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原　　　　著　-

コンピューター･シミュレーションによる

第-大臼歯の唆合接触に関する研究

根　岸　史　郎

東京歯科大学大学院歯学研究科

歯科矯正学講座

(指導:一色泰成教授)

年12月16日受付)

年2月1日受理)

抄　録:唆舎面の形態をもとに唆合調整を含む矯IE治療をコンピュータTLでシミュレートする方

法を開発した｡この方法を用いて, [二下顎の第一大臼歯について緊密な映舎接触を得られる位置づ

けを探索したo探索の結果をもとにコンビュ-クー･グラフィックスを作製することで,上下顎の

唆合面形態と緊密な接触郭位との位置関係を視覚的に確認することができた.

模型を用いて行われてきたセット･アップに,コンピューター･シミュレ-ションを応用するこ

とにより,唆舎調整を合む矯正治療を想定することが可能になり,より緊密な唆合接触を得ること

が出来た｡

キーワード1.セット･アップ,コンビュ-タ-･シミュレーション,第　jく臼歯,唆合接触,唆合

調fT竺

緒　　　　　ij

は,矯正治療では上下顎の歯をで

きるだけ唆合させるべきであると述べている｡ま

た,保定期問に唆合状態がより良くなることはあ

まりないので,これを期待せずに可及的に理想的

な唆合状態にしたほうが良いとする報害2)や動的

治療の後での接触点の数の変化はわずかであるの

で,これを期待するべきではないとする報害3)が

みられる｡これらを考え合わせると,動的治療の

終了時には,上下顎の歯をできるだけ唆合させる

べきであるとの結論に到達する｡しかし,上下顎

の歯をどのように位置づけるべきであるかという

別刷請求先: 〒　　　　　千葉市美浜区貢砂
東京歯科大学歯科矯正学講座　板岸史郎

ことに関しては不明な点が多い｡

三次元的なシミュレーションであるセット･

アップ模型の製作が,矯正治療後の唆合接触状態

の予測に用いられてきた仕5)･6)｡セット･アップ

模型はポジショナ-の製作7)や正常唆合より得ら

れた情報が不正唆合に対して応用できるかどうか

についての調査8)などにも用いられてはいるが,

個々の歯の具体的な位置づけあるいはその根拠を

明確に記しているものはない｡したがって,その

位置づけは術者の経験に頼る部分が多いと考えら

れる｡

上下顎の唆合面問の距離を詳細に調査すること

で,その唆合接触状態を評価する方法が報吾され

ている｡この方法をセット･アップの結果に対し

て用いることも可能である｡しかし,唆合接触状
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350 板岸:コンピューターを利用したセット･アップ

態の評価を歯の位置づけに正確にフィード･バッ

クすることは困難である｡したがって,セット･

アップに必要となる歯の位置づけの根拠を唆合面

間距離の詳細な調査に求めることは,事実上不可

能である｡

すべての唆舎接触は唆合小面内に発現するとい

う報害9)や,唆耗は生理学的にIrt常ではないかも

しれないが機能のためには必要であるとする報

害10)などから,唆合には唆耗が必然的に生じるo

そこで,これまでは歯の位置づけを行った後に唆

耗を想定した唆合調整が行われてきた｡しかし,

校合状態が歯の移動と唆耗による歯冠の形態の変

化の相互作用の結果であると考えると,模型を用

いたセット･アップはこの作用を十分にシミュ

レートしているとは言い難いo　したがって,歯の

移動だけではなく,唆合調整を含んだセット･

アップが必要であると考えられる｡模型を用いた

場合には,どの部位にどの程度の唆合調整が必要

であるかは分からない｡実際に模型を削合する以

外にその影響をシミュレートすることは不可能で

あるが,一度削合した模型を元に戻すことは出来

ない｡したがって,上下顎の模型を唆耗を考慮し

て位置づけることは出来ない｡

以上より,模型を用いたセット･アップには,

唆合面の形態をもとにして客観的に歯を位置づけ

ることができない,フィード･バックが可能な嘆

舎接触状態の評価ができない,唆合調整が必要と

なる位置づけができない,といった問題点がある

ことがわかる｡そこで,これらの問題点を解決す

るために,模型によるセット･アップの代わりに

コンビュ-クーを利用する方法が考えられるo歯

列模型を三次元的に計測し,得られた情報をコン

ピューター処理することにより,三次元的な分析

を行った報吾1仕12)が見られる｡また,上下顎の

嘆合面の三次元的な形状と下顎運動を取り込み,

これをコンピューター内部で処理することによ

り,その間隊の動態を調査した研究13日4'も見ら

れる｡しかしながら,唆合面の形態を矯正治療を

想定した歯の移動に応用した研究は報害されてい

ない｡そこで,著者は唆合面の二次元的な情報を

もとに唆合調整を含む矯正治療を想定した歯の移

動をシミュレートする方法を開発し,この方法を

用いて緊密な校合接触を得られる位置づけを探索

し,その結果について比較検討した｡

材料および方法

1.対象の選択

東京歯科大学千葉病院で矯正治廃を予定してい

る患者の中から,第･大日菌の歯冠について

･形態翼常がない

･充壊物や師蝕が存在しない

･唆耗や摩耗がほとんどない

･正確な印象採得が可能である

ものを選択した｡

歯冠の形態の偏りを排除するため,選択した症

例の中から上顎の第-大臼歯が上修の歯冠外形の

分類15)による1型･ 2型･ 3型であるものを各1

症例選出し,その上卜顎･左右側の第一大臼歯

(合計で12本)を研究対象とした｡選出した3症例

の年献･性別･歯冠外形の分類･被験歯の識別名

を表1に示す｡症例Daiの左側を　.とし,

右側を　　　とした｡同様に　　　は　　　と

表1被験者の年献･性別･上修による歯冠外形の分真と被験歯の識別名

Subject A ge Sex C lassification
ldentifier

L eft R ight

Dai　　　　　11Y, 2M Female

Mao l2Y, llM Female

Tur　　　　　　13Y, 1M Male

Type 3　　　　　　DaiL DaiR

Type 2　　　　　　MaoL MaoR

Type 1 TurL TurR
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MaoRとし、TurはTurLとTurRとした。  

