
第３回：早期治療のかなめ　下顎Arcial growth 
2017/12/22 

第３回：Historical Review　歴史的な研究の経緯　① 

A Principle of Arcial Growth of the Mandible 

下顎骨のアーク状成長の原理 

Robert M. Ricketts, D.D.S., M.S. 

984 Monument St., Pacific Palisades, California 90272 

1972, Angle Orthodontist :  Oct. 1972, Vol 42, No. 4, pp. 368-386 

和訳・註釋　 Shindo K., D.D.S., Ph.D. 

【 Historical Review 】 
【 歴史的な研究の経緯 】 

Just 200 years ago in 1771, Hunter1 compared a series of dried 
mandibles and concluded that, in order to attain space for the 
development of permanent molar teeth, the mandible must grow by 
posterior apposition of the ramus accompanied by anterior ramal 
resorption. Later, Humphry in 1866 tied wires around the mandibles 



of pigs and showed that the wire became imbedded in the posterior 
margin and free in the anterior area of the ramus which seemed to 
verify the Hunter hypothesis. 

今を遡ることおよそ200年、ハンター(Hunter J.)は1771年に小児から成人
に至るまでの下顎骨を観察し、後方永久歯の萠出スペースが成長中に増大す
るのは、下顎枝後縁の骨添加と前縁の骨吸収の両者の参与によるものである、
との仮説を立てた。1866年、ハンフリー(Humphry G.)は複数の豚の下顎骨
にワイヤーを矢状方向に巻き、下顎枝後縁のワイヤーが埋入し前縁のワイヤー
が緩む所見を得た。この実験は、ハンターの仮説を概ね支持するものであっ
た。 

Brash(3) in 1924, following the work of Humphry, fed pies the 
madder plant root which contains the red stain alizarin and which 
labeled appositional bone growth. The conclusions were the same 
： Apposition occurred posteriorly and superiorly on the ramus of 
the growing pig mandible. 

ブラッシュ(Brash J. C.)は、1924年、ハンフリーの実験を推し進め、西洋
茜の根に含まれるアリザリン赤Sという色素をブタの飼料に混和させ9週間与
え、その２週間後に屠殺して下顎骨を観察した。そして、下顎枝の後縁と上
方に骨の添加像を認めた。 

The duplication of these studies by later scientists on the rat(4) 
and the monkey5 also tended to confirm this phenomenon in other 
mammals. More recently, several studies have been conducted with 
the use of tetracycline stain by Moffett and his co-workers.(6) Bone 
remodeling has been studied under numerous experimental 
conditions by Storey(7) and his students. Extensive studies of bone 
growth using staining have been conducted by many other 
investigators. 



同様の手法を用いた研究が、ラットや猿を用いて行われ、この骨添加の現
象は、ほかの哺乳動物においても観察されることが確認された。最近ではモ
フェット(Moffett B. C.)らによって、生体染色剤としてテトラサイクリンを用
いた研究も行われた。骨学者のシュトーレイ(Storey E.)とその協同研究者
(Hinrichsen G. J.)も、骨のリモデリングに関する幾多の実験的な研究を展開
した。染色法を用いた骨成長の集中的な研究は、このようにして多くの研究
者の間で実施された。 

Experimental surgery and basic research studies have been 
conducted. Sarnat, for his studies, removed the condyles from 
growing monkeys.(8) Also, amalgam and other metal implants have 
been placed in the growing facial bones of experimental animals. 

やがて、実験的な外科処置を含む基礎研究も開始された。例えばサーネッ
ト(Sarnat B. G.)は、成長期の猿の下顎頭を摘出して成長の推移を観察した。
さらに、アマルガムや他の金属製インプラントを顔の骨に埋入させるほかの
成長研究も、実験動物を資料として実施された。 

Growth in size and position of the mandible has been studied 
extensively with the method of roentgenographic cephalometries.
(9,10,11) This method led to the idea that the bud or crypt of a 
tooth will invaginate or invade the bone during tooth development. 
The plane of the lower border of the mandible tended to be more or 
less stable when related to cranial references. A plethora of work in 
cephalometric procedures and other x-ray techniques formed the 
background for work in body-section x-ray. These works culminated 
in the development of the tool of cephalometric laminagraphy.
(12,13,14) Longitudinal work with the lamina-graph (sometimes 
called tomograph) suggested variation in growth of the mandibular 
condyle and the ramus as a key to behavior of different facial types. 
The question was, whether the mandibular form and type caused 
the face to grow or growth resulted from deeper functional 
phenomena.(15,16) 



一方、セファロレントゲンを利用して、成長中の下顎のサイズと位置を調
べる研究も活発に推し進められた。これによって、歯胚は歯牙が成長する間“さ
や”の中に収められたまま顎骨の中で埋入していく様子が示された。(※解説；
この現象はとくに下顎第三大臼歯で特徴的。歯胚形成初期は骨表面に位置す
るが次第に埋入、その後アークに沿って前へ移動し、正常例では歯根形成に
伴って萠出。乳歯も同じ形成過程を経る。出生時は下顎骨の表層近傍に乳歯
歯胚は位置している。）下顎下縁は、頭蓋基底を指標に変動を調べた結果、
不安定な挙動を示すことも明らかになった。セファロを使った研究は過剰と
も思えるほどに盛んとなった。それらは、ラミナグラフィの出現によって頂
点に達したと思われる。ラミナグラフィを使った長期の成長研究(Brader A. 
C., Ricketts R. M.)によれば、下顎頭の成長と下顎枝の成長のヴァリエーショ
ンは、顔貌タイプごとに異なる顔面成長の傾向性を知る鍵を握ることが明ら
かになった。ここで問題となったのは、下顎骨の形状とその特性、すなわち
タイプそのものが顔の成長を促す要素になったのか？ あるいはそれより深部
に潜む機能的な働きかけ(※解説；科学的論争の場では憚れる表現ではあるが、
｢潜在勢力｣と述べてもよかろう) によって成長がもたらされたのか？ という
疑問への解答である。


