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　　　Two　hundred　sets　of　plaster　casts　takell　from　the　upper　and　lower　jaws　of　100　male　and

100female　Korean　students　ranging　i皿age　from　14　to　20　years　were　measured　according　to　the

method　of　Sakai7）（Fig．1and　2）．

　1．　The　measured　values　in　the皿ale　and　female　dental　arches，　except　for　the　length　of　the

　　　posterior　dental　arch　in　the　female，　are　significantly　larger　in　the　upper　jaw　than　in　the

　　　Iower　one，　The　indices　in　the　male　and　female　dental　arches，　except　for　the　length・breadth

　　　index，　are　signi且cantly　difFerent　betwee皿the　upper　and　the　lower　jaw．　The　indices　in　the

　　　upper　dental　arch　are　larger　than　those　in　the　lower　one，　except　for　the　Iength－breadth

　　　index　of　the　anterior　dental　arch，　which　is　larger　in　the　lower　dental　arch（Tables　3　and　4）．

　2．Abilateral　asymmetry　is　observed　ill　the　breadth　of　the　female　dental　arch；the　left

　　　breadth　of　the　upper　anterior　dental　arch　and　the　right　breadth　of　the　lower　dental　arch

　　　are　signi丘cantly　large（Tables　5　and　6）．

　3，　Sigrlificant　sex　differences　are　found　in　the　breadths　of　the　upper　and　lower　dental　arch

　　　as　well　as　in　the　length　of　the　IQwer　anteriQr　dental　arch，　which　are　larger　in　the　male

　　　than　in　the　female（Tables　5　and　6）．

　4．　Signi且cant　racial　difference　appears　in　the　length　of　the　lower　derltal　arch，　which　is　shorter

　　　in　Koreans　than　in　Japanese　or　Formosans（Fig．3）．

　5．　The　measured　values　and　indices　show、high　positive　correlations　between　the　upper　and

　　　the　lower　deロtal　arch（Tables　g　and　12）．

　6，　There　is　no　correlation　between　the　length　and　the　breadth　of　the　dental　arch　（Tables　7

　　　and　8）．　Shinshuハ4ed．ノ．，30：39－49，ヱ982　　　　（Received　for　publication　August　5，1981）

Key　words：dental　arch，　Korean，　measurement

歯列弓，韓国人，計測

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少なく，終戦までには大島（1933）1）（1935）2），江西

　　　　　　　　　　　　　　1緒　言　　　　（・939）・），姻（194D・）などの結があり，轍では

歯列弓，口蓋の諸形質に関する研究は，解剖学的，　　荷宮（1948）5），李（1977）6）による韓国人歯列弓の形

人類学的，あるいは臨床上からも数多くの研究がある。　質人類学的研究が報告されている。しかし，歯列弓各

しかし韓国人の’歯列弓，口蓋の大きさに関する研究は　　部相互間，口蓋各部相互間，あるいは歯列弓と口蓋相
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田　中　　　実

互間における大きさの関係についての研究はなされて　　　Table　1．　Distribution　of　age（June，1971）

いない・　　　　　　　　　　Age－　M。le　F。m。le　T。・。1
　たまたま，われわれは韓国ソゾル市内の男女学生の　　　　　　　．　　　　　．一　　　一一

上下顎歯列弓石膏模型を作製し得たので，本稿では歯　　　　14　　　　13　　　　　0　　　　13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15　　　　　　　　31　　　　　　　　14　　　　　　　　45
列弓と口蓋のうち，まず歯列弓各部の大きさについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16　　　　　　　　　34　　　　　　　　　48　　　　　　　　　82
計測し，左右差，上下顎差，男女差ならびに歯列弓各
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17　　　　　　　　　19　　　　　　　　　25　　　　　　　　　44

部計測値と指数問の相関関係について検討を加え，こ　　　　18　　　　　2　　　　　9　　　　11

れらを日本人ならびに台湾人のものと比較して得た興　　　　19　　　　1　　　　3　　　　4

味ある成績を報告する。　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　0　　　　　1　　　　　1

　　　　　　　11　材料および方法　　　　　　　　　　　Total　　　100　　　　100　　　　200

　本研究に使用した材料は，1971年6月韓国ソウル特

別市内の男女学生より得た上下顎石膏模型で，印象採　　や，咬粍が少なく，第2大臼歯の崩出がほぼ完了した

取には当教室所属の歯科医師3名が当り，アルギン酸　　と思われるものから選んだ一ヒ下顎男女各100対である。

印象材（三金アルジエーx）と．，硬石膏（G．Cプラス　　　年令層は14才より20才にわたり（Table　1），出身地

トーン）を使用した。計測に用いた模型は，歯の齪蝕　　は大部分のものが京城，京畿である（Table　2）。

　　　　　　　　　　　　Table　2．　Distribution　of　native　place

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1Place　　　　　　　　　　Male　　Female　I　Place　　　　　　　　　　Male　　Female