2．模型とジグの調製   

対象となる歯の印象採得は，接触点を含んだ園  

冠全体の形態を採取するために，セバレーティン  

グ・エラスティックが装着されて約1週間後で矯  

止用のバンドが装着される直前に行った。模型の  

調製には，ビニルシリコーン印象材（ジーシーエ  

クザファイン レギュラータイプ，株式会社ジー  
シー，東京）と超硬石膏（ジーシーニューフジロッ  

ク，株式会社ジーシー，東京）を用いた。   

ジグの調製は，直径が9／32inch（7．14375  

mm）のセラミック球（天辻鋼球製作所，東京）を  

利用した。セラミック球を台に固定し，対象とな  

る歯と同様の方法で石膏模型を作製し，これを凸  

型のジグ（岡1A）とした。また，この球の陰型  

を作製し，凸型のジグと同様の方法で石膏模型を  

作製し，これを凹型のジグ（図1B）とした。し  

たがって，凸型と叩型のジグは同一の球面で構成  

されている。  

3．計測用模型の調製   

下顎の模型に3つの凸型のジグを組み込み，全  

休を下顎の計測用模型（阿2A）とした。このと  

き，下顎の模型は．その校合平面が計測用模型の  

基底面と平行になるように位置づけた。   

次に，上顎の模型を下顎の模型に，M型のジグ  

を凸型のジグにそれぞれ仮着した。このとき，上   

顎の模型は，下顎の模利こ対して矯正治療の終了  

時を予測して位置づけた。ヒ顎の模型と凹型のジ  

グを同定して全体を上顎の計測用模型（図2B）  

とした。校則こ与えた唆合関係を基準校合と設定  

した。   

l二下顎の計測用模型を復位させると，3組のジ  

グは緊密に飯台し，上下顎の模型は基準校合で対  

向する（岡2C，D）。  

4．模照の計測   

東京歯科大学口陛科学研究センター所蔵の三次  

元形状計測装置（Surveyor3000，株式全社マツ  

オ，人間市）を用いて，上下顎の計測用模型を  

別々に計測した。この装置はレーザーによる距離  

計削を応相した非接触型で，ディジタイザーとこ  

れを制御するパーソナル・コンピューターから構  

成される。データの出力に用いられる座標系は  

rig・hthandedcoordinatesystem㈲である。そ  

こで，以後の処f甲もすべてこの座標系に従った。  

計測の間隔はⅩ・Y方向ともに0．05mmとし，  

走査方向を変えて5回計測した。このとき，それ  

ぞれの計刺用模型について，歯の模型とジグを同  

時に計測することにより，これらの位置関係を獲  

得した。  

5．データの前処理   

計測したデータの処動こはDeユphi3Prore－  

ssional（ポーランド株式全紙，東京）を用いた。  

図1 A 凸型のジグ 直径が9／32ill（ll7，1】二〕丁う】】川1）の凸型の球面をもっ1iりu）ン‘／ r■】？侶、い り   

inch（7．14375mm）の匹1型の球血をもつし  
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Z方向の値を一次補完で求めることにより,デー

タをⅩ ･ Y方向に　　　の間隔で標本化した｡

さらに,すべての方向のデータのZ方向の値を平

均化した｡対象となる歯が右側の場合には,座標

を反転して左側の歯に見立てた17)｡

ジグのデータについては,計測点の法線とレー

ザーの照射方向が450未満の部分を残して,それ

以外は破棄した｡ジグの原形となったセラミック

球のコンピュータ-･モデルを作製し

法18)を用いてジグのデー

タとモデルを可及的に一致させ,モデルの中心の

座標をジグの中心の座標とした｡

F顎の歯の近心方向がX方向に,頑側方向がY

方向に,唆合面方向がZ方桓吊こ----致するように,

下顎のデータを位置づけて, 3組のジグの中心を

利用して,上顎のデータを下顎のデータに対して

位置づけた｡以上の操作により,計測用模型に与

えた基準唆合をコンピューター上で再現した｡

6.仮想空間の構築

再現された基準嘆合をもとに唆舎関係を変化さ

せ,その動態を詳細に計算することが出来る仮想

空間をコンピューター･プログラムで構築したo

唆合関係の変化は,下顎の位置は変化させずに上

顎の位置のみを変化させることによって行うこと

とした｡上顎の移動は　　　　　　軸に対する回

転移動(それぞれ　　　　　　　　とする)とⅩ ･

Y ･ Z方向への平行移動(それぞれ

TZとする)で指定した｡基準唆合における上顎

の位置を　　　　とし,このときの

の値を0とした｡

図2　A　下顎の計測用模型　下顎の第-大臼歯の石膏模型と3つの凸型のジグから構成される｡
B　上顎の計測用模型　上顎の第-大臼歯の石膏模型と3つの凹型のジグから構成される｡
C, D　上下顎の計測用模型を復位させたところ　3組のジグは緊密に蕨合し,上下顎の模型は基準唆

合で対向する｡
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上顎の回転移動の中心は　　　　方向では歯冠

