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(57)【要約】
【課題】歯を好適に移動させることができ、しかも、歯
からの着脱が容易である歯列矯正具を提供すること。
【解決手段】歯列矯正具１は、歯列矯正において位置調
整すべき前歯２の舌側の面３に当接する当接部４及び位
置調整すべき前歯２が歯列矯正後に配されるべき位置に
向かって移動されるように当接部４を付勢する付勢部５
を有していると共に歯列の舌側の面３に沿って伸びたワ
イヤ６と、ワイヤ６の両端７及び８側の部位９及び１０
に接合されていると共に当該ワイヤ６を保持すべく臼歯
１１に装着される一対の保持具としての一対のマウスピ
ース１２と、位置調整すべき前歯２の舌側の面３に接合
されると共に付勢部５からの付勢力を当該前歯２に伝達
することができるように当接部４に係合する係合突起１
３とを具備している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯列矯正において位置調整すべき前歯に当接する当接部及び位置調整すべき前歯が歯列
矯正後に配されるべき位置に向かって移動されるように当接部を付勢する付勢部を有して
いると共に歯列の舌側の面に沿って伸びたワイヤと、ワイヤの両端側の部位に接合されて
いると共に当該ワイヤを保持すべく臼歯に装着される一対の保持具とを具備している歯列
矯正具。
【請求項２】
　付勢部は、位置調整すべき前歯が歯列矯正後に配されるべき位置に向かって圧下若しく
は挺出されるように当接部を付勢するようになっている請求項１に記載の歯列矯正具。
【請求項３】
　当接部は、前歯に対して舌側に配されるワイヤの部位からなり、付勢部は、前記部位の
両端の夫々に連なるワイヤの一対の部位からなる請求項１又は２に記載の歯列矯正具。
【請求項４】
　一対の保持具の夫々は、マウスピースからなる請求項１から３のいずれか一項に記載の
歯列矯正具。
【請求項５】
　位置調整すべき前歯の舌側の面に接合されると共に付勢部からの付勢力を当該前歯に伝
達することができるように当接部に係合する係合突起を具備している請求項１から４のい
ずれか一項に記載の歯列矯正具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯列矯正、特に前歯を所望の方向に付勢して歯列を矯正する歯列矯正具に関
する。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特開２００５－３４９０４６号公報
【０００３】
　例えば特許文献１においては、歯科矯正用のマウスピースが提案されている。斯かるマ
ウスピースは、透光性を有するように形成した場合には口外から視認され難くなるために
、審美性の向上に貢献するものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、斯かるマウスピースでは、歯を覆うことによって歯列矯正を行うために、歯
を移動、特に圧下、挺出させることが困難である。また、歯列矯正具は、歯科衛生上の観
点からも歯からの着脱が容易であることが好ましい。
【０００５】
　本発明は、前記諸点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、歯を好適
に移動させることができ、しかも、歯からの着脱が容易である歯列矯正具を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の歯列矯正具は、歯列矯正において位置調整すべき前歯に当接する当接部及び位
置調整すべき前歯が歯列矯正後に配されるべき位置に向かって移動されるように当接部を
付勢する付勢部を有していると共に歯列の舌側の面に沿って伸びたワイヤと、ワイヤの両
端側の部位に接合されていると共に当該ワイヤを保持すべく臼歯に装着される一対の保持
具とを具備している。
【０００７】
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　本発明の歯列矯正具によれば、特に上述の当接部及び付勢部を有したワイヤを具備する
ために、前歯を好適に移動させることができ、しかも、一対の保持具が臼歯に装着される
ために歯列矯正具の歯からの着脱が容易である。
【０００８】
　本発明の歯列矯正具の好ましい例では、付勢部は、位置調整すべき前歯が歯列矯正後に
