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講　　演

「人類学から見たヒトの頭顔面部の特徴
顔や骨、歯の時代的変化（進化）と法的分野での役割」

東京歯科大学教授

〈法人類学研究室〉
橋本 正次

第7回

東京歯科大学公開講演会
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第 3 回　東京歯科大学公開講演会

講 演
「人類学から見たヒトの頭顔面部の特徴

顔や骨、歯の時代的変化（進化）と法的分野での役割」
●

東京歯科大学教授

橋本 正次
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　ただいまご紹介いただきました法人類学を担当しております橋本です。法人類学とは、骨や
顔を見て、それが誰なのか、または誰のものなのかを識別することを仕事としております。
　本日は、人類学的立場から口腔領域がどの様に見られているのかということを中心にお話さ
せていただきたいと思います。
　まず、はじめに「歯科領域の変化は本当
か？」ということで、いくつかの項目をあげて
みました。皆様方もよく「親不知が生えてき
た」、あるいは「親不知が生えていない」と
いったようなことを聞かれると思います。私た
ちの歯の数は変わってきているのでしょうか。
一般臨床で見ていて、歯の数が有意に減ってい
るとは思えないという話もあります。それで
は、人類学的に見ればどうなのでしょうか。
　また、一方では顎が小さくなり、このままの状況が続けば将来のヒトの顔は大きく変わって
しまう。そして、人類学の本などに50年後の日本人のその変わった顔が予測されて書かれてい
ます。では、その根拠は何なのでしょうか。
　さらに、「歯並びが悪くなっている」、あるいは「咬み合わせが悪くなっている」とよくい
われますが、本当なのでしょうか。これらの点について、人類の歴史や日本人の歴史、あるい
は食文化の変化などを考えながらお話をしていきたいと思います。
　写真は今回の講演会のポスターに載ってい
る、橋本貞充先生が撮影されたものですが、非
常に気に入ってここに使わせていただきまし
た。この写真からは、いろいろなことが想像で
きると思います。画面の手前から続く廊下が、
さらに先に向かって続いている。今日のお話で
言えば、人類が立ったおよそ500万年前の過去
から現在へ、そしてこれから先の未来へという
道筋を示しているのかなと思うわけです。とす
れば、私たちの未来は写真のように非常に明るい世界なのでしょうか。それとも暗く閉ざされ
ている世界なのでしょうか。そのことを考えてみましょうという意味で、これをコピーさせて
もらった訳です。
　また、世の中では様々な事件が起こっていますが、これらの事件ではその状況や犯人が防犯
ビデオカメラで撮影される場合が非常に多くなっています。この理由としては、近年になって
屋内外に設置される防犯ビデオカメラの数が多くなってきたという現状があげられます。犯罪
の捜査において重要なものとして、警察では３Kといっているのですが、これは携帯電話のK、
車のK、そしてカメラのKだそうです。そして、これらから得られる情報をもとに犯人を捜し出
していくということになります。このうちのカメラのKのところを現在私は担当させていただい
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ています。防犯カメラで撮影された映像では、頭顔面部や口腔領域の特徴が非常に役立ちま
す。いずれにしても、何も分からないところからこれらの証拠を調べることによって少し光が
見えてきて、そしてその先で犯人を逮捕する。従って、歯科領域の特徴が安心で安全な社会の
確立にも貢献しているということになるわけです。このような流れも、このポスターの写真か
ら想像できる一つであると思うわけです。
　さて、スライドには本日お話をさせていただく、（1）サルと別れた日、（2）人類の進化、（3）日
本人の移り変わり、（4）人類の未来、（5）頭顔面部による個人識別の５つの項目を列記して
います。まず、演題にも入っている進化という言葉から、ヒトがサルから別れたのはいつごろ
かということからお話を進めていきたいと思っています。私たち人類が地球上に現れた、つま
りサルから別れたのは、今からおよそ500万年前であると言われてきました。地質年代で言いま
すと、新生代、第三紀、鮮新世という時代です。ところが最近では、700万年前にすでにいたの
ではないかとも言われています。これは、新たな化石が発見され、そこに人類の特徴が見られ
れば人類の骨ということになります。そして、その年代測定をして、500万年よりも前となれば
その年代も変わってくるということになります。それが、700万年前というわけです。そして、
別れてからサルとヒトは大きく異なっていきますが、その違いはどこに、どうして起こったの
か。特に、顔や口腔領域ではその違いはどのように進んだのかといったようなお話をさせてい
ただきます。そして、現在では最初に述べた疑問点である、「本当に咬み合わせはおかしく
なっているのか」について考えてみたいと思います。次に、我々日本人はどうなのか。つま
り、いつごろ、どこから日本列島に来て、そして、どのような変化をして今に至っているの
か。さらにそれから考えられる過去から現在を見据えた上で、将来どういうような顔になって
いくのか、どういう風に変わっていくと考えられるのかというようなことにも触れてみたいと
思います。そして、最後に骨や顔から何で特定個人が識別できるのかというようなところまで
見ていただければと思います。
　まず、「サルと別れた日」という話です。先ほど、およそ500万年前か、700万年前かという
ようなことを言いましたが、このような時間の違いというのは地球上に生物が誕生した歴史で
も見られます。地球ができて46億年、そして生物の誕生が一説では35億年前、また他説では38
億年前というものです。いずれにしても、この頃に地球上に現れた生命が、今までずっと続い
ていることは事実なわけです。従って、その時代に生きていたものの子孫が、今地球上にいる
様々な植物や動物、そして人間なのです。
　先祖のない人間は絶対にいません。従って、今日ここに来られている方々も含めて我々の先
祖は、江戸時代にも、鎌倉時代にも、さらに遡れば縄文時代にも生きていたはずなのです。生
きていなければ今はないわけですから。だから、その前の人類が分かれた日にもいたはずで
す。そして、その前の分かれる前にもいたはずなのです。生命が誕生して以来、必ずどこかで
いなければ今はない。つまり、一本の線でずっとつながっていなければならない。途中で途絶
えていれば、絶対にここにはいないわけです。今、いわゆる少子化が問題になっていますが、
もしある夫婦に子供が出来なければそこでその直系の家系は終わることになるのです。今我々
は、38億年の歴史の最先端にいます。途絶えさせるのは簡単かもしれません。しかし、これだ



