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【 Cephalometrics and Native Question 】  



〔M.〕 I think from a diagnosis standpoint, a lot of work that I’ve 
done is based on your material as you well know. How did the 
actual construction of your analysis come about?  

【 セファロと素朴な問い 】  

〔M.〕 診断という点についても大変意義のあるお仕事をなさったと私
は思います。お陰様で私も少なからぬ研究を進めることが出来ました。
独自の診断体系についても、その成立経緯から教えて頂けますか?  

〔R.〕 Ok, let’s go through that. I think that would be worth 
knowing. As I think I said earlier, our class in 1948 had to teach 
Downs analysis to the graduates that came back who were getting 
it for the first time. I remember the case, the boy’s name was 
Swanson. He was my patient and it was a Class I extraction case 
that I had done for Downs. What I had done was recopy, recopy, 
recopy all of the drawings because we had no copy machines. So 
we had to do all of those drawings for the ten graduates. I had a 
problem, as a graduate student before the class was over, with 
teaching Downs analysis. I ran into problems, in my mind even, of 
how to do it. So it wasn’t very long until I started ordering Downs 
analysis with the tomography work I had done, the work in the 
lateral planes and mid-sagittal sections I had made. So I started 
with Downs. Plain and simple.  

The first thing that I discovered was that the ear rod wasn’t in the 
ear hole. When I would take patients and put them in the 
cephalometer and take the laminagraphs, I would find out how far 
indeed we had missed it. I then put makers on the skulls and took 
X-rays. I remember Downs coming to my office. This was 



something that bothered him a great deal. I had to prove to him 
that the ear rod was not in the ear hole. Downs came to California 
and spent some time with me. Did you know that? We got some 
skulls, and I used the gold soldering and glued them in place so 
that we could study them on the X-ray because it’s very vivid in X-
ray. So, that was one of the first changes that I made.  

We no longer accepted the ear rod of the cephalometer on the wall 
to register as Tweed was doing. As some institutions are still doing. 
It is just unthinkable to me that after all the writing in all these 
years that anyone is still doing that! And I understand that only 
this year the Tweed society went on record, now saying that you 
have to go to the true Porion. This year! After how many years that 
I’ve been working with it? Thirty years? Forty years? That was one 
of the first changes I made.  

The second one was then to add Basion and Nasion because up 
until that time, no one was using Basion. Basion has been used 
anthropologically many years before. But when Broadbent did his 
work, he had so much paraphernalia, particularly in young 
patients, that he was covering Basion. So, the structure beyond the 
washers and all of the mechanics that he had in the 
cephalometer... That’s the reason why he had to go back to 
Bolton’s point, which is on the posterior fossa of the occipital 
condyle.  

So, now I came along with the mid-sagittal laminagraph, and there 
was Basion slapping me in the face. I mean that it was so vivid that 
I couldn’t believe that anyone couldn’t see it on a head film. So I 
went over it saying“, There it is! There it is! There it is!”We found 
out later that a lot of people were confusing it with the crest of the 
occipital condyle, which comes up like this, and a lot of people 
would trace it with a little comma on it. They were tracing the 



occipital condyle. So to find it, know the anatomy and look at its 
variations. So we now added Basion. And as I began to 
superimpose ̶ this is all in the late 1940’s and early 1950’s ̶ I 
began to find that Sella was moving around from Basion to Nasion, 
that this angle wasn’t constant. And that’s the reason why Brucese 
and I were trying to get at some of those findings he had, because I 
was familiar with that when he did them. And of course I went 
back and reviewed them just a night before I got here. And I just 
looked them over again to remind myself what he had done 
because I was pretty well aware of this research, together with 
Brodie’s stuff, that had been done on the cranial base. Of course, 
this with Björk and all...this was the reason why I abandoned Sella 
altogether. After I saw what was going on with the computer 
studies.  

So Basion-Nasion became the plane of reference for longitudinal 
work. So next ̶ or simultaneously - I began to take an interest in 
the lower incisor. Downs, as you know, had measured the lower 
incisor. Not in position. He had measured the upper incisor to the 
A-Po plane. But he hadn’t measured the lower incisor. It was in the 
angle to the mandible and the angle to the [occlusal] plane, which 
did not describe its spatial position. He only had to do its 
angulation.  

So one day I was playing around, and I said, “Well, let’s measure 
the lower incisor to the A-Po plane.”And I had measured a number 
of patients and I had ̶ I think it was eight or nine...maybe fifteen - 
I forget exactly how many. But I’d gone down to Elsy Gerlack in 
the Department of Pediatrics there in pedodontics in the school. 
And I said,  

“Get me a sample of beautiful, normal mixed dentition 
children.”And so she began to collect them as they would come 



through. I took them up, took joint X-rays and head films on them. 
And I found in a number of these cases a mean of 22 degrees and 
a position of lower incisors that was one millimeter ahead of the A-
Po plane in that sample of beautiful, beautiful normal occlusions in 
children. And I said, “God, that’s where we’d like to go if that’s 
where they are naturally.”You know, there were variations all the 
way from zero out to plus four, but when I put them on the table, 
they averaged a millimeter ahead. So that took me then to the 
lower incisor to A-Po.  

