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【Abstract】

There are few detailed investigations of the parents’ academic background and physical 
growth of female students in vocational high school in South Korea. In this study we 
investigated the characteristics of physical growth of young women in a vocational 
high school viewed from the academic backgrounds of both parents, as well as physical 
similarities from the correlation between the physiques of the subjects and both parents. 
We also examined the composition of the status of delayed and early menarche in the 
subjects by applying the delayed menarche evaluation system constructed by Fujii 
(2008). The subjects were 59 students of a vocational high school for whom longitudinal 
physical growth data were obtained. A survey including parents’ academic background 
and physique was also conducted. The wavelet interpolation method was applied to 
longitudinal growth data for height and the delayed menarche evaluation system was 
applied to the derived age at maximum peak velocity of height and the age at menarche. 
In terms of physical growth associated with parents’ academic background, the results 
suggest that a girl’s rate of maturation is slightly faster when parents have college 
educations. It may be that this difference is affected by the economic status of the family. 
With regard to the correlation between the physiques of parents and the physical growth 
of girls, a relationship was seen between mothers and girls and a canalization effect was 
surmised.  Moreover, a trend for delayed menarche was seen in the subjects in this study. 
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緒　言

発育・発達現象は広義の意味で捉えれば、受精
卵から死に至るまでのその形質、機能の時間的変
異と概念規定できる。しかし、藤井（2006）は、
発育・発達現象はあくまでも出生から成人までの
増大局面を扱うべきとして、「出生から成人まで
の形態または機能の質的および量的な時間的変
異」と定義している。人は成人に向かう増大プロ
セスの中で様々な影響を受け、その影響によって
発育・発達が成就する。発育・発達に影響を与え
る要因は、大別して先天的要因と後天的要因があ
るが、先天的要因によりすでに発育が決定づけら
れている場合もある。例えば、身長発育などはよ
ほど劣悪な環境でない限り、遺伝的に受け継がれ
た要因によってその成就は保障されると考えられ
る。Fischbein （1977）は一卵性と二卵性双生児の
身長と体重について出生時から 9 歳までの相関係
数を示し、一卵性双生児の身長には強い相関関係
があることを示した。また、Wilson and Foster 

（1985）は身長と体重の最大発育速度年齢（PHV
年齢、PWV 年齢）について一卵性と二卵性双生
児間で相関係数を示し、一卵性双生児において
PHV 年齢に強い相関関係があることを明らかに
し て い る。 こ の よ う に、Fischbein（1977） や
Wilson and Foster（1985）は双生児間の身体発育
における類似性から遺伝の関与を示している。さ
らに、大木（2002）は双生児の縦断的発育データ
に対して共分散構造分析を適用し、発育への遺伝
要因の関与を示した。そのような中で、大木

（2000）は 1788 名の日本人男女双生児の出生から
小学 6 年生までの身体発育を一般児集団と比較
し、出生時における体格の差は幼児期後半にはほ
とんど観察されなくなることを報告した。また、
福島（2010）は 959 名の日本人男女双生児の中学

1 年生から高校 3 年生までの期間の身体発育を一
般児集団と比較し、男児双生児の身長および男女
双生児の体重が一般児よりも下回ることを明らか
にした。これらは多数の日本人双生児を対象とし
た研究として新たな展開を提供している。また、
藤井ら（2006）は一卵性双生児の身長発育を
ウェーブレット補間法から解析し、発育速度曲線
から MPV（Maximum Peak Velocity；思春期最大
発育）および中間発育スパート（mid-growth spurt）
の発現の時期および年間発育量がほとんど変わら
ないことを示した。これは、双生児間の身長成熟
度におけるズレの少なさが遺伝に影響されること
を証明したものであり、ウェーブレット補間法に
よる解析という新たな視点から双生児類似性を検
証した知見と言える。これらの身体発育への遺伝
の影響を検討した知見では、その影響の強さにつ
いては見解が分かれるところであるが、松浦

（2005）の報告を参考にすれば、身長発育につい
ては親から受け継いだ要素の実現度が高いといえ
よう。

先天的要因は前述した遺伝的要因であるが、後
天的要因には人を取り巻く環境的要因が挙げられ
る。環境要因は自然的条件と社会的条件に分けら
れ、自然的条件には栄養、運動、疾病、気候など
が、社会条件には経済、職業、学歴、また家族・
兄弟数など家庭環境が含まれる。佐々木・山崎