6

け長い間つないできた糸を、切らせてよいものかどうかよく考えていただきたいと思います。
　ここまでお話させていただいた生物の連続性を、少し視点を変えて見てみたいと思います。
それは、遺伝子という観点です。生命に連続性があるのなら、遺伝子も連続性があってしかる
べきです。つまり、ヒトがサルから別れたのであれば、両者は同じ遺伝子を多く持っていると
いうことになります。事実、98％が同じようなDNAであるといわれています。従って、遺伝子
の類似性から、生物の類縁性を見ることができるわけです。
　そこで次に、98％が同じDNAを持っていて、我々も分類学上で属している霊長類のお話をし
たいと思います。霊長類という言葉は、万物の霊長からつけられたもので、一番上だという意
味で使っているわけでしょうが、命名者はヒトであるということです。自分で自分が一番上位
であるといっているわけですから、そこまで信用していいのかはわかりませんが、一応はサル
も含めて霊長目というところに分類されています。
　このサルもヒトも含まれる霊長類のなかでの進化について見ておきたいと思います。この変
化を見る前に、サルに進化したところのサルの前の動物はといいますと、ハリネズミのような
食虫目であると考えられています。この小型の虫を食べていたような弱い生物が、身を守るた
めに木の上で生活するようになる。その一つ、初期のものがツパイという動物です。一見、鼠
のような小さな生き物ですが、これをサルに分類している学者もいるわけです。次に、ロリス
やカラゴ、キツネザルといった古いタイプのサルがおり、これらは原猿類（原猿亜目）に分類
されています。カラゴはかつてテレビのアニメ番組で有名になり、ぬいぐるみなどがよく売れ
た小型のサルです。また、「アイアイ、アイアイ、おさるさんだよね」という歌があります
が、このアイアイというのも原猿類で、キツネザルと同様に、マダガスカル島に住んでいま
す。これらが初期のサルですが、それ以前の動物との違いは、目が我々と同様に前方を向いて
２つ付いていることです。そのために、いわゆる立体視を可能にし、木の上でも生活が出来る
ようになったわけです。また、木の枝をつかんだりしなければならなく、そのために親指が他
の４本の指に対して向かい合うといった特徴や爪が平らであるといった特徴などもみられま
す。このグループのサルは弱く、キツネザルを除いては夜に行動をする、夜行性の動物たちです。
　原猿類に続いて出てくるのが真猿類（真猿亜目）に分類されるグループということになりま
す。身体も比較的大きくなり、昼行性のものが多くなっていきます。真猿亜目は、さらに広鼻
科目と狭鼻科目に分けられますが、広鼻猿は尾が非常に長く、移動するときにはその尾を枝な
どに巻き付けて利用しているグループで、オマ
キザル科などがこれに属しています。広鼻猿の
住んでいるところは、南北アメリカ大陸の中南
米、アマゾン流域など、つまり新世界というこ
とで、新世界ザルとも総称されています。リス
ザルやマーモセット、ヨザル、クモザルなどが
属するグループですが、このサルの歯並びを見
ますと、上顎、下顎それぞれに18本の歯が並ん
でいます。つまり、総数で36本あるということ
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になります。我々人間は、28本から32本ですから、少なくとも4本多いということになります。
　次のサルは、我々に一番馴染みのあるニホンザルやブタオザル、コロブス、マントヒヒ、マ
ンドリルなど、アジアやアフリカ、つまり旧世界に住んでいるサルです。これらのサルのグ
ループを、新世界ザルに対して旧世界ザルといいます。科で言えば、オナガザル科などがこれ
に属しています。これらのサルのうち、ニホンザルとブタオザルの歯並びをみると、上顎に16
本、下顎に16本の32本が数えられます。つまり、新世界ザルに比べて、総数で4本少なくなって
いるのがわかります。ちなみに、広鼻猿類とか、狭鼻猿類という言葉からは、鼻が広いとか、
狭いとかの印象を受けますが、これは鼻の孔、つまり鼻孔が外側に開いているか、下方に開い
ているかの違いでつけられています。
　真猿亜目にはまた、類人類科またはショウ
ジョウ科という分類があり、ここにはいわゆる
類人猿であるテナガザルやオランウータン、ゴ
リラ、チンパンジーなどが含まれています。一
般に、「類人猿をすべてあげてみてください」
という質問をすると、オランウータンやゴリ
ラ、チンパンジーまでは出てくるのですが、テ
ナガザルと答えられる人は少ないようです。テ
ナガザルについては、いつも木からぶら下がって、小学校の運動場の端にあった雲梯を端から
端に移動するような格好で移動しているのを見たことがあると思います。一説として、テナガ
ザルからヒトが進化したのではないかといわれる方もおられると聞いていますが、その理由は
いつも木からぶら下がっている姿勢が、腰痛の際にぶら下がる健康器にぶら下がっているのと
同じようなもので、二足歩行に必要な脊柱の伸びはその結果としてできたというものでした。
事実ではないと思いますが。　　
　それでは、どの類人猿が人類になっていったのでしょうか。この問題を遺伝的に見た時に
は、最も近いのはチンパンジーというのが答えになります。これらの類人猿の歯を見ると、狭
鼻猿類と同様に、その数は上下顎全部で32本あります。従って、ヒトを含めて通常は真猿類と
いわれるサルは、ほとんどが32本ということになるわけです。そんな中で、ヒトのみが今28本
になろうとしています。つまり、第三大臼歯、一般でよく言われる親不知の生える人が減って
きているからです。この傾向でいけば、近い将来には全員が28本になり、その後さらに側切歯
がなくなって24本、そして第一小臼歯も生えなくなり20本と減少していくのではないかと思わ
れます。このように、ヒトの歯は、その数を減らし、大きさも小さくし、さらに歯の表面を単
純化しながら進化してきていると考えられるのです。
　この霊長類が、哺乳類のたとえば牛とどこかで分かれ、その後別々に進化の道を辿って次に
テナガザルと分かれ、オランウータンと分かれ、そして、その先でチンパンジーと分かれた。
そして、チンパンジーと別れた後、それぞれがそれぞれの道を進み、チンパンジーは進化して
今のチンパンジーに、そしてヒトはヒトになっていった。その別れ目が、おそらく500万から
700万年くらい前だということです。これをミトコンドリアの中に含まれる遺伝子で見た場合で
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も同じように、ヒトはこの年代でチンパンジーと別れるということになっている。はじめは、
オランウータンが人の直接の先祖だろうといわれていた頃もあったのですが、今は全く違っ
て、チンパンジーが直接の祖先ではないかということになっているわけです。
　それでは、サルと人類はどこで分けられるのでしょうか。その答えは、人類のみが持つ特
徴、つまり直立姿勢と二足歩行です。サルは、あくまでも四足歩行の動物です。となれば、こ
の違いはどうして起こったのかという疑問が出てきます。つまり、「人類はなぜ立ったのか」
ということです。明らかに、四足の方が二足より安定しています。自動車は倒れませんが、自
転車は転んでしまいます。二本足で立っていると必ず揺れて、いつもバランスを取らなければ
なりません。そんな難しい姿勢を得ることによって、「どんな利点があるのか」、そして
「立ったために獲得した人類の特徴とは何なのか」などについて、考えてみたいと思います。
　人類の発祥の地は、アフリカであると考えられています。そして、このアフリカのチンパン
ジーが住んでいた熱帯雨林地方で、偏西風が山の西側に雨を降らせ、東側では降らなくなって
しまうというような環境の変化が起こった。そうなると、山の東側の熱帯雨林は後退すること
になり、森林の面積も狭くなってきます。従って、そこに住んでいたチンパンジー密度は、非
常に高くなってしまうことになります。そうすれば、相対的な食料の供給も減少します。その
森の中で住んでいるチンパンジーは、食料が確実に確保出来なければ、どうしても外に食料を
求めて出ていかなければならない。そうすると、そこはサバンナ（平原）であり、ハイエナや
ライオンなどの肉食獣が多く居住しています。
これらの動物に対して、何の武器も持たないサ
ルが対応する為にはどうしてもまず目の位置を
高くして、いち早く敵を見つけ、場合によって
は森の中の安全な木の上に逃げ帰らなければな
らない。最初は、このようにサバンナと森の
中、木の上というような生活域を、往き来して
いたのではないでしょうか。そして、そのうち
に、眼の位置を高くするために立ってみると前
足が自由になり、そこに棒切れや石などをもって他の動物と戦えるようになってくると、手が
ふさがる生活が日常化してくる。そうすれば、どうしても二本足で歩かなければならなくな
る。また、サバンナで食べ物を見つければ、それを手に持って森に帰ることになり、どうして
も手が歩くことから解放されるようになっていったのではないか。このような環境の中におい
て、二本足で立って、そして歩くようになり、その動作が次第に上手になっていったのではな