の中央とし, Z方向では歯冠の最高点とした｡唆

合接触状態の計算は,移動後の上顎のデータを

Ⅹ ･ Y方向に　　　　の間隔で再度標本化し,こ

れと下顎のデータとの関係を計算することによっ

て実塊することとした｡

この仮想空間を用いることで,上顎の移動に対

する上下顎の歯の憂なり合う部分の体積や唆舎面

間距離等を求めることが出来る｡

7.緊密さを表す指数の設定

唆合面問距離が短いほど大きな値をとる関数

(図3)を定義した｡さらに,すべての標本にお

けるこの関数の値を合計することで緊密さを表

す指数を設定し　　　　　　　　　と名付けた｡

に影響を与える最大の唆合面間

距離の設定を　　　　　とした｡この指数の値

が大きいほどより緊密な唆合接触状態であるとい

う仮定のもとに処理を行うこととした｡

8.上下顎の歯が重なる部分の体積の算定方法

上下顎の歯が重なる部分の体積　　　　とす

る)は,唆合面間距離が負の値となるすべての標

本において,その距離を合計することで,計算す

ることができる｡

図3　唆合面間の距離に応じて点数が変化する関数

距離が0より小さい場合には点数は1とな
り　　　　　　より大きい場合には0となる｡

0から　　　　　までの間では,距離が小さい
ほど大きな点数となり,連続的に変化する｡

353

9.探索の方法

上顎の移動は6つのパラメーター(回転移動の

3つと平行移動の3つ)で表すことが出来る｡し

たがって,ある特定の位置づけにおける唆舎状態

は,前述の仮想空間に6つのパラメーターを与え

ることで,求めることが出来る｡しかしながら,

このままでは嘆合状態に条件を付与し,これを満

たす位置づけ(6つのパラメーター)を求めるとい

う逆方向の計算はできない｡そこで,蓋準となる

唆合を出発点として, 6つのパラメーターを徐々

に変化させ,随時その唆舎接触状態を計算し,こ

れをフィードバックすることで与えた条件を満た

すパラメーターの組み合わせを求める方法をプロ

グラムした｡ここでの条件とは　　　　　が設定

した値以下であることと　　　　　　　　が可及

的に大きいことである｡

唆合状態に影響を与えるパラメーターの数が

多いため,分枝限定法　　　　　　｢

を利用し, 6つのパラメーターを

の3組に分

割し,それぞれを別の　　　に割り振ることに

より,緊密な唆合接触が得られるパラメーターの

組み合わせを探索することとした｡ 3つの

は回転移動　　　　　　　　　　をっかさどる

水平移動　　　　　　をっかさ

どる　　　　　　　　　　　　　　　　垂置移動

をっかさどる

からなり,以下のように説明される｡

(1) vertically translativc loop

ある　　　　　　　　　　　　　　　の組み合わ

せに対して,条件を満たすTZを求める方法は以

下のように考えられる｡　　　　　　　　はTZ

の関数で,その値はTZが小さいほど大きく,

TZが大きいほど小さくなる｡しかし

もまたTZの関数であり,その値はTZが小さい

ほど大きく, TZが大きいほど小さくなる｡した

がって, ｢　　　がある値以下｣という条件で

もっとも　　　　　　　　が大きくなるTZは,

がある値となるTZである｡以上の様

に,ある　　　　　　　　　　　　　　の組み舎

-39　-
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わせに対して条件を満たすT Zを求める方法を実

