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n

録だけが資料となり,身元不明死体の歯科所見と比較し

w

身元不明死体の個人識別は,死後の情報と該当者と思

た結果,両者に矛盾がないことが判明しても,すぐに同

われる人の生前の情報との比較によって行われる1)2)｡

一人であると断定することは危険であると思われるo同

従って,比較対照される情報量が多く,またそれらが万

様に,比較された所見が多くの点で矛盾無く合致してい

人不同,終生不変であれば,その結果の信乾性が高くな

るにも関わらず,ただ1‑2点において矛盾のある不‑

ることは容易に理解される｡実際の事件においては,こ

致が存在するという理由で,他人と判断することも危険

のような比較情報の一つとして歯科的証拠,すなわち歯

である｡このような場合,倉致した口腔内状態が,異な

科記録やⅩ線写真,顎模型などが多く利用されている3)

る二人に偶酎こ見られる可能性を求めろことができれ

4)o中でも, Ⅹ線写真から得られる情報室は極めて多

ば,同‑人である可能性の高さを推細することもでき,

く,かつ万人不同であることから, Ⅹ線写真を用いた個
人識別の確実性は非常に高いものであるといえる｡しか

個人識別をする上で一助となるものと考えられるoそこ
で,このような倉致した各歯牙の状態が,歯科的治療状

しながら,現実問題としてⅩ線写真の添付がなく,歯科

況を含めE]本人の集団においてどの程度稀であるかとい

診療稼,いわゆるカルテのみが生前記録として提供さ

うことについて,各歯牙の状態の日本人集団内における

れ,この所見と身元不明死体の所見との比較照合が求め
られる場合が多い｡歯科記録については,歯科医で治療

頻度からコンピューターを利用して求める方法を検討し
たところ,若干の知見を得たので報吾する｡また,本結

された歯牙についてのみの記載が多く,またその内容に

果を実際の事件に適用した結果についても紹介するo

っいても詳轟酎こ書かれていなかったり,誤記があったり
するのが現状のようである｡従って,このような歯科記

研究牽料および方法
身元不明死体の口腔内所見と,該当者と患われる人の
歯科記録所見が完全に合致した場合,日本人においてど

*本論文の要旨は,第12回国際法科学会(平成2年10月
25‑30B,アデレード),第76次日本法医学会総会(平成
4年4月21‑24乱金沢)において発表した｡
‑43

の程度の碓率でおこりうるのかを推測するためには,歯
科的治療を含めた各歯牙の状態の日本人‑般集団におけ
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る塵度が必要である｡そして,このような慮度は性別や