いかというものです。しかし、このようなことをするチンパンジーは、おそらく革新的なもの
か若いものだったのではないかと思われるわけです。そして、年老いたものや保守的なものは
木の上からその様子を眺めながら、「最近の若いやつの歩き方は一体どうなっているのかね。
変な格好をして。」と批判していたのではないでしょうか。その変な格好で歩き出したチンパ
ンジー、それが今の人類に進化したのです。世の中、何が吉と出て、何が凶と出るのかわかり
ません。だから、今の若い人も何をやってもいいというわけではありませんが、たとえ批判さ
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れても信念があれば自分の決めた道を突っ走るのもいいのではないかと時に思うわけです。
「なんだ、今の若いやつはあんな格好して」と言われても、それが100万年経ったら主流になっ
ているだろうということを期待して行動してみてはどうでしょうか。世の中、どこでどう変わ
るのかがわからないというのが非常に面白いところだと思います。
　さて、ここで二足歩行の利点ということをまとめてみたいと思います。立つことの有利と
は、まず遠くを見渡せるということです。それと同時に、立てば手が自由になります。手が重
力から解放されて、自由になればそこに物を持つことが出来ます。ですから、狩った獲物、た
だし最初にサバンナに出たときには武器も何も持たないものが獲物を狩ることはおそらく出来
なかっただろうと思いますから、落ちている食べ物を拾っては自分の森の中へと持って帰って
行ったのでしょう。そのうちに、獲物をとることのできるような道具というものも作れるよう
になっていったのではないでしょうか。ヒトは道具を作れるようになってくると、知能が発達
する。立てば、背骨は頭蓋骨の真下にくるわけです。背骨が真下にくると、頭蓋骨はその上に
乗ることになり、支えができて脳の発達とともに大きくなることが出来る。犬や猫は頭が大き
くなれば重たくなって、支えがないので下方に下がって地面に擦って歩かなければならなくな
ります。つまり、二足歩行は、脳の発達には必要不可欠であったということです。また、四足
歩行の動物では首の後ろの筋肉が発達しないと頭を吊り上げておくことが出来ない。ところが
立てば頭は上に乗るだけで、あとは骨が支えてくれるわけですから頭は大きくなることが出来
る。だから、初めて二足歩行を始めたころの人類の脳容量がおよそ500ccだったものが、今の人
間はおよそ1450ccで、約3倍大きくなっているわけです。その途中経過を見ても、原人で800か
ら1200ccと徐々に増えていっているのがわかる。つまり、二足歩行は、脳の発達には欠かすこ
とのできないことであったわけです。
　それでは、脳のどこが発達して大きくなっていったのかということについて、少し見てみた
いと思います。脳の表面には多くの溝があり、その中でも比較的深い溝で表面が四つの部分、
つまり前頭葉、頭頂葉、後頭葉、そして側頭葉に分けることができます。そして、脳の発達
は、前頭葉に見られることになります。頭の前の部分です。すると、猿人といわれる脳容量
500ccほどしかなかった時には、ほとんど膨れていなかった頭蓋骨の前方部分が、前方と上方に
大きくなる。そして、その前頭部の変化とは反対に、顔面部は後退する。その結果として、脳
頭蓋骨の下方に顔面頭蓋骨がぶら下がっているような位置関係になったわけです。馬や犬など
のような四足動物では、脳頭蓋骨の前方に顔面頭蓋骨が出ていて、明らかに人とは違っている
のがわかります。霊長類であるサルも同様で、顔面頭蓋が前方に出ているために、鼻の高いサ
ルというのはいません。鼻の骨は、顔の中に埋もれた形になっているからです。それが、人間
では顔の骨が後方に下がってきたために、鼻の骨が取り残されて顔の前方に突き出た形で存在
しているわけです。このように、顔の上方の骨は後退し、下方の骨、つまり下顎骨も後退しま
す。それが、食文化、つまり食べ物の硬さなどと関係があるのか否か、そしてその後退速度は
上下顎で異なるのか否か、もし異なれば咬合との関係はどうなってくるのかといったことにつ
いて、また順次お話をしていきたいと思います。
　二足歩行が頭顔面部に及ぼす影響について述べてきました。そこで、次に身体や身体の骨の
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変化についても述べてみたいと思います。四足動物と二足動物、つまりヒトとの大きな違い
は、ヒトは上半身を骨盤で支えなければならないということです。そのためには、上下に短
く、横に長い骨盤が必要になってきます。サルでは、上下に長く、左右に短い形態をしていま
す。従って、サルが立った時の安定感は全くないわけです。さらに、ヒトでは片足立ちをして
も横に倒れないようにするために、中殿筋という筋が発達している。サルではこの筋の発達は
見られない。さらに、足の伸筋群や屈筋群の発達の状況も、サルとヒトでは全く異なっている
わけです。
　ヒトは、片足立ちをしても、あげた足の方向には倒れず、骨盤は水平を保つことができま
す。これは、あげていない足とは反対側の股関節に張っている中殿筋が働いているからです。
一方、サルはこの筋の発達がありませんから、あげた足の方の身体全体が倒れることになりま
す。そこで、倒れる前に足を斜め前方に運びます。すると、次に反対側の足が上がりますか
ら、今度はそちら側に倒れだします。そこで、その足をまた斜め前方へと進めるわけです。こ
のようにして、左右交互に足を出していけば二本足で前方に進むことになります。従って、そ
の際の体の軸は左右に大きく揺れていることになります。一方、ヒトは常に骨盤は水平に保た
れ、身体の軸のぶれが観察されません。このように、二本足で歩くようになれば、骨や筋肉の
ような運動器系に大きな変化が見られるわけです。それが、例えばアフリカで人類進化の研究
のために骨を探している人たちが、見つけた骨がヒトの骨なのかサルの骨なのかを見分ける際
の指標になる。つまり、その二本足で立った特徴が骨に見られるのか、見られないのかで判断
することになります。骨だけが発見されるわけですから、このような指標がなければサルのも
のなのかヒトなのかという見分けが付かないということになるのです。
　これは、猿回しのサルの図です。このサルは特別で、生まれた時から二本足でしか歩かされ
なかったそうです。よく知られている日光猿軍団のようなサルでしたら、脅したらまず四本足
で逃げますけど、このサルは生まれてから二本足でしか歩かされていない。だから、動きも全
部二本足だったということです。そして、このサルが死んでエックス線写真が撮影されたので
すが、驚くべきことに腰椎が前方に彎曲していたのです。この特徴は、明らかに二足歩行の特
徴なのです。つまり、脊柱で首のところの頸椎が前彎、胸の胸椎が後彎、腰椎が前彎、そして
仙骨、尾骨が後彎して、横から見るとS字状の彎曲をしているというのが人類ですけれど、その
特徴をしっかり持っているのです。従って、こういう二本足で歩くということがヒトの身体の
特異性を形成してきたということは明らかということになります。
　ただ、大田次郎先生が著書で、人類が二本足で立つのは少し早すぎたのではないかというこ
とお書きになっていましたが、今までお話してきましたように生活環境の大きな変化に伴って
生き残るために立つべくして立った、立たなければならなかった、つまり遠くを見渡して敵を
いち早く見つけること、そして自由になった手で食物を持ち帰る必要があったということは事
実だろうと思います。
　しかし、確かに二本足で歩くということは初期の人類では辛かったと思います。500万年も
経った現代人でも大変なわけですから。二足歩行は、地面との接触が二本の足の裏だけ、そし
て、正常歩行ではそのうちの一本の足に全身の体重が全部かかるわけです。このような歩き方
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ですから、足の裏が平坦では上方からの力が地面に働き、そのままその力が地面から膝や腰、
首などに戻っていくことになります。従って、上からの力が足の裏で地面を押す時に小さく
なってもらえば、反作用で押し戻される力も小さくなり、身体への負担は減ります。つまり、
これを可能にする足の構造が必要になるわけです。それが、「土踏まず」です。従って、「土
踏まず」がある動物というのはヒトだけです。
　中には、「土踏まず」のないヒトがいます。扁平足と言われる足ですが、このような足の持
ち主の上方からの力はすべて、地面から身体に戻っていくことになります。そうなれば、膝に
大きな負担がかかることになる。そしてそれが膝から股関節、腰、腰から肩、肩から首という
ことになって頭痛。つまり、頭痛、肩こり、腰痛、膝の痛みというのは一連として、扁平足が
原因の一つになっている可能性が考えられるということになります。では、なぜ扁平足になる
のか。今、皆様方が椅子に座られていて、足は床についています。その床を今、その足で掴ん
でいただけますか。足の裏はどうなったでしょう。「土踏まず」の高さが高くなりませんでし
たか。足で地面を掴もうとすれば、必ず「土踏まず」の部分が上方に上がるのです。つまり、