Seoul　　　　　　（京　城）　24　　　44　　．　Pyongannam　　　（平　南）　　0　　　　3

Kyonggi　　　　（京　畿）　29　　　11　ipyonganpuk　　（平　北）　　0　　　　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1Chungchongnam（忠　南）　11　　　　8　1Hamkyongnam　　（成　南）　　0　　　　2
ChungchongPuk　　（10．，　」ヒ）　　　　2　　　　　　8　　　　　Jeju　　　　　　　　　　（斉　　州）　　　0　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1Kyongsangnam　（慶　南）　　4　　　　0　：Pusan　　　　　（釜　山）　　0　　　　1

KyongsangPuk　（慶　北）　　6　　　　7　：Kangwon　　　　（江　原）　　0　　　　1

Chollanam　　　（全　南）　　9　　　5　　Whanghaepek　（黄海道）　　0　　　　1
Chollapuk　　　　　　（全　北）　　　13　　　　　　6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Total　　　　　　　　　　　　　100　　　　100

Fig．1．　Dioptrograph
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韓国人歯列弓の形態

　　　　　　　　　　　S
　　　　　　　　　　　　－te、．，　　　　　　　　　　　　つぎに（SO）に対し左右犬歯尖頭（E・F）よりそ

　　　　　　　　　　　　緯旗　翻占灘1鍮鷲財夏弩

　　　　　　　　　　　　　　　　　L）｛．1　　（°°1＋°°・）轍歯列弓長とした・さら㍑れらの計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫ゾN　　　　測値からつぎの指数を録出した。すなわち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　潜　　・醐弓購数一辮1霧餐・1・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　雛…≦，　2歯列弓姻旨数一翻謹・…

1・：：｝1》　O　I：r．：ム1　・歯列弓購一鵯繋・1・・

駅1∴∵糊濃臨鰹一　4歯　購数一盲1辮野・1・・
去（S・1＋S・・）……L・ng・h・f…eri・r　d・n・・1・・ch　計灘の大ぎさの差の検定にはF齪（・一・…）を

　！（00、＋OOz）……Length　of　posterior　dental　arch　　用い・相関係数の有意性の検定にはFisherの検定式

晶……………・…・…畑h－－　　t　＝－V、≒V荷・（・一…1）か・r・…6鮪意

　　Fig．2。　Measurement　of　dental　arch　　　　とした。また，相関係数の差の検定には，2変換図，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Z1一Z2
計測榔婚面（上麹歯の切縁、醐顎灘分図表を用い ｡論・嘉回゜1）

第1大臼歯近心頬側咬頭頂，下顎中切歯の切縁と両側　　から（2t－z2）≧0．42を有意とした。なお，種々の計

下顎第2大臼歯遠心頬側咬頭頂を含む平面）を基準面　　鋒に際してはHewlett・Packard　HP・97電卓を用い

として，石膏模型を平行描写器（スイスGPM製）　　た。　　　　　　　　｝

（Fig．1）を用いて紙面上に描記し，酒井（1955）7）の

方脚・したがい，　io一副鮒・ギス鞭肌て計測　　　　皿結　果

した。すなわち計測基準点は左右中切歯切縁中点問の　　　A　歯列弓の計測値と指数

結合線の中点（S），左右犬歯尖頭（E，F），左右第2　　　Table　3，4は韓国人男女の上下顎歯列弓各部の計

大臼歯近心頬側咬頭頂（M，N）とした。ついで左右　　測値および指数の平均値＠），標準偏差（の，変異係

第2大臼歯近心頬側咬頭頂の結合線（MN）を歯列弓　数（v）を示したものである。これら各部の大きさ，

幅とし，左右中切歯切縁中点（S）から（MN）に垂　　および指数における上下顎差，左右差，性差，人種差，

線を立て，その足を（0）点とし・（SO）を歯列弓長　　歯列弓内相互の相関関係について順次述べる。

とした（Fig．2）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　歯列弓の上下顎差

Table　3．　Measured　values（mm）and　indices　i皿the　upper　and　lower　dental　arches．　Male。