配されるべき位置に向かって圧下若しくは挺出されるように当接部を付勢するようになっ
ている。このような好ましい例によれば、前歯を好適に圧下若しくは挺出させることがで
きる。
【０００９】
　本発明の歯列矯正具の好ましい例では、当接部は、前歯に対して舌側に配されるワイヤ
の部位からなり、付勢部は、前記部位の両端の夫々に連なるワイヤの一対の部位からなる
。
【００１０】
　本発明の歯列矯正具の好ましい例では、一対の保持具の夫々は、マウスピースからなる
。
【００１１】
　本発明の歯列矯正具の好ましい例では、位置調整すべき前歯の舌側の面に接合されると
共に付勢部からの付勢力を当該前歯に伝達することができるように当接部に係合する係合
突起を具備している。このような好ましい例によれば、当接部を係合突起により確実に係
合させることができて、付勢部からの付勢力を前歯に好適に伝達し得る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、歯を好適に移動させることができ、しかも、歯からの着脱が容易であ
る歯列矯正具を提供し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、本発明の実施の形態の例を、図に示す例に基づいて更に詳細に説明する。尚、本
発明は、これら例に何等限定されないのである。
【００１４】
　図１から図６において、本例の歯列矯正具１は、歯列矯正において位置調整すべき前歯
２の舌側の面３に当接する当接部４及び位置調整すべき前歯２が歯列矯正後に配されるべ
き位置に向かって移動されるように当接部４を付勢する付勢部５を有していると共に歯列
の舌側の面３に沿って伸びたワイヤ６と、ワイヤ６の両端７及び８側の部位９及び１０に
接合されていると共に当該ワイヤ６を保持すべく臼歯１１に装着される一対の保持具とし
ての一対のマウスピース１２と、位置調整すべき前歯２の舌側の面３に接合されると共に
付勢部５からの付勢力を当該前歯２に伝達することができるように当接部４に係合する係
合突起１３とを具備している。付勢部５は、本例では前歯２が歯列矯正後に配されるべき
位置に向かって圧下されるように当接部４を付勢するようになっている。
【００１５】
　前歯２には、中切歯２１、側切歯２２及び犬歯が含まれる。臼歯１１には、第一小臼歯
、第二小臼歯２３、第一大臼歯２４、第二大臼歯２５及び第三大臼歯２６が含まれる。本
例においては、位置調整すべき前歯２を中切歯２１及び側切歯２２とし、マウスピース１
２が装着される臼歯１１を第二小臼歯２３、第一大臼歯２４、第二大臼歯２５及び第三大
臼歯２６として、以下、歯列矯正具１について詳細に説明する。
【００１６】
　ワイヤ６は、弾性を有しており、主にチタン、モリブデンを含んでいてもよい。ワイヤ
６には、例えば歯列矯正用ワイヤを適用してもよい。ワイヤ６は、金属製であってもよく
、また、合成樹脂製であってもよい。
【００１７】
　当接部４は、前歯２に対して舌側に配されるワイヤ６の部位４１からなる。部位４１は
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、図１に示す二点鎖線４２及び４３間に位置する。斯かる部位４１は、前歯２の舌側の面
３に沿って円弧状に伸びている。
【００１８】
　弾性を有する付勢部５は、部位４１の両端４４及び４５の夫々に連なるワイヤ６の一対
の部位４６及び４７からなる。部位４６は二点鎖線４２及び４８間に位置し、部位４７は
二点鎖線４３及び４９間に位置する。付勢部５は、歯列矯正具１の歯への装着時において
復元可能に湾曲されることによって、当接部４をＡ方向に付勢するようになっている。本
例の付勢部５は、前歯２を圧下させるべく当接部４をＡ方向に付勢するようになっている
が、例えば、前歯２を挺出させるべく当接部４をＡ方向とは逆の方向に付勢するようにな
っていてもよく、斯かる場合には、部位４１は係合突起１３に対して歯肉側に配された状
態で当該係合突起１３に係合される。
【００１９】
　部位４６は図５に示す正中線２０に対して一方側に、部位４７は正中線２０に対して他
方側に夫々位置する。部位４６は、当接部４をＡ方向に付勢すべく、二点鎖線４２から二
点鎖線４８までの領域全体において復元可能な撓みを生じるように形成されていてもよく
、また、二点鎖線４２から二点鎖線４８までの領域において局所的に復元可能な撓みを生