Then I began to examine older patients and growth and I found 
that once it got in there, it had a tendency for order. That as the 
mandible grew, and the mandible began to overtake it, the lower 
incisor tended to hold its position with growth. So it became a 
manifestation of age and facial pattern. Because we found in 
convex patients with normal occlusions, lower incisors would be 
out here. In concave faces with normal occlusions, lower incisor 
would be back here. So what Tweed was really talking about was 
not relating the lower incisor to the mandible, to the Frankfort 
plane. What he’d forgotten was that he had to put it in the profile.  

〔R.〕 分かりました。皆さんの便宜ともなりましょうから、経緯を振
り返ってみましょう。先に述べたと思いますが、1948 年の我々の医局
員は、ダウンズ分析を医局の卒業生に対して教えていました。彼らは、
この分析法を初めて学んだ人たちです。スウォンソンさんという患者を
思い出しました。I級の抜歯症例でダウンズ分析法の普及を念頭におい
て、ダウンズ先生のために私が治療した女の子です。複写機がない時代
でしたから、何枚も手書きで資料を写しとり、10 名の医局卒業生に配っ
て分析法を説明していました。彼らに教えている途中、ダウンズ分析法
そのものの問題にも気づくようになりました。それは、分析法… とい
うより基準面の設定など根幹に関わる問題でした。そのようなわけで、



当時私が研究していたトモグラフィーの技術... 外側面や正中矢状断の解
析… を使って、ダウンズ分析法を整理して見ることにしました。した
がいまして、私のセファロの分析法は、ダウンズ先生から学ぶかたちで
彼の分析法をよりすっきりとした形にまとめたい、そのような思いから
発展したものです。  

まず最初に気づいた問題… それはイヤーロッドが外耳道から離れてい
ることでした。患者をセファロメーターに座らせてセファログラムを撮
影し、さらにその患者をラミナグラフィでも撮影を行ったところ、イヤー
ロッドの位置が大きく狙いを外れていることが分かりました。そこで手
始めに、頭蓋骨にマーカー(金のろう着用のペースト)で印をつけ、それ
をX線撮影してみたのです。ダウンズ先生が私の診療所を訪れた時のこ
とを覚えています。撮影時の位置ズレが分かるレントゲン写真を見せた
ところ、彼はとても当惑されている様子でした。イヤーロッドが外耳道
にきちんと納まっていないことを証明してみせたからです。ところで、
彼はカリフォルニアの私の診療所を来訪し、このように共に過ごしたこ
とがあったのです。ご存じでしたか? ともあれ私たちは一緒に、いくつ
かの頭蓋骨を取り出し、基準点に用いていた箇所にペースト状の金ろう
を塗りつけ、レントゲン写真を撮影しました。ちなみに、金ろうのペー
ストは X 線写真にはっきりと写ります。これを元に、メカニカルイヤー
ロッドを基準とする概念を改めました。これが最初の変更事項です。  

こうしてフランクフルト平面の基準としてツイード氏が用いたメカニカ
ルイヤーロッドを、信頼足らざる基準点として棄却したのです。現在も
なおいくつかの研究所では、メカニカルポリオンが採用されているよう
です。当時からずっとこの問題点を執筆や講演で私が指摘してきたにも
かかわらず、旧態依然として誤った基準点を用いている有り様には驚き
を禁じを得ません。ツイード学会でも、やっと今年になってから解剖上
の真のポリオンを採用するよう通達が出されたと聞きます。ようやく今
年ですよ。 私が警鐘を鳴らしてから何年がたちますか? 30 年ですか? 
40 年ですか? とにかく、これが最初に変更したことです。  



次に改善した事項は、Basion と Nasion を側貌分析に加えたことです。
Basion は人類学的な計測ポイントとして古くから用いられていました。
それにもかかわらず、矯正歯科臨床のセファロメトリックスの指標とし
て、 これを用いる人が永らく誰もいない状況が続いていました。ブロー
ドべントが、かの有名なセファログラムの研究を行った際、装置があま
りにもかさばっていたため、とくに幼い子どもの撮影時には、Basion 
が覆い隠されてしまいました。座金をはみ出すほどの機構が邪魔になっ
ていたのです。 止むなく彼は、後頭顆の後ろの窪みにあるボルトン点
を採用しました。  

断層写真で頭蓋の正中矢状断面部を撮影してみたら、Basionがあまりに
も鮮明に写し出されていたものですから、「ここなら誰でも誤りなく、
ポイントを定めることができる!」そう確信しました。「ここに見える!
しっかり見えている!」と声が出てしまう程興奮しました。ところが後
日、後頭顆の前縁にある突き出た部分を Basion と勘違いしてトレース
をしてしまう人が少なからずいることに気がつきました。彼らは後頭顆
を Basionと見間違え、小さなコンマとして描いてしまっていたのです。
これを契機に、 解剖上の構造関係と、バリエーションを明らかにしま
した。こうして、Basion を新たな分析法に加えたのです。  