Upper　jaw

n　　　　　x　　　　　　σ　　　　　　v

Breadth　of　ant．　dent．　arch　　　　　　100　　36．15　　1．60　　4．44

Breadth　of　dent．　arch　　　　　　　　　100　　60．94　　2．36　　3．89

Length　of　ant．　dent．　arch　　　　　　　100　　　8，53　　　1．13　　13．29

Length　of　post　dent．　arch　　　　　　　100　　30．86　　　1，48　　　4．82

Length　of　dent．　arch　　　　　　　　　　　　100　　39．30　　　2．43　　　6．23

L，・B．index　of　a且t．　dent．　arch　　　100　430．08　　62。93　　14．71

L．－B．index　of　dent．　arch　　　　　　100　155．11　　10．21　　6．61

L．・index　of　dent．　arch　　　　　　　　　　100　　21．61　　　2．20　　10．25

B．・index　of　de皿t．　arch　　　　　　　　100　59．19　　3．06　　5．20

1　・・w・・」・w

n　　　　　¢　　　　　　σ　　　　　　v

100　　　27．61　　　　1．38　　　　5．01

100　　52．64　　　2．72　　　5．18

100　　　5．57　　　0．90　　16。26

100　　　29，76　　　　1．61　　　5．45

100　　35．33　　　1。83　　　5．21

100　　510．02　　　92．52　　18．23

100　　149．46　　11．69　　　7，86

100　　15．74　　　2．30　　14．66

100　　52．53　　　2．92　　　5，58
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Table　4．　Measured　values（mm）and　indices　in　the　upPer　and　lower　dental　arches・Female・

Upper　jaw

n　　　　瀬　　　　σ　　　　v

Breadth　of　ant．　dent．　arch　　　　　　loo　　34．98　　1．88　　5．41

Breadth　of　dent．　arch　　　　　　　　　100　　58．78　　2．24　　3．83

Length　of　ant．　dent．　arch　　　　　　　100　　　8．45　　　1．11　　13。26

Length　of　post．　dent，　arch　　　　　　100　　30．18　　1．46　　4．87

Length　of　dent，　arch　　　　　　　　　　　100　　38．63　　　2．16　　　5．63

L．・B．index　of　ant，　dent．　arch　　　100　420．25　　55．42　　13，25

L．－B．index　of　dent．　arch　　　　　　100　152．56　　9．05　　5．96

L．『index　of　dent．　arch　　　　　　　　　　　100　　21．82　　　2．14　　　9．84

B．－index　of　dent．　arch　　　　　　　　100　　59，54　　2．90　　4．90

Lower　jaw

n　　　　露　　　　σ　　　　v

100　　　26．90　　　　1．60　　　5．97

100　　51．19　　　2．58　　　5．06

100　　　5．10　　　0．78　　15．34

100　　29，49　　　1．48　　　5．04

100　　34．60　　　1．80　　　5．24

100　540，15　　88．42　　16，45

100　　148．29　　　9，92　　　6，72

100　　　14．69　　　　1．91　　13．09

100　　　52．61　　　　3．30　　　6．30

Table　5．　Measured　values　of　the　right　and　left　dental　a．rches　ill　the　upper

　　　　　　　　and　lower　jaws（mm）．　Male．

Upper　jaw

n　　　　　鉛　　　　　　び　　　　　　v

Breadヒh　of　ant．　dent．　arch　（R）　　100　17．83　　1．19　　6．71

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（L）　　　100　　　18．33　　　0．99　　　5．45

Breadth　of　dent．　arch　　　　（R）　　100　　30．34　　1．36　　4．50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（L）　　　100　　　30壁60　　　　1ロ33　　　4。38

Length　of　allt．　dent．　arch　（R）　　100　　8．53　　1．15　13．51

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（L）　　100　　8．55　　1．36　16．05

Lower　jaw

n　　　　露　　　　σ　　　　　v

100　　　13．79　　　0．81　　　5，89

100　　13．82　　　0．75　　　5．45

100　　26，72　　　1。82　　　6．84

100　　25．92　　　1．33　　　5，17

100　　　　5蟹63　　　　1．12　　　19，96

100　　　5．51　　　0．88　　16．12

Table　6．　Measured　values　of　the　right　and　left　dental　arches　in　the　upper

　　　　　　　　and　lower　jaws（mm）．　Female．

Upper　jaw

n　　　　　謬　　　　　　σ　　　　　　v

Breadth　of　ant．　dent，　arch　（R）　　100．17。16　　0．97　　5．66

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（］し）　　　100　　17．83　　　1．41　　　7．96

Breadth　of　dent。　arch　　　　（R）　　100　28，98　　1．74　　6．04

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（L）　　　100　　　29．80　　　　1．70　　　　5．75

Length　of　ant，　dent，　arch　（R）　　100　　8，53　　1．19　14．　03

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（L）　　　100　　　8，37　　　　1．23　　　14．81