（2002）は、中国、フィリピン、タイの体格発育
を日本と比較し、発育・発達を決定づける重要は
環境要因は経済、住居、教育であると指摘した。
Kouchi （1996）は、身長発育の経年的変化と社会
経済状況の関連の中で成人身長の増大化と PHV
年齢の若年化を示している。また、Fujii et al 

（2008b）は韓国人の体格発育の経年変化につい
て、やはり韓国の社会経済状況によって体格の大
型化と身長の MPV 年齢の早熟化を指摘した。こ

Mental and physical stress was conjectured from this, indicating that it is an effect of the 
living environment of the young women in the growth process.

Keywords : wavelet interpolation method, delayed menarche evaluation system, age at menarche, 
                     age at MPV of height
キーワード　ウェーブレット補間法、初経遅延システム、初経年齢、身長の MPV 年齢
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のような身体的早熟化の要因として、Fujii （2009）
は思春期前（7 歳から 9 歳）から成人身長までで
はなく、思春期前までの発育量の経年変化の影響
が大きいことを説明し、幼少期における発育量の
経年変化は栄養摂取状況および社会経済状況との
関係が深いことを示した。つまり、体格発育の早
熟化への環境要因は自然的条件に比べて社会経済
条件の影響が大きいと言えよう。

もちろん、子どもの発育に対する家庭教育環境
の影響も無視できない。家庭における教育環境は
社会経済状況と密接な関係がある。現在、韓国で
は教育加熱が進行しており、経済不安に対する対
策として大学進学率が高まっているほか、早期海
外留学の増加、私教育（学校以外での勉強）熱の
高まりといった社会状況がある（自治体国際化協
会、2009）。そして、この教育熱とその根底にあ
る学歴主義は、韓国における格差社会を生み出し

（李、2014）、韓国人中高生の身体発育に影を落と
している。また、辛ら（2010）は、近年の大学受
験の激化の影響により、一般中学、高校生の睡眠
時間が減少し、学校での体育時間の減少が体力低
下の要因だと指摘している。これに対して藤井ら

（2010）は、古屋・佐藤（1994）によるメラトニ
ンのゴナドトロピン｛性腺刺激ホルモン：卵胞刺
激ホルモン（follicle stimulating hormone: FSH）お
よび黄体化ホルモン（luteinizing hormone: LH）｝
抑制作用が初経発来への影響を示唆する報告を引
用し、睡眠時間減少がメラトニンの分泌抑制によ
る性腺抑制作用の低下が初経早発を生起すると推
測した。この現象を Fujii （2008a）が構築した初
経遅延評価システムから判断すると、身長の
MPV 年齢に対して初経年齢が早く発来している
ということになるが、このような初経早発や遅延
の現象はほとんど検証されていない。ただし、晩
熟性が指摘されている（藤井ら、2008b）。身長の
MPV 年齢を解析することで思春期における肥満
者の早熟性および痩身については晩熟性が指摘さ
れている。このように、藤井ら（2008a）の手法
を用いれば、成熟の早晩に影響される初経の遅速
は推測できるが、各個体において初経が発来すべ
き年齢に対して遅延しているのかもしくは早発で
あるのかまでは客観的に評価することはできない。

Park et al（2012）は、韓国の青少年のうつ病経
験に親の高学歴や生徒本人の学業成績の低さなど
が関連していることを報告しているが、韓国の女
子において生育環境と身体発育について詳細に検
討した報告はあまりない。本研究は、熾烈な学歴
社会を生きなければならない韓国の青少年におい
て、特に職業教育訓練を行う教育課程が編成され
ている実業系高等学校に通う女子高校生の身体発
育と初経遅延、早発の状態について、親の体格や
学歴とどのような関係構図を示すか、藤井（2008a）
が構築した初経遅延評価システムを適用すること
によって検証するものである。本研究において実
業系高等学校を扱う理由は、1990 年代半ば以降
の韓国における高等学校の多様化が背景にある。
韓国では一般系高校、実業系高校、芸体能高校、
特殊目的高校、特殊化高校、自律高校、英才高校
などがあり、それぞれが特色を持った教育を行っ
ており、それが大学進学に大きく影響している

（熊谷、2009）。また、これらのことは、各学校で
は社会経済状況や家庭における教育環境に同質の
特性を持った生徒が集まる傾向も示唆している。
したがって、本研究では韓国におけるこのような
現状を踏まえたうえでの検討を行った。

