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緒　　　　　官

歯の近し､半部と遠心半部の形態的な違いは

の三徴候として知られている琴曲徴,隅角徴,歯板徴や

の歯面徴に要約されている｡｡下顎中切歯では歯

冠の近心半部と遠心半部がほぼ同形同大で,近遠心的に

対称的な形態を呈しており,これらの徴候はほとんど認

められない｡また,側切歯も中切歯ほどではないにせ

よ,他の歯種と比較して,これらの徴候は明瞭とはいえ

ない｡このようなことから,下顎切歯では左右側の鑑別

が難しい2)o下顎切歯では歯根の近JL､面と遠心面の形態

的な違いによって鑑別ができるとされている3)｡小山ら

4)当ま帳面形態の観察にモアレ縞法を応用し,客観的な

鑑別法の確立を模索してきたOまた,近･遠心面での歯

糞線琴曲の違いも鑑別の一助となるという｡

*本論文の要旨は第46匡旧本人蕉学会･日本民族学会連
合大会(平成4年10月25日,大阪)において発表した｡

は琴曲徴に2通りの説明を与えている.

第1は,上顎中切歯の項に記載されたものである｡琴曲

徴は唇側面の膨隆によるもので,魯側面の遠心側は近し､

側より強く隣接面に向かって傾斜しており,近心側の方

が強く突出している(図　　｡藤田3)は,これを拡大

解釈し,歯冠を切縁(または唆合面)から見た場合の唇細

面(または頑側面)と隣接面との移行部の琴曲度が近L潮

と遠心側で異なり,近し､側が遠心側より大きいと説明し

ている(図　　　わが国の多くの｢歯の解剖学｣の教

科書では,この藤田による解釈を　　　　の暫曲徴

として記載している｡しかし,藤田と　　　　　の見

解には相違があることは明記しておかなければならな

いo第2は,上顎第-小臼歯の項に記載されたものであ

る｡唆合面(切縁)観で,近･遠心隅角を結んだ線分

′)に立てた垂線　　′)は,頑舌(魯舌)軸

′)に対して,犬歯では遠心第一小臼歯では近心

に位置し,上顎第一小臼歯で逆の曹曲徴がみられること
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膏側 』患-
L近心X′ (C)

図1琴曲徴の判定法(aとCは　　　　　　　　は藤田3'による)

