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【 The Principle of Compensation 】  

〔M.〕 You usually cite Beni Solow’s work. 



  

【 “歩み寄り”という生物原理 】  

〔M.〕 べニー・ソロー氏の研究をよく引用していらっしゃいました
ね。  

〔R.〕 Okay.  

〔R.〕 そうですね。  

〔M.〕 Do you want to talk about that with regard to the position 
of the lower incisor?  

〔M.〕 彼の業績について、下顎の切歯に絡めてお話下さい。 

  

〔R.〕 Well, yes. Beni did a marvelous study, which I think was a 
follow-up on the material that Lindergard had started in the 1950’s.  

Lindergard, in 1957, published an article in which he tried to find - 
he was an MD incidentally. And for his thesis, as an MD... I met 
him in 1958, and discussed his work with him. But he did it under 
Björk with Björk’s material. He tried to find out whether or not 
there was any association between anything in the body and 
anything in the head. He found out that the only things that he got 
even the slightest correlation between were the length of Sella-
Nasion and the length of the femur. And that’s very weak.  

Now Solow comes along in 1966 with his PhD in craniofacial 
associations, with a big monogram. He had gone to the internal 
parts of the face to if there was anything that we could correlate 



with the rest of the body. Any information that we could get 
outside of the head film that was going to give us any useful 
information. Well, he confirmed largely what Lindergard had 
shown before. That there was really not much. What you got is 
what you see on the head film.  

〔R.〕 分かりました。彼は驚異的な研究を成し遂げた人物です。リンダー
ガード氏が 1950 年代に開始した研究資料をベニー氏は引き継いでいた
と思います。  

ところで、リンダーガード氏は歯科医師ではなく一般医であり、医学論
文のテーマとして、1957年に体の各部分の解剖学的相関性を検討する
研究をまとめました。1958年にヨーロッパで国際矯正歯科学会の演者
として出かけた折、私は彼に会い、意見を交わしました。彼は、ビョル
ク氏の教室で彼の研究資料を使って、身体各部の大きさと、頭部の構成
要素との間に、何らかの相関性を見出すことができるか否なかを検討し
ていました。その結果は、セラ-ナジオン間距離と大腿骨の長さとの間
に、きわめて僅かな相関性が認められたに過ぎなかったということで
す。  

その後、1966年に入るとソロー氏は、顔面頭蓋の各構造体の相関性に
関する博士論文を携え、歯科界に頭角を現してきました。顔面頭蓋の内
部構造に関してそれ以外の身体の構造との相関を検討し、膨大な組み合
わせを調べたものです。頭部レントゲン写真上には写ってこない体の構
造体の情報は、我々にとっては有用なものであると考えられたからです。
しかし概ね、リンダーガード氏が示した結論と同様の結果、すなわち相
関性は低く、頭部レントゲン写真上で観察される事象は、その範囲の中
で語らなければならないとの結論に至りました。  

〔M.〕 Yeah.  

〔M.〕 そうですか。 



  

〔R.〕 Now, that doesn’t include the neck. I think there is 
information in the neck and I would go back and question it 
because I don’t think they measured height and its associations. I 
would question some of the conclusions that Solow made with 
regard to things outside the skull. But it’s still in the head film.  

Now, Solow comes in and he starts doing all of these studies. And 
his was really the first great computer study. And I have to give 
Beni Solow credit for that. He thinks that I didn’t recognize enough 
of his work. But I certainly do.  

I abstracted this down. And I said, “Well, there’s largely four 
conclusions that were made with Solow’s work.”Number one, the 
position of the cranial base or the angulation - morphology - of the 
cranial base has no predictable relationship with the relationship of 
the jaws. We had assumed that maybe with an obtuse cranial base, 
the posterior cranial base was going to get pulled backward and it 
was going to induce perhaps a ClassⅡ relationship. That didn’t 
obtain.  

Now, the reasons for that are pretty obvious. If you go Sella- 
Basion, you’re in the midsagittal plane. But the reference of the 
condyle is in the temporal bone which is in the lateral plane. So 
that’s the problem. You’re not dealing with structures that are all in 
the same plane. So then we can largely forget the use of Basion as 
a tool to predict where things are going to go.  