方　法

１．対象および資料
本研究の対象は、韓国釜山市内の商業科専科の

高校 3 年生の女子 59 名であった。この高校 3 年
女子 59 名についてアンケート調査を実施し、生
年月日、初経年齢、睡眠時間、両親の身長と体
重、BMI、両親の最終学歴および母親の初経年齢
を把握した。また、韓国で実施されている健康診
断票を後方視的に調査し、小学 1 年（ 7 歳）から
高校 3 年（18 歳）（1999 から 2011 年）までの身
長と体重の縦断的発育資料を得た。初経年齢は、
国際的に利用されている Malina et al. （1978） や 
Mesaki et al.（1984）の方法に従い、本人の了承
を得た上で、インタビューにより月齢単位まで確
認した（年齢単位で小数第一位まで算出）。韓国
では身長と体重は 5 月に計測されるので、5 月に
測定されたものに限定し、すべての対象者につい
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て月齢まで確認した。

２．解析手法
ウェーブレット補間法（Wavelet Interpolation 

Method：WIM）は、与えられた発育データから
真の発育曲線を近似的に記述するために、データ
とデータをウェーブレット関数（基底関数は Meyer
の mother wavelet）によって全点を通って補間し
ながら発育現量値曲線を描き、その描かれた現量
値曲線を微分して得られた発育速度曲線を導くこ
とで思春期ピークや初経年齢時の発育現量値を調
べる方法である。ウェーブレット補間法の特性
は、局所的事象を敏感に読み取り、近似の精度が
極めて高いことである。その理論的背景の詳細や
有効性の根拠については、藤井（1994）（1995）

（1996）および Fujii（1998）（1999）の先行研究
すでに述べてあるので、ここではウェーブレット
補間法によるデータ解析のアルゴリズムについて
は割愛する。

本研究では、ウェーブレット補間法を対象にお
ける 7 歳から 18 歳までの身長の発育現量値に対
して適用する。そして、身長の発育現量値を微分
して導かれた速度曲線から MPV（maximum peak 
velocity）年齢を特定する。この MPV 年齢は思春
期最大発育速度年齢のことで、特にウェーブレッ
ト補間法から導かれた思春期ピークのことである

（藤井・山本、1996）。ウェーブレット補間法から
導かれた発育現量値およびその微分である速度
は、基本的にはウェーブレット関数から算出され、
その手続きは Unix- workstation の Sunflare によっ
て計算されている。それによって初経年齢時の身
長値を算出し、身長の MPV 年齢と初経年齢との
差を個々について導く事が出来る。

３．解析手続き
対象の身長、体重の縦断的データにおける発育

現量値に対してウェ－ブレット補間法を適用し、
発育現量値および速度曲線をコンピューターシ
ミュレ－ションにより描いた。描かれた速度曲線
から各個人の身長と体重の MPV 年齢を特定した。
そして、親の学歴による影響を検討するために、
先ず両親の最終学歴を卒業学校の種類で大学卒業

と高校卒業に分けた。韓国では 1974 年の高等学
校平準化制度の導入により中学卒業者の高校進学
率が急増し、対象の父母においても中学卒が少な
い（父親 3 名、母親 2 名）こと、同時に大学院修
了者も極めて少なかった（父親 1 名、母親 0 名）
ことから、本研究においては両親の最終学歴の分
類を大学卒業と高校卒業とした。分類された両親
の学歴別に身長、体重の MPV および MPV 年齢、
中学 3 年次までの身長と体重の比較を行い、さら
に両親の体格と女子の体格の関係性について検討
を行った。

次に、藤井ら（2010）、Fujii et al. （2011）を改
変して韓国人一般女子高校生 232 名を対象にした
初経遅延評価システムを構築し、本研究の対象の
初経遅延、早発現象を身長の MPV 年齢と初経年
齢の統計値から判定した。そして、本研究の対象
との身長の MPV 年齢および初経年齢と両年齢間
のズレ（interval）の差異について検証した。ま
た、適用された初経遅延評価システムにより判定
された初経早発、遅延の頻度分布について韓国人
一般女子高生との比較から検証した。