近･遠心隅角を結んだ線分　　′　　　′　に立てた垂線,
Ⅹ, Ⅹ′ :唇舌(頑舌)軸

を説明している(図

下顎切歯の琴曲徴に関しては,村上ら7)による詳綿な

報吾があるが,彼らの研究は前述の藤田3)による解釈の

みに蓋づくものであるo著者らB'は,すでに下顎中切歯

の琴曲徴を前述した2通りの説明に蓋づいて数量化し,

検討した｡そこで本論文では,下顎切歯の琴曲徴をさら

に詳細こ検索する目的で,中切歯に用いた方法を伽切歯

にも応用し,中切歯と側切歯の比較を試みた｡さらに,

前述した2通りの解釈の違いについて検討を行ったo

材料および方法

材料は昭和大学歯学部第一口腔解剖学教室所蔵の比較

的唆耗の少ない抜去歯のうち,下顎中切歯50本,側切歯

49本を使用したo

歯の左右側の鑑別および琴曲徴の判定方法は

ら8)の方法にしたがった｡すなわち,計測に先立って,

モアレ縞法により根面形態から近･遠心面の判定を行

い,歯冠の水平断面の輪郭を記録し,計測を行った｡

1.左右側の鑑別

モアレ稿写貢の撮影は小山ら　の方法にしたがっ

て,次のように行った｡歯の長軸とモアレ縞の格子が平

行となり,歯糞線の中,L､が光軸に一致するように歯を固

定する｡ミニモアレ縞撮影装置(樫村)を用いて,歯板隣

接面を　　　間隔でモアレ縞写真を撮影した｡モアレ

縞による歯板隣接面の形態は4型に分類できる(図2)｡

(1)縦隆線がみられるもの　　平坦なもの　　凹面

を呈するもの　　　縦溝がみられるもの.藤田3)による

と,近心面では縦隆線,遠心面では縦溝がみられること

が多いという｡また,両面に縦隆線がみられるような場

合には,より強く表れる側を近心面と判定できるとい

う｡すなわち,少しでも凸面を呈する方が近心面と判定

できることになる｡本研究では,この基準にしたがって

左右側の鑑別を行った｡

2.歯冠水平断面の記録

は琴曲徴を正確に判定するためには,歯

冠の水平断面をっくってみなければならないと述べてい

るo　そこで,本研究では歯冠を歯蟹部,歯肇1/3郭,

歯冠1/2部,切縁1/3部に分け(図3),三次元空間座

標測定装置　　　　　　　　　　　　　小坂)によっ

て,歯の長軸に垂　な各部位の歯冠外形の輪郭線を記録

した｡あらかじめ抜去歯に歯肇部における近･遠心およ

び唇･舌側の鼻大豊隆部を歯の長軸に平行な線として

マークしておき,各断面の近遠心および酋舌軸を記録し

たo各断面図は10倍に拡大して, ⅩYプロッターにより

プリントアウトし,近･遠心隅角の計測および琴曲徴の

判定を行った｡

3.琴曲徴の判定

近･遠心隅角の計測は水城9)の方法にしたがって

行った(図　　　　およびBDは,それぞれ酋舌軸,

近遠心､軸を示すo線分　　　　に平行な輪郭線との接

線を引き,接点をT, tとする｡ ∠ATBを近心隅角,

∠AtDを遠心隅角とするo線分T tに対する垂線をS

とする｡

琴曲徴の判定は次の2つの方法にしたがって行った0
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図2　隣接面のモアレ縞(模式図)
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図3　歯冠の区分と各断面の形態

(1)近･遠心隅角の大小による判定:遠心､隅角(∠

が近,L､隅角(∠　　　より大きい場合に琴曲徴がみられ

ると判定する　　近･遠心隅角を結んだ線分　　に

立てた垂線(S)の傾きによる判定:垂線(S)が善吉軸に

膏側

T A

t

B D

C

舌側

図4　計測部位

対して遠心に偏っている場合に曹曲徴がみられると判定

する｡

結　　　　　果

1.隣接面の帳面形態

下顎中切歯および側切歯のモアレ縞による隣接面の根

面形態の組み合わせを表1に示した｡中･側切歯とも

に,隆線(近心面上溝(遠心､面)の組み合わせが最も多

く,この頻度は側切歯の方が高かった｡なお,本研究で

は,港-A,隆線一隆線といった両面とも同じパターン

を示す場合が認められたが,このような場合には凹凸の

程度の差により左右側の判定を行ったため,すべての材
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料で左右側の判別が可能であった｡

2.近･遠心隅角の比較と曹曲徴の程度

中勿歯と伽切歯の各水平断面における近･遠心隅角の

蓋本統計量と中･側切歯間での平均値の検定結果( t検

症)を表2に示したo近JL､隅角では中･伽切歯問で有意

差が認められる部位はなかった｡遠心隅角では歯頚部で

は中切歯が,歯糞1/3部より切縁寄りでは側切歯が有

意に大きい値を示した｡

図5は中･側切歯の近･遠心隅角とその差,すなわち

琴曲徴の程度を示したものである｡中切歯では歯糞部,

歯糞1/3部では逆琴曲徴がみられ,歯冠1/2部,切縁

1/3部では,わずかに遠心隅角が大きく,琴曲徴が認

められた｡側切歯では歯糞部では逆琴曲徴がみられた

が,残りの部位では琴曲徴が認められた｡琴曲徴の程度

は歯冠1/2部で最も大きくなっていた｡中切歯と側切

歯を比較すると,歯蟹1/3部を除いて,琴曲徴あるい

は逆琴曲徴の程度は側切歯で大きかった｡なお,近･遠

心隅角の平均値問の差は側切歯ではすべての部位で有意

であったが,中切歯では逆琴曲徴を呈する場合のみ有意

であった｡

表1根面モアレ縞パターン　　(%)
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3.隅角と垂線の2つの判定法による琴曲徴の比較

図6に中･伽切歯の隅角と垂線の2つの方法による琴

曲徴の判定結果を示した｡両方法とも琴曲徴の判定とし

ては,琴曲徴がみられる,あるいはみられない,逆琴曲

徴がみられるの3つの場合が考えられるので,それぞれ

の塵度を示した｡なお,琴曲徴がみられないと判定され

るのは,近･遠心隅角が一致した場合,垂線と酋舌軸が

一致した場合である.

