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要旨：視覚刺激と重心動揺に対する姿勢制御との間におけるフィードバックループの研究がなされている．しかし，咬
筋の収縮が姿勢制御におよぼす影響についてはあまり知られていない．本研究では，重心動揺に影響を与える 3 D 動画
を用い，軽度の咬みしめと下顎安静位という下顎位の違いが重心動揺に及ぼす影響について検討した．被験者は顎関節症
のない 5名の男性とし，左右の咬筋，前脛骨筋，腓腹筋に電極を貼付し，バーチャル空間内の重心動揺計に立たせた．そ
して，被験者には軽度の咬みしめとして，最大咬合力の 10％ MVC を維持する練習をさせた．下顎安静位は上下の歯の
無接触状態を指示した，その後ジェットコースターの 3 D 動画を 80秒間観賞させ，明らかに姿勢が変化した時間帯の筋
電図と重心動揺のデータを分析対象区間とした．
その結果，右側の腓腹筋以外は筋活動量は下顎安静位よりも軽度の咬みしめ時の方が有意に高く，また重心動揺は下顎
安静位よりも軽度の咬みしめ時の方が有意に少ないことが確認できた．
以上により，上下の歯の接触は姿勢の安定化に影響を与えると考えられた．

索引用語：重心動揺，下顎位，筋電図
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Abstract : It is known that there is a feedback-loop between the faculty of sight and posture control against gravity fluc-

tuation（GF）．However, the effect of masticatory muscle contraction on posture control is not well understood. We used

3-D motion pictures in a virtual space with GF, to examine changes in GF with different mandibular positions. Tooth con-

tact positions included light clenching（LC）and mandibular rest position（RP）．
Five male volunteer subjects（mean age of 22.4 years old）with no history of temporomandibular disorders（TMD）were

recruited. Subjects included students at Meikai University. Electromyograms（EMGs）from both sides of the masseter, tibi-

alis anterior（TA）and gastrocnemius muscles（GM）were recorded with an active electrode unit. Subjects were asked to

stand on a GF sensor board in the virtual space. EMGs and GF were recorded during the display of a 3-D“roller coaster”
animation（80 sec duration）．Alternation of LC and RP was performed by each subject. Prior to the experiments, all the sub-

jects were trained to maintain 10％ of maximum voluntary contraction as controlled LC under visual EMG feedback. They

were then asked to maintain this position at the beginning of the LC experiment. No tooth contact was required during the

RP session. Integrated EMG values were analyzed from the time point when the most significant postural change associated

with the display occurred. The area of GF was also analyzed to determine the relationship between body balance and LC.
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緒 言

近年，顎機能異常に伴う関連症状として，めまい，耳
鳴りなどの機能異常や全身の広範囲に悪影響を及ぼすと
いう報告があり1−4），顎口腔機能と重心動揺に対する平
衡調節機構との関連性が示唆されている．
直立時におけるヒトの全身の重心は，地上で身長の 56

％の高さという比較的高い位置にあり，体重のすべてを
狭い支持面である足底部で支えられているため物理的に
不安定な状態にあり5），そのためヒトの直立起立姿勢は
静止しているものではなく絶えず僅かな動揺を繰り返し
つつ動的平衡を保って維持されているということが知ら
れている6）．
重心動揺が生じる条件としては体幹ならびに四肢に直
接力が加わる場合や，体幹そのものの移動などがある．
このような重心動揺の制御に咬合が関与していることが
考えられ，咬合接触と重心動揺の関連が調べられてい
る7）．
また，ヒトが噛みしめを行っている際には，脊髄の反
射興奮性が著しく上昇していること，および，その上昇
の度合いと噛みしめの強度の間には正の相関が存在する
ことも明らかにされている8）．
一方で，視覚により姿勢が制御されることが広く知ら
れており，重心動揺に影響をもたらす因子であることが
確認されている9）．しかし，逆に視覚に刺激を与えて重
心動揺に大きな変化を生じさせた研究がこれまでの報告
にはないため，視覚に様々な刺激を与えた場合の重心動
揺の変化と，それに拮抗するための姿勢制御を行う際
に，咀嚼筋が担う役割については未だに不明な点も多
い．
そこで今回，視覚から重心動揺に影響を及ぼす設定と
して 3 D 動画を用い，バーチャル空間において咬合接
触の有無による違いが，視覚刺激による重心動揺に対す
る影響と，前脛骨筋と腓腹筋の筋活動に及ぼす影響を生