〔R.〕 ところでその研究は、頸部を含んではいません。思うに、頸部
には何らかの関連情報が存在していると考えられます。というのも、彼
らは（頸椎も関わっている筈の）身長を計測していなかったことに加え、
その関連性も論じていなかったからです。したがって、私自身は頭蓋を
除いた領域に関するソロー氏の結論のいくつかについては、疑問を抱い



ています。でもここでは、頭部レントゲン写真に限局した内容として取
り扱うことにいたしましょう。  

ともあれ、彼がこの研究分野に登場してから、一連の研究が展開されま
した。それはコンピュータを用いた第一級の統計学的な研究です。これ
は、べニー・ソロー氏に対して私が信頼を寄せる理由でもあります。一
方、彼の研究を私が十分に理解していないと彼には思う節があったので
すが、私は心底評価していました。  

ここで要約してみましょう。「ソロー氏の研究は、大きく4 つの結論に
集約できる」と私は述べてきました。一番目は、「頭蓋基底の位置、す
なわち頭蓋基底の角度と形態は、上下の顎関係の予測やそれらの評価す
る基準として相応しくない」ということです。「頭蓋基底の角度 ― Ba-
Sella-N ― が鈍角をなす場合、後頭蓋基底はより後方に位置するであろ
うから、これはII級関係をもたらす」と、従来我々は朧に考えていまし
た。しかし、その推察は誤りであると彼はきっぱりと結論を下したので
す。  

理由は明白です。Sella-N は正中矢状面の構造体です。Sella-Ba も同様
です。しかし、下顎頭の指標は顎関節窩、つまり顔の外側面に位置する
側頭骨の関節窩にあります。まずそこが問題でした。同一平面上には乗っ
ていないため、すべてを単純な二次元平面に扱ってはなりません。長期
成長予測を行う際に Basion を活用する必要がないのも、背景にはこの
理由があるからです。  

〔M.〕 Basion and Sella?  

〔M.〕 Basion と Sella を結ぶ線ではありませんか?  

〔R.〕 Basion.  



〔R.〕 Basion そのものは関節窩の位置を長期予測する際に参照する必
要がないということです。  

〔M.〕 Okay.  

〔M.〕 了解しました。  

〔R.〕 See? Well, from Sella. That would be Sella and Basion. You 
see?  

〔R.〕 セラ点もそうでしょう。まあ、どちらでも意が通じれば良いで
しょう。  

〔M.〕 Oh okay.  

〔M.〕 そうですね。  

〔R.〕 Where you sit is where you stand, you know? Where you 
stand on the subject, partially, is where you sit with it.  

Okay. Now he said, however, that it made a difference in the 
nasopharynx. Well, that stands to reason true because that goes 
back with my earlier work in 1953 in which I described the 
morphology of the cranial base in submucous cleft palate and 
pharyngeal-palatal incompetency cases. So that kind of fit. That it 
did have a secondary effect on the oral environment through the 
relationship with of the opening or the closing of the nasopharynx 
by the morphology of the base of the skull. So he said that that had 



something to do with the nasopharyngeal apparatus. But as far as 
predicting where the jaws could go, forget it. Okay.  

Now the third thing is the most interesting of all. What he did was 
relate the teeth to both jaws - to the upper jaw and to the lower 
jaw - with the methods he was using. And don’t forget he was also 
using frontals. He analyzed frontal head films at that time. In fact, 
he came up with about the same measurements that I did, and I 
wasn’t conscious that he did. He said that I stole them. I don’t 
think I did because I wasn’t aware of that. If I had stolen it, I would 
have given him credit. For sure, I would have. Anyway, he said 
that there was more association of the lower teeth with the upper 
jaw than there was with the mandible. Furthermore, there was 
more association of the upper teeth with the mandible than there 
was with the maxilla. Now think about that for a minute.  

