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ヒマラヤ学誌 No.6 1995 

現代モンゴル人の歯科人類学的調査:

東アジアのモンゴ口イドの進化

高井正成
京都大学霊長類研究所

松野昌展
日本大学松戸歯学部

モンゴル共和国の首都ウランパートルにおいて、現代モンゴル人を対象に、歯科人類学的調査をお

こなった。男性19人、女性30人の計49人の歯列印象をアルジン酸印象材を用いて採得し、その場で硬

石膏を流し込んで作製したものを現代日本人およびパキスタン最北部のワヒー ・タジク人から採得し

た歯列印象と比較検討した。またアフガニスタンのタジク人および‘パシュトン人についての同様の調
査の報告(酒井ほか、 1969; 1970)と比較して、計測項目 ・非計測項目の両面から彼らの人種的な考

察をおこなった。現在までの歯科人類学的研究によると、アジア地域のモンゴロイドは東南アジア ・
インドネシア・ポリネシアに分布する「スンダドント型J集団と、中国 ・日本 ・シベリアなどに分布

する「シノドント型」集団に大別されることが多い。現代モンゴル人を対象とした本調査の結果を現
代日本人のものと比較したところ、 「シノ ドント型」の形質が日本人において、より典型的に出現して

いることがわかった。日本人を含めた東アジアのモンゴロイド系住民の移動と進化を考える上で、興
味深い結果を示している。

1 はじめに

人類集団の成立に関する研究は、文化人類学的

に民族集団としての成立過程を追求する立場と、

形質人類学的観点から人種集団としての成立過程

を追求する立場に大別できるであろう。両者の研

究結果は時として別の結論を導くこともあるが、

それは一方のみが正しく他方が間違っているとい

うことではなく 、その人類(地域)集団の複雑な

成立過程を示唆していることが多いと考えられ

る。我々が意識して保持している文化的帰属意識

と、知覚できない(できるものもあるが)形態や

遺伝子情報が示す人種的・民族的な系統関係とが

「ずれ」を生じているからである。この微妙な

「ずれ」がどのようにして成立してきたかを探る

ことが人類進化学研究の大きなテーマのひとつで

ある。

筆者らはこういった形質人類学の一分野である

歯科人類学的手法を用いて研究をおこなってい

る。歯科人類学DentalAnthropologyとは、人類の

歯牙の形態の変異とその進化を研究することによ

り、化石人類から現代人へと続く系統関係と形態

的変化を研究するものである。

人類学的調査により現代人から抽出できる形質

は無数にあるが、化石人類からも同じように得る

ことができる形質は限られる。例えば、皮膚 ・髪

の毛の色 ・指紋・血液型などは現代人を 「人種的」

に区別する際に最もポピュラーな形質のひとつで

あるが、せいぜい数万年前のミイラなどから入手

できるにすぎない。しかし我々の体の中で最も硬

い組織のひとつである歯は、化石として残りやす

いため、数百万年前の猿人類から原人 ・旧人 ・新

人そして現代人へとほぼ連続した資料を得ること

ができる。これが形質人類学の中でも歯科人類学

が特別な地位を占めて発展してきた理由の一つで

ある。

ところで歯科人類学で人種集団の成立をテーマ

にした研究の場合、主に調査対象とされるのは

「現在生活している現代人」よりも、 「数万年から

数千年前の現代人」の人骨であることが多い。こ
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れは歯列印象による生体計測よりも、骨標本を対

象にする方が計測が容易であり、得られる計測項

目も多くなるためである。また、現代人の集団は

ここ一千年ほどで移住・混血のスピードが急速に

増加して、本来の人種集団としての「純粋性Jを

無くしてしまっていると考えられていることも原

因のひとつであろう。

しかし、こういった古人骨を対象にする際にも

いくつかの間題点がある。まず人骨が発見される

環境は洞窟などの集落の跡地(墓地)が多いが、

こういった発掘地点(地層)の年代決定はかなり

難しく、得られた年代も信頼性に欠けることが多

い。また生息時の環境が不明であるため、その

「人骨個体Jが属していた集団が特殊な血縁集団

o 500 1000 km 

図1 東アジア地域図

ウランパートル(モンゴル)、フンザ、ゴマ(パキスタン)、シ
ミコット(ネパール)、スノン(中国雲南省)の位置を示す。

であったり、「旅行者」であったりしてもわから

ないことになる。

一方歯科検診をもとにした現代人の調査の場

合、顔つきや髪毛色・皮膚の色・眼の色などの化

石人骨の調査だけでは得られないデータを得るこ

とができ、文化人類学的データとのすりあわせも

可能である。また時間的にほぼ同一時でのデータ

を得ることができる。しかし歯列印象を採取して

形質を得るので、頬舌径や歯根の形態などのデー

タが得られない。また、現代人における移住・混

血のスピードは、年々加速度的に増大しており、

「純粋な」人種集団はこうしている聞にも消えつ

つある。昔のデータであればあるほど、「純粋な」

確率は高いのかもしれない。いずれにせよ、化石
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人骨と現代人の調査結果を互いに参照して検討す