足の形が前後方向で上方に彎曲し、弓状になる。これを縦足弓といいます。ところが、最近は
床や地面を足で掴まなくなってきている。近藤四郎先生が本に書かれていますが、今は「土踏
まず」があることはあるけれど、その高さが低くなっている。だから、普通に歩けば「土踏ま
ず」があるように見えるけれども、その高さが低くなっているというのです。それが特に最近
の子ども達に多く見られる。これは子どもが床を掴まないからだというのです。幼稚園へ行っ
て床を掴まない。掴む必要がないということらしいのです。なぜかと言えば、最近靴下は裏に
ブツブツした滑り止めが付いているから、掴まなくても止まれる。そうすると、掴まなくても
そのまま止まれば良いから掴まない。だから、段々と下がってきている。それが将来そういう
ことになる可能性がある。ですからよくテレビとかで、何処どこの幼稚園は冬でも靴下を履か
さないでというのが話題になるのはそういうところの話があるからではないかと思います。で
すから、きちんと足で床を掴むという生活をしていけば、将来は「土踏まず」が備わった足に
なり、これがないことから起こる腰痛とか肩凝りの心配は、普通そういうことをしない人より
はないということになります。
　しかし、歳を重ねれば、二本足で立っていてもどうしても腰が曲がってきます。そうすれ
ば、安定性はなくなり、体を支えるためにもう一本の支柱が必要になります。それで、杖を使
うことになる。最初にお話ししましたように、二本足で立つことというのは極めて困難なこと
なのです。ヒトは二本足で立っている限り、筋肉は常に緊張している。足で立っているわけで
すから、大腿骨という骨の前後の筋肉も常に緊張する。身体が前方に傾こうとすれば後方へ引
き戻し、反対に後方へ行こうとすれば前方から引っ張りと常に双方が収縮と弛緩を繰り返しな
がらで立っていられる。どちらかが弱ければどちらかに倒れるしかないのです。ですから、も
う常に揺れている中で生活しているわけです。それで腰で支えますから腰の痛みになるのは当
然のことで、従って立ち上がるときに、「よいしょ」と言わなければいけなくなるような状況
になります。ここのところがヒトが二本足で立ったことの大きなデメリットの一つではないで
しょうか。もちろん、その代償を払っても余りある、脳の発達があったわけですけれど。
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　あともう一つ、大きなデメリットの一つに内臓の状況があげられます。例えば、洗濯物を
いっぱい物干し竿に吊って干しているところを想像してみてください。この時、物干し竿が脊
柱だとしたらこれは明らかに四足動物ですよね。物干し竿が水平になり、それを前後で支えて
いるわけですから。そして、物干し竿に吊られている洗濯物の一つ一つが胃であったり腸で
あったりという内臓だとすれば、それらはすべて下向きにぶら下がっているわけです。ところ
が、二足歩行をするヒトの脊柱は、立っているわけです。従って、物干し竿の一方を下にし
て、立たせることになる。すると、洗濯物はすべて下向きになり、下方に落ちようとします。
ヒトの内臓も同じで、下がりますよね。ですから、胃下垂というのは当たり前なことで、立て
ば胃下垂になるのです。ただ、同じ胃下垂でも骨盤腔の中にまで落ち込むようなことになれ
ば、病的で胃下垂といっているようですが。それと、先程いいましたとおりヒトの脊柱は横か
ら見てS字状の彎曲をしています。このような彎曲をすれば、どうしても腰椎の下端と骨盤の仙
骨のところの繋ぎ目が前に出てきます。その前に出たところより下方に骨盤腔があることにな
ります。脊柱の骨の一部が前に出るというような構造は、犬や猫のような四足動物には見られ
ません。脊柱が一連で後彎しているだけです。ところが、ヒトは骨盤腔の上方の仙骨底の前端
正中部が前方に出ている。ここは、解剖用語で岬の角と書いて岬角と言われる部位ですが、そ
の岬角が出来ることになります。その岬角の下に骨盤腔があり、子どもができるわけです。そ
こで子供は成長して大きくなりますが、いくら大きくなろうとしてもこの岬角が邪魔をすると
上方へは行けなくなります。だから、十月十日というところで出産するわけです。出産せざる
を得ない、つまり習慣的な早産ということになるのです。ですから、女性にとってはこの二本
足で立つということが出産において、ものすごく負担をかけるような構造になってしまったと
いうことになります。せめて犬のように安産であって欲しいというので、妊娠５か月目の戌の
日に腹帯を巻くわけです。この岬角があるためにヒトは習慣的早産になったということは、生
まれる子供にとっても生まれる時期になって生まれてはいないということになります。生まれ
て数時間で母親のそばに立つことのできる馬などとは全く違っているわけです。ヒトの子供で
は、いわゆる首が座るまで３か月、つかまり立ちをして歩くまでが約１年もかかります。そし
て、このような変化に応じて、頸椎の前彎や腰椎の前彎を獲得していく、つまり生まれた直後
はヒトの特徴である脊柱のS字状彎曲すら持っていないのです。言い方を変えれば、1年間の習
慣的早産ということになるわけです。そうなれば、育児にかかる時間も長くなる。育児が女性
の仕事という考え方であれば、働く女性は仕事から離れなければならなくなる。少子化や男性
の育児参加などといったこともまた、二足歩行を始めた人類に科せられた問題ということにな
るのでしょう。
　森林から平地に出た人類は、歩くことを中心に生活してきた。そして、今があることを考え
れば、一般によく言われる歩くことの重要性は理解できます。歩いて、適度な運動をすれば、
足の血液が心臓に戻りやすくなる。だから、足の筋肉は第二の心臓といわれるわけです。も
う、後戻りはできないわけで、この環境にもっと適応していかなければなりません。
　それでは、二足歩行して失敗だったのかというと、デメリットにも増してメリットはあっ
た。だから、二足歩行を続けてきたわけです。その最たるものは、脳の発達ではないでしょう
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か。それに伴って知能が発達し、動物とは大きく異なる身体的な特徴を形作りながら万物の霊
長となったのです。
　それでは、二足歩行がヒトの身体にどのような影響を及ぼしたのか見ていきたいと思いま
す。まず、顔の形が変わったということです。四足動物では顔面部が前方に位置しています
が、ヒトは脳の発達で額が前方に出てきて、顔面部は相対的に後方に下がっています。その際
に、鼻だけが後退速度が遅く、前方に取り残されるような形になり、鼻が顔面部の前に突き出
たような状態になったと考えられています。サルの鼻は、顔の骨の中に埋め込まれたような形
状になっていることからみれば、ヒトの特徴の一つだといえます。
　骨盤については、どうでしょう。チンパンジーとアウストラロピテクス、現在のヒトの骨盤
を比べると、その違いがよくわかります。アウストラロピテクスというのは、200～300万年前
にアフリカに住んでいたといわれる猿人です。猿人の骨盤の形が、明らかにサルのものとは異
なり、現在のヒトに類似しています。つまり、猿人は人類の特徴である完全な直立姿勢と二足
歩行であったということがわかります。骨は、姿勢でその形が変わるわけです。異常な姿勢を
すれば、骨に荷重をかけ、その姿勢を保つことができるように骨は変化する。それが、骨の変
形症や神経痛の原因にも繋がっていくことになります。例えば、背骨のうち、胸部にある胸椎
の歪みが、背中の痛みはもちろん、内臓疾患と
か、胃の痛みや喘息といったような病気とも関
係していますし、腰部の変形が坐骨神経痛の原
因となって足のしびれや感覚麻痺を引き起こす
ことになります。首も同様です。首からは、腕
に神経がでています。従って、頸部の変形は、
腕のしびれや感覚に影響を及ぼすことになりま
す。背骨が水平な動物とは異なり、ヒトは上下
に立っているわけですから、背骨もこのような
変化を起こすことは十分考えられる、つまりこれらの病気も二本足で立ったが故の結果だとい
うことになります。このように考えると、いかに背骨を伸ばして歩くことが重要か理解できる
と思います。そして、この首の上に頭蓋骨が載っているわけです。頭蓋骨という骨は、全部で
15種類23個から構成されていますが、大きく３つに分かれます。それらは、舌骨、下顎骨、そ
して残りのすべてが一つの塊となっている法医学でいう頭蓋骨です。この一塊の頭蓋骨が、背
骨の一番上の骨、第一頸椎と言いますが、この骨と関節しています。つまり、この骨の上に大
きな頭が載っているわけです。第一頸椎の下には第二頸椎といって、一般に火葬した後に拾い
上げられる「のど仏」といわれる骨があります。第一頸椎と第二頸椎が関節することによっ
て、私たちの首は左右に回ることになります。その下にはさらに5個の頸椎があります。これら
の頸椎でまず頭蓋骨を支えるわけですから、如何に負担が大きいか、そして重要な骨であるか
がお分かりいただけると思います。これら7個の骨は従って前彎という、前方に彎曲を作ってい
ます。この彎曲がなくなれば、頸部に痛みが生じ、病院で頸椎捻挫といったような診断を受け
ることになるわけです。