Lower　jaw

％　　　　　即　　　　　　σ　　　　　　v

100　　13．63　　　0，85　　　6．28

100　　13。27　　　0．95　　　7．16

100　　　26．20　　　　1．57　　　6，01

100　　　24．99　　　1，49　　　5．98

100　　　4．95　　　0．93　　18．87

100． @　5，25　　　0．97　　　18．52

　上顎歯列弓の各部計測値は，いずれの項目において　　列弓長と，男女の歯列弓長幅示数を除くそのほかのす

も，男女ともに下顎より大きい。また，指数において　　べての歯列弓計測値，各指数において，男女とも明ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／．
も，前歯列弓長幅指数を除いてすべての指数は上顎が　　かに有意な上下顎差が見られた。この有意差は前歯列

下顎より大きい（Table　3，4）。このうち，女の後歯　　弓幅，歯列弓lil副こおいて男女とも著明である。指数に
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韓国人歯列弓の形態

Brθadth　of　anterior…・…・…。…

dental　arGh

Breadth　of　dθntal　aroh………・

Length　of　anterior・・・・・・…　■一・…

dental　arch

Lθngth　of　posterior。・曾…　。・・・・・…

dθntal　arGh

Length　of　dental　aroh・・一璽・・璽…

L－Bindex　of　anterior・・・・・・・・・…

dental　aroh

L－Birldex　of　dental　arGh・……

Length　indox　of　denta卜・・・…　一・

arGh

一1．Oσ　　　　　　M（0σ）　　　　　十1．0σ　　　一1．0σ　　　　，M（0σ）　　　　　十1，0σ

＊

Breadth　index　o．f　dontai・…・…

aroh
　　　　　　　　　　　　　　　　　Upper　law　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LQwer担w

　　　　　　　　　　　　　　　　　聾一一刷Japanθse♂（Sakai）　　　　　ト儀，　Formosan♂（Kou）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ロー一一口Japanese♂（Yamaura）　　　μFormosah♀（Kou）

　　　Fig．3　Relative　deviation　of　dental　arches　i且races（on　tlle　basis　Qf　Korean）

　　　　　　＊Significant　at　the　1％1eve1

ついては，歯列弓長指数と歯列弓li幅指数は，男女とも，　　計測方法が同じである酒井（1955）7），山浦（1970）8），

上顎が下顎より有意に大きい。しかし，前歯列弓長幅　　黄（1972）9）の報告を用い，日本人，台湾人（福建系）

指数は，逆に，男女とも下顎が上顎より有意に大きく　　との人種差について検討した（Fig．3）。韓国人男性

なっている。これは一ド顎では前歯列弓長が前歯列弓幅　　の上顎歯列弓計測値では人種的差は見られない。しか

に対して相対的に小さく，前歯部がやや扁平になって　　しながら，下顎歯列弓では，前歯列弓長において日本

いることを示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　人8）との間に有意差が見られ，また，歯列弓長におい

　2　歯列弓の左右差　　　　　　　　　　　　　　　て日本人7），台湾人9）と有意の差が認められた。いず

　Table　5，6に韓国人男女の上下顎歯列弓の前歯列　　れの場合も，韓国人の方が大きい。歯列弓指数につい

弓幅，歯列弓幅，前歯列弓長の計測値を左右別に示し　　ては，上顎前歯列弓長幅指数において日本人8）が有意

た。これによると，男女の歯列弓の幅径は，上顎では　　に大きい。下顎歯列弓では日本人7）の歯列弓長幅指数

右側より左側の方が大きい値を示しているが，下顎で　　が有意に大きく，台湾人9）の幅指数が有意に小さい。

は逆に左側の方が小さい。とくに女の上顎前歯列弓幅　　いずれにせよ韓国人男性の歯列弓は他人種と比較して，

は，右側より左側が有意に大きく，下顎歯列弓幅では　　上顎ではほとんど差が見られないが，下顎の長径に関

右側より左側が有意に小さい。　　　　　　　　　　　するものに人種的有意差が見られ，韓国人が大きい傾

　3　歯列弓の性差　　　　　　　　　　　　　　　　向がある。したがって，長幅指数は韓国人は他人種に

　韓国人男性の歯列弓計測値は，上下顎ともに女性よ　　比べてやや小さい傾向が見られた。韓国人女性の人種

りすべて大ぎい（TabIe　3，4）。とくに男の歯列弓の　　差については，　wr－一計測方法によった日本人女性の資

各部計測値は上顎前歯列弓幅，上顎歯列弓幅，下顎歯　　料がないために，台湾人9）のみと比較検討した。女に

列弓幅および下顎前歯列弓長が女のそれと比べて有意　　おいても男の場合と同じく，上顎歯列弓において人種

に大きい。しかしながら，歯列弓の各指数については　　差はみられないが，下顎において歯列弓長が台湾人に

男女の間に有意差が見られなかった。　　　　　　　　比して有意に大きい。

　4　歯列弓の人種差　　　　　　　　　　　　　　　　　　B　歯列弓内の相関関係
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Table　7．　Correlation　coet五cients　of　measured　values　in　the　upper

　　　　　　　　dental　arch　in皿ale（m）and　female（f）

Length　of　dent．　arch　　　　　　（m）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（f）