体現象多チャンネル同時測定システムを使用し検証し
た．

方 法

1．対象
被験者は自覚的および他覚的に顎口腔系に機能異常を
認めず，第 3大臼歯を除く歯の欠損がないもの，精神疾
患および全身疾患の既往がなく，中枢神経に作用する薬
物の服用および精神疾患と全身疾患の既往がない成人男
性 5名（平均年齢 24.4歳）とした．
本研究は明海大学歯学部臨床研究倫理委員会の承認を
受け（承認番号 A 0709），被験者には実験の詳細を事前
に説明し，了承を得た後，同意書に署名の上実施した．

2．方法
被験者には左右の咬筋，前脛骨筋，腓腹筋に電極間距

Except for R-GM, integrated EMG showed a significant increase under LC when compared with RP. The area of GF de-

creased significantly under LC when compared with RP which indicated well controlled body balance.

Since tibialis anterior and gastrocnemius muscles were activated significantly more in regulating body balance under light

clenching conditions than in the mandibular rest position, tooth contact could contribute to the postural regulation system.

Key words : gravity fluctuation, occlusal contact, electromyography
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Fig 1 Electrode-unit assignment on subject
Electrodes are attached in both sides of the mas-
seter and tibialis anterior
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a b

離 10 mm のアクティブ電極 NM-512（日本光電社，東
京）を貼付し，筋電図を双極導出した（Figs 1, 2）．筋
電図導出における設定はサンプリング周波数 2 kHz，時
定数 0.03 sec，ハイパスフィルター 5 Hz，ローパスフィ
ルター 100 Hz とした．
実験開始に先立ち，被験者個々のモニタ上に表示され
た筋電図波形を研究実施者が確認した上，最大咬合力を
算出し，被験者にはその 10％の咬合力（以下，軽度の
咬みしめ）を研究実施者の指示によって維持する練習を
被験者が体得できるまで行わせた．
その後 3 D 動画鑑賞用の液晶シャッタメガネ（ソリ

ッドレイ社，神奈川）を装着し，バーチャル空間システ
ム内でプラットフォーム型検出台を用いた重心動揺分析

システム G-5500（アニマ社，東京）上に立たせ，仮想
の宇宙空間を疾走するジェットコースターに乗車してい
る 3 D 動画を鑑賞させた（Fig 3）．上映時間は 80秒で
ある．
今回用いた 3 D 動画システムは，「フレーム・シーケ
ンシャル方式」とした．この方式は，左右異なる角度か
ら撮影した映像を交互に再生し，左右の視界が交互に遮
蔽される液晶シャッターを専用の眼鏡で見せるものであ
る．この際，眼鏡のシャッターが 2つの映像と完全に同
期して開閉することで右目と左目にそれぞれ右側の映像
と左側の映像だけが見え，立体感を得ることができる．
また被験者には，足位規定板を使用し，常に一定の位
置に閉足位で直立した姿勢をとらせ，腕の動きが重心動
揺に与える影響を除去する目的で両腕を体側に接触させ
るよう指示した．
そして，下顎位を下顎安静位とした場合と，軽度の咬
みしめとした場合の 2条件で重心動揺計上で動画を鑑賞
させ，重心動揺ならびに筋電図の計測を行った．

3名の被験者は軽度の咬みしめを最初に，残りの 2名
の被験者は下顎安静位を最初に指示し，試行順序による
影響を排除して測定を行った．なお，この順序選択はラ
ンダムに行った．

実験Ⅰ〈下顎位の違いおよび咬筋筋活動が，前脛骨筋と
腓腹筋の筋活動に及ぼす影響〉

まず下顎安静位と軽度の咬みしめ時（咬頭嵌合位）に
おける下顎位の違いおよび咬筋筋活動が，前脛骨筋と腓
腹筋の筋活動に及ぼす影響について調べるため，画像のFig 2 Electrodes attached on Gastrocnemius bilaterally