隅角の判定では前述した琴曲徴の程度と同様の傾向が

みられた.すなわち,歯頭部では逆琴曲徴,切縁寄りで

は琴曲徴がみられる叔度が高くなっていた｡垂線の判定

でも,同様の傾向がみられたo　しかし,曹曲徴がみられ

ない場合の塵度が　　　程度と比較的高率であるた

め,隅角の判定と比べると逆琴曲徴･琴曲徴のみられる

頑度の部位による違いは明瞭ではなかった｡とくに歯糞

部では,垂線の判定で,中･側切歯ともに琴曲徴と逆琴

曲徴のみられる頻度にほとんど違いが認められないのに

対し,隅角の判定では逆琴曲徴のみられる頻度が

%となっており,大きな違いが認められた｡

図7に隅角と垂線の2つの判定法の-致率を示した｡

全般的に刺切歯で高い傾向を示し,歯糞部より切縁側で

高い傾向を示したが　　　　と低い値であった｡

2つの判定法を考慮して中･側切歯で琴曲徴の程度を

比較するために,琴曲徴スコアを算出した.琴曲徴のみ

られる場合を　　琶曲徴のみられない場合を0,逮,*

曲徴のみられる場合を-0.5として2つの判定によるス

コアを加え,その個体のスコアとした｡例えば,隅角の

判定で琴曲徴あり　　垂線の判定で曹曲徴なし0の場

合なら　　　　で0.5がその個体のスコアとなるoスコ

アの平均値を図8に示した｡歯璽部では中･側切歯とも

表2　近･遠心隅角の蓋本統計量　( o)

中 切 歯 側 切 歯

N m ea n S D e V I) C V

近 心 隅 角 歯 糞 部 50 126.64 5.09 4.02 49 12 9. 10 6.95 5.38 N S

歯蟹 1 / 3 部 50 121.73 5.59 4.59 49 12 0. 70 4.82 3.99 N S

歯冠 1 / 2 部 50 125.53 5.98 4.76 49 124.66 5.25 4.21 N S

切縁 1 / 3 部 50 129.55 5.98 4.62 49 128.96 5.65 . 4. 38 N S

遠 心 隅 角 歯 頚 部 50 120.06 5.00 4.16 49 117.32 5.16 4.40 ☆

歯頭 1 / 3 部 50 118.70 4. 69 3.95 4 9 123.04 6.09 4.95 ★

歯冠 1 / 2 部 50 12 6- 59 6. 08 4- 80 49 133.88 6.92 5.17 ★

切線 1 / 3 部 50 13 0. 71 5. 98 4. 58 49 137.30 5.60 4.10 ★

☆:Pく　　★:pく
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図　　近･達し､隅角の差(下顎中切歯)
歯暫:歯褒部,蟹　　　歯褒1/3部,冠

歯冠1/2部,切　　　切縁1/3部

団逆琴曲散

□琴曲徴なし

I巧Lnn

図　　　垂線と隅角による琴曲徴の判定(下顎中切

歯

歯褒:歯頭部,蟹　　　歯糞1/3部,冠
1/2 :歯冠1/2部,切1/3 :切縁1/3部

に逆琴曲徴で,その程度は価切歯で大きかった｡歯肇

1/3部では中切歯で逆琴曲徴,側切歯で琴曲徴を呈し

た｡歯冠1/2部,切縁1/3部では中･側切歯とも琴曲

徴を呈したが,その程度は側切歯で大きかった.

冨　　　　　監

1.下顎切歯における歯椴の隣接面形態と左右側の鑑別

331

140

135

130隅

125角

120

115

110

ド.I ∴通　　徹

■■■巧　散

-一一-一一一近心隅角

･　遠心隅角

☆:
★:

図　　近･遠心隅角の差(下顎側切歯)
歯褒:歯棄部,頚　　　歯褒1/3部,冠

歯冠1/2部,切1/3 :切線1/3部

Eg逆琴曲徴

□寄曲徴なし

雪曲徴

図　　垂線と隅角による琴曲徴の判定(下顎側切
歯
歯蟹:歯蟹私　褒　　　歯褒1/3部,冠

歯冠1/2部,切　　　切縁1/3部

下顎切歯では歯冠が近遠心的に対称的な形態を呈して

おり,近JL､側と遠心側の鑑別が難しい.そこで,歯板の

隣接面の形態が近し､面と遠心面を判別するのに役立てら

れている3)｡しかし,肉眼による観察の場合,中切歯の

約25%は近JL､面と遠心面の形態に違いが認められず,鑑

別ができないとされている3)o小山ら掴)は,板面形態

の観察にモアレ縞法を応用し,放妙な歯根面の凹凸を客

71 -I-
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図7　隅角と垂線による2つの判定の一致率
歯暫:歯頚部,蟹1/3 :歯糞1/3部,冠