14

第 7回　東京歯科大学公開講演会

　話を頭蓋骨と頸椎の一番上の骨、環状をしているので環椎とも言いますが、この二つの骨に
もどしますが、これらが関節している部分は頭蓋骨の直下にある、小さな部分です。この部分
のバランスが悪くなると、頸椎のバランスも崩れ、結果として首の痛み、あるいは肩や腕など
への痛みへとなっていくことになります。そして、頭蓋骨側で言えば、側頭骨という骨とだけ
関節している下顎骨とのバランスにも影響が出てきます。この関節が顎関節と言われるもの
で、よく聞かれる顎関節症の原因にもなるわけです。さらに、顎関節によって上下の歯が咬み
合っているわけですから、正常な咬合もできなくなってきます。これが、骨から見た様々な変
化です。
　それでは、このようなバランスを崩す原因はどこにあるのでしょうか。もちろん、悪い姿勢
もそうですが、他に頸部に付着している筋肉の影響も考えられます。頭が頸椎の上に載ったこ
とにより、頭が頸椎の前方にある動物に比べて、頭が下方に落ちるのを防ぐ役割を持つ、頸部
後方の筋肉の必要性が減少した。いわゆる項（うなじ）と言われるところの筋肉です。ところ
が、他方で頭部を後上方に向ける側方の筋肉を発達させなければならなくなった。それが胸鎖
乳突筋といわれる、後上方を向いた時に膨れる頸部の側方の筋肉です。この筋肉が従って、ヒ
トでは発達している。というように、ヒトと動物では身体の運動器系の状況が大きく違ってき
ているわけです。
　頸部の筋肉の強弱が骨の構造に影響し、それが頭部の筋肉のアンバランスも生み出し、最後
には咬合異常の原因の一つになっていく。もちろん、直立二足歩行で顔の形や顎の形が変わっ
たり、上下顎の後方への退化速度が異なったりして、その結果として上下顎の咬み合わせがお
かしくなったという流れもありますが、これに加えて顎関節周囲の様々な筋肉が関与している
ということでしょう。
　咬合の異常はまた顔にももちろん影響を及ぼすことになります。つまり、顔面部が左右非対
称になってくるのです。顔の表情を作っている表情筋というのがありますが、これが左右対称
に運動するかしないかで対面する相手に与える印象が大きく異なってきます。表情には心から
出る、いわゆる喜怒哀楽の表情と、腹に一物あるという恣意的な表情がありますが、前者は左
右対称に、後者は非対称に眉や目、鼻、口などといった顔部品が動くわけです。
　では、その表情と心との関係についてみてみたいと思います。よく「何を考えているか顔に
書いてある」といわれますが、本当に書いてあるというのは落語の世界ですね。あるいは、
「その表情が全てを物語っているよ」というような言葉もあります。喜怒哀楽の表情と恣意的
な表情については先ほどその特徴をお話ししました。つまり、喜怒哀楽、怒るときは全体が同
じように動く。笑うとき、怒るとき、驚いたときなど、顔の筋肉は左右対象に動くのです。で
すから、人と向かい合って話をしているときに、この人は心から笑っている、心から喜んでい
る、心から怒っているというのは、その左右対称性で見分けることが出来る。ところが、恣意
的な感情が入ってくると、その左右対称性が崩れる。そうすると、相手に悪い印象を与える。
だいたい、「チェッ」という言葉がありますが、チェッといった時は絶対に片方しか動いてい
ないですよね。両方でチェッと動く人は、まずいないですよね。あるいは、ウインクというの
は、完全に恣意的なものですよね。特定の誰かに知らせようとしている。だから、顔の対称、
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非対称というのは、相手に与える印象を考えると極めて大事になってきます。その左右対称性
を狂わす原因、例えば顔が虫歯などで腫れるとかすれば、歯科の先生に相談していただいて、
早く左右対称性を取り戻していただければと思います。
　もう一つは、顔を可愛く見せたいという願望は誰もが持っていると思います。サルやヒヨ
コ、アヒルとイヌなどの絵で、親と子どもではどちらが可愛いと思いますか。答えは皆さん、
子供ですよね。では、なぜ子供が可愛いのでしょうか。顔が小さいからでしょうか。絵では、
顔に描かれているのは目なのです。そして、顔が小さいと相対的に目が大きく見える。つま
り、顔に占める目の割合が大きいのです。そうすると可愛く見える。よく目の周りにいっぱい
黒く塗る人がいらっしゃいますよね。あれは、ここのことを考えているのではないかと思うの
ですが。顔の中に占める目の割合が大きいと可愛く見える。少女漫画なのかわかりませんが、
漫画でベルサイユの薔薇みたいな絵を見ると、髪の毛を膨らませ、目は顔の半分近い大きさで
描かれていますよね。あの絵のような人が道を歩いていたら、どう思いますか。ちょっと恐い
ですよね。しかし、漫画の中では可愛い、綺麗になるという。目の占める割合の大きさなので
す。ですから、マスカラでも何でも付けていただいて結構ですけど、おそらくこのことを考え
てされているのでしょう。
　そこで、これから少し、顔という話をしてみたいと思います。「顔ってなぁに？」という話
です。今、左右対称ということを頭に入れておいて欲しいのですが、顔には、ものを見る、あ
るいは、匂いを嗅ぐ、食物を食べる、そしてそれが旨いか旨くないかを感じる、音を聴く、平
衡性を保つというような働きをする場である目・鼻・口・耳という特殊感覚器があります。そ
して、これらが、顔の真ん中、つまり正中線の左右に対称になって存在しています。これは、
哺乳類全般の特徴でもあります。サルからヒトへの顔の変化、つまりヒトの顔の成り立ちにつ
いては、すでにお話しさせていただきました。しかしながら、同じ人類でも頭顔面部の形に違
いがあるのも事実です。猿人には３つのタイプがありますが、その中でロブスタス猿人と呼ば
れるものの頭頂部には、他の２つには見られない前後に走る稜線が顕著に見られるのです。こ
の稜線は、ゴリラなどは非常にはっきりしていて、その後の人類でも猿人ほどではないもの
の、隆起している形で観察されるものもあります。先ほど、顔の変化は食べ物の違いに影響さ
れると言いましたが、この稜線の有無も食べ物と関係があるのです。頭頂部の稜線から側方に
下がると、そこは咀嚼筋という、下顎を動かしてものを咀嚼するのに用いる筋肉の一つの側頭
筋が付着している場所です。そして、咀嚼力が
強ければ、この場所は左右から圧力をかけられ
る状況になり、頭頂部が左右から押されて稜線
ができるというのです。だから、咀嚼力の強い
ゴリラの頭頂部は、明らかにこのような稜線が
見られるわけです。
　顔では、鼻が前に出ているのはヒトです。サ
ルは、顔の骨の中に鼻の骨も埋没している状況
です。これは、食べるということにあまり関係
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のない鼻の骨が、ヒトでは食べることに関係のある骨の退化から取り残された結果であると考
えられています。鼻が前方に残ったために、口の方が後方に下がっている。これもヒトの特徴
であり、一般の動物は食べることが優先されますから、口は身体の先端にあることになりま
す。このように、頭顔面部の変化も、直立二足歩行という姿勢の変化と、食性の変化に影響を
受けた結果ということになるわけです。
　もう一つ、直立二足歩行の影響を大きく受けている部分があります。それが、口腔から咽頭
と言われる部分です。この部分が、立つということで高さが非常に高くなったのです。そうす
ると、声帯といわれる音を出すところが喉頭にありますから、ここで音を出して咽頭を経て口
から出ていくまでの距離が、非常に長いということになります。この長い空間が、出た音を調
節と言いますか、共鳴をさせ、そして口から外へ出すときには様々な違った音に変えられるよ
うになった。その結果として、言葉が喋れるようになって意志の疎通ができるようになったと
考えられるのです。サルではこの間の距離がほとんどない。短いと、その音の共鳴をさせられ
ないので、自由な音の使い方は出来ない。ですから、二本足で立って、顔が頭の上に乗ったこ
とによって異なる音が出せるようになり、言葉が出来た。それが、更に人類というものを人類
らしくしていったということです。
　話をもう一度、顔の左右対称性に戻します。もし顔が左右対称であるなら、左右半分ずつの
顔を用いて、それぞれを反転して繋ぎ合わせ、半分の顔で全体の顔を作り比較してみれば、同
じ顔になるはずです。しかし、実際にこれをやってみると、顔のイメージが少し違っています。
　よく人相学の先生が言われるのは、左右の顔で自分の顔を作って、そして、それが全く変わ
らなかった人は、生まれてからそれまでの人生と、その人の設計されている人生とに隔たりが
ないということらしいのです。一方、大きく変わっていると、「人生苦労したね」ということ
をいうそうなのですけど、どのくらい違っているのかということを一度やられてみてはいかが
でしょうか。いずれにしても全体的に見れば左右対称性というのがあるのは事実です。
　このような左右対称性は、爪の形や耳の形な
どにも見られます。自分の右と左の耳、柔道な