４．統計解析
両親の最終学歴別に分類した 2 群の身長、体重

の MPV および MPV 年齢、中学 3 年次の身長と
体重の比較および韓国人一般女子高校生と本研究
の対象との身長の MPV 年齢および初経年齢と両
年齢間のズレ（interval）の差異については、対
応のない t 検定により比較を行った。また、両親
の体格と女子の体格の関係性については、両親の
現在の身長、体重、BMI と女子の小学 1 年から中
学 3 年までの身長、体重、BMI との相関分析によ
り解析を行った。初経遅延評価システムにより判
定された初経早発、遅延の頻度分布については、
韓国人一般女子高校生との比較としてχ二乗検定
によりその出現傾向の違いを検討した。これらの
統計解析はすべて危険率 5％で有意と判断した。

結　果

１．両親の最終学歴と身体発育
両親の最終学歴を高卒と大卒に区分し、身体発
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育にかかわる項目として、身長および体重の MPV
年齢、中学 3 年時の身長および体重について比較
した（Table 1）。先ず、父親の最終学歴では、高
卒と大卒間において全項目で有意差は認められな
かった。母親の最終学歴では体重の MPV 年齢に
おいて有意差（p<0.05）が認められた。しかし、
身長の MPV 年齢をみると、両親が大卒の場合に
僅かに MPV 年齢が早いことが示されており、父
親、母親の最終学歴が高いことと女子の身体的成
熟度が少し早まることの関連性が窺われる。

２ ．両親の体格と女子の体格および母と女子の初
経年齢の相関
父母の身長と女子の小学 1 年から中学 3 年まで

の相関係数をみると、明らかに小学 1 年から中学
3 年まで母と女子の相関が高いことが分かる

（Table 2-1、Table 2-2）。また、体重、BMI につい
ても同様に、父より母と女子の相関が小学 1 年か
ら中学 3 年まで r ＝ 0.5 前後と中程度の相関係数
を示した（Table 2-1、Table 2-2）。つまり、体格
において父と女子の関係より母と女子の関係が強
いことが分かる。

３．身体発育と初経遅延の関係構図
Table 3 は一般高校女子と本研究の対象者の身

長の MPV 年齢と初経年齢および身長の MPV 年
齢と初経年齢とのズレの統計値である。t 検定の
結果、本研究の対象と一般系高等学校の女子の身

Table�1　Statistics�of�physical�growth�based�on�difference�of�parents�academic�background
　 Father Mother

High school
（N=28）

University
（N=13）

High school
（N=30）

University
（N=13）

Age at MPV of height
mean 12.25 11.98 12.10 11.67 
SD 1.14 1.07 1.31 0.75 

MPV of height
mean 9.40 10.08 8.95 9.78 
SD 1.71 1.88 1.66 2.05 

Age at MPV of weight
mean 12.23 11.65 12.35 11.44*
SD 0.90 1.21 0.97 1.02

MPV of weight
mean 8.60 9.39 9.45 8.78 
SD 2.80 1.88 4.88 6.63 

Height at third grade junior high school
mean 158.6 160.9 158.8 160.4 
SD 4.35 3.79 4.40 3.66 

Weight at third grade junior high school
mean 53.2 56.6 53.9 55.4 
SD 6.65 9.49 8.04 6.63 

 * P<0.05（vs. mother＇s high school）

Table�2-1　Correlation�between�father’s�and�girl’s�physique�in�school�age
Age（years） 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Height（cm） -0.119 -0.065 -0.081 -0.096 -0.089 -0.044 -0.009 0.096 0.106
Weight（kg） -0.038 -0.031 -0.033 -0.041 -0.024 -0.081 -0.094 -0.090 -0.055
BMI（kg/m2） -0.045 -0.019 -0.092 -0.028 -0.022 -0.048 -0.006 -0.017 0.043

Table�2-2　Correlation�between�mother’s�and�girl’s�physique�in�school�age
Age（years） 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Height（cm） 0.224 0.241 0.240 0.307* 0.312* 0.347* 0.337* 0.286* 0.285*
Weight（kg） 0.515** 0.552** 0.462** 0.478** 0.450** 0.509** 0.464** 0.487** 0.570**
BMI（kg/m2） 0.507** 0.496** 0.371* 0.421** 0.403** 0.400* 0.331* 0.329* 0.390*

 * P<0.05， ** P<0.01
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長の MPV 年齢については有意差が認められな
かったが、初経年齢の間には有意差（P<0.05）が
認められた。また、Fig 1-1 は、藤井ら（2010）
および Fujii et al.（2011）を改変し、本研究用に