1940 年代の後半から 1950 年代にかけて、Ba-N 平面を基準に成長の
重ね合わせをするようになってから、患者の成長とともにセラ点が頭蓋
基底に対して動き回る現象を私は発見しました。しかも、角度まで一定
していなかったのです。ブルーシー氏と私はともにこの発見を究明して
いきました。正確には、このことを彼が研究している最中、私の方は独
自に開発した重ね合わせ法にかなり習熟して同じ問題に気がついたわけ
です。このインタビューに伺う前日、当時の資料に目を通してみました。
彼の業績を振り返ってみたのは、鮮明に覚えている往年の研究に思いを
馳せてみたくなったからです。ブローディ教授の医局スタッフらと共同
で行われた頭蓋基底に関するこのような研究について、私はとても注目
していました。 勿論、ビョルクらも頭蓋基底の研究を盛んに行ってい
た時代ですが…。ともあれ、これがセラ点を分析法から捨て去るに至っ



た理由です。後年、コ ンピュータを全面的活用した研究において、実際
にはどのような変化が成長中におきているのかが、より詳しく分かるよ
うになりました。  

このような経緯で、顔面の長期成長の研究を含め Ba-N 平面を採用する
ことになったのです。その頃もう一つ関心を持っていたことがありま
す… 下顎切歯の位置です。ご存じの通り、ダウンズ先生は下顎切歯を
計測しましたが、(それは前後の)位置ではなく、角度だけで評価する方
法でした。A-Po 平面に対する上顎切歯については、前後の位置も計測
していましたが、この平面に対して下顎切歯を測る手法については、な
ぜか彼は採用していませんでした。下顎下縁平面や咬合平面に対する下
顎切歯の角度を測るばかりだったのです。これでは、側貌セファログラ
ム全体から見た下顎切歯の位置、つまり顔の中における空間上の位置を
語ることはできません。下顎切歯の角度のみで臨床判断を試みるのは手
落ちです。  

そこである日、何気なく彼に「A-Po 平面を基準として下顎切歯の位置
を測ってみてはいかがですか。」と語りかけてみました。すでにこの頃
の私は、多くの症例で A-Po 平面を基準に測っていたのです。(正常咬合
者の値が知りたかったので)8 例か 9 例あるいは 15 例位だったかよく
覚えていませんが、病院の 1 階下の小児歯科で仕事をしていたエルシー・
ゲーラック女史に協力を頂き、次のような研究をしてみたのです。彼女
にこう依頼しました… 「素晴らしい噛み合わせの混合歯列期の小児を
私の研究資料として送ってくれませんか?」と。間もなく正常歯列の子
どもたちが次々と私の所に来ました。彼女が送ってくれた混合歯列期の
患者を対象に、顎関節の断層写真とセファログラムを撮影し、興味深い
事実が浮かび上がってきました。資料の計測からは、A-Po 平面に対す
る下顎切歯が歯軸において 22°傾斜し、切端はこの平面から 1mm 前方
に位置することが明らかとなったのです。研究資料の混合歯列は、きわ
めて美しく整った噛み合わせばかり... 思わず、「我々が目指していた場
所、自然に美しく歯列が整う場所はここだったのか!」と叫びました。
L1 to APo の計測値というものは、自然の形態を記述する科学手法です



から、ご存じの通り、切端の位置は 0mm から 4mm のバリエーション
があります。その平均値が計算表でみると、1mm 前方にあったわけで
す。  

そのような経緯で、下顎切歯の角度および前後的な位置を評価する基準
として、A-Po 平面を採用することに決めたのです。  

次に、年齢の高い患者と、さらには成長中における下顎切歯の位置の変
化についても調べてみることにしました。結果としては、ひとたび、下
顎切歯の A-Po 平面に対する位置が定まると、成長中はその位置がよく
維持されることも分かってきました。下顎が前方に発育してくると、そ
の勢いは上顎を上回るのですが、興味あることに、下顎切歯の位置もま
たそれに追従すべく A-Po 平面に対する関係を維持するのです。年齢や
顔貌のタイプが違ってもこの関係が保たれていることまで明らかとなっ
てきました。概要をお話すれば、こうなります… 正常咬合者において
突型の顔貌をなす人は、下顎切歯の位置はこのように前に傾き、凹型の
顔貌をなす人では後ろに傾くといった具合に、上下顎の相対関係におい
て切歯が歩み寄りをみせてくれるのです。ツイード氏は下顎切歯の位置
づけに悩みつづけた臨床家の一人ですが、下顎下縁平面やフランクフル
ト平面を基準としても成功しなかった理由とは、実は上下顎の相対な関
係、すなわち側貌における中で、下顎切歯の傾きと前後の位置を評価す
べきであったからです。端的には、自然のバランスの姿を見逃していた
こととなりましょう。 