んかをしていたら別ですが、普通の生活を送っ
てきた方の耳の形を見れば、右と左はそんなに
変わらない。そういう変わらないという事実を
とらえれば、最後にお話をさせていただく個人
識別に利用できるということになるのです。例
えば日航機事故のときには、ご遺体は右手とか
左足とかバラバラになって回収されました。そ
のご遺体を見るときに、手足であれば右と左の爪の形を比較して、同じだったら同じ人間だと
いう。耳の形が一緒だったら一緒だと。つまり、右と左は比べることが出来るのです。そうす
ると、今よく街中で設置されている防犯ビデオカメラで犯行が撮影されていた場合に、右耳が
映っているときには、左耳があれば比較が出来るということです。それに加えて、耳が個人識
別に役立つというのは、指紋と同様、同じ人が二人といないからです。
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次に、「人類の進化」という二番目の話に入ります。人類の進化について、最初に論理的に説
明しようとしたのは、チャールズ・ダーウィンです。チャールズ・ダーウィンは、進化論で有
名な人ですけれど、彼は類人猿から人類への進化の過程で、人類の特徴として５つの項目をあ
げています。その中には、「小さな犬歯」というのがあります。これも歯に関係することで
す。進化の段階で、二本足で立っていくと、結果的には歯は小さくなる。なぜかというと、道
具を使って、本来の歯の役割である牙というものを無くしていくわけです。犬歯というのは牙
ですから、武器としてのその牙が必要なくなる。そうすると小さくなって、小さな犬歯になっ
ていくのだという話です。
　進化の最初の人類として、先ほどあげた猿人がいます。この猿人には三種類いたこともすで
に述べました。この中で、ロブスタス猿人の下顎は非常に大きいものであった。これが意味し
ているところとして、噛み方が非常に強かったことが考えられます。噛むというのは、頭蓋骨
と下顎との間に付いている筋肉で、下顎を上に挙げることですから、その筋肉が発達する。そ
のために、その筋肉が頭蓋骨側で付いている側頭部が強く押されて、上方に稜線ができたとい
うことは先ほどお話しした通りです。一方で、アフリカーヌス猿人の顎の大きさは、それほど
大きくはありませんでした。この違いは、やはり食べ物の違いであったのではないかという考
え方があります。現在の日本人とアメリカ人の
下顎骨の形状をみても、両者は異なっていま
す。この違いの原因はといえば、日本人は主と
して米、アメリカ人は肉といった、やはり食べ
物の違いによるのではないかと言われていま
す。日本人は、米をよく噛んで食べるために臼
歯をよく使う。臼歯を使うから、臼歯が植わっ
ている下顎体の部分の厚さが厚くなるのです。
それに対して白人は細いのです。最近、よく耳
にするインプラントという治療では、この部位に入れるインプラントはおそらくアメリカと日
本人ではその大きさが異なって当然だろうと思います。顎の形が違うわけですから。
　歯自体の大きさも猿人や原人と現代人では相当違い、同じ大臼歯群でも現在は一番奥の歯が
小さいのに対し、猿人や原人では最も大きくなっています。
　猿人の次は、今から160～20万年前に生息していたと考えられている北京原人やジャワ原人に
代表される原人の時代です。そして、20～4万年ほど前のネアンデルタール人に代表される旧
人、最後はクロマニヨン人で知られる現代の人間、新人です。頭や顔は、時代で変わっていき
ます。中でも大きく変わってきたのが脳容量です。
　最初の猿人が500ccくらいしかなかったのが原人で約1000ccになり、旧人では1600ccを超えた
時代もあります。そして、今の人間が1400から1500cc。ネアンデルタール人が1600ccもあって、
今の人間が1400ccだったら、これはおかしいという話になります。脳が増えていって、また小
さくなったのかという見方をするのか。あるいは、1200ccくらいになった原人が、そのまま
1400ccくらいになって、1600ccになってしまった旧人は滅びたのか。この考え方が、よく言われ
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るネアンデルタール人は消えたというお話になります。脳の発達については、すでにその部位
は前頭葉であるというのは述べました。その前頭葉の役割とは何かというと、学習して記憶す
るという領域なのです。それと前頭連合野という、いわゆる生活にとって非常に重要な部位で
あるといわれているところなのです。その部分が発達することによって人間らしさ、もっとよ
り人間らしさが出てきたのだろうと言われている領域です。新人になれば、下顎の前方部が後
方に窪んでいる、いわゆるオトガイが観察されます。
　二本足で歩く。上手になって歩いてくる。そうすれば、どんどん脳の容量は増えてくる。
500ccくらいしか無かったものが、どんどん増えて1400、1500ccになってくる。その一方で、歯
の大きさはどんどん小さくなっていく。これは明らかに、アファール猿人という猿人からホ
モ・ハビリスといわれる部分、それと原人、そしてネアンデルタール人から今の人間、現代人
へと続いています。ネアンデルタール人については、徐々に歯は小さくなっていったというこ
とです。だから、歯は人類学的に見れば小さくなっているのです。だから、歯の大きさ、歯の
数は先程いいましたように、36本から32本までは来ている。今のヒトで、おそらく40～50％の
人に第三大臼歯、つまり親不知が生えない人が多くなってきている。親不知が生えなくなる
と、ヒトの歯の総数は28本になっていく。一方、猿の歯の数には変化がみられない。そうなる
と、ヒトだけがサルのグループから先にいっているわけです。これが、この先どうなるのかと
いう話なのですが。それは、その後に話をするとして、この歯の大きさ、数だけでなく大きさ
も徐々に小さくなってきている。歯の進化傾向としては、人類学的にみれば、縮小化、歯数の
減少、そして歯冠表面が単純化してくるという、この３つが一般にいわれる歯の進化傾向なの
です。
　歯もこのように時代とともに変化しています。これを進化というのか、退化というのかです
が、退化も進化の一つと見れば、退化という言葉は使わなくて進化という言葉で表すことがで
きます。その歯というのは、先程いいましたように、数が減ったり、犬歯が小さくなったりし
ている。我々の歯というのは、切歯で物を噛むか、犬歯で噛み切るかあるいは引き裂くか、そ
して、それを臼歯で磨り潰すかという３種類です。そのうちの磨り潰す臼歯には、小さいのと
大きいのがあって、小臼歯、大臼歯といっているわけです。それぞれ切歯、犬歯、小臼歯、大
臼歯のグループの歯の数は、有胎盤類では上下顎の左右どちらか一方に3、1、4、8の11本ある
ということになります。従って、3、1、4、3で11本が上下顎どちらかの、さらに左右どちらか
ということですから、この4倍が歯の総数になります。この場合は、44本。そしてこれが、最初
の哺乳類の歯の総数なのです。この原始哺乳類からヒトまで進化する間に、歯の数は徐々に
減ってきたわけです。この減り方については、動物によって異なったり、同じ動物でも雌雄で
異なったりしています。例えば、牛では上顎の門歯という前歯と犬歯がない、ネコ科では大臼
歯がないといったような状況です。霊長類では、キツネザルのような原猿類といわれるサルは
36本の歯を持っていますが、アメリカ大陸、つまり新世界で住むオマキザルでは大臼歯が4本
減って32本になっているものもいます。それが、アジア、アフリカの旧世界に住んでいるサル
はすべて、ヒトも含めて32本と同じになっています。しかし、ヒトでは親不知といわれる第三
大臼歯が生えない人が出てきて、近い将来は28本になっていくのではないかと思われます。さ
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らに、側切歯という歯が道路工事中で使うようなコーンがありますが、それを反対にしたよう
な先端が尖った形になってきている人がいます。歯というのは、退化傾向にあるときは徐々に
形を変えながら、変化に富んでいきます。親不知もそうです。ですから、親不知と同じような
傾向の歯ということになり、将来はこの側切歯もなくなると考えられます。そうすると、24本
になります。更にその先では小臼歯が減り、20本になるのではないでしょうか。ただし、人類
学でいっている近い将来ですから、おそらく、数千年先かもしれませんし、数万年先の話かも
しれません。もちろん、もっと早い時期という可能性もあります。いずれにしても、我々がそ
のような状態になった歯を見るわけではありません。もし、このような傾向で歯が減っていけ
ば、いつかは歯の根が最も長い犬歯だけになるときがくるかもしれません。ですから、過去の
44本から36本、28本になり、もう少し先では20本くらいまでいくのではないかと。20本という
数字は、乳歯の数と同じです。
　一方で、歯の数は減っていないという話もあります。しかし、今まで述べましたように、人
