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コンピュータは好きでしたが解 析ソ
フトの使用経験はなく、Simulation 
Mechanical 導入当初は不安だらけでし
た。ところが、そんな私でもそれなりに
使えてしまうのですから驚きました。イン
ターフェイス全般がすごくユーザフレンド
リーというか、直感的に操作できるんで
す。もちろん講習会で教わったノウハウ
も実務に直接役立っているし、もしこの
ソフトを選んでなかったら、私の研究は
途中で挫折していたかもしれません。

―丹原 惇 氏
　新潟大学 大学院
　医歯学総合研究科 
　歯科矯正学分野
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シミュレーションで探る歯の移動メカニクス
歯科矯正学の世界に新たな可能性を切り拓く

Autodesk Simulation Mechanical で条件を変えながら荷重を与え
歯の 3D モデルの移動をリアルにシミュレーション

Autodesk Simulation Mechanical 解析例

歯の移動のメカニクスを研究テーマに
　医療の中でも歯科は専門性が高く、特異な位置づ
けにあるフィールドだ。特に歯並びや上下の噛み合せ
を扱う歯科矯正学は日本では歴史が浅く、未開拓部
分が多い学問である。創立66年の国立大学法人新
潟大学・大学院医歯学総合研究科・歯科矯正学分野
で研究に取り組む歯学博士丹原惇（にはらじゅん）氏
は語る。
　「皆さんもテレビなどで、アメリカの子どもや若い女性
が歯にワイヤーの矯正装置を付けているのを見たこと
があるでしょう。歯科矯正とは基本的にはあれと同じで、
装置を使って歯並びと噛み合わせを直し、口元や顔全
体のバランスを整えようという歯科治療の一分野です。」
　歯の噛み合わせの問題は、単純に歯並びを直せば良
いわけではない。歯は下顎骨という骨の土台の上に並
んでいるが、実はその土台そのものの不調和が問題と
なっている場合も多いのだ。時に土台が大きすぎたり
小さすぎてバランスが悪ければ、顎矯正手術で土台の
骨ごと噛み合わせを治すこともあり、口腔外科など歯科
の他領域や医科との協働も必要となる。――こうした
幅広い連携を含むさまざまな取組みが、新潟大学の矯
正歯科の特徴といえるだろう。そして、その多彩な取
組みの中でも際だってユニークな1つが、丹原氏の研究
なのである。
　「歯並びを直す治療では、健康な歯を押したり引い
たりして少しずつ動かしていく治療が基本となります。

歯は骨の中に埋まって頭だけ出している状態なので、
この頭部分に力を加えて根の部分を動かさなければな
りません。」
　ところが単純に“頭”を引っ張るだけでは、歯そのもの
が倒れてしまうことも多い。歯は真っすぐ立てて並べる
必要があり、倒れてしまったら治療にならないから、“ど
んな力でどの方向へどう引けば歯を真っすぐ動かせる
のか？”が重要な問題となる。そして、これこそが丹原
氏の研究テーマ“歯の移動のメカニクス”だ。
　「簡単にいえば歯の移動のやり方に関する研究です。
歯を動かすために加える力は物理量で、実際にどれだ
け動くかは患者の生体反応に左右されます。つまり物
理量を与え、生体反応を見ながら治療を進めるわけで
すね。生体反応を調べるのは難しいのですが、力の掛
け方や骨の出来具合、歯の移動の変化は調べられま
す。そこで与える物理量とそれらの関係をシミュレーショ
ンできないか、と考えました。」歯科矯正学でも珍しい
テーマだが、丹原氏はそれを Autodesk Simulation 
Mechanical（以下 Simulation Mechanical） を使い、
有限要素法で解析しているのが大きなポイントだ。つ
まり歯をモデリングし、その 3D モデルの歯を使って 
Simulation Mechanical で条件を変えながら荷重を
与え、その移動をシミュレーションしていくのである。そ
こから得られた結果を分析し、前述の“どんな力でどの
方向へどんな風に引けば、歯を真っすぐ動かせるのか”
に答えを出そう、というのがその狙いとなる。
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限りなく臨床に近い条件下でシミュレーションを重ね
歯の移動のメカニクスを解き明かしていく

