そこで，食品破壊がきわ

めて短時間に行われる咀嚼時の閉口経路を下顎位

と運動速度および咀嚼筋筋活動との関連性の調査

を行った。武田の報告１９）において食品性状の相違

により最も多く差異が認められた付近を，下顎頭

の位置により２つの時期に区分し，動力源である

咀嚼筋筋活動を下顎位に対応させ検討した。すな

わち，基準とした側方咬合期は，食品破壊の際の

重要な時期であると考えられている，いわゆる

チューイングサイクルの第４相に相当する付近を

下顎頭の位置により，作業側顆頭が終末位に入っ

た時期より，均衡側顆頭が終末位に入るまでの時

間とした。また，側方咬合期と比較をするため，

側方咬合期に至る以前の作業側，均衡側の下顎頭

がいずれも前方位にある時期のうち，側方咬合期

と同じ時間を前側方咬合期とした。ここで，作業

側顆頭の運動量は小さいため，高い分解能を持っ

た高精度の解析装置が必要となるが，作業側顆路

に関しての正確かつ詳細な報告は少ないた

め３５）～３７），作業側顆頭に関しては移動距離が小さい

ことと，下顎窩内に位置してからの回転運動によ

り顆頭位が安定しないことから，終末位に対し

０．５mm以内の位置に入った時点で，顆頭が下顎

窩内に位置しているものとした。また，均衡側顆

頭に関しては，移動量が大きく，終末位が比較的

明確であるため，ほぼ静止した時点で顆頭が下顎

窩内に位置しているものとした。

２）移動距離について

咀嚼運動を下顎頭の位置を基準として，前側方

咬合期と側方咬合期とに２区分し，移動距離につ

いて比較したものを表４に示した。前側方咬合期

および側方咬合期において，いずれの食品におい

ても，性状による差異は認められなかった。そこ

で，各被験者ごとに移動距離の比率（側方咬合期

の移動量に対する前側方咬合期の移動量の比率）

として表し比較した場合，チューインガムにおい

て３．３±１．２，グミゼリーにおいて３．４±０．９，ピー

ナッツにおいて３．４±１．８を示し，いずれの食品も

値が近似しており，食品性状の相違による差異は

認められなかった。また，移動距離の比率が３に

近いことより，垂直閉口移動距離は前側方咬合期

と側方咬合期とがほぼ３：１の比率を示すことが

認められた。このことは，前側方咬合期と側方咬

歯科学報 Vol．１０１，No．８（２００１） ７４９

― 41 ―



合期とは同じ時間であることより，咀嚼時閉口経

路を下顎位の変化で区分した場合においても，前

側方咬合期と側方咬合期を連続した運動としてみ

た場合，食品破壊時の閉口運動は垂直方向にほぼ

等加速度運動を行っていることが推測される。

３）平均加速度について

咀嚼運動を下顎頭の位置を基準として，前側方

咬合期と側方咬合期とに２区分し，平均加速度に

ついて比較したものを表５に示した。平均加速度

は，移動距離の比率から，垂直方向にほぼ等加速

度運動を示すものと推測されるが，各被験食品ご

とに前側方咬合期と側方咬合期それぞれを連続し

た運動として加速度を算出した場合，チューイン

ガムとグミゼリーとの間に有意差は認められない

ものの，他の食品間に有意差が認められた。ま

た，前側方咬合期と側方咬合期とのそれぞれにつ

いて平均加速度を算出した場合，チューインガム

は，前側方咬合期と側方咬合期とが，ほぼ同じ加

速度であるが，グミゼリ－およびピーナッツにお

いて前側方咬合期より側方咬合期の方が明らかに