装したものを　　　　　　　　　　　　　　　とし

た(図　　　｡

(2) horizontally translative loop

ある　　　　　　　　の組み合わせに対して,

条件を満たす　　　　　　　　の組み合わせを求

める方法は以下のように考えられる｡

を利用することにより,ある

に対して,条件碁

満たすTZを求めることができるので,上記の方

法は｢ある　　　　　　　　の組み合わせに対し

て,条件を満たす　　　　　の組み合わせを求め

る方法｣とおきかえることができる｡このとき,

条件を満たす　　　　　の組み合わせは,可能性

のある組み合わせに対して条件を満たすT Zを計

算し,さらにその　　　　　　　　を計算し,こ

の値が最も大きくなった組み合わせである｡以上

の様に,ある　　　　　　　　の組み合わせに対

して条件を満たす　　　　　さらにはTZ)を求

める方法を実装したものを

とした(図　　　　　　　　　　の組

み合わせに対する　　　　　　　　は多数の極大

値をもつと考えられるので,実装には

焼きなまし法　を取り

入れた｡

(3) rotative loop

ある唆合面の形態に対して,条件を満たすRX

の組み合わせを

求める方法は以下のように考えられる

さらには

を利用することにより,ある

に対して,条件を満たすTX ･

TY(さらにはTZ)を求めることができるので,

上記の方法はrある唆合面の形態に対して,条件

を満たす　　　　　′･ RZの組み合わせを求める

方法｣とおきかえることができる｡このとき,秦

件を満たす　　　　　　　　　の組み合わせは,

可能性のある組み合わせに対して条件を満たす

さらにはTZ)を計算し,さらにその

を計算し,この値が鼻も大きく

--　40

なった組み合わせである｡以上の様に,ある唆舎

面の形態に対して条件を満たす

(さらには　　　　　　　　　の組み合わせを求め

る方法を実装したものを　　　　　　)とした

(図　　　｡

ULTV RX X TY

▼　　　　　　▼　　▼　　▼　　　　　　▼　　▼

Vertically Translative Loop

▼　　　　　　　▼

TZ Tl

図

入力された
tooth, threshold, volume)･RX ･ RY

をもとに計算を行
い　　　　　　　　　　　　　　　を出力
する｡

〕LTV RX

▼　　　　　　▼　　▼　　▼

H0riZ0ntaHy TranSlatiVe L00P

亘亘 二コ- ▼　　▼　　　　　　▼　　　　　　▼

TX TY TZ Tr

図
を内包し,

入力された　　　　　　　　　　　　　を

もとに計算を行い
TIを出力する｡

〕LTV

▼

R 0 ta tiVe L0 0P

-! H 0 riZ 0n ta Ily T ra nSIa tiVe L 00 P

r
F V e rtiCa Hy T ran SIa tiVe L 00 P

▼　　▼　　▼　　　　　　▼　　▼　　　　　　▼　　　　　　▼

RX RY RZ TX TY TZ TL

図　　　･　　､op
と

を内包し,入力
された　　　　をもとに計算を行い, RX
･ RY ･ R Z ･ TX ･ TY ･ T Z ･ T I

を出力する｡
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10.探索に関わる設定

には　　　　以下という条件を与え,

の設定は　　　　として探索を行っ

たo上顎の移動の最小単位は

ではloとし　　　　　　　では　　　　とした｡

また,探索の範囲の設定は,現実的に歯が移動す

る範囲を考慮して,回転移動は基準唆合を中心と

して前後方向に100ずつ　　　　　　　と150ずっ

とし,乎行移動は　　　　ずつ

TY)とした｡垂直的な平行移動　　　は,ある

の組み合わせに対

してその値が一意に求まるので,移動の最小単位

と探索の範囲は設定しなかった｡この探索によっ

て求められた上顎の位　を　　　とした0

ll.対照の位置付け

対照として　　　　　が　　　　になるように

をもとにT Zのみを変化させた位置を

計算し,これを　　　　とした｡したがって,

とgoa.1では　　　　の値は同じ

mm)である｡　　　　は,模型を用いて行われ

てきたように,あらかじめ角度と位置を決めてお

いて,接触部位を削除し,その量に応じて模型を

上下的に接近させる方法に相当する｡
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12.唆合面間距離の分布の算出

唆合由間距離の分希を調査するために,以下の

処理を行った｡まず,唆合面を唆合面問距離

mmごと)で分割し,全体に対する面積の割合を

それぞれ求めた｡つぎに,すべての試料について

同様の処理を行い,唆合面間距離ごとに割合の平

均を求めた｡

結　　　　　果

と　　　の移動量と

について

と　　　について　　　　　に対する)

移動量と　　　　　　　　を表2に示す｡

は　　　　　　　　　　　　　　　は変

化させずにTZのみを変化させたので,すべての

試料において　　　　　　　　　　　　　　　は0

である｡一方, TZは最小値が　　　　　で最大

値が　　　　　であった｡ TZが大きな値を示

す,すなわち　　　からの移動量が小さい症例

Maoが鼻も大きな　　　　　　　　を示したO

では, RXの最小値と最大値はそれぞれ

-20と+60であった｡同様に, RYは一10と

は180と　　　　　　　は一

と　　　　　　　　　は　　　　　　と

表　　　　　　と　　　における移動量と

T ra n slatio n (m illim eters )
P 0 Siti0n

R 0tati0n (de g rees)

R Ⅹ R Y R Z

DaiL

DaiR

Ma_oL

MaoR

TurL

TurR

Control

Goal

Control

Goal

Control

Goal

Control

Goal

Control

Goal

Control

Goal

0　2　　0　　1　　0　2　0　1　0　6　　0　1 0　1　　0　1　　0　0　0　0　0　0　　0　0
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TZは　　　　　と　　　　　であった0　回転移

動の範囲は　　　頑舌的な回転)が鼻も小さく,

RZ(歯軸に対する回転)が最も大きかった｡ま

た,平行移動の範囲は　　　上ト的な移動)が最

も小さく　　　　近遠心的な移動)とTY(頑舌的

な移動)は同じであった｡

すべての対象において　　　では　　　　に

比べて大きな　　　　　　　　　を示した｡した

がって, -一定量の唆合面の削除を前提とする場合

には　　　　　よりも緊密な唆合を示す位置付け

が存在することが確かめられた｡

2.唆合面問距離による分布について

唆合由間距離による分幾において　　　　　以

上で　　　未満の領域を　　　　　　　　以上

で　　　　未満の領域を　　　　とし,以卜同様

に　　　　　　　　　と表すこととし　　　　　と

goa月こついて平均したものを図5に示す｡

rolでは,唆合面間距離が　　　以上で

未満である部分の割合が最大となり,距離が大き

くなるに連れてその割合は小さくなった｡一方

では　　　　　以上で　　　未満である部

分の割合が最大となり　　　　　と同様に距離が

大きくなるに連れてその割合は小さくなった｡距

離が大きくなるに連れて　　　　と　　　との差

は小さくなった｡

lDcontroI E)Goal I

0.5　　　　　　1.0　　　　　　1.5　　　　　　　2.0

Distance between Upper and Lower Teeth (millimeters)

図5　唆合面問距離で分業亘された領域の割合(面積)
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考 餐

上　被験者の選択について

症例ごとの歯冠形態の特徴を抽出するため,す

べての被験歯について,唆合面からみた外形に対

する本来の嘆合面あるいは解剖学的唆合面22)の割

合を算出した｡なお,面積はその領域を唆合平面

に投影した状態で算出した｡被験歯ごとの割合を

表3に示す｡

上顎の大臼歯では, 1型から3塾に移るに連れ

て本来の唆会商の割合が増加した｡また,下顎の

人臼歯においても同様の傾向が見られた｡した

がって,上修の分類には,歯冠の外形に対する本

来の校舎面あるいは解剖学的唆舎面の割合もその

分類基準に含まれていたと考えられる0

2.三次元形状計測装置について

レーザーを用いた非接触型の三次元形状計測装

置は,接触式のものに比べて計測時間が短い･対

象を破壊しないなどの利点を有することから,歯

科分野で数多く用いられている｡この方法は,唆

頭項などの角縛り学的に特徴となる部位を選択的に

計測することができない23)という欠点を有する

が,解剖学的な抽出点によらず唆会商全体を捉え

るという今回の研究の目的にかなっている｡

また,その原理上アンダー･カットの部位の計

測は不可能である24'｡そこで,計測の方法には多

くの改良が加えられてきた　｡しかし,処理

の回数が増加するにつれて精度の低下が懸念され

る｡この研究の目的は,上下の歯の唆合接触状態

表3　歯冠の外形に対する本来の唆合面(上顎)と

解剖学的唆合薗(下顎)の割合

DailJ Type 3

DaiR Type 3

MaoL Tyf)e 2

MaoR Type 2

TurL Type 1

Tur且 Type 1

61. 08　　　50. 27

60. 49　　　52. 73

63. 08　　　54. 65

63. 47　　　52. 83

66. 49　　　62. 00

67. 80　　　63. 71
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の観察であるため,レーザーの照射は嘆合面方向