いての頻度計算においては, 1を乗ずるようにプログラ

年歯によって異なることが考えられる｡そこで本研究で

ムし,総合的な頻度に影響を与えないように配慮した｡

は,このような頻度を厚庄省医務局歯科衛生課編集の歯
科疾患実体調査報吾書5)6)に記載されたものから引用し

研 究 成 績

た｡同書には,歯牙の状態として健全歯(INTACT),

作成されたコンピューターソフトは,入力情報,すな

顧触歯(CARIES),充壊歯(FILLING),金属冠

わち一人の口腔内状態と同じ口腔内状態の人の日本人集

(METAL CROWN),継綻歯(POST CROWN),喪

団における頻度,および日本人何人に一人の割合かの結

失歯(MISSING)に分楽し,それぞれの頻度を5嘉辰から

果を,問題なく出力した｡従って,本ソフトは本研究の

80歳以上まで5歳間隔にして男女別に報吾されている｡

目的を満たすべく作勤するものと考えた.表1には,昭

従って,これらの塵度に基づき,身元不明死体と該当者

和62年度の報吾書によるプログラムに組み込まれた,年

と思われる人で一致した口腔内状態の日本人一般集団に
おける塵度を求めた｡

麻30 ‑ 34歳代と60 ‑ 64歳代の男性の上下顎各歯牙の頻度

方法は,上下顎第三大臼歯を除く28歯において,各歯

度差,特に欠抜歯の頑度差が,明らかに存在することが

牙の状態がそれぞれ独立に4じたものと考え,一個人の

容易に理解される｡このような差は,性別によっても認

28歯の口腔内状態を,各歯の状態の頻度をすべて乗じた

められた｡従って,口腔内状態を入力する際には,資料

もので表そうと試みたoさらに,その待られた痴度の逆

の年代や性別を考慮する必要がある｡そこで,日本人集

数が,計算上同じ口腔内状態をもっ人が冒本人集団で何

団の歯牙の状態に関する塵度として,昭和50年度と昭和

人に一人の割合で認められるかを示す数値とした｡この

62年度の歯科疾患実態調査報吾書から得たものをプログ

計算は,性別および年麻層を加味して行うため,報吾書

ラムに組み込んだ｡

を示している｡推測された年代による各歯牙の状態の塵

の中から必要な資料を捜し出し,さらに頻度を求めるま

本プログラムの識別事例への応用に際しては,入力情

でには非常に長い時間を必要とすることになる｡そこ

報として身元不明死体と該当者と思われる人で一致した

で,すべての頻度をプログラムに組み込んだコンピュー

口腔内状態のみとし,歯牙の不可逆的変化による相異

タJjフトを作成し,実際の頻度の計算に利用した(図

や,考えられる歯科医のカルテ記載時の誤りなどは考慮
していない｡このような方法により,実際の身元確認事

)｡

コンピューターソフトは, basicで組み,その流れ
は,まず性m,年弁別に分け,次に各歯牙(上下顎第三

例に通用したところ,極めて満足のいく結果を待たので
以下に示すo

大臼歯を除く28歯)についての治療状態を入力するとい
うものである.尚,歯牙の一致所見入力に際し,生前の
歯科診療録に記載がない場合,あるいは身元不明死体に
おいて歯牙が欠損し判らない場合は, ｢情報なし(NO
INFORMATION)｣とした(図2)｡そして,これにつ

図1コンピュータープログラムの一例

図2 各歯牙状態の入力画面と｢情報なし｣の入力例
〜44‑
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表1年代別にみた各歯牙の治療状態の強度
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事例への応用
つ､
本事例は,白骨死体の身元が禾明のまま発生から13年
経過した後,別件の容疑者の自供によりこの白骨死体の
該当者が判明したというもので,すでに死体はなく当時
作成された鑑定書と,該当者と思われた人の歯科記録の
みによる個人識別に際し,本研究成果を応用したもので

丑

ある｡鑑定書に記載されていた身元不明死体の口腔内検

〕
‑

午
右

側

左
′

査記録および産前の歯科記録から待た該当者の口腔内所

1
.
J
､ .

見は,それぞれ図3と図4に示した通りである｡
コンピューターへの入力情報については,死体が男
且 年麻が39才であったため, 35‑39才の年代を利用し

48

蝣
? 蝣
蝣
: H
蝣

47

は,上顎右側側切歯の金属冠,上顎左側第二大臼歯の喪
失,下顎左側第二小臼歯の喪失,同第一大臼歯の喪失,
下顎右側第一大臼歯の喪失であった(図5).これら五つ
の情報をコンビュ‑クーに入力することにより虜度を計
算したところ,その値が0.00000369%となり(図6),さ
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稲重
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45
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図4 事例1における該当者と恩われる人の口腔内所且

らに矛盾のなかった下顎左側第三大臼歯の未処置の廉度
を考慮すると, 0.000001276%となった｡この値は,計
算上日本人784,313人に1人という結果である｡本結果
の判断については,日本人口動態7)を参考にしながら
行ったが,両者が同一人である確率は極めて高いといえ
るであろう｡
尚,本件については身元不明死体が13年前に発見され
たものであることから,昭和52年度の歯科疾患実態調査
上

顎

図5 事例1において,生前と死後の合致した口腔内所
見をコンピューターに入力した画面
AS A MALE AGED 35 TO 39,
THE PROBABILITY FOR TWO PERSONS
WITH THE SAME DENTAL STATUS IS
3.693E‑06

%

THE FREQUENCY IN THE JAPANESE POPULATION
ONE IN

270782 PEOPLES

TRYANOTHER SAMPLE? (Y/N '▲
下顎

図3 事例1における身元不明死体の口腔内所見

図6 事例1における,結果の出力画面
ー46

傾
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報吾書5)の資料を基に作製したプログラムを用いた｡
〔2〕

