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The principle of implants was applied to the human mandible by 
Bjork.(17) The aid of implants made it possible to locate the 
probable sites of growth when subjected to serial cephalometric 
methods. The study of size of the mandible as well as the sites of 
apposition and resorption were revealed. Bjork showed extensive 
variation in mandibular bending and also showed resorption of the 
lower angular border to be the typical phenomenon in the normal 
patient. His findings suggested the crypt of the lower third molar to 
be a stable longitudinal reference. 



1963年、ビヨルク(Bjork A.)は下顎骨にインプラントを埋入してその発育
変化を調べた研究を報告した。この手法を用いて、彼は経年的な成長変化を
追跡したセファログラムから下顎骨の成長を捉えた。そして、下顎骨の形状
骨は添加と骨吸収が織りなす現象であることを示しつつ、下顎骨の形状変化、
そのサイズと変化の量を報告した。彼は、下顎の“Bend” ̶ 下顎体と下顎頭
軸が成長期に屈曲を強める成長変化 ̶ には、幅広いヴァリエーションがみ
られ、さらに下顎角の下方領域は、通常の患者においては骨の吸収が生じて
いることも示した。彼の知見によれば、下顎第三大臼歯の歯胚の位置は長期
における重ね合わせの安定した指標となる、とのことである。 

Growth of the mandible was studied by Enlow by using the 
histologic evidence of surface characteristics.(18) By identifying 
areas of depository and re-sorptive areas, and by describing 
reversal areas of stability, a typical pattern of three-dimensional 
growth was described. This work stressed the remodeling effect and 
the drifting effect on morphogenesis of the mandible. 

下顎骨の骨表面の添加と吸収にまつわる組織学的な研究を行ったのは、エ
ンロウ(Enlow D. H.)である。骨の添加領域と吸収領域を同定し、なおかつ、
それらが反転する“リバーサル領域”が成長期間中に安定したままであること
を彼は示した。これによって、下顎骨の典型的な三次元成長を記述すること
が可能となった。下顎骨のリモデリング効果とドリフティング効果に重点を
置いたのが、彼の研究の特徴であった。 

But neither histologic sections nor implants are practical solutions 
to clinical problems. They help to develop principles and to show 
facts on which the clinician can interpret results or build theories. 

しかし残念ながら、組織学的に組織切片を調べる研究も、インプラントを
用いた成長変化の研究も、我々が臨床上遭遇する諸種の問題に対する実用的
な解決の方途とは成り得なかった。たしかに、彼らの研究は幾つかの生物学
的原理を解明することには貢献し、幾つかの臨床理論の記述には役立ったの
は事実であるが･･･。 



Moss became interested in the more profound biologic 
determinants of morphogenesis.(19) His study of the “organ” 
supported by bone led him to accept the concept of the functional 
matrix as a prime morphogenetic factor. Brodie, by expressing a 
division between the respiratory and digestive systems in the palate, 
has stressed the biologic rationale of this kind of thinking.(20) 

形態形成の深奥に存在する生物学的要因について興味を抱いたのはモス
(Moss M. L.)である。彼は、骨に支持される｢器官の機能｣に関する研究をす
すめていくにしたがい、骨の何らかの形状が生まれてくる第一因子として、
“ファンクショナルマトリックス”なる概念を認めるようになった。一方、ブ
ローディ(Brodie A. G.)は、口蓋が呼吸(鼻腔)と消化器系(口腔)にまたがる構
成体であることを例に挙げ、この種の思考を進める上においては、生物学的
な論拠を慎重に積み重ねるとの必要性を力説した。(※解説；のちに
Condylar directive theoryと呼ばれた成長仮説をBrodieは提唱した。彼は下
顎頭の成長が下顎骨の発育に及ぼす影響の大きさに着目し、これがGrowth 
center ではないかと考えたのである。それに異を唱えたのがMossであっ
た。） 

Further, an analysis of the relationship of the neurovascular or 
neurotrophic bundle led Moss to other conclusions. With the 
cephalometer and the concept of gnomic growth described by 
D’Arcy Thompson.(21) Moss speculated that the phenomenon of 
growth of the mandible was predictable. He reasoned that the 
foramen ovale, the mandibular foramen and the mental foramen 
behaved in an orientation to a logarithmic spiral during the growth 
process. He further discounted some of the importance of the 
condyle to the growth of the ramus as claimed by a host of basic 
and clinical investigators. 

モスは、神経血管系(神経栄養系）の一群のまとまりと、骨の機構との関係
を分析しているうちに、別の見解を抱くに至った。それは、ダーシートンプ
ソン(Thompson D’Arcy)が1920年頃に提唱したノーミック[gnomon]な成長



概念をセファロメーターの研究へ導入することができれば、下顎骨の成長予
側は可能になるのではないか、との着想であった。卵円孔、下顎孔、オトガ
イ孔の三者が、成長過程で単独の対数螺線(螺旋)の上に乗りながら下顎骨全
体が成長するという事実を、彼はその論拠に据えた。さらに初期の基礎研究
者や臨床家が述べたように、下顎枝全体の成長の中でも、とくに下顎頭の成
長が重要であるとの旨に見解を修正した。 