からのみとし,アンダーカットの部位の計測は行

わなかった｡

さらに,レ-ザ-の反射光を用いることから表

面の反射率の変化による影響も無視できない｡そ

こで,走査方向を変えて複数回計測することでエ

ラーを最小限にとどめた｡

3.物理的な精度について

上下顎の計測用模型に組み込んだ2種類のジグ

を用いて精度の検査を行った｡計測用模型に対し

て行ったのと同様の方法で計測･標本化･平均化

を行い,得られた点の集合から中心の座標を求め

た｡そして,それぞれの点と*心の座標の距離を

求めた｡この結果(表4)より,今回の方法(印象

採待･模型調製･計測･標本化)は,唆合接触状

態の調査に対して十分な精度を有することが確か

められた｡

4.数値演算に関わる精度について

この研究で用いたコンピューター･プログラム

の実装では,演算に実数が要求される変数と定数

のデータ型には　　　　　　　　　　　を用いた｡

この型の有効桁数は, 10進数に換算すると19桁あ

るいは20桁に相当する｡したがって,数値演算に

よる精度の低下はほとんどないと考えられる｡

の計算方法について

とトの歯の唆合面については,その最適な形態

はいまだ不明であり,どのような唆合接触状態が

最適であるかということも明らかではない｡しか

し,自動的に探索を行わせるためには,客観的な

指標を設定しなければならない｡今回の研究で

は,歯の移動と歯冠の形態の変化(唆耗)が連動し

て起こる状況を想定している｡そのため,これら
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の2つの変化に対して有効な評価法が必要であ

る｡

接触点の数を計測することにより,橋正治療に

よる唆舎関係の変化を調査したもの28)や矯正.治療

後の変化を調査したもの29)が報菖されている｡し

かし,接触点の数のみでは,最適な位置付けを探

索する指標としての役割を担うことは不可能であ

る｡したがって,この方法は,今回の目的には合

致しない｡

そこで,唆合面問距離をもとにした指数

を設定した｡この指数の計算方法

は,嘆合面を徴純に標本化し,その標本のなかで

唆舎面間距離がある値より小さいものについて,

その値に応じて点数を付け,これらを合計すると

いうものである｡嘆合面間距離と点数との関係に

は,今回の設定のように直線的なもの以外にも2

次式や3次式を用いた非重線的なものが考えられ

る｡しかし　　　　　　の値が小さいものであれ

ば,これらの違いによる点数の変化はごくわずか

となり,探索の結果には影響がないと考えられ

る｡したがって,高次の計算を行うことは計算時

問の増加を招くのみと考えられる｡

接触域は厚さによって面積が変わるので接触厚

さ何mmのとき接触面積何mm2と表現するのが

適切であろうとする報菖30)が見られるが

の計算方法では,唆合面問距離に

よって元となる点数が変化するため,各接触厚さ

における接触面積を統合して　つの値に集約する

ことができる｡したがって,この方手套は探索の過

程で複数の唆合接触状態についての優劣を付ける

上で有用である｡

また,面積の計測の要点は,周縁の判別である

表4　ジグの表面と中心との距離

T y P e 0 f J ig N u m b er

D iSta n Ce fr0 m th e C en ter (m illim eter s)

T h eoretica l M in im u m M a x im u m M e且.n S .D .

convex　　　　　2004　　　　　　3. 572　　　　　3. 547　　　　　3. 599　　　　　3. 571　　　　　0. 007

concave　　　　　2003　　　　　　3. 572　　　　　3. 554　　　　　3. 602　　　　　3. 572　　　　　0. 006

-　43
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という報吾31)がみられるが　　　　　　　　　は