類学的にみれば歯の数は確実に減っているわけです。ただし、歯科臨床で一人の人生の40年、
50年のスパンでは、歯は増えているようにみえる場合だってあるのです。我々の研究出来る時
間というのは、人の一生ですから、20歳から60歳まで研究したら、たったの40年の中で見てい
るわけですから、その中で調べたら、増えていますよという結果が出たとしても何もおかしく
はない。あるところでは増えているといっているのに、あるところでは減っているというとお
かしいのではないかと思われるかもしれませんが、これは決しておかしいことではなくて、見
ているライフスパンのスパンが違うのだということさえ考えていただければ、人類学的に見れ
ば明らかに減っているので、それを言っているだけの話で、何も矛盾するところではないのです。
　それでは、次に日本人についてみていきたいと思います。現在、日本での最も古い骨は、4万
年前に愛知県の牛川というところで見つかった上腕骨の一部だといわれています。全身骨で
は、今から1万8000年前に沖縄県で発見された港川人骨があります。これは、中国の南方、柳江
のほうから来た人ではないかと考えられています。このグループが、さらに九州から本州へと
北上していき、縄文人となっていったのではないか。それに対してもう一つのグループが、朝
鮮半島を経て北から中国や北部九州に渡ってきた。これがいわゆる弥生人です。1万2000年から
2300年くらい前までを縄文時代、そしてその後の2300年くらいから1700年くらい前までを弥生
時代というのは、このような人たちが主として住んでいたということです。この後は、奈良時
代から平安時代へと移っていきます。最初に縄文系の人々がいて、その間に弥生系の人たちが
渡ってくる。そうすると、そこで混血が起こることになりますが、弥生系の人たちが入った場
所から遠いところでは、混血を嫌う。その人たちが、南では再び琉球や沖縄へ、そして北では
北海道へと逃げていくということになります。そうすると、結果的に現代の日本というのは琉
球・沖縄の人と混血した人と、北海道に古くから住んでいたアイヌから成り立っているという
ことになります。そして、琉球・沖縄人とアイヌはもともと縄文系ということで同じ出自と考
えられるわけです。これは、両者が同じような遺伝子を持っているという研究結果からも証明
されていることです。従って、顔の特徴を見ても、四角っぽく、彫りも深く、ひげが濃いとい
う類似性が高いことがわかります。一方、典型な弥生系は西日本にいて、東北・関東はこの２
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つのグループの混血系。中間型になって来たのだろうというのが今の日本人の成り立ちなのです。
　歯に関して面白いのは、縄文時代です。発見される縄文時代人骨では、歯が意識的に抜かれ
ているのが多く、また白骨のそばで別人の歯が見つかるということもあるのです。例えば、女
の人は結婚する時に前歯を、男は成人に達すると犬歯を抜いたというのです。犬歯は先ほど述
べたように一番根が深い歯です。人類の歯が4本になった時も最後まで残るであろうと思われる
歯なのです。ところが、それを抜いているわけです。
　この歯を抜くということは、麻酔も何もない時代ですから、非常に痛かったはずで、その痛
みに耐えたということで男としては立派なものだから、成人として認めるという、いわゆる成
人抜歯といわれるものです。
　人間は誕生して、お七夜を祝い、七五三があり、成人式があり、結婚式がありといったよう
に様々な機会に、いわゆる儀式を持ちます。これを、パッシングセレモニー、通過儀礼といい
ます。儀礼をすることによって、それまでいた世界から次の世界へと移っていくことになりま
す。つまり、子どもの世界からある一定期間の間を置いて次の大人の世界へと入っていく。未
婚の世界からある一定期間、婚約期間を置いて次の世界へ、いわゆる夫婦の世界へと入ってい
く。そして死ぬと、現世からあの世の世界へ四十九日かけていくというようなセレモニーを
持って我々は一生を終えていくわけです。このような通過儀礼の中で、縄文時代にはよく歯が
使われたということです。親が死んだら第一小臼歯を抜き、それを棺の中に入れる。これを服
喪抜歯と言います。結婚するときにも歯を抜いて、ここが抜けているからこの女の子はどこの
集落から来た女の子だとわかる、出自抜歯といいますけど、出自を明らかにするというような
ものがあったのです。このようなことが出来ますか？痛くてしたくないですよね。抜歯をした
らどうなるかといえば、歯のないところが黒くみえる。だから、歯を抜かないで、その表面を
黒く塗っておけばいいということになる。よく時代劇の中でやっているお歯黒なんかは、そう
いう所からの由来ではないかというのが一つの考え方なのです。ですから、結婚した人は、本
来は抜かなければならないけど、抜かないで真っ黒に塗れば良いじゃないかという話なわけで
す。違う理由も言われていますが。
　また、歯は抜かないで、そこに又状に切れ込みが入っている縄文時代人骨も発見されていま
す。これを又状研歯といいます。途中で止めて死んでいる人もいるのですが。なぜ死んだかは
わかりません。おそらく、このような歯を持っている人は、皆から尊敬されて、集団のトップ
にいたヒトではないか、あるいは占いなどで政に関係していたヒトではないかと考えられてい
るわけです。
　歯について言えば、縄文人の100％が上の歯と下の歯が先端でぶつかっている、鉗子状咬合で
あったわけです。それが、現代人ではほとんど100％近くが、下顎の歯が上顎の歯の後ろに位置
している鋏状咬合になっている。つまり、下顎が後退したということです。たった2300年で歯
の上下の関係が全く違ってきている。従って、先ほど話をした歯の数の減少についても、案外
早いスピードで進行するかもしれません。
　一方、弥生人では歯を抜かれているという骨はなく、顔の特徴も異なっています。弥生人
は、彫りも浅く扁平な顔で、ひげも濃くなかったということです。現代人については、私は縄
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文人ですか弥生人ですかとかいう本まで出ているくらいですから、この両方を持ち合わせてい
る人が多いということになります。
　縄文人や弥生人の歯の特徴について述べましたが、咬むことと関係の深い筋肉が付着してい
る頭の形も時代で変化しています。その典型が、鎌倉時代人です。鎌倉時代人の頭というの
は、いわゆる才槌頭といって前後に長いのです。これは武士の新田義貞が鎌倉を攻めたその時
に死んだ武士の骨を調べているという影響もあるかもしれませんが、歯を噛みしめることに
よって咀嚼筋の一つである側頭筋が側頭部を抑える、そのために頭蓋骨が前後に長くなっただ
ろうといわれています。それが、いわゆる長い頭で長頭といわれる頭です。この頭の形が江戸
になってくると相当丸くなってくる。これが短頭で今の人間は単頭になる、いわゆる単頭化現
象です。この原因として、今の人はジャンクフードを好んでほとんど噛まないからではないか
といわれているわけです。
　そして、人類の未来ということになりますが、今までお話ししましたように、歯に関しては
数が減っていくとかの進化傾向があるわけです。他方、咬み合わせとを考えると、顎の遺伝子
と歯の大きさの遺伝子が違う。そして、顎の大きさは環境に影響を受ける。顎を使わなけれ
ば、顎の発達が弱くなる。そこに歯の遺伝子は別なので、その大きさは顎とは関係しない。そ
うすると、歯が生える場所が小さくなってしまうことになります。ネズミの場合は、そのよう
な時には、その場がなければ歯胚といって歯になるものが消えていくといわれていますが、ヒ
トは生えてきてしまう。すると、生える場所が無いですから上の歯をずらして横に生えたりす
る叢生、いわゆる乱ぐい歯になるわけです。だから、食事をするときには、よく噛む必要があ
るということになります。斎藤滋先生は、弥生時代で食事にかけた時間が51分で噛んだ回数
3990回、それに対して鎌倉時代は29分で2654回、江戸時代は22分で現代は11分で620回、子供は
数分で170回という報告をされています。このように噛む時間が極めて短くなって来ている。そ
れに比して不正咬合の頻度がどんどん上がってきていることになるわけです。私たちが小さい
頃、飲み込むまでに30回噛んで食べなさいと言われたのを覚えていますが、それは顎を強くす
ることによって歯がきちんと並ぶということだったのでしょう。
　不正咬合の原因はこれだけではないことが最近言われていますが、これも原因の一つである
ことには違いないと思われます。
　よく咬んで美味しくものを食べることが健康の秘訣であるとよく言われます。そのために
も、よく噛める口腔内の状況を作れるように、子供のころから心がけるのが大切ではないで
しょうか。
　ご静聴ありがとうございました。
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第7回 公開講演会アンケート集計