All through the history of orthodontics, we have tried to relate the 
lower teeth to the mandible and relate the upper teeth to the 
maxilla, then work like hell to get try to get the two aligned with 
each other. Now he comes along and says, “The lower teeth are 
more inclined to match the upper jaw.” Well how could that be? 
For instance, take a patient that has a convexity to the pattern. If 
they are going to have normal occlusions, what’s going to have to 
happen? The lower teeth are going to be out here, and the upper 
teeth are going to be back here. So the upper teeth are not related 
to the maxilla, they’re related to the mandible.  

When I met him and heard this, read this, I latched onto it. Why? 
Because it was consistent with my own thinking. Exactly with my 
own thinking. The job of the orthodontist is to harmonize the teeth 
between the two bases that you’re dealing with. They called 
it“compensation”. They called it the teeth compensating to the 
morphologic pattern that the patient had. The same thing applies 



in the frontal view. If you have a wide mandible and a narrow 
maxilla, the upper teeth have to be here, and the lower teeth have 
to be in here to be in harmony. The functional occlusal plane has 
to be in neutral position between the upper and lower jaws. That’s 
where nature is going to have to put these teeth. In Class Ⅲ’s, the 
lower teeth are erupted here and the upper teeth are out here. So 
before you do surgery, you do that, don’t you?  

〔R.〕 ものごとの表現というのは、視点の違いで変わって来るもので
すね。題材が変われば、見方も変わる、そして言い方も変わる...まあそ
ういうことでご勘弁下さい(笑)。  

では次に、彼の原理の二番目の内容をみてみましょう。鼻咽頭のスぺー
スを評価する際には、先程と違ってセラ点を用いることに意義がある、
と結論づけました。これは 1953年に発表された私の初期の研究結果と
も符号します。そのときの論文で私は、粘膜下口蓋裂患者について、「頭
蓋基底の形態と、咽頭-口蓋間の閉鎖不全との相関性」について調べま
した。 頭蓋基底の形状に由来して鼻咽頭のスぺースは広くもなれば、狭
くもなります。したがってこれは、口腔環境へ二次的に影響を及ぼすと
彼は考えたわけです。つまり、頭蓋基底の形状は、鼻咽頭の器官に何ら
かの関与を成していることを、彼は示唆しました。しかし顎の成長予測
法を行う（関節高の位置を予測する）上では、これは不要でしょう。  

彼の三番目の結論は、最も興味の抱かれるものです。上下の歯（の配列
状態）が上顎と下顎の各々に対して、どのような関連性をもっているか
を彼独自の方法によって調べました。側貌セファログラムだけではなく、
正貌セファログラム上でも検討を加えた点を忘れてはいけません。正貌
セ ファログラム分析を、すでに当時において彼は活用していたのです。
それは、私が独自で開発していた分析法と酷似していました。意図せず
そうなったのですが、彼は私が盗用したと言っていました。弁明するよ
うですが、そんな考えはみじんもなかったのです。いずれにせよ、(考え
方と診方が) そこまで似ていたと思われます。ともあれ、彼の述べたこ
とを要約しますと、「下顎の歯の状態（傾きや位置）は上顎により強く



関連し、上顎の歯は下顎の位置に関連していた」ということです。つま
り、「対合歯の並ぶ顎骨の位置に整合すべく歯は並ぶ傾向がある」とい
うことです。一寸考えてみて下さい。  

矯正歯科の歴史を通覧してみれば、我々は下顎歯列を下顎骨へ合わせ、
上顎歯列を上顎骨へ合わせる、といった具合に歯槽基底部から外れない
ように歯を並べることに大変な努力を払ってきたわけです。必然的に上
顎歯列と下顎歯列を折り合いのつく状態に歯を並べようと、矛盾の中で
もがき続けてきたと言えましょう。  

ベニー・ソロー氏が登場すると、「下顎の歯は上顎骨に合わせて傾ける
べきだ」と述べました。すると、どうなるでしょう? 例えば、凸型顔貌
の患者を考えてみて下さい。もし、正常な咬合へ整えようとするならば、
下顎の前歯をより前方に傾け、上顎の前歯をより後方へ傾斜させます。  