構築された韓国人女子高校生の初経遅延評価シス
テムである。Fig 1-2 はこの初経遅延評価システ
ムにより判定された初経早発と初経遅延の頻度分
布であり、当然のことながら分布は正規性を示し

Table�3　�Statistics�of�age�at�menarche，�age�at�MPV�of�height�and� interval�between� the�both�ages� in�
general�high�school�and�vocational�high�school�girls

　
　

Age at menarche
（years）

Age at MPV
（years）

Interval
（years） N

General High School 
mean 12.25 11.09 1.16 232 
SD 0.95 0.87 0.69 

Vocational High School
mean 13.00* 10.88 2.12* 57 
SD 1.30 1.15 0.98 

 * P<0.05 vs. general high school

Fig1-1　�Standard� delayed�menarche� evaluation�
chart�derived�from�regression�analysis�age�
at�menarche�for�age�at�MPV�of�height

　　　　　（藤井ら，2010，Fujii�et�al.,�2011 を改変）

Fig�2-1　�Delayed�menarche� in� vocational� high�
school�girls�derived�from�standard�delayed�
menarche�evaluation�chart

Fig�1-2　�Frequency�distribution�of�each�categories�
derived� from�standard�delayed�menarche�
evaluation�chart

　　　　　��（藤井ら，2010，Fujii�et�al.,�2011 を改変）

Fig�2-2　�Frequency�distribution�of�each�categories�
in� vocational� high� school� girls� derived�
f r om� s tanda rd � de layed � mena rche�
evaluation�chart
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ている。この評価システムに本研究の対象の身長
の MPV 年齢と初経年齢を適用したところ、Fig 
2-1 のように示された。これの頻度分布を示した
ものが Fig 2-2 である。Fig 1-2、 Fig 2-2 の頻度分布
を比較検討するために χ 2 検定を実施したところ、
χ 二乗値が 56.6 となり有意差（P<0.05）が認めら
れ、この頻度分布からも本研究の対象の初経遅延
傾向が示された。

考　察

近年、韓国では身体発育に関わる生育環境の変
容は著しい。韓国体育科学研究院で実施された国
民体力調査における 1989 年から 2007 年までの
データから、経年的な体格の増大と MPV 年齢の
早期化が報告されている（Fujii et al., 2008b, c）。
そして、藤井ら（2012）は、韓国人男子の増大化
および早熟化は近年の韓国における経済成長と食
生活改善によるものと結論付けている。一方、日
本では、文部科学省の学校保健統計調査により報
告されているように、高度経済成長の終了ととも
に身長発育については最近 20 年でほとんど変化
が示されていない。また、身体発育における地域
的な差異も認められなくなっており、Kouchi（1996）
により、1960 年半ばに生れた者の 20 歳時身長に
ついて社会経済的差異はないことが明らかにされ
ている。つまり、日本では生育環境に差異があっ
たとしても、それが身体発育に顕著な影響を及ぼ
す程ではないと言えるであろう。一方、韓国の状
況については、Kwon （2005）が韓国の４つの地
域における身長、体重、BMI を比較して、これ
らに大きな差がないことを報告している。しかし、
韓国における生育環境や地域的差異に関する報告
が多いわけではないので明確なことは分からない。
その様な中で、本研究は韓国の実業系高校の女子
生徒の親の最終学歴と身体発育との関係を検討す
る意義を見出した。

親の学歴の違いが女子の身体発育に及ぼす傾向
として、親の最終学歴が大卒の場合に身長の MPV
年齢が若干早いことが示された。ウェーブレット
補間法で検出された MPV は思春期の身体発育に
おけるピークの出現を表すものであり、身体成熟

の早晩を判断する指標として捉えられている（藤
井・山本、1995）。学歴主義の強い韓国では両親
の学歴は家庭の経済状況に直結しており、そのよ
うな背景から、日本の学校保健統計調査における
昭和 23 年度からの調査結果に示されるような、
高度経済成長によって身体的成熟が早まった発育
促進化現象と類似した現象が韓国人青少年にも起
きていると考えられよう。本研究からの結果だけ
では明確なことは言えないが、身長の MPV の出
現傾向を見る限り、親の学歴と女子の身体成熟の
早晩が関係している可能性が示された。