Length　of　post，　dent．　arch　　（m）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（f）

Length　of　ant．　dent．　arcl1　　（ln）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（f）

Breadth　of　dent．　arch　　　　（m）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（f）
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］一＊＊sex　difference（α＝O．01）

Table　8．　Correlation　coe茄cients　of　measured　values　i且the　lower

　　　　　　　　dental　arch　in　I皿ale（m）and　female（f）

Length　of　dent．　arch　　　　　　　（皿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（f）

Length　of　post．　dent．　arch　（m）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（f）

Length　of　ant．　dent，　arch　　（m）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（f）

Breadth　of　dent．　arch　　　　　（m）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（f）
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rll昌
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　上・下顎歯列弓各部の計測値および各指数相互間の　　（Table　9，12）。前．歯列弓・より後歯列弓においてその

相関係数をTable　7，8，9，10，11，12に示した。　　傾向がやや強い。

歯列弓各部の計測値および指数の上下顎間の関係はす　　　歯列弓の幅径の前後の関係では，前歯列弓幅と歯列

べてにわたって男女ともに有意な正の相関が見られる　　弓幅の間で，上下顎において，男女とも有意な正の相
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Table　9．　Correlation　coeff1cients　between　the　　Table　11．　CQrrelation　coef丘cients　of　indices　in

　　　　upper　and　Iower　dental　arches　in　meas．　　　　　the　lower　dental　arch　in　male（m）and

　　　　ured　values　of　male　and　female　　　　　　　　　　female（f）
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Table　12．　Correlation　coeficients　of　indices

　　　　between　the　uppet　and　lower　dental

　　　　arches　in　male　and　female
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関が認められた。歯列弓の長径の前後間の関係では，　　の相関が認められた。しかし歯列弓幅と歯列弓長，

上下顎のいずれにおいても，男女ともに歯列弓長と　　前・後歯列弓長の間ではまったく相関関係が見られな

前・後歯列弓長の間に有意な正の相関が見られた。し　　かった。全般的にみて有意な相関関係の個所は女性に

かし，前・後歯列弓長間では，女の上顎でのみ有意な　　多い（Table　7・8）。

正の相関が認められた。歯列弓の幅径と長径の関係で　　　有意な性差が見られたのは上顎の前歯列弓幅と歯列

は，前歯列弓1隔と後歯列弓長との間に，男女とも，上　　弓長との間の相関で女性のほうが高い（Table　7）。　　　．

下顎のいずれでも，有意の正相関が見られた。また前　　日本人7）の相関係数と有意差が認められたのは，男

歯列弓幅と歯列弓長の間には，男の下顎と女の上顎に　　の歯列弓長の上下顎蘭の相関で，韓国人の方が高い

おいて有意な正の相関が認め．轤黷ｽ。前歯列弓幅と前　　（Table　9）。

歯列弓長の間では，女の上顎においてのみ，有意な正　　　歯列弓の指数間における相関については（Table　10・
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11），有意な正の相関が前歯列弓長幅指数と歯列弓長　　中央小窩，近心小窩，遠心小窩などに計測基準点をと