本事例は,身元禾明の下顎骨が発見され,その手配書
の特徴が届出のあった行方不明人(年麻40歳の男性)のも
のと酷似していたものの,両者の血夜型が一致しないと

21

ll

22
12
23
24

14

25
15

いう矛盾が認められたというものである.当局の依東

:1､.
26

16
27
17

は,両者で合致している歯科的な特徴をもつ人が,日本

28
18

人一般集団においてどのくらいいるかを推定することで
あった｡図7には,手配書から作製した身元不明死体の

右

左
側

口腔内状況を,また図8には歯科記録から作成された行
方不明人の口腔内状況をそれぞれ示している｡合致所見

.‑ I
:J
+:〜
J
l

48
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レ ジ ン充 ニ
頃

44

レ ジ ン充 項

臼歯が金属冠であった｡そこで,これらの所見をコン
ピューターへ入力したところ(図9),同年代の冒本人男

イ ン レ.
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41

性で同じ歯科所見をもつ頻度は, 0.004351%となり,日
本人22961.5人に‑人という結果を示した(図10)｡ 6本
の歯牙の状態のみから得た頑度は,比較的高いもので

蝣K3

図8 事例2における該当者と恩われる行方禾明大の
口腔内所見(下顎のみを示す)

あったが,治療の内容や治疲部位までが一致していたこ
とから,両者が同一人である確率は,極めて高いと考え
て差し支えないものと判断した｡本事件については,後
に血夜型の再検査により矛盾がないことが確認されたと
ともに歯科的に詳純な鑑定が行われ,確実に同一人であ
るという結果を待ている｡
尚,本件については昭和62年度の歯科疾患実態調査報
吾書6)の資料を用いたo
上

11

顎
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下顎

図7 事例2における身元不明死体の口腔内所見(上顎
部は未発見)