次に、親の体格との関係については、明らかに
父親との関係より母親との関係が強く、特に、体
重および BMI の相関は子どもの年齢により多少
ばらつきはあるものの、中程度の関係が認められ
た。このような身長と体重の親子間の相関につい
ては、日本で神岡・高石（1979）が Galton （1865）
を引用し、一定の関係があることを述べている。
一方、身長の親子間の相関については古くからの
報告があり、Pearson （1903）は、父と母の身長と
男子、女子の身長の相関はだいたい r＝0.5 であ
ることを示した。Kawahata and Matsuura（1969）
は親と子の身長の相関について子の年齢別に示し
ているが、相関係数は平均的には r＝0.3 前後と
それほど高くない。本研究においても、母親と女
子の身長の相関は r＝0.3 前後となり、Kawahata 
and Matsuura（1969）の報告を支持する結果となっ
た。また、身長よりも体重の相関が高かったこと
は、子どもの形態発育において、遺伝要因と同時
に親子で共有する環境的要因が影響を与えること
を示唆するものであると考えられる。また、本研
究では、体格における親子の相関で父と母で相関
の有無が明確に示された。Livson ら（1962）や
Welon and Bielicki （1971）は、親と男子より親と
女子の方が相関が高いことを示している。これら
の報告について、神岡・高石（1979）は親と男子
または女子との相関の強さの相違は canalization 
effect（運河化効果）（Tanner、1962）によって説
明されると述べている。つまり、女性は遺伝的に
運命づけられた成長から外れることが男性よりも
少ないということが明らかにされている。Furusho

（1968）もこれに関しては同じ見解の報告をして
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いる。本研究の対象でも、身長、体重、BMI に
おいて父親に比べて母親との相関の強さが示さ
れ、母親と女子における canalization effect が確認
された。

さらに、本研究の特筆すべき知見として、実業
系高校の女子に初経遅延傾向が認められたことが
挙げられる。女子の初経遅延に関しては、藤井ら

（2010）、Fujii et al.（2011）が韓国人女子のデー
タを使用し初経遅延評価システムを適用した研究
がある。また、Fujii et al （2009）は韓国人女子の
形態的な違いと初経遅延との関係を検討し、身長
が低い女子に初経遅延の傾向があることを報告し
た。もちろん低身長と初経遅延の因果関係につい
ては明確にはできなかったが、何らかのストレス
が影響していることは推測された。また、Fujii et 
al.（2011）は、韓国人スポーツ選手の初経遅延を
検証し、体脂肪の臨界期の影響による初経遅延よ
りも、トレーニングなどによる身体的ストレスの
影響が大きいことが示唆している。本研究による
実業系高校女子において初経遅延の傾向が認めら
れたことも、実業系高校特有の身体的または精神
的ストレスによる影響が考えられる。身体的、精
神的ストレスが初経遅延に及ぼす影響については
検討の必要があるが、ストレスが月経に及ぼす影
響についてはいくつかの報告がある。身体的スト
レスによる月経異常は特にスポーツ選手を対象と
した報告が多くなされている（橋本ら、2003；目
崎ら、1984；Mesaki et al、1984）。一方で、精神
的ストレスの月経への影響は、若年一般女子を対
象とした報告から、家族関係（江上、1996）、生
活環境の不安や緊張、緊張を伴ったあるいは神経
を使った過労（柳沼・小林、1978）が指摘されて
いる。本研究における初経遅延現象について、そ
のストレスが身体的なストレスが大きいのか、ま
た精神的なストレスが大きいのか、その点を検討
することは研究の限界と考える。少なくとも、何
らかの心身のストレスが影響していることは推測
出来よう。いずれにせよ、実業系高校女子の初経
遅延傾向が認められたことは、成長過程における
彼女らの環境に大きな問題があることが指摘され
る。今後、さらにどのようなストレスによって初
経遅延が生起するのか検討する必要があろう。

結　論

韓国の実業系高校の女子の身体発育および初経
遅延もしくは早発が親の体格や学歴とどのような
関係構図を示すかについて検討した結果、両親の
学歴による身体発育については、両親が大学卒業
の場合、成熟度が若干早いことが示唆された。ま
た、両親の体格との身体発育の相関では、母との
関係が強く、Canalization effect（運河化効果）が
推測された。そして、本研究の対象は一般高校女
子生徒と比較して初経遅延傾向が認められた。韓
国の実業系高校に通う女子の初経遅延の生起につ
いては、今後、さらなる検討が必要である。
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