小さな加速度を示すことが認められた。この現象

は，チューインガムにおいて食品抵抗が小さく，

前側方咬合期と側方咬合期が，ほぼ均一な食品抵

抗であることに加え，今回の計測区分には，咬頭

嵌合位付近，すなわち速度が急激に減速する部分

が含まれていないため，終末相においても等加速

度運動をしているものと考えられる。

すなわち，速度が急激に減速するとされる部分

では，上顎の歯牙に対する，下顎の歯牙の急激な

衝突が起きており，その衝突により，速度は急激

に減速する。それに対し，グミゼリーとピーナッ

ツにおいては，歯牙に対する急激な衝突は起こら

ないにも関わらず，急激な加速度の減少が起きて

いることより，前側方咬合期に比較して，側方咬

合期では，食品の破壊抵抗が著しく増大している

ものと判断された。

これらのことより，咀嚼時閉口運動を下顎位の

変化で区分した場合，切歯点垂直閉口運動は，い

ずれの食品においても前側方咬合期と側方咬合期

とを通じて等加速度運動に類似するが，それぞれ

の食品抵抗の違いが影響を及ぼし，平均加速度は

食品性状の相違によって異なり，チューインガム

で－８．１×１０－４mm／ms２，グミゼリーで－６．５×

１０－４mm／ms２，ピーナッツで－４．２×１０－４mm／

ms２を示した。これは，咀嚼時の開閉口運動を垂

直最大速度で区分した場合における，咀嚼スト

ロークの終末相にあたる，閉口相１の範囲を含む

閉口相２に及ぶ範囲である。そこで，表３におけ

る，閉口相２の平均加速度を参考とすると，

チューインガムで－１０．２×１０－４mm／ms２，グミ

ゼリーで－８．５×１０－４mm／ms２，ピーナッツで－

７．３×１０－４mm／ms２を示し，咀嚼時閉口経路を下

顎位の変化で区分した場合に表される平均加速度

は，範囲が咀嚼ストローク終末相の範囲とは一致

しないものの，それぞれの食品間の平均加速度の

関係は，近似しているものと思われる。したがっ

て，閉口筋の筋力によって閉口運動が生じるが，

咀嚼ストローク終末相において，食品破壊を行う

ために，閉口運動には負の加速度が現れる。これ

は運動加速度を与える閉口筋筋力が，食品抵抗に

相殺された結果であると思われる。

３）筋放電の増大傾向について

咀嚼運動を下顎頭の位置を基準として，前側方

咬合期と側方咬合期とに２区分し，筋放電量につ

いて比較したものを表６に示した。いずれの期に

おいても，チューインガムに比較し，グミゼ

リー，ピーナッツは大きい値を示し，食品性状に

よる差異を認めた。このことは，試料の硬度が増

大するほど，咬筋，側頭筋EMGの振幅が大きく

なったという報告２）１４）～１６）２５）と一致し，堀尾ら１４）は食

品の物性のうち特に硬度，剪断性が感覚系を介し

て反射的に筋の収縮性に関与すると報告してお

り，食品の硬さの違いの影響を受けていることが

推察される。そこで，前側方咬合期から側方咬合

期に至る，筋放電量の増大比率（前側方咬合期の

放電量に対する側方咬合期の放電量の比率）とし

て表し比較した場合，チューインガムにおいて

１．９±０．５，グミゼリーにおいて２．０±０．４，ピー

ナッツにおいて２．１±０．５を示した。このことよ

り，食品の性状に違いがあるにもかかわらず，い
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ずれの食品においても，筋放電量増大比率は，食