その計算方法より　　　　　に近い部分では元

となる点数が小さくなり,全体に与える影響が小

さくなるという利点を持っている｡

以上より　　　　　　　　　の計算方法は,接

触点の数3'やある唆合接触域の面積32)を用いる方

法に比べると,探索の判断基準に適していると考

えられる｡

の値について

の値を小さく　し過ぎると

に影響を与える部分が少なくなり,

接触点とほとんど同義になってしまう｡反対にこ

の値を大きくし過ぎると　　　　　　　　　に影

響を与える部分が多くなり,対向するほとんどす

べての部分が　　　　　　　　に影響を与えるこ

ととなる言唆頭対嘆　　の関係は, ｢唆頭対高1

の関係に比べて｢顎骨および歯列全体にかかる応

力分布が不均　であり,唆合の安定性に欠ける1

という報害33)や｢顎機能異常が惹起されてくる1

つの可能性として挙げられる｣という報菖34)から

も, ｢唆頭対嵩｣の関係で　　　　　　　　がよ

り大きくなるような設定が望まれる｡そこで,

の値には

と

の境界である　　　　　を選んだ｡

は,一般には上下顎の歯がよ

り広い面積でより近接した状態のときに高い値と

なる様に設定されている｡接触面積が大きいほど

姐噛効率が高いとは限らないとする報害35)や最緊

密唆合接触域の増大は食品破壊所要力量を増大

させるとする報舎36)を考慮すると,今回用いた

の計算方法には矛盾があるよう

にも考えられる｡しかしながら,これらの報箆が

対象としている状態は,矯正治療の終了時の状態

と比較すると,極度に唆耗が進んだ状態であり,

探索に用いた　　　　の設定ではこのような状

態にはなり待ない｡つまり,接触面積が,その増

加が唄噴効率を低下させる状態にまでは到達する

とは考えられない｡したがって,矯正治療の終了

時を想定した今回の探索では,接触面積の増加は

むしろ好ましいものと考えられる｡

7.唆耗を　　　　で表すことについて

唆耗をシミュレートするために上下顎の重なり

を許すこととし,この体積を　　　　と名付け

た｡唆耗はそのほとんどが歯と歯の接触によって

起こり,食物が介在している状況ではほとんど起

きないと考えられる｡しかし,唆耗は中心唆合位

など(静的に)接触している部位のみではなく,逮

動時に接触する部位にも起こり得る｡したがっ

て,静的な重なりで,唆耗を完全にシミュレート

出来るわけではない｡しかし,重なりが起こる倖

関係に歯を位置づけるためには,少なくとも重

なりの部分はトドの歯のどちらかが唆耗する(削

合される)必要がある｡

の体積を小さくし過ぎると,ほとんど

唆耗が無い状態となり,実際にはありえない状況

をシミュレートすることとなる｡また,この体積

を大きくし過ぎると,天然の歯冠を利用して唆合

の再構成を行うという矯Ii治療の特長を失うこと

となる｡

の値について

今回の研究では　　　　には　　　　以下と

いう条件を設定した　　　　　は唆耗をシミュ

レートしたものであるので,その値の設定には唆

耗の調査が参考になると考えられる｡しかし,天

然歯の唆耗の体積を経時的に計測することは困歎

37)である｡そこで,その動態の調査には,唆合小

南の面積の増加を計測したもの38)や視覚的な評価

点で判定したもの　　などが多く,高さや体積

の減少を計測したものは少ない｡

唆耗による垂菌的な高さの減少についての調

査18)では,大臼歯部における1年間の減少は

であると報害している｡こ

れに対して,著者の探索結果では　　　　　にお

けるTZの平均は　　　　　　実際は

mm)である｡したがって,約8年分に相当す

る｡しかし,先の調査では,被験者の年齢が(調

査の開始時期で)18歳から23歳であり,第一大臼

歯どうLが唆合を始めてから10年以上経過してい

ると考えられる｡さらに,早い時期ほどより大き

44
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な高さの減少を示している｡これらの点を考慮す

ると,この調査結果と今回の設定との問には大き

な矛盾はないと考えられる｡

歳の被験者を対象とした唆耗の体積の調

査41)では, 2年間にわたる変化は　　　　　で

あったと報害している｡著者は　　　　の体積

を　　　　と設定したので,およそ6年分に相当

する｡しかし,対象となる年齢を考慮すると,先

に記したように,試料の採取の以前にもある程度

の唆耗が起こっていると考えるのが妥当であろ

う｡

以上より,著者の用いた値　　　　　はこれら

の報吾とは矛盾しないと考えられる｡　　　　の

値を小さくして探索を行った場合には,その結果

は唆合面の微細な凹凸の影響を大きく受けたもの

となり,生理的な唆耗を十分シミュレートしたも

のにはならないと考えられる｡反対にこの値を大

きくして探索を行った場合には,天然歯を利用し

て唆合を再構成するという矯正治療の利点を失う

ことになると考えられる｡　　　　の設定によっ

て探索の結果に変化が表れると考えられるので,

この設定を症例に応じて適切に行う方法について

は今後の課題である｡

9.探索について

1)シミュレーションの設定について

今回の研究では,上下顎の第-大臼歯のみの唆

合をシミュレートしている｡しかし,上顎の第-

大臼歯は下顎の第一大臼歯だけでなく,第二大臼

歯とも唆合している｡また,ド顎の第-大臼歯は

上顎の第一大臼歯だけでなく第二小臼歯とも唆合

している｡したがって,第一大臼歯どうしの最適

な唆合が,それ以外の歯との唆合にどのような影

響を与えるかは明言できない｡しかし

と　　　　　　は最適な唆合状態では,上

下顎の第I一大臼歯の問には4つの

が存在するとしているO　このことからも,第一大

臼歯どうしの最適な唆合とそれ以外の歯との最適

な唆合は調和するものと考えられる｡

2)探索の範囲について

RXとRYの探索の範囲は,基準唆合を中心に
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両方向に100ずつとし, RZは150ずっとした｡こ

の範囲であれば,矯正治療で起こり得る移動を十

分にカバーしていると考えられる｡また, TXと

TYの探索の範囲は蓋準唆合を中心として両方

向に　　　　ずっとした｡目的とする唆合をthe

に置くならば,その探索の範

囲は十分な広さを持つと考えられる｡

3)探索の糸田かさについて

の最小単位は10で

TYの最小単位は　　　　である｡したがって,

これ以上に細かい探索は行っていないo　しかし,

矯正治療に1 0未満の回転移動や　　　未満の平

行移動を追求することにはほとんど意味はないで

あろう｡また,探索を行った設定の狭間に特異的

に　　　　　　　　が大きくなる設定があるとも

考えにくい｡したがって,探索の義小単位の設定

は十分な綿かさを持っと考えられる｡

10.唆合面間距離と各種の唆合接触域の面積の算

出について

上下顎の唆合面問距離の計測や,各種の唆合接

触域の面積の算出には,模型を細かく切断する

方法45)や　　　　　　　　による

を計測する方法46)などが用いられてき

た｡しかし,これらの方法は,多大な労力を要

し,また種々の操作のために精度の低下は免れな

い｡そこで,著者はコンピューターを利用するこ

とにより,これらの問題を回避した｡

コンピューターを利用して処理することの利点

としては,以下のようなものが挙げられる｡

･元の情報を維持して,歯の形態を失わない47)｡

･現実には不可能な状態を作り出すことができ

る｡

･設定が変更されても,再計算によって対処でき

る｡

･数値処理によるため,精度を低下させる物理的

な操作を排除できる｡

反対に欠点としては,以下のようなものが挙げ

られる｡

･物理的な条件を完全にシミュレートすることは

できない｡
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･主観的な(厳密に定義できない)判断を行わせる