じるように形成されていてもよい。前記局所的に撓みを生じさせるためには、部位４６の
一部を湾曲させて形成してもよい。部位４７は、当接部４をＡ方向に付勢すべく、二点鎖
線４３から二点鎖線４９までの領域全体において復元可能な撓みを生じるように形成され
ていてもよく、また、二点鎖線４３から二点鎖線４９までの領域において局所的に復元可
能な撓みを生じるように形成されていてもよい。前記局所的に撓みを生じさせるためには
、部位４７の一部を湾曲させて形成してもよい。
【００２０】
　部位４６が当接部４を付勢する付勢力と部位４７が当接部４を付勢する付勢力とは、互
いに等しくなるように予め設定されていてもよいが、歯列矯正の関係において、例えば、
部位４６が当接部４を付勢する付勢力が、部位４７が当接部４を付勢する付勢力を上回る
ように予め設定してもよく、また、例えば、部位４６が当接部４を付勢する付勢力が、部
位４７が当接部４を付勢する付勢力を下回るように予め設定してもよい。
【００２１】
　尚、部位４６及び４７は、第三大臼歯２６寄りの位置においてワイヤ６の部位９及び１
０に連なっているが、例えば、両端７及び８に連なっていてもよく、斯かる場合には、ワ
イヤ６の折返し部５０が形成されなくなる。また、本例の歯列矯正具１は、当接部４及び
付勢部５に加えて、両端７及び８に連なる他の付勢部及び他の当接部を具備していてもよ
く、斯かる場合、他の当接部はマウスピース、係合突起等により位置調整すべき前歯、例
えば犬歯に装着、係合されてもよく、他の付勢部は位置調整すべき犬歯が歯列矯正後に配
されるべき位置に向かって移動されるように当該他の当接部を付勢するようになっていて
もよい。
【００２２】
　ワイヤ６の部位４６及び４７の夫々に対してマウスピース１２側に位置する部位９及び
１０の夫々は、マウスピース１２に埋設されている。
【００２３】
　一対のマウスピース１２は、夫々互いに同様に形成されているので、正中線２０に対し
て一方側に配されるマウスピース１２について詳細に説明し、正中線２０に対して他方側
に配されるマウスピース１２については図に適宜同符号を付してその詳細な説明を省略す
る。
【００２４】
　マウスピース１２は、合成樹脂製（エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）製、セルロー
スアセトブチレート製等を含む）であり、透光性を有する。マウスピース１２の歯面に当
接する面は、本例では、正中線２０の一方側に位置する小臼歯２３、大臼歯２４、２５及
び２６の歯列に対応する形状を有している。小臼歯２３並びに大臼歯２４、２５及び２６
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に対して舌側に位置するマウスピース１２の部位６１には、ワイヤ６の部位９及び１０並
びに端部７及び８が埋設されている。マウスピース１２は、全体として薄肉に形成される
のが好ましい。マウスピース１２の肉厚は、本例では部位６１を除いて０．８ｍｍから２
ｍｍ程度である。部位６１はマウスピース１２の他の部位と比べて厚肉に形成されていて
もよい。本例のマウスピース１２は、小臼歯２３並びに大臼歯２４、２５及び２６を覆う
ように形成されているが、これらに加えて、第一小臼歯をも覆うように形成されていても
よく、また、ワイヤ６を好適に保持することができる範囲において、第一小臼歯及び小臼
歯２３並びに大臼歯２４、２５及び２６のうちの少なくともいずれか一つを覆うように形
成されていてもよい。
【００２５】
　尚、マウスピース１２は、例えば、位置調整すべき臼歯１１が存する場合には、当該臼
歯１１に対して適正位置側に向かう圧力を与えることができるように、矯正前の歯列と矯
正されるべき臼歯１１が適正位置に配された場合の歯列とに基づいて形成されていてもよ
く、斯かる場合には、前歯２の歯列矯正と伴わせて、臼歯１１の歯列矯正をも行い得る。
【００２６】
　係合突起１３は、例えば図３及び図４に示すように、前歯２に接合された状態において
は、当該前歯２の舌側の面３から突出している。斯かる係合突起１３は、金属製、例えば
ステンレス製であってもよく、また、樹脂製、例えば光重合レジン製であってもよい。係
合突起１３は、当接部４に好適に係合可能な形状であるならば、略半球状、方形状、円柱