Simulation Mechanical をフリーで入手
　「解析の良い所は、患者さんでは絶対にできないこ
とが自由に試せる点。実は私が試したかった引っ張
り方は80パターンもあったんですよ。」
　もちろん患者の歯で試せれば一番だが、それは不
可能だ。月に1回変えながら80パターン試すには80
カ月かかる。治療は進まず患者の負担も大き過ぎる
のだ。一方、マウス等の動物実験では歯の形や構造
物が人間と異なり、結果は参考程度にしかならない。
パソコン上なら人間の歯のサイズや構造物そのまま
の数値で、80パターンを問題なくシミュレーションで
きるのである。
　「実際、本番でもノート PCを使って毎回条件を変
えながら 80回行いました。始めてしまえば同じ作業
の繰返しなので、私１人で約5カ月かけて終らせるこ
とができました。思ったよりスムーズでしたね。」
　むしろ大変だったのは準備段階だった、と丹原氏
は笑う。着想を得た当時はアメリカの大学へ留学中
だったが、前例のない研究だけに、矯正歯科先進国
の米国でもどの解析ソフトが良いのかほとんど情報が
なかった。結局、解析未経験の丹原氏が自力で探す
しかなかったのである。
　「歯のモデリングは、いろいろ調べて CT 画像デー
タから 3D モデルを生成するソフトを選びました。始
めてから約3週間で歯と骨、その間のクッション部の
歯根膜のモデルを作成しました。他に無償ソフトの
Inventor Fusion を持っていたので、このデータを 
NURBS を介し Fusion に読込ませて仕上げたんで
す。問題は解析ソフトでした。」
　最初は他社製 CAE ソフト等も検討した丹原氏だ
が、コスト面も含めてなかなか思うようにいかず、最
適な解析ソフトを求めて Web を探し回る日 が々続い
た。やがて Inventor Fusion を提供しているオート
デスクのサイト内で、学生向けに多彩な製品が無償
提供されていることに気付いた。
　「試しに登録してみると、リンク先からフリー製品の
ラインナップがずらりと出てきて驚きました。すごい数
で迷いましたが、やはり構造解析できる Simulation 
Mechanical を選んだんです。」

樹より臨床に近い条件のシミュレーションを
　こうして Simulation Mechanical を核とするシス
テムを作りあげた丹原氏は、前述の通り約5カ月間
にわたり歯の移動のシミュレーションを行って結果を
まとめていった。
　「苦労したのは歯根膜です。この研究ではここがポ

イントなんですが、0.2〜0.25ミリの薄さで材質も柔
らかく、歯の根っこ表面も形状が複雑で、どうしても
メッシュの数が増えてしまうのです。」結果、解析その
ものが上手くいかなかったり、非常に時間がかかって
しまうのだ。
　「歯根膜は物性値も問題でした。堅い歯や骨は良
いのですが、こういう弾力あるものは難しくて、過去
の論文を調べてピックアップした値を基本に荷重の
条件も考慮しながら設定しました。」
　こうして苦労の末に最初の論文は2013年に完
成。査読を経て学会誌にも掲載されるなど一定の
成果を上げている。もちろん研究は現在も継続さ
れており、解析ソフトを使った新しい取組みとして、
医療分野だけでなく全くの異分野からも徐々に注目
を集め始めている。
　「特に現場で日々治療にあたっている先生方から、
“こうやればいいのか”とか“面白い研究だね”と興味
を持っていただきました。歯科矯正学全体では、ま
だまだ認知が遅れ気味ですが、歯の移動が“物理
量を与えて生体反応を見る”ことが前提である以上、
必要となる物理量を科学的に推定していくこの手法
が重要になるのは間違いありません。」もちろん丹原
氏の研究も、まだまだこれからが本番であるのは言
うまでもない。
　「最初の解析は初挑戦だったこともあり、いま見る
といろいろ物足りない部分があります。査読を通った
のも、やる人が少ないのと新規性が評価されたから
でしょう。だからこそ研究はどんどん先へ進めて行く
必要があると思っています。」
　その言葉通り、すでに取組みは新しい段階へステッ
プアップし、Simulation Mechanical による解析も、
より複雑な条件に基づいたシミュレーションが始まっ
た。以前は、ワイヤーの矯正装置も付けない歯だけの
シンプルなモデルを使っていたが、現在はワイヤーも
装着したより臨床に近い条件の歯のモデルでシミュレー
ションしている。難度の高い解析だが、これが可能になっ
たのは、CAE ソリューションズが有償開催している講
習を受講したのが大きかった、と丹原氏は言う。
　「“接触”のコツなど、エンジニアの方から教えても
らったんです。おかげでワイヤーを入れた解析もすで
に結果が出ています。思ったよりワイヤーの影響は
少なかったですが、ほぼ予想通りでした。次は奥歯
を引く時に前歯周辺にできる針金の撓みの影響など、
さらに臨床に近づけていきます。シミュレーションは
さらに複雑になりますが、いろいろ教わりながら着実
に進めたいですね。」

Inventor Fusion による解析モデル

Inventor Fusion によるワイヤー装着モデル
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