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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，
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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，
⑴サルと別れた日，⑵人類の進化，⑶日本人の移り
変わり，⑷人類の未来，⑸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，最後に骨や顔からなぜ特定個
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
を述べましたが，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。
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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」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
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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
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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
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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
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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。

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
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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
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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。
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
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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。特定の誰か
に知らせようとしている。だから，顔の対称，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
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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。

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
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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１４００，１５００
cc 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人
類，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
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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，この後に話
をするとして，歯は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３，１，４，３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
上下顎の，右にある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
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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
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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う歯になる
もとが消えてなくなる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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