品性状の相違による差異は認められず，前側方咬

合期に対する側方咬合期の筋放電積分値は，いず

れの食品においても，およそ１：２の比率を示し

た。しかも，実験結果に示すように，この結果

を，作業側（咀嚼側），均衡側（非咀嚼側）に分け検

討した結果，いずれの食品においても前側方咬合

期に対する，側方咬合期の筋放電積分値が１：２

の比率を示した。正常咀嚼運動において咬筋およ

び側頭筋前部は左右同じタイミングで活動すると

の報告２０）にあるように，食品の性状の差異に対す

る対応は，絶対量を調整することにより，対応し

ているのみであり，筋力の増大比率は作業側，均

衡側に分けた場合において左右同じ増加率であ

り，不変である。このことは，咀嚼時における歯

牙および両側の関節に対する負担の配分比におい

ても不変であることを意味し，左右顎関節に対す

る負荷の比率も一定であると推測される。

４）開閉口運動と筋放電との対応について

咀嚼時の切歯点垂直方向運動は，ほぼ等加速度

運動の組み合わせによって構成されているものと

思われる。しかし，咀嚼運動終末相においては，

咬合面間距離の減少に伴って食品の破壊抵抗が著

しく増大し，切歯点の垂直方向運動は等加速度運

動でなくなるが，咀嚼運動のリズムは乱れること

なく遂行される。このことは，武田１９）は，咀嚼は

ある一定のリズム内で遂行され，区間Ⅱ（今回の

実験の閉口相２に相当）における仕事量を調節す

ることにより，食品性状の相違に対応していると

報告している。また，森本４）は，歯根膜を圧迫す

る力の大きさや方向によってフィードバックされ

る反射の大きさや反射の現れる筋の種類が異なる

ことから，歯根膜感覚が咀嚼筋の筋活動に関与

し，下顎の位置や下顎運動の制御に深く関与して

いると述べている。今回の実験で咀嚼時の閉口運

動のうち食品抵抗の発現する咀嚼運動終末相を，

下顎位の変化により２区分して検討したところ，

筋放電量の総和における期の増加率はいずれの食

品においても１：２の比率を示した。このこと

は，咬合面間距離の減少に伴って咬合力が急激に

増大するという報告９）と同様に，前側方咬合期か

ら側方咬合期になると，筋の仕事量が１：２の比

率で増大する。また，この筋の仕事量により下顎

の閉口運動が行われるが，咬合面に介在した食品

の抵抗により仕事量は増すにもかかわらず，閉口

速度は減少し，結果として移動量が３：１の比率

を示すこと，すなわち，負の等加速度運動に近似

した運動を示すものと思われた。

結 論

本研究では，閉口筋と開口筋とのリズミカルな

交代性収縮により行われる咀嚼運動において，食

品性状の差異が運動速度に及ぼす影響について検

討した。実験方法として，２０歳代男性１０名に対

し，異なる被破壊特性を示す３種類の食品を用

い，咀嚼時の切歯点垂直方向開閉口運動について

４つの時期に区分し検討した。また，咀嚼運動終

末相を，下顎頭の位置により２つの時期に区分し

て，閉口運動を調査し，閉口筋筋活動と下顎運動

速度との関係について検討を行った。

本研究によって得られた結果は以下のように要

約される。

１．咀嚼時の切歯点開閉口運動を垂直最大速度で

開口相１，開口相２，閉口相１，閉口相２とに

４区分した場合

１）経過時間は，平均すると開口相２において

１４１ms，閉口相１において９２msを示し，食品性

状の相違による差異がないことが認められた。し

かし，開口相１と閉口相２においては，一部に食

品性状の相違による差異が認められた。

２）切歯点垂直開閉口運動は，チューインガム

では，すべての相において等加速度運動に類似し

た運動を示した。グミゼリーおよびピーナッツで

は，開口相２と閉口相１においてのみ，等加速度

運動に類似した運動を示した。

２．咀嚼時終末相の切歯点閉口運動を下顎位の変

化で前側方咬合期と側方咬合期とに２区分した

場合

１）切歯点垂直閉口運動は，いずれの食品にお

いても前側方咬合期と側方咬合期とを通じて等加
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本論文の要旨は，第２６８回東京歯科大学学会総会（１９９９年
１１月６日，千葉），第１０３回日本補綴歯科学会（２０００年６
月１０日，大宮），第２６９回東京歯科大学学会例会（２０００年
６月１７日，千葉），第２７０回東京歯科大学学会総会（２０００
年１１月４日，千葉），において発表した。

速度運動に類似し，等加速度運動として計算した

場合の平均加速度は，チューインガムで－８．１×

１０－４mm／ms２，グミゼリーで－６．５×１０－４mm／

ms２，ピーナッツで－４．２×１０－４mm／ms２を示し

た。

２）筋放電量は，前側方咬合期と側方咬合期と

が，およそ１：２の比率を示し，さらに，作業側

と均衡側の筋放電量も前側方咬合期と側方咬合期

とが，およそ１：２の比率を示すことが認められ

た。
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The Influence of Texture of Foods on Chewing Movement Velocity
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In this study, the influence of the texture of foods on chewing movement velocity, which is con-

trolled by rhythmical contraction of the closing and opening jaw－muscles was investigated. The

following findings were obtained : the chewing cycle was divided into 4 phases by the maximum verti-

cal velocities of opening and closing phases ; opening 1, opening 2, closing 1 and closing 2. There was

no significant difference in the durations for opening 2 and closing 1 according to the different texture

of foods. However, the durations of closing 2 and opening 1 were influenced by the different texture of

foods. Although the chewing movement of chewing－gum was closer to a uniformly accelerated motion

in the 4 phases at the incisal point, the chewing movements of gummi－jelly and peanuts were similar

to the uniformly accelerated motion in the opening 2 and closing 1 phases.

The closing phase of chewing movement was divided into 2 phases ; the pre－terminal and termi-

nal phases. The terminal phase is the period in which the working condyle within 0.5 mm of the centric

position and shifts from a position of protrusion of the balancing condyle to the centric position. The

pre－terminal phase is the period in which the working condyle shifts from a protrusive position to

within 0.5 mm before the centric position, and the shifting time of the working condyle was estimated

to take the same time as the balancing condyle shifted from the protrusive position to the centric posi-

tion. The vertical closing movements of the chewing stroke at incisal point were similar to the uni-

formly accelerated motion for the total of the two phases in three types of foods. The EMG activities

in the pre－teminal phase were approximately half the EMG activities in the terminal phase, both on

the working side and balancing side. （The Shikwa Gakuho，１０１：７３９～７５３，２００１）
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