状、截頭円錐状のいずれの形状であってもよいが、本例では略半球状とする。係合突起１
３の突出長さは２ｍｍ以下、例えば１．５ｍｍから２ｍｍ程度であってもよい。斯かる係
合突起１３は、前歯２の舌側の面３に接着される。
【００２７】
　歯列矯正具１は、例えば図５及び図６に示すように上顎側の歯に装着される。マウスピ
ース１２が臼歯１１に装着されると、当接部４は係合突起１３に係合され、付勢部５は、
マウスピース１２と当接部４との間で撓められ、この撓みに抗する復元力に基づいて当接
部４をＡ方向に付勢する。而して、上顎側の歯に装着された歯列矯正具１は、当接部４か
ら係合突起１３を介して中切歯２１及び側切歯２２にＡ方向の矯正力を与えることとなる
。尚、本例の歯列矯正具１は上顎側の歯に装着されるように形成されているが、例えば、
下顎側の歯列を矯正する場合には、勿論、下顎側の歯に装着されるように形成される。
【００２８】
　歯列矯正具１によれば、歯列矯正において位置調整すべき前歯２に当接する当接部４及
び位置調整すべき前歯２が歯列矯正後に配されるべき位置に向かって移動されるように当
接部４を付勢する付勢部５を有していると共に歯列の舌側の面３に沿って伸びたワイヤ６
と、ワイヤ６の両端７及び８側の部位９及び１０に接合されていると共に当該ワイヤ６を
保持すべく臼歯１１に装着される一対の保持具としてのマウスピース１２とを具備してい
るために、前歯２を好適に移動させることができ、しかも、一対のマウスピース１２が臼
歯１１に装着されるために歯列矯正具１の歯からの着脱が容易である。また、斯かる歯列
矯正具１によれば、歯列矯正具１の装着者が口を開いても、前歯２の頬側の面６６にはワ
イヤ６が露呈しないので口外から視認され難い。付勢部５は、位置調整すべき前歯２が歯
列矯正後に配されるべき位置に向かって圧下若しくは挺出されるように当接部４を付勢す
るようになっている場合には、前歯２を好適に圧下若しくは挺出させることができる。
【００２９】
　歯列矯正具１によれば、位置調整すべき前歯２の舌側の面３に接合されると共に付勢部
５からの付勢力を当該前歯２に伝達することができるように当接部４に係合する係合突起
１３を具備しているために、当接部４を係合突起１３により確実に係合させることができ
て、付勢部５からの付勢力を前歯２に好適に伝達し得る。
【００３０】
　尚、本例の歯列矯正具１では、例えば図７に示すように、マウスピース１２に係合する
ように臼歯１１に装着される係合突起６５を更に具備していてもよい。臼歯１１の舌側の
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面３に装着された係合突起６５は舌側に向かって突出し、臼歯１１の頬側の面６６に装着
された係合突起６５は頬側に向かって突出する。斯かる場合には、マウスピース１２の夫
々には、係合突起６５に係合される凹み部が歯面に接する面側に形成される。マウスピー
ス１２が係合突起６５に係合された場合には、マウスピース１２の臼歯１１への装着がよ
り確実となり、而して、斯かるマウスピース１２によってワイヤ６をより好適に保持し得
る。
【００３１】
　また、本例の歯列矯正具１では、当接部４が部位４１からなるが、これに代えて、例え
ば、歯列矯正すべき前歯２を覆い且つ係合突起１３に係合されるように部位４１に固着さ
れたマウスピース（図示せず）を有した当接部４を具備していてもよく、斯かる場合には
、付勢部５によるＡ方向の付勢力又はＡ方向とは逆の方向の付勢力を前歯２に容易に伝達
することができ、加えて、マウスピースの形状に基づく前歯２の歯列矯正をも行い得る。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の実施の形態の例の全体説明図である。
【図２】図１に示す例の斜視説明図である。
【図３】図１に示す例の主に係合突起の説明図である。
【図４】図１に示す例の主に係合突起の説明図である。
【図５】図１に示す例の歯への装着時における説明図である。
【図６】図１に示す例の歯への装着時における断面説明図である。
【図７】図１に示す例の一部説明図である。
【符号の説明】
【００３３】
１　歯列矯正具
２　前歯
３、６６　面
４　当接部
５　付勢部
６　ワイヤ
１１　臼歯
１２　マウスピース
１３、６５　係合突起
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