ポスター掲示場所内訳
マンション・団地等	 5
図書館・市役所	 4
自治会掲示板	 2
千葉市科学館きぼーる	 1
歯科医院	 1
歯科医師会からの配布	 1
大学・千葉病院	 2
水道橋病院・さいかち坂校舎	 4

1.  今回の公開講演会を何で
　 知りましたか。（複数回答あり）

〔出席者 133名　95枚回収〕

第 7回　東京歯科大学公開講演会

2.  今回の公開講演会は
いかがでしたか。

3. 講演内容はいかがでしたか。 4. 講演時間はいかがでしたか。 5. 会場の設備はいかがでしたか。
　                         （広さ、音響等）

6. 講演会は今回で何回目の
　 ご参加ですか。

8. 職業等をお聞かせ下さい。 9. 本会場までの交通手段を
　 お聞かせ下さい。（複数回答あり）

知人等
からの紹介 
4％ホームページ

3％

ポスター
24％

回覧板
11％新聞折込み

チラシ
45％

その他 10％

読売新聞
千葉版広告
3％

大変良かった
61％

良かった
28％

普通
6％

未回答 5％

分かりやすかった
84％

普通
12％

未回答
4％

長かった3％未回答3％

短かった
12％

ちょうど良かった
82％

良い 78％

普通 20％

未回答 2％

2回目
15％

3回以上
15％

今回が初めて
70％

自家用車
18％

自転車 32％

電車 8％
その他 1％

徒歩 32％

バス
9％

公務員 1％
教職員 2％

学生 7％

主婦 20％定年退職者 
43％

その他 11％

未回答 2％ 会社員 10％

医療関係者 4％
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男 60％

女 39％

未回答 1％
7. 性別、年齢、お住まいをお聞かせください。

10.  ご意見・ご要望等がございましたらご記入下さい。

・大変分かり易く、興味深いお話だった。勉強になった。……………………………………………… 26人

・毎年講演会を楽しみにしている。今後も続けて欲しい。次回も楽しみにしている。……………… 11人

・橋本先生の大ファンなので、またお話を伺いたい。……………………………………………………  2人

・すばらしい企画・講演だと思う。………………………………………………………………………… 2人

・橋本先生のご活躍に感謝し、今後も期待している。…………………………………………………… 2人

・内容への要望（法人類学の話を聞いてみたい。解剖学的な知識を教えていただきたい。）……… 2人

・もう少しゆっくり話して欲しい。………………………………………………………………………… 2人

・もっと宣伝した方が良い。………………………………………………………………………………… 2人

・近くの高校で教員をしている。高校生に是非聞かせたい話だった。

・貴大学が社会に貢献されている姿勢に感激した。

・これがプロの話だと思った。

・少し難しかった。

・開催時間を午前中にしてもらいたい。

・講演資料が欲しい。

・もっと若い人も参加して欲しい。

41歳～60歳
18％

61歳以上
69％

21歳～40歳
8％

20歳以下
5％

美浜区（真砂）
34％

美浜区
（磯辺）
15％

美浜区（高洲） 9％

美浜区（打瀬）
7％

稲毛区 6％

美浜区（高浜） 6％

千葉市以外 9％

美浜区（その他）
2％

花見川区 9％

千葉市その他
3％
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第 7回　東京歯科大学公開講演会

案内チラシ



2012

第7回　東京歯科大学公開講演会記録
2014年3月1日／発行
発　行／東京歯科大学

〒101-0061　東京都千代田区三崎町2-9-18



2012

第7回

平成24年11月24日（土）　東京歯科大学千葉校舎講堂

〒101-0061　東京都千代田区三崎町2-9-18
TEL.03-6380-9001（代表）