ことはできない｡

今回の実装ではⅩ ･ Y方向に対して　　　の

単位で標本化しているため,これより微純なもの

は算出が不可能である｡ただし,この点は処理速

皮(処理時間)とのトレード･オフによって,さら

に細かく計算することは可能である｡

今回用いたような, ｢設定を徐々に変化させ,

その結果を設定にフィードバックする｣という方

法は,コンピューターを利用せず模型を計測する

方法では実現は不可能である｡

と　　　の移動室と

について

症例によらず　　では　　　　と比べて

が大きくなったのは,最適な位置の

探索によって唆合面の形態に適した回転移動と平

行移動が行われた結果であると考えられる｡

症例Maoは　　　　　におけるTZの移動量

が他の被験者に比べて明らかに小さい｡しかし,

被験者によらず　　　　の値は-定である｡し

たがって,小さな移動量で所定の　　　　に到

達した,つまり｢広く浅く｣重なり合っていると

解釈されるo　以上より,被験者Maoは

の状態で唆合面の形態に則して位置づけられてい

たということと,そのような状態が可能である歯

冠の形態を持ち合わせていたということが考えら

れる｡したがって, TZの変化が鼻も小さかった

被験者が最も大きな　　　　　　　　を示すこと

も説明がつく｡ TZの変化が小さかったのは,

の状態ですでに広い部分で嘆合面が近接

していたと考えられる｡　　　　　　　　が大き

いこともこれを裏付けていると考えられる｡

12.唆合面問距離の分布について

では　　　以上で　　　未満の部分

の割合が最大になったのに対し　　　では0.0

mm以上で　　　　未満の部分の割合が'-大に

なった｡唆舎面問距離が小さい部分で　　の割

合が大きいのは　　　では唆合商の形態に則し

た回転移動と辛行移動がおこなわれ　　　　　と

比べてより緊密な唆合接触が得られた結果である

と考えられる｡また,唆合面間距離が大きい部分

で　　　　の割合が大きいのは　　　　　では唆

合面間距離が大きかった部分が　　になるとそ

の距離が小さくなり,全体に占める割合が減少し

たことが原因であると考えられる｡言い換えれ

ば　　　の唆合面間距離の分布は　　　　　の

分布がより距離が小さいほうに移動したものであ

る｡ J以上より　　　　では　　　　と比較して,

歯冠の形態に則した位　づけがなされた考えられる｡

13.投影図について

探索で求められた唆合状態を視覚的に確認する

ために　　　　に倣って唆合面に投影した図を

作成した｡上下顎の識別のための色には,上顎は

赤,下顎は縁を選び,高さによって色を変化させ

た48)｡接触する部分を明らかにするために,上下

顎が重なりあう部分は白とし,近接する部分を明

らかにするために,唆合面問距離が　　　以下

の部分は青とした｡作成した投影図の一部を図6

に示す｡

では　　　　　に比べて接触ないしは近

接する部分の面積が広いのはもちろんであるが,

その分布もより広範囲にわたっていた｡したがっ

て　　　の唆合接触状態は　　　　　に比べて,

より安定した状態であと考えられる｡

14.立体的な画像について

症例Daiは　　　　　におけるTZでは,左右

側でほとんど同じ値を示した｡しかしながら,

では右側に比べて左側で大き

な値を示した｡また　　　　における

でも同様に右側に比べて左側で大きな値を

示した｡　　では　　　　に比べて左右側の差

がより大きくなり,右側の　　　における

は,左側の　　　　における

よりも小さい値を示した｡なぜ,左

右側でこれほどの違いが生じるのかは,移動量だ

けでは良く分からない｡そこで,計算に用いた点

の集合を　　　　　　　　に変換し,これをも

とに立体的な画像を作成した｡

左側(図　　　　　　では　　　　　の位置では

唆頭蕨合が認められなかったが　　　の位置では

46　-
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図　　　　　の投影図
AとCは　　　　における唆舎接触の状態で, BとDは　　における唆合接触の状態を示すo AとB

では上顎の唆合面を赤色で表し,下顎の外形を線色の輪郭で表した｡ CとDでは下顎の唆倉面を線色で表

し,上顎の外形を赤色の輪郭で表したoいずれも上方が頑側,下方が舌側,左方が遠心,右方が近心であ
る｡唆合面間距離が　　　未満の部分を白色で示し　　　　以上で　　　未満の部分を青色で示し
た　　　　　とD)では　　　　　とC)と比べてより広い範囲で接触(白色)あるいは近接(青色)している

ことがわかる｡

認められるようになったのに対し,右側(図7-

では　　　　の位置では唆頭蕨合を獲待

していたが　　の位置では唆頭蕨合を失ってい

ることが見て取れる｡ただし,左右側のそれぞれ

においては　　　では　　　　と比較して大き

な　　　　　　　　　を示している｡このことよ

り,唆頭蕨合の確立が緊密な唆合接触状態の確立

とは必ずしも一致しないことが示唆された｡左右

側の違いは,それぞれの歯冠形態の違いに原因が

あるはずである｡しかしながら,それぞれの歯冠

の形態には肉眼で確認できる大きな差異は存在し

ない｡したがって,矯正治療の結果の予測には,

平均値を用いたり経験に頼るものではなく,歯冠

形態をもとにした位置付けが可能な方法を用いる

必要があると考えられた｡

15.本システムの拡張について

本研究では,上下顎の第-大臼歯のみについて

シミュレーションを行った｡本システムを拡張す

ることにより,第--･大臼歯のみならず,歯列全体

のセット･アップを行うことが可能になると考え

られるo　また, I級仕上げだけでなく, II級仕上

げやⅢ級仕上げについてのシミュレーションも可

能になると考えられるO　これらは,今後の課題と

したい｡
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図7　AとBは　　　の唆合状態, CとDは　　　の唆合状態を示す｡手前が頑側,左方が近心,右方が遠
心である　　　　については　　　　　間では上顎の近心頑側嘆頭預と下顎の額面溝は一致していない
が　　　　では両者が一致し,より緊密な嘆舎状態であることがわかる　　　　については