Fig 3 Visual stimuli in the virtual space
EMGs and gravity fluctuation were recorded during the display of a 3-D“roller coaster”animation（80 sec duration）
a : A subject stands on gravity fluctuation（GF）sensor board in 3-D virtual space
b : An example of the animation to affect GF
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変化に伴い，重心動揺が最大となった時点を含む 2秒間
（ジェットコースターの回転映像時：動画開始から 64.96

s～66.96 s）を筋電図の分析対象区間とし，下顎安静位
と軽度の咬みしめ時における平均積分値を求めた（Fig

4）．
統計処理としては，下顎安静時と軽度咬みしめ時の筋
活動量の比較を Wilcoxon 検定にて分析した．統計解析
ソフトには SPSSⓇstatistics 17.0（エス・ピー・エス・エ
ス社，東京）を使用し，有意水準を 0.05とした．

実験Ⅱ〈下顎位の違いが姿勢制御に及ぼす影響〉
次に下顎安静位と軽度咬みしめ時における下顎位の違
いが姿勢制御に及ぼす影響について調べるため，下顎安
静時と軽度咬みしめ時におけるジェットコースターが動
き始めた比較的重心動揺の変化が少ない 2秒間（0.00 s

～2.00 s）と，ジェットコースターの動きが激しくなり，
最も重心動揺が生じた部分（前述：64.96 s～66.95 s）の
2秒間の重心動揺計上で，重心点が描いた軌跡の面積
（外周面積）を比較した．
統計処理は実験Ⅰ同様に行った．

結 果

実験Ⅰ
1．すべての被験者で，ジェットコースターの動きが激
しくなる部分（回転・急上昇・急降下など）や隕石群
への突入などのダイナミックな視覚刺激に対し，前脛
骨筋や腓腹筋の筋活動量が増加した．

2．最も重心動揺が変化したジェットコースター回転時
を含む 2秒間において，下顎安静位よりも軽度の咬み
しめ時の方が，前脛骨筋と腓腹筋の筋活動量が増加
し，右側の腓腹筋以外においては有意差を認めた（Ta-

ble 1, Fig 5）．

実験Ⅱ
1．下顎安静位よりも軽度の咬みしめ時の方が，ジェッ
トコースターの動きが緩やかな時間帯での重心動揺は
安定していたが有意差は認められなかった．

2．下顎安静位よりも軽度の咬みしめ時の方が，ジェッ
トコースターの動きが激しい時間帯での重心動揺は安
定しており有意差が認められた（Figs 6−8）．

Fig 4 Example of the gravity fluctuation on X-axis（right-left
direction）and Y-axis（anterior-posterior direction）

Table 1 Mandibular Positions and Muscle Activities
Except for R-GM, integrated EMG showed a significant in-
crease（p＜0.05 ; Wilcoxon test）under LC when compared
with RP（R-TA, 154％；L-TA, 148％；L-GM, 206％）

LC（μV） RP（μV）

R-T.A
L-T.A
R-GM
L-GM

60.1±50.9*
49.1±30.5*
33.7±17.2
32.5±21.3*

38.9±41.2
33.1±36.4
20.4±9.9
15.7±5.6

（*p＜0.05 ; Wilcoxon test）

Fig 5 Example of muscle activity of right-tibialis anterior
Top : EMG bursts during light clenching（LC）
Bottom : EMG bursts under rest position（RP）
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考 察

重心動揺とは重心そのものの動きを意味するが，今回
用いたストレインゲージ方式の重心動揺計にて計測する
場合は真の重心動揺ではなく，重心動揺に伴う足圧中心
の動き（床反力中心点の動き）である10）．しかし，通常
の静止起立時には両者の差異はほとんどないとされてい
るため11），今回はこの足圧中心の動きを重心動揺として
計測を行った．
本研究での重心動揺計は，人が直立または運動をして
いるとき，人体の接地足蹠囲繞面に落下する重心移動を
二次元的に記録できる装置である．そこで下顎安静位な
らびに軽度の咬みしめ時に描かれた重心移動の軌跡の外
周面積を比較することにより，異なる条件での違いを検
討した．
立位姿勢の保持には下腿筋群が重要な働きをする12）