彼に会ってこのことを聞き、そして論文にも目を通し、長年私が抱いて
いた咬合のあるべき姿に対して深い共感を得ました。まさにこれは、私
自身の思想でもあったのです。つまり、「上下双方の歯列を、対向する
顎に調和させるかたちで補正する」という、矯正歯科医の仕事そのもの
を言い当てていたのです。一般的にはこれを、相互の歩み寄り（コンペ
ンセーション）と呼びます。「相互の歩み寄り」とは、患者固有の形態
的なパターンに合致すべき歯列を補正する処置をうまく言い得たもので
すね。同じ原則は、正貌についても適用できます。下顎の幅径が大きく
上顎骨の幅が狭い患者では、上顎の臼歯部が頬側へ傾き、下顎の臼歯部
は舌側に傾くかたちで調和がはかられています。機能的な咬合平面の概
念にもこれは当てはまり、上下の顎骨の間の、どこかニュートラルなる
場所にそれは落ち着くはずとなりましょう。つまり、自然の力は、そこ
に向けて歯を萠出させるわけです。例えば、Ⅲ級症例では、下顎の歯は
こうして内側に、上顎は前歯がこのように唇側に傾きながら萠出します。
もし、外科的に顎骨の修正を図る場合、私たちは現状とは異なる歩み寄
りの状態を一度つくり出すことになりますので、術前処置では下顎前歯
を前へ傾け、上顎前歯を後ろに傾け、幅についても事前に修正を加える
ことになります。そうではありませんか?  



〔M.〕 Sure.  

〔M.〕 仰る通りですね。  

〔R.〕 So when you make them, they’ll be in the right position. If 
you don’t do that, you’ve still got this when you treat a Class Ⅲ. 
The same thing applies to a Class Ⅱ. That was his third principle. I 
call the principles the “Four Solow Principles”.  

Now the last of the four principles was simply that when you have 
compensations that were not made by nature, the orthodontist had 
to artificially produce positions which would be harmonious with 
the skeletal pattern. Isn’t that beautiful?  

〔R.〕 ですから、このようにしておけば術後に噛み合わせが整うわけ
です。しかし、顎骨の前後や幅径に対する調和を行わずに基底部ばかり
に歯を並べてしまうと、(外科処置における)下顎の後退量は少なくなっ
てしまうでしょう。Ⅱ級の場合も然り、これが彼の提唱した三番目の原
理です。  

最後の四番目の原理を説明します。きわめて明快です。「自然の力の範
囲で「歩み寄り」がなされなかった場合、矯正歯科医が何らかの人為処
置によって、患者固有の骨格パターンに対して、上下の歯列のバランス
をとる」... それが第四の原理です。簡潔かつツボを得ていると思いま
せんか?  

〔M.〕 Yes! What you’re saying though is that if you set up an 
arbitrary 90 degree to the mandibular plane for the lower incisor 
position...  



〔M.〕 そこですね! 先程の下顎前歯の位置決めを一例に挙げれば、下
顎下縁平面に対してきっちり 90°の歯軸を下顎切歯に与えるツイード氏
の考えは...。  

〔R.〕 It’s nonsense. It’s absolutely absurd. In Brodie’s study on 
Class Ⅱ’s, he found that the normal lower incisors were variable 
by 43 degrees. In normal occlusions, going back to the studies of - 
heck, this was in 1950 - the things that Lewis wrote, that he forgot 
he wrote, the variations in normal occlusions were 28 degrees with 
the lower incisors. Well, how can anybody make any sense with a 
range of 28 degrees with the lower incisors when you’re going to 
try to put it within half of a degree? It’s just total nonsense.  

〔R.〕 あまりにも馬鹿げています(自然はそのようにはなっていません)。
ブローディ教授のⅡ級症例を用いた研究によれば、下顎前歯の角度のバ
リエーションの範囲は、43°にも及んでいました。たしか、ルイース氏
自身はもう忘れているかも知れませんが、彼が 1950年に正常咬合者を
調べた研究では、下顎切歯の歯軸は 28°ものバリエーションが認められ
たとのことです。28°もバリエーションがある下顎切歯の歯軸に対して、
どこの誰が 0.5°の誤差の範囲で歯を並べようと試みますか? 論外です。 


