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【 Introduction 】 
【 緒言 】 

Possibly no other bone can rival the mandible as a target for 
scientific study. Being vital to both the basic vegetative systems of 
mastication and respiration, it has been a subject of investigation by 
the natural scientist, the biological scientist and clinical scientist. 
Recent research has reached a point whereby it is reasonable to 



propose a principle of arcial development as a basis for explanation 
of mandibular growth in the human. 

　数ある人体の骨の中でも、おそらく下顎骨は、科学的な研究分野で最も
興味の抱かれてきた骨のひとつであろう。下顎骨は、咀嚼すなわち植物的生
存システムと、気道の確保すなわち呼吸系システムの一環として旺盛な機能
を果たし、自然科学者や臨床者の注目を集めてきたからである。とくに最近
は、下顎骨の成長について、そのアーク状の特性に研究の的が絞られてきた
観がある。 

Principles in biology are extremely difficult to come by. This is 
true because principles must be universally acceptable and must 
prove effectual in repeated application to the related science. For 
this reason it is noteworthy that a new explanation be proposed for 
the growth of a complicated anatomical part such as the human 
mandible. The byproducts of this finding could change the 
viewpoint of the field of dentistry, together with allied disciplines in 
medicine. 

　ところで、生物学上の原理を見い出すことは、はなはだ困難とされる。
広い範囲の普遍性と科学的な意味における再現性が、その成立前提となるか
らである。しかし諸種の原理から誘導される論理は、ときには医療従事者の
視点を転換させるほどの価値を持つことがある点には興味が抱かれる。(※解
説；再現性のない事由を考究するのも自然科学の研究とされる。つまり再現
性を認めたのはどうしてか、再現性が認められなかったのはどうしてか、そ
の両者を検討するのが高次の科学である。National academy of scienceの
提唱する高次の科学は、1.数理論的意味の解析と読影、2.研究対象の意味の
理解と表示、3.研究対象から応用範囲や領域あるいはその推定、4.再現可能
性の理解または推定、5.研究の意義の自認、6.近似研究との相比表示、であ
る。臨床では否が応でも直面する問いかけだが、これら高次の科学は、自然
科学者の一部には馴染みが薄いという矛盾もある。） 



The purpose of this paper is to explain a method for finding the 
arcial growth of the mandible, to enumerate some of the uses of the 
principle, and to explore changes in present clinical concepts which 
will be rendered necessary by the application of this biologic 
principle. 

　本稿の目的は、下顎骨のアーク状成長を発見するに至った経緯を概説し、
その原理の活用例を挙げ、そして現段階における臨床への適用を説明するこ
とにある。 

　本稿で述べる生物学原理の骨子は以下の通りである。 

The essence of the principle is as follows: A normal human 
mandible grows by superior-anterior (vertical) apposition at the 
ramus on a curve or arc which is a segment formed from a circle. 
The radius of this circle is determined by using the d'stance from 
mental protuberance (Pm) to a point at the forking of the stress 
lines at the terminus of the oblique ridge on the medial side of the 
ramus (point Eva). 

(1) ヒトの下顎骨はある種の円弧状をなす“アーク”に沿って形成される特
徴をもつ。 

(2) そのアークに沿って、下顎枝は前方かつ上方へ成長する。 

(3) アークの半径は、Pm点 ̶ Eva点間の距離に相当する。 

(4) Eva点は、外斜線の後上方で終る位置で、下顎枝内面ではストレスライ
ンが二叉に分岐するの近傍に存在する。 