歯冠1/2部,切　　　切縁1/3部

図8　琴曲徴の程度(スコア)
歯暫:歯頚部,暫　　　　歯糞1/3部,冠
1/2 :歯冠1/2部,切1/3 :切縁1/3部

観的に判定する方法を開発した｡小山6)は,中切歯の約

側切歯の約95%は左右側の判定が可能であったと

している｡しかし,中切歯では歯根面形態からの判定と

実際の左右側が逆になる場合が約20%みられたとしてお

り,下顎切歯における左右側鑑別の難しさを改めて考え

させられる｡本研究では,信東度の高い鑑別法であるこ

とから,小山ら4)魂)の方法にしたがって,抜去歯の左右

側判定を行った｡しかし,前述したように中切歯では逆

の判定を下した可能性があることは否定できない｡した

がって,本研究の結果は,この点を考慮した上で評価さ

れなければならない｡

中･側切歯ともに隣接面の根面形態の組み合わせとし

ては,隆線(近心面)-港(遠心面)のものが最も多かっ

た｡側切歯での慮度の方が高かった点が注目される｡す

なわち,最も容易に左右伽が鑑別できるタイプのものが

側切歯で多くみられたことになる｡この結果は小山ら

4)塞)の結栗とはぼ一致した｡

2.琴曲徴について

1) 2通りの説明の違い

本研究では　　　　　　　の2通りの説明にしたがっ

て琴曲徴の分析を行った｡近･遠心の隅角を比較した第

1の方法は,藤田3)の解釈によるものであり,わが国の

多くの｢歯の解剖学｣の教科書に採用されている方法で

ある｡近･遠心隅角を結ぶ線に立てた垂線が唇舌(頑舌)

軸の近･遠心のどちらに傾くかによって判定する第2の

方法は,上顎第一小臼歯における逆琴曲襖を説明するた

めに採られた方法で,上確10)が自らのデークーを追加

し,教科書に記載している　　　　　　　も藤田3)も曹

曲徴を正確に判定するためには歯冠の水平断面によって

観察を行うべきだと述べている0本研究では実際に歯冠

を切断するのではなく,三次元空間座標測定装PLRによっ

て歯冠外形の輪郭線を記録した｡

隅角･垂線いずれの判定においても,歯顛部では逆琴

曲徴,切縁寄りでは琴曲徴がみられ,全体の傾向は-致

していた｡しかし,垂線の判定では,琴曲徴がみられな

い場合の塵度が　　　　程度と比較的高率であるため,

隅角の判定と比べると逆琴曲徴･雪曲徴がみられる頻度

の部位による違いは明瞭ではなかった｡垂線と唇舌軸の

なす角は中切歯では50以内であったが8),側切歯でも

ほぼ同程度であった｡したがって,垂線による判定は放

妙であり,下顎切歯ではほとんど琴曲徴が認められない

と解釈できる結果であった｡近･遠心隅角は　　　　○

程度で計測は比較的容易で,判定は隅角の差を算出する

ことによって容易に下すことができる｡すなわち, 2つ

の判定方法の違いは,判定の華易度の差違に因るものと

結論できる｡

隅角と垂線の2つの判定法の一致率は,全般的に側切

歯で高い傾向を示し,歯暫部より切縁側で高い傾向を示

した.これは,伽切歯の方が琴曲徴のみられる頻度が高

く,琴曲徴の判定が容易であったためと考えられる｡

2)中切歯と側切歯の比較

は,歯冠から歯根にまで琴曲徴が及ぶと

述べているが,中･側切歯ともに歯璽部では逆琴曲徴が

認められたことから,歯撮歯蟹部では運琴曲徴を示すと

いえようo　したがって,下顎切歯では琴曲徴は歯板部ま

で及ぶ形宴とはいえないo

中･価切歯のスコアによる琴曲徴の比較では,歯璽部

における運琴曲徴の場合は側切歯の方がより強い逆琴曲

徴を皇し,切縁寄りでは側切歯の方がより強い曹曲徴を
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宣する｡この結果は,側切歯より中切歯の方が歯冠の近