が，本研究ではそれらの中から屈筋群としてヒラメ筋よ
りも表層にあり，表面電極にて筋電図を導出しやすい腓
腹筋を前傾姿勢を補正する筋として，またその拮抗筋と
して伸筋群の中からやはり表面電極導出のしやすい前頸
骨筋を測定の対象とした．
これまでにも下顎位，咬合接触，さらにはスプリント
装着の有無といった口腔の条件が重心動揺に与える影響
ついての報告がなされているが，重心が安定している条
件では，顕著な差を見出すことが困難であった4）．しか
し，今回用いた 3 D 動画によるバーチャル空間では身
体に接触することなく視覚刺激のみで重心に動揺を生じ
させうることから，今回のような実験を行うには適した
実験環境といえる．
通常，起立時には前庭系，視覚系，深部知覚系が働い
て骨格筋の緊張のバランスをとり，いわゆる立ち直り反
射によって，破綻すなわち転倒から免れており，中でも
視覚からの情報が前庭動眼反射に及ぼす影響が大きく，
そのフィードバック機構により重心動揺を補償し，姿勢
を安定化するといわれている視性代償効果13）が確認され
ている．この視性代償効果からの重心動揺を生じさせる
目的で，バーチャル空間システムによる視覚刺激を応用
したところ，重心動揺に大きな変化を生じた．このこと
から，バーチャル空間におけるジェットコースターの乗
車動画が重心動揺に影響を及ぼしたことが確認できる．
また，咀嚼筋は頸部および肩部筋群とともに頭部の位
置づけ安定化に寄与しており14, 15），咬合の崩壊をその一
因とした顎口腔系のバランスの乱れは，全身状態の 1つ
の変化として姿勢に影響を及ぼす可能性があると考えら

Fig 7 GF under RP in subject 2
X : right-left direction
Y : anterior-posterior direction

Fig 8 Comparison of GF between light clenching（LC）and rest
position（RP）

The area of GF decreased significantly under LC（4.7 cm2）when
compared with RP（10.2 cm2）which indicated well controlled body
balance

Fig 6 Gravity fluctuation（GF）during LC in subject 2
X : right-left direction
Y : anterior-posterior direction

下顎位とバーチャル空間内の重心動揺 43



れている16）．よって，軽度の咬みしめにより頭部の安定
化がはかられ，遠隔部位の筋である前脛骨筋と腓腹筋の
筋活動を賦活化させ，視覚刺激による重心動揺時の姿勢
制御に影響を及ぼしたものと推測される．
したがって，咀嚼筋や頸部の筋に過緊張が生じ，身体
他部の筋群とのバランスが崩れると，頭部の安定化がは
かれなくなり，結果として姿勢維持機構に影響が及び，
姿勢調節が適正に行われなくなるという可能性が示唆さ
れる．
以上のような推論と今回の結果から，軽度の咬みしめ
を行うことにより，これに関与する顎口腔諸筋，歯根
膜，そして顎関節部への刺激が，身体，特に体性調節機
構に影響し，視覚刺激効果により生じた重心動揺に対し
ても，変化がみられたものと考えられる．
しかし，ある適当な咬みしめ強さでは重心動揺に拮抗
する姿勢のコントロールを司る様々な刺激伝導系に促通
効果を与え，平衡調節機構をよりよい状態にしていると
考えられるが，この適当な咬みしめ強さには個人差があ
り，過度の刺激は異常刺激として認識されている場合も
あると考えられる17）．今後はどの程度の咬合力が重心安
定化に適しているかを調べると共に，年齢，性差による
影響にも検討を加える必要があると考える．

結 論

今回，バーチャル空間内における咬合接触が重心動揺
に与える影響を検討した結果，以下の結論を得た．
1．視性代償効果により視覚刺激のみを加えた場合にお
いても重心動揺を生じることが確認された．

2．軽度の咬みしめにより咀嚼筋を活性化することで，
前脛骨筋と腓腹筋の筋活動が賦活化され，視覚刺激に
よる重心動揺時の姿勢制御に効果があったものと考え
る．
以上により，上下の歯の接触は姿勢の安定化に影響を
与えると考えられた．

本研究は日本学術振興会科学研究費補助金（課題番号
20592276），および宮田研究奨励金（A 0709）により行わ
れた．
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