図10 事例2における 結果の出力画面
一47‑
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%

m

もられる傾向にあるようである｡ただし,この結果は

身元不明死体の個人識別において歯科的証拠が役立っ

1,000人の資料から求めたものであり,実際値と聾諭値

ということは,すでに周知のことであり,その根拠とし

に有意差があるか否かについては,より多くの資料を用

て証拠としての安定性,固有性および歯科的記録の保管

いて検討する必要があると思われるo しかし,性別,年

があげられている7)o しかしながら,歯科的記録の中で

代別による頻度計算の結果が瞬時に出力されるコン

歯科診疲録,いわゆるカルテは,記録時の不完全さ,ま

ピュータープログラムは,歯科診療録による個人識別結

たは不正確さのために,死体から得られた口腔内所見と

果の判断に利用できうるものであり,それは実際の事件

の比較において十分な情報として利用できない場合があ

を通して実証している｡また,歯科疾患実態調査報吾書

るoすなわち,比較照合される情報が僅かであり,それ

を利用する利点に,本書が数年に一度出版されることか

らが極めて一般的な治療内容である場合,またはほとん

ら,身元不明死体の死亡時の資料を用いることにより,

ど全ての情報が身元不明死体と歯科診療記録で合致する

時代的な変化も考慮することができるということがあげ

にもかかわらず, 1本ないし数本において矛盾が見られ

られるO これは,口腔内状態の特激が,時代的にも変化

るような場合である｡通常,歯科的個人識別では,比較

しているということを考えれば極めて重要なことであ

される二つの資料に矛盾がなければ同一人と判断し, 1

る｡ただ問題は,歯科治療の地域的な差をどのように扱

本でも矛盾があれば他人であるとするわけであるが,こ

うかであり,より正確な確率をもとめるためには,地域

の考えからみれば以上にあげた場合等には誤った結果を

別の資料の収集が望まれる.また,治療内容についてよ

導く可能性も含まれていることになる｡そこで,このよ

り細分化されれば,待られる計算結果もより実際値に近

うな場合に,合致している歯科所見が一般集団において

づくものと考えられ,このような謂査が行われることが

頻繁に見られるようなものであるのか,それとも極めて

期待される｡

稀なものであるのか,すなわち一般集団において合致し

比較された二者の歯科治療状態の一致所見から,同一

た歯科所見と同じ所見を持っ人の塵度がどのくらいある

性を検討する方法として,組み合わせを用いたものが報

のかを求めることが判断の基準として役立っものである

吾されている8)9)この方法は,一人の口腔内にその治

と考えられる｡本研究においてはこの頻度を,歯科疾患

療状態が施された場合に何通りの施されかたがあるかを

実態調査報吾書に記載されている冒本人一般集団におけ

示しているだけであり,その中の一つが,比較した両者

る各歯牙の治療を含めた状態の鹿度から,合致した全て

にみられるのだからという根拠で,逆数をとって同一人

の歯牙に関する状態の頑度を乗ずることにより求めた｡

である確率の高さと考えているようであるO しかしなが

そして,このようにして待られた頻度が,はたして一般

ら,この方法では治痴状態の内容には関係がなく,また

集団内の強度として利用することが出来るか否かについ

それぞれの状態がすべての歯牙に同じ頑度で出現すると

ての検討を,一般開業医に保管されている1,000人の歯
科カルテをコンビュ‑夕‑に入力後検索することにより

みなしているところに問題があるように恩われる0

行った｡方法は, 1,000人のカルテから歯牙別に各状態

口腔内所見をもっ人がどの程度いるのかということを検

(治療形態を含む)の頻度を求め,次にその頻度を用い

索している｡彼らは, 20歳代の1,000人の歯科検査記録

‑万,宮淫らの報吾10)は, 20歳代の集団において同じ

て,想定したいくつかの歯牙とそれらの歯牙の状態の組

を利用して,その中から二人を選んだときに同じ口腔内

み合わせの頻度を算出した｡さらに,この想定した歯牙

状態を持つ場合がどのくらいあるかということを総当た

とそれらの状態を実際に持っ人が1, 000人中何人いるか

り式に求めるとともに,時間的経過を考慮した場合の,

を出力させ,計算上求めた頻度との差を検討した｡その

同一人であっても異なる所見を持つ頻度も算出してい

結果,状態の組み合わせにおいての計算上の頻度と実際

る.その結果,同じ所見を持つ慮度は,全てが健全歯の

の頻度に差が認められたOこの原図としては,口腔内の

場合を除けば極めて低く,また時間的経過においては同

各歯牙が歯科的な疾患に対して独立した存在ではなく,

一人でも3歯以内の違いが観察されることが有り得ると

そのために蘭蝕などの症状やそれに伴う歯科治疲などは

いう｡理想的には,このような個体単位による分析方法

個人の口腔内に偏在して認められることが考えられる｡

により,出来る限り多くの資料を性別および各年代につ

すなわち,各歯牙の状態が互いに独立していないという

いて調査し,検討することが適当であると思われるが,

ことである｡従って合致所見が治療歯牙だけである場

これを実行することは極めて困楽である｡そこで,本研

合には計算上の頻度が比較的実際の強度よりも低く見積

究では性別や年麻別,治疲状態別にまとめられて記載さ
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れており,このような問題が考慮された頻度を侍ること

( 4 )歯科的治療を含む口腔内状態は,年麻や性別により

が可能である歯科疾患実態調査報告書を利用したわけで

明らかに異なる｡従って,歯科診療録のみを資料として
身元不明死体の個人識別を行う際には,これらのことを

ある｡

十分考慮する必要があると恩われる｡
結

諭

著者らは,特定個人の口腔内状態に対して全くの他人
参

が同じ状態を持つ頻度がわかれば,身元不明死体と該当
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Identification of unknown bodies may be achieved by comparing postmortem dental status
with records of dental treatment, including dental records, X‑ray photographs and dental
plaster models. If the only evidence available is dental records, however, the issue of their
completion and accuracy poses problems. When information from dental records is poor, it is
possible for two or more completely different persons accidentally to have identical treatment
statuses. Moreover, if they are inaccurate, dental records can lead to false identifications.
In the light of these difficulties, we researched a method for estimating the probability of
identity between two persons on the basis of the following concept. Within a given population
group, if the frequency with which the same oral conditions, including the treatment afforded
each tooth, occur is known, it is possible to infer the frequency with which different people in
the same group will manifest exactly the same specific oral conditions. This information, in
turn, can be useful in attempting to establish the identify of an unidentified body. A computer
program was designed to perform the necessary operations.
Results
(1) Because it calculated and printed out frequencies of the same oral‑dental condition
occurring in a population group for all input information, the computer program was deemed
suitable for the purposes of this study.
(2) A small difference was discovered between the frequency with which any two persons
manifest the identical dental status and the same frequency obtained from 1,000 dental‑clinic
records. Further study with more dental records is required to determine whether this dif‑
ference is significant.
(3) Application of this method in two actual cases testified to its validity in estimating the
probability of identity between the unknown body and missing‑ person. The method seems to
be especially useful in correlating an unidentified body with surviving evidence when dental
records are incomplete or inaccurate.
(4) Since they clearly cause differences in oral‑cavity conditions, including dental treat‑
ment, age and sex must be thoroughly considered when personal identification is attempted
on the basis of dental records only.
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