･遠心的な対称性が強いことを意味し,従来からいわれ

ているように,中切歯における左右側の鑑別が楽しいこ

とを追認している｡

中切歯と側切歯の近･遠心隅角を比較した場合,近,L､

隅角では中･側切歯間で有意差が認められる部位は

なかったが,遠心隅角では歯頭部では中切歯が,歯肇

1/3部より切縁寄りでは側切歯が有意に大きい値を示

した.琴曲徴あるいは逆琴曲徴の程度は,側切歯で大き

かった｡すなわち,隅角による琴曲徴の判定では,菌類

部を除いて側切歯の方が強い琴曲徴を呈し,それは遠心

隅角が大きいことに起因する｡歯糞部では遠心隅角が小

さいために側切歯の方が強い逆琴曲徴を呈したo側切歯

では,中切歯より歯冠の近心半部に比べて遠心半部が退

化し,歯冠の近遠心的な対称性が弱くなっている.著者

ら8)は,すでに中切歯ではサイズが小さいものの方が歯

冠の近遠心的な対称性が増し,琴曲徴が不明瞭であるこ

とを報吾した｡下顎切歯では,側切歯の方が形態的に安

定しており,変異が少なく,サイズも大きいとされてい

る　　すなわち,価切歯と比較した場合の中切歯におけ

る歯冠形態の単純化は,歯冠の縮小とともに対称性が強

くなることによって起こっていると考えられる｡これは

主として遠心隅角の中･側切歯間の違いに因るものであ

ることが,本研究の結果から示唆される｡

結　　　　　論

下顎切歯の琴曲徴を詳細に検索する目的で,中･側切

歯の歯冠の水平断面の輪郭を記録し,隅角の比較と垂線

の偏りの2通りの方法によって琴曲徴の数量的な評価を

行った｡計測に先立って,モアレ縞法を応用し,撮面形

態から近･遠心､面の判定を行った｡

1.隣接面の板面形態

下顎中･価切歯のモアレ縞による隣接面の帳面形態の

組み合わせは,隆線(近心面) -港(遠JL､面)の組み合わせ

が最も多く,この頻度は側切歯の方が高かった｡

2.中･側切歯の隅角の比較

近心隅角では中･側切歯間で有意差が認められる部位

はなかった｡遠心隅角では歯頭部では中切歯が,歯頭

1/3部より切線寄りでは側切歯が有意に大きい値を示

した｡

3.隅角の比較による琴曲徴の程度

中･側切歯ともに,歯頚部では逆琴曲徴がみられ,切

縁寄りでは琴曲徴がみられた｡琴曲徴あるいは逆琴曲徴

の程度は側切歯で大きかったo近･遠心､隅角の平均値間
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の差は側切歯ではすべての部位で有意であったが,中切

歯では逆琴曲徴を皇する場合のみ有意であった｡

4.隅角と垂線の2つの判定法による琴曲徴の比較

両方の判定法とも,歯頭部では逆暫曲徴,切縁寄りで

は琴曲徴がみられる傾向を示した｡垂線の判定では,管

曲徴がみられない場合の歩度が　　　程度と比較的高

率であるため,隅角の判定と比べると逆曹曲徴･琴曲徴

がみられる頻度の部位による違いは明醸ではなかった｡

2つの判定法の一致率は全般的に側切歯で高い傾向を示

し,歯褒部より切縁側で高い傾向を示した｡

2つの判定法を考慮して中･側切歯で曹曲徴の程度を

比較するために,琴曲徴スコアを算出した｡歯頚部では

中･側切歯ともに逆琴曲徴で,その程度は側切歯で大き

かった｡歯牽1/3部では中切歯で逆琴曲徴,側切歯で

曹曲徴を呈した｡歯冠1/2部,切縁1/3部では中･側

切歯とも曹曲数を宣したが,その程度は側切歯で大き

かった｡
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measurement-Mandibular incisors-Identification of isolated teeth.

On the basis of two of Mtihlreiter's criteria, we quantitatively observed the curve symbol

on crown cross-sections of mandibular incisors･ To identify individual incisors as belonging

to the right/left quadrant, before measurements were made, moir6 topography was applied

to root proximal surfaces･ Cross sections were obtained by means of a three-dimensional

measuring instrument system (VECTRON), and measurements were made on cross-section

outputs by means of an x-y plotter.

With the exceptlOn Of the case of the cervical cross section, distolabial angles were slgnifi-

cantly larger in I2 than in Il･ Mesiolabial angles of Il and I2 were almost equal on all cross

sections.

Angle comparisons

The reverse curve symbol was evident in the crown cervical area･ The curve symbol was

observable at the halfway region Of the crown and in the incisal one-third. The curve symbol

was more clearly evident in I2 than in Il.

Inclination of the perpendicular line

The curve symbol was apt to occur near the incisal edge･ The coincident ratio of the

two Mtihlreiter's criteria was slightly higher in I2 than in Il. The method of judging on the

､宅　　　　　　　　､･e-slつ

perpendicular line, however, indicated only roughtrends.
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