幅指数の間で，上顎は男女ともに，下顎では男性のみ　　　っているものとがある。また，歯列弓の長径の前面の

に見られた。有意な負の相関は前歯列弓長幅指数と歯　　基準点は，中切歯前面最突出点とするものと，左右中

列弓長指数，歯列弓長幅指数と歯列弓幅指数との間で，　切歯の中間点を基準点とするものとがある。

上下顎ともに，男女について見られた。また歯列弓長　　　依田（1969）14）は左右第1小臼歯，左右第1大臼歯

幅指数と歯列弓長指数の間には，男女ともに，上顎に　　頬側最突出点間をそれぞれ前歯列弓幅，歯列弓幅と

おいてだけ，有意な負の相関があった。　　　　　　　　し，中切歯唇面最突出点と歯列弓幅計測点間を結んだ

　歯列弓長指数と歯列弓幅指数との間には，上下顎と　　線と直交する長径を歯列弓長としている。また，de

もに・男女のいずれにも有意な相関が認められず，こ　　Terra（1905）15）は左右第3大臼歯の後面を結んだ直

の点が下顎において有意な正の相関を認めた酒井（19　　線の中点と，切歯最突出点問の距離を歯列弓長として

55）7）の日本人男性の場合とは異なっており，相関係　　いる。しかしこの方法は人種によって第3大臼歯の出

数でも有意な人種差が見られた（Table　11）。なお下　　現率が低い場合もあるので，この歯を基準とするには

顎における前歯列弓長幅指数と歯列弓長指数間の相関　　欠点があるとされている。

係数の間には性差が見られた。　　　　　　　　　　　　藤田と佐伯（1662）16），藤田（1965）17）は幅径の計測

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点を，上顎では第1小臼歯中央溝中点，第1大臼歯遠
　　　　　　　　IV　考　　　察
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心小窩に，下顎では第1小臼歯近心小窩，第1大臼歯

　A　歯列弓の年令的変化について　　　　　　　　　中央小窩に求め，長径計測点は切縁の高さにおける左

　歯列弓の年令的変化については多くの報告がある。　　右中切歯の中間点としている。荷宮（1968）18）は犬歯

山本（1956）10）は日本人男女の歯列弓長径およびili冨径　　尖頭，第2大臼歯の近心小窩，左右中切歯の唇面に接

を計測し，いずれも逐年lll勺に増加するが，男の場合は　　する面に計測基準点をおいている。

16～17才で，女の場合は15～16才で発育限界に達する　　　またMoorres（1959）13）の方法を採用した大坪ら

と報告している。また，和田（1938）11）は日本人の歯　　（1964）19）は，計測点を犬歯尖頭，第1大臼歯近心舌側

列弓長は上顎では14～15才で最大値に達し，下顎では　　咬頭，左右中切歯唇面接線に求めている。大野ら（19

14才で発育完了するという。鎌田（1943）12）は，15才　　74）20）は，犬歯尖頭，第1大臼歯中心小窩，左右中切

における歯列弓長は成人のものと大差はないと述べて　　歯切端中央に基準点をおいている。

いる。1⊥1浦（1970）8）は日本人の15～18才の年令層で，　　　西沢（1958）21），山浦（1970）8），李（1977）6），黄

歯列弓の長径，幅径の年令差は見られなかったという。　（1972）9）は酒井（1955）7）の計測方法に従ってその計測

また，李（1977）6）は15才から20才までの韓国人の男女　　点を決めている。本研究では当教室に酒井（正955）7）の

歯列弓各部の大きさの年令別比較をしたところ，加令　　資料が保存されていたことや，韓園人の歯列弓計測値

にともなう一定の増減傾向は見られなかったと述べて　　および指数相互闇，口蓋各部計測値および指数相互間，

いる。Moorres（1959）13）はアメリカ白人の歯列弓の　　歯列弓と口蓋相互間などの相関関係を，日本人と比較

長さ，幅の増加は13才以降ではほとんど見られないと　　検討するのが主な目的であったので，酒井（1955）7）の

報告している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　計測点を採用した。

　いずれにせよ，14才以降では，歯列弓の長径および　　　C　歯列弓の上下顎差について

幅径には加令的な変化が見られず，ほぼ一定であると　　　歯列弓各部の計測値はすべてにおいて上顎が下顎よ

考えられ，しかも木研究に使用した材料は第2大臼歯　　　り大きい。これは咬合状態を考えると，前歯列では上

の筋出がほぼ完了したものを選んでいるので，歯牙年　　　顎が下顎を前方からおおい，臼歯列では上顎臼歯が下

令の上からは充分に発育限界に達しており本研究にお　　顎臼歯より半咬頭外側に出ている結果からもわかる。

ける材料の年令的誤差の闇題は少ないと考えてよいと　　酒井（1955）7），山浦（1970）8），黄（1972）9），李（19

思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77）6）の報告でも，計測値については，いずれの項目も

　B　歯列弓の計測法の問題　　　　　　　　　　　　上顎は下顎より大きく，有意の差がある。指数におい

　歯列弓の計測基準点のとり方については報告者によ　　ても，歯列弓長幅指数，歯列弓長指数，歯列弓幅指数

ってまちまちである。歯列弓の幅径においては，歯牙　　では，上顎は下顎より大であり，歯列弓長幅指数を除

の最外側膨隆点にその基準点をおくものや，咬頭頂，　　いてその差は有意である。また，前歯列弓長幅指数は，
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逆に下顎が上顎に優り・有意差が認められたと述べて　　いる。李（1977）6）の韓国人歯列弓の性差の報告で1＃　，