では上顎の近心頑側唆頭頂と下顎の額面溝が近遠心的に-致しているが　　　　では上顎が遠心に移動
していることがわかる　　　　は右側の歯であるが,座標を反転することで左側に見立てている｡

結　　　　　論

健全な歯冠の形態を示す症例の中から,上顎第

一大臼歯が歯冠外形の分幾の1型･ 2型･ 3型で

あるもの各1名を被験者として,上下顎･左右側

の第　二大臼歯を研究対象とし,ジグをもっ士下顎

の石膏模型を製作した｡石膏模型を非接触型の三

次元形状計測装置で計測し,コンピュータ- ･シ

ミュレーションによって個々の歯で緊密な唆舎接

触が得られる位置付けを探索し,以下の結論を得た｡

1 )上下顎の第一大臼歯について,唆舎面の形態

をもとに唆舎接触状態が緊密となる位置付けを自

動的に探索する方法を開発した｡すなわち,上下

顎の歯牙が重なる部分の体積を　　　　とする位

置づけを条件に,上顎の歯を回転移動･平行移動

することによって,下顎の歯との位置関係を変化

させ,唆合南開距離が　　　未満の部分をもと

に唆合状態を判定する指標をもちいて緊密な位置

づけを探索する仮想空間をコンピューター上に構

築し,その条件を満たす位置づけが得られた｡

2)唆合南開距離に応じて彩色した投影図を製作

することによって,上下顎の唆合面形態と緊密な

接触部位との位置関係を視覚的に確認することが

容易になった｡

3)緊密な唆合接触を得る位置の決定には,歯冠

-48-
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外形の分幾による明らかな差は認められなかっ

た｡

本論又の要旨は,第262回東京歯科大学学会総会

年11月1日,千葉)および第57回日本矯正歯科学会大会

年10月1口,仙台)において発表した｡

謝　　　　　辞
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賜りました本学歯科矯正学講座-色泰成主任教授に深

甚なる感謝の意を捧げます｡また,コンピューター･

プログラムの構築にあたり御指導を丁貢きました慶応義

塾大学環境情報学部千代倉弘明教授に感謝いたしま

す｡さらに,本研究の遂行に当たり御協力を煩いた教

室員諸兄ならびに被験者各位と二次元形状計測装置の

使用にあたり御助言を項きました本学口腔科学研究セ

ンター研究機器管理部岡野　繁研究技術員に御礼申し

上げます｡
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Computer simulation to explore the tightest occlusion of first molars

Fumio NLlGTSflI

Department of Orthodontics, Tokyo Dental College

(Director : Prof. Yasushige Isshiki)

Key wol･ds / Set-up, Computer simulation, First molar, Occlusal contact, Occlusal

adjustment.

It is difficult to set-up maxillary and mandibular teeth in the tightest occlusal relationship

on articulators. The purpose of this study was to develop a new numerical method to explore

the tightest occlusal relationship between maxillary and mandibular first molars with a com-

puter program. The new method was compared with the traditional one.

Plaster models of the four first molars were made from three subjects with normal teeth.

The models were scanned by a three-dimensional digltizer and reproduced in a computer. A

function calculated from the inter-occlusal distance was defined, and an index estimated by

accumulating the function was implemented. A virtual space that changes the relationship bet-

ween maxillary and mandibular models by rotations and translations of the maxillary model

and investlgateS the occlusal contact was programmed. Three-dimensional positions that max-

imize the index were explored with the r･eproduced models in the virtual space, with 0.2 mm of

the maximal distance affecting the function and 0.2mm3 0f the intersectional volume of the

maxillary and mandibular teeth. Control positions that simulate the traditional method by

decreasing the inter-occlusal distance until 0.2mm3 0f the intersectional volume were calculated.

Occlusions in the explored positions were tighter than those in controls in all cases. Tight

occlusions did not provide anatomica_1 interdigitation in some cases.

(The Shihwa Gahuho, 100 : 349-365, 2000)
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Z方向の値を一次補完で求めることにより，デー  

タをⅩ・Y方向に0．1mmの間隔で標本化した。  

さらに．すべての方向のデータのZ方向の値を平  

均化した。対象となる腑が右側の場合には，座標  

を反転して左側の歯に見立てた17，。   

ジグのデータについては，計測点の法線とレー  

ザーの照射方向が45D未満の部分を残して，それ  

以外は破棄Lた。ジグの原形となったセラミック  

球のコンピューター・モデルを作製し，mini  

mizingsquaredmean法■8）を用いてジグのデー  

タとモデルを可及的に 一致させ，モデルの巾心の  

座標をジブの中心の蛙標とした。   

下顎の南の近心方向がⅩ方向に，噸側方向がY  

方向に，唆合面方向がZ方向に一致するように，  

下顎のデータを位置づけて，3組のジグの中心を  

利用して，上顎のデータを下顎のデータに対して  

位置づけた。以L二の操作により，計測絹模型に与  

えた基準唆冶をコンピューター上で再現した。  

6．仮想空間の構築   

再現された基準唆合をもとに嘆舎関係を変化さ  
せ，その動態を詳細に計節することが出来る仮想  

空間をコンピューター・プログラムで構築した。  

岐合関係の変化は，F■顎の位置は変化させずに上  

顎の位置のみを変化させることによって行うこと  
とした。卜顎の移動は，Ⅹ・Y・Z軸に対する回  

転移動（それぞれRX・RY・RZとする）とX・  

Y・Z方向への平行移動（それぞれTX・TY・  

TZとする）で指定した。基準喫合における上顎  

の位置をoriginとし，このときのRX・RY・  

RZ・TX・TY・TZの値を0とした。  

3ンく  l‥ 
ぃく⊇21 

－二  
C，上）⊥下折町計測用模里を復位させたところ 3組のジグは緊密に賎合し，上下顎の模型は某準校  

合で対rrりする。  
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