いる。すなわち，歯列弓の上下顎の差については他の　　歯列弓各部の計測値は，上下顎ともすべて男が女より

報告者の成績と本研究の結果とはまったく一致してい　　有意に大きく，また指数においても，上顎では歯列弓

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅指数が，下顎では歯列弓長指数と歯列弓幅指数が有

　D　歯列弓の左右差について　　　　　　　　　　　意に大きい。本研究では先に述べたごとく，韓国人の

　韓国人歯列弓の左右差については，女において有意　　上下顎歯列弓は幅径において性差の有意性が見られ，

の差が見られ，上顎歯列弓の左側の幅径が右側より大　　長径における性差の有意性は，下顎前歯列弓長におい

きく，特に左側の前歯列弓幅が有意に大きい。また下　　てのみ見られた。

顎歯列弓では逆に左側の歯列弓幅が右側より有意に小　　　前述のことなどから，韓国人，口木人，台湾人とも

さい。しかし，男においては有意な左右差が認められ　　に，男は女に比べて歯列弓の長径と幅径が大ぎい傾向

なかったが，女と同じく歯列弓幅は上顎では左側が，　　にある。しかも韓国人女性の歯列弓は男性に比べて幅

下顎では右側が大きい値を示している。この男におけ　　径が小さく，さらに下顎の前歯列弓長が相対的に短い。

る左右差は例数をさらに増加させれば，あるいは有意　　したがって，韓国人女性の下顎歯列弓は男性に比べ全

の差となるかも知れない。　　　　　　　　　　　　　体として幅が狭く，奥にやや長い形態と考えられる。

　いっぼう，日本人における男の歯列弓の左右差につ　　　F　歯列弓の人種差について

いては，山浦（1970）8）が，上顎においては左側の前歯　　　韓国人の歯列弓は，日本人，台湾人と比べて，上顎

列弓幅と歯列弓幅が，右側に比べて有意に大ぎいが，　　より下顎に差が見られ，とくに長径に関するものに有

下顎では有意の差は認められなかったと報告している。　意の差が現れたことはすでに述べた。すなわち，韓国

しかし，これと反対にLundstr6m（1951）24）が上顎　　人の歯列弓は日本人に比べて長狭形と考えられ，一方

左第1大臼歯は上顎右第1大臼歯よりも一般的に前方　　台湾人の歯列弓は韓国人に比べて歯列弓幅が相対的に

に位置していると報告していることから，Lyse11（19　　大きく，長径の短い1隔の広い放物線形をなしていると

55，1956）22）・23）は上顎左側の歯が右側に比べてより近　　考えられる。

心に位置していることになり，そのために左側の歯列　　　李（1977）6）の報告による韓国人歯列弓の計測値と，

弓の幅径が右側に比べて小さくなると述べている。韓　本研究における計測値の差の検定では，男女ともに上

国人では左右の第1大臼歯のうち，いずれが近心に位　　下顎前歯列弓長に有意の差が認められたほかは・計測

置しているかについて今回は調査していないので不明　　値に差はなかった。この前歯列弓長に有意の差が生じ

であるが，上顎歯列弓の幅径の左右差が東洋人と北欧　　たのは，他の計測点に比ぺ，変異勾配が大きいという

人とでは何故か相反している。歯列弓の左右差に関す　　　こともあるが・方法に問題があったのか，あるいは調

る文献は，われわれの知る限りではほとんど見当らず，　査対象の地域的な差によるものか，さらに今後検討し

先人の研究と充分な比較検討も出来ないが，いずれに　　たいと思う。

しても性別の違いはあるが，韓国人女性の左右差が日　　　G　歯列弓内の相関関係

本人男性の左右差と類似していることは興味深い。　　　　酒井（1955）7）によれば・日本人男性の前歯列弓にお

　E　歯列弓の性差について　　　　　　　　　　　　　いては，長径と幅径との間には相関関係が存在しない

　山浦（1970）8）によると，日本人男性の歯列弓は上顎　　か，あってもきわめて弱い正の相関を認めるに過ぎな

においてはすべての項目で，下顎においては前歯列弓　　い。しかし後歯列弓においては，両者の間にかなりの

長と歯列弓長が女性より大きく，有意差が見られたと　　正の相関が認められると述べている。本研究における

報告している。すなわち男性歯列弓は女性歯列弓にく　　韓国人男性の調査でも，前歯列弓における長径と幅径

らべ，上顎では長径，幅径ともに大きく，下顎では長　　の間には相関が見られなかった。しかし，後歯列弓に

径のみが大きいと述べている。これに対し，黒沢（19　　ついては，前歯列弓幅と後歯列弓長閻に有意な正の相

55）25）は，傾向はあっても，性差は認められないと述　　関が認められたのみであり，この点が酒井（1955）7）の

べている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本人の場合とは多少異っている。また，酒井（1955）7）

　黄（1972）9）は台湾人歯列弓の性差について，上下顎　　は，1ヨ本人の」二下顎間には，いずれの項1ヨでも，かな

の前歯列弓1隔，歯列弓幅は明らかに男が女より大きく，　り強い正の相関があり，とくに幅径が長径より，また

上下顎の歯列弓長でも有意に近い差を見たと報告して　　後歯列弓が前歯列弓より，いっそうその傾向が著しい
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と報告している。韓国人でも，上下顎間で，すべての　　　14才～20才の韓国人男女の上下顎石膏模型，おのお

項国で強い正の相関が認められた。しかし幅径と長径　　の100対を材料とし，酒井7）の計測方法にしたがって，

の問に相関係数の差は見られず，また後歯列弓では前　　上下歯列弓の計測を行った。

歯列弓におけるよりも相関がやや強い傾向が見られた　　　　1　上顎歯列弓における計測値は，女の後歯列弓長

程度である。　　　　　　　　　　　　　　　　　を除くすべての項目において，男女とも，下顎歯列弓

　大野ら（1974）20）によれば，日本人男性歯列弓の幅　　の計測値より有意に大きい。また，歯列弓長幅指数を

径における前部と後部，すなわち前歯列弓幅と歯列弓　　除くすべての指数において，男女とも，上下顎間に有

幅の間には，いずれも正の相関が見られる。これは本　　意差が認められ，前歯列弓長幅指数のみが下顎でより

研究の韓国人の場合とまったく一一致している。また酒　　大きい以外は，上顎の指数が下顎の指数より有意に大

井（1955）7）は日本人男性において，歯列弓の長径にお　　きかった。

ける前部と後部，すなわち前歯列弓長と後歯列弓長と　　　2　女の上下顎歯列弓の1幅径に左右差がみられ，上

の間では，有意な相関は認められないが，前歯列弓長　　顎では左側の前歯列弓幅が，下顎では逆に右側の歯列

と歯列弓長との間には正の相関が認められると述べて　　弓幅が有意に大きかった。

いる。この点も本研究における韓国人の場合と一致し　　　3　性差は上下顎歯列弓の幅径にみられ，上顎の前

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯列弓幅と歯列弓幅，下顎の歯列弓1隔・それに加えて

　なお，上顎と下顎を比較すると，歯列弓の計測値，　　下顎の前歯列弓長において・男のほうが女にくらべて

指数の変異係数は上顎の方が小さく，歯列弓各部の相　　有意に大きかった。

関関係では上顎の方がより著明である。また後歯列弓　　　4　韓国人の下顎歯列弓長は日本人，台湾人とくら

部と前歯列弓部とを比較すると，変異係数では後歯列　　べて有意に大きく，人種差が見られた。

弓部の方が小さく，相関関係では後歯列弓部のほうが　　　　5　歯列弓各部の計測値，および指数の上下顎間に

顕著である。これについて酒井（1956）26）は，下顎が　　ついての相関関係は，いずれの項目においても有意な

上顎にくらべて，また前歯部が臼歯部に比して・環境　　正の相関が認められた。

その他の影響に左右され，変異を生じやすいことを物　　　　6　歯列弓長と歯列弓幅の間には相関関係が認めら

語っていると述べている。また，このことについて小　　れなかった。

金井（1934）27）も，人類における咀しゃく器官の退化

現象は，上下両顎において平行的には現れず，下顎の　　　稿を終わるにあたり，御指導と御助言を賜った当教

退化がより進行していると述べている。藤田と佐伯　　室放鈴木　誠教授，志水義房教授，半田康延助教授，

（1962）16）も下顎の歯列弓は，上顎のそれにくらべて環　　ならびに愛知学院大学歯学部酒井琢朗教授に深謝する

境の影響を受けやすく，系統発生，ないし人類進化の　　とともに，御助雷を戴いた本学歯科口腔外科学教室小

過程で，上顎は下顎より保守的であると述べている。　　谷　朗教授，ならびに御助力くださった当教室西沢寿

さきに述べたとおり，韓国人歯列弓の人種差が上顎よ　　晃助手に対し厚くお礼申しあげる。また，研究材料の

り下顎に認められたこと，歯列弓各部の相関関係が・　　蒐集に御尽力いただいた趙　東憲先生の御協力に感謝

一ヒ顎で下顎より顕著であったことは，上顎が保守的で　　の意を表する。

あり・下顎はより進化的，可変的であるといえよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本論文の要旨は第83回H本解剖学会総会（昭和53年

　　　　　　　　vまとめ　　　　　4月，宇部）において撒した。
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