ることが望ましいといえる。

これまで筆者らは、 1993年度にパキスタン最北

部、インダス川最上流部に分布するワヒー ・タジ

ク人の 1地域集団を対象に歯科人類学的調査をお

こなった。この調査対象を選んだのは、同行した

文化人類学的調査隊とのかねあいによるものであ

ったが、得られた調査結果は非常に興味深いもの

であった。ワヒ一 ・タジク人は外見上はコーカソ

イド系の民族であるが、歯科形質においてはコー

カソイド集団としての一般的特徴を示しながら

も、モンゴロイド遺伝子の流入を示唆するような

特徴が観察された。パキスタンの隣のアフガニス

タンのタジク人を対象にした愛知学院大学の調査

隊の報告(酒井ほか、 1969;1970)などと比較検

討した結果、 これは中央アジア一帯のモンゴロイ

ドを中心とする民族問の複雑な交流 ・交雑を反映

していると考えられた。

したがって、今後中央~東アジア一帯の人種集

団の調査をおこなうにあたって、本来のモンゴロ

イドの歯牙形態の基礎データを得ることが望まし

い。 1994年度はモンゴロイドの名前の由来となっ

ている中央アジアのモンゴル国において、現地の

モンゴル民族を対象に歯科入学的調査をおこなっ

た(図 l参照)。

本研究は、モンゴルの首都ウランパートルにあ

るモンコ守ル国立基礎生物学研究所人類学部門の協

力を得ておこなわれた。

2 調査地の概略

モンゴル高原を中心とした騎馬遊牧民族の変遷

はかなり複雑であり、 トルコ系またはモンゴル系

の民族がその覇権を争ってきた。簡単にその歴史

を振り返ってみると、まずはじめに漢の時代から

2世紀頃まで凶奴(民族系統不明)が勢力を誇り、

続いて凶奴に服属していた鮮卑(モンゴル系民

族?)が2世紀後半に勢力を強め、その中から 5

世紀頃に柔然(民族系統不明)が独立して遊牧国

家を建てたとされる。これらの 3部族の民族系統

は未だに確実にはわかっていない。人種的な記載

が得られるのは、この時代以降である。 6世紀に

なると柔然を倒して突蕨(トルコ系民族)が出現

し、この突蕨も 8世紀にウイグル(トルコ系民族)

に倒された。ウイグルは9世紀にキルギス族(ト

ルコ系民族)に追われ、このときの中国王朝であ

る唐の北辺や天山方面に移動して、現在の新彊ウ

イグル自治区の主要構成民族であるウイグル族の

祖先となった。

キルギス族はモンゴル高原に国を建てることな

く9世紀後半にはその本拠地(モンゴル高原北西、

イェニセイ川上流域)に帰り、その後は12世紀ま

で大興安嶺南部のシラムレン川流域にいた契丹族

(モンゴル系民族?)の遼王朝がモンゴル高原を

支配した。契丹が12世紀初めに女真族からなる金

に滅ぼされた後、 12世紀中頃からモンゴル族が部

族的に統合されるようになった。 13世紀初めに、

この遼王朝を倒してモンゴル帝国が建国され、以

後内部抗争と分裂をくり返しながらも、現在に至

るまでモンゴル系の民族がモンゴル高原を支配し

ている。したがって、いわゆるモンゴル系民族が

モンゴル高原を支配するようになるのは、 10世紀

以降が確実ということである。

モンゴル民族が歴史記録に初めて登場するの

は、 7世紀の中国の古書『旧唐書』である。この

中でモンゴル部族は、当時の中国王朝である唐に

頻繁に朝貢をしていたと記されている。当時はモ

ンゴル部族はタタル族の一部族として存在してい

たらしいが、英雄チンギス ・ハーンの出現により

13世紀初頭に急激に発展し、中央アジア全域を支

配する大帝国となった。このモンゴル帝国は13世

紀後半に4つの帝国に分裂し、やがて14世紀には

すべて崩壊した。しかし、このころにはタタル族

の一部族(モンゴル部)にすぎなかった fモンゴ

ル」という呼称がもっと広い民族的呼称に変わっ

たと考えられている。その後、分裂と統ーをくり

返して、 16世紀はじめに再びモンゴルは統一され、

現在は主にモンゴル国と中華人民共和国内の内蒙

古自治区に分かれてモンゴル民族を形成するに至

っている。

現在のモンゴル圏内の大まかな民族分布に関し

ては、モンゴル高原の東半分を狭義のモンゴル部

が占めており、一方西部はモンゴル帝国時代を通

じてモンゴル系のオイラト部が遊牧諸部を包含し

てきた。そのさらに西のステップ地帯にはトルコ

系の遊牧諸民族が居住している。したがって現在

のモンゴル国の人々の系譜に関しては、かなりの
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民族問の交雑があったにせよモンゴル系の民族と

して差し支えないであろう。

国としての統一性とは別にモンゴル系民族の分

布は非常に広く、西はアフガニスタンのモゴール

族から東は中国満州のダゴール族まで、北はパイ

カル湖周辺のブリアート部族から南は中国雲南省

の蒙古族まで広い範囲に渡っている。現在のモン

ゴル族の人口は、 1990年で約750万人と推測され

ているが、モンゴル族として広範囲にまとまって

分布しているのは現在のモンゴル国(外モンゴル)

に約184万人、中国の内蒙古自治区(内モンゴル)

に約345万人程度である。

モンゴル国のモンゴル族は非常に多くの部族に

分かれるが、ほぼ17部族に分けられる。このうち

ハルハと呼ばれる部族がモンゴル国全人口の約

75%を占め、残りの16部族はモンゴル圏西部から

北部にかけた地域に密集して生活している。こう

いった小部族問の系統関係の解析もなかなか興味

あるテーマではあるが、今回は首都ウランパート

ルで調査をおこなったため、対象とした部族はハ

ルハ系の人々がほとんどであった。

3 モンゴロイドと歯科人類学

「モンゴロイドJという名称は、現代人をいく

つかの大人種(ネグロイド・コーカソイド・モン

ゴ、ロイド、オーストラロイドを含めることもある)

に分ける場合に必ずあげられるグループの一つで

ある。外見上では、真っ直ぐな黒い毛髪・頬骨の

突出にともなう扇平な顔面・一重険と蒙古袋と呼

ばれる目頭の髪・黄色味を帯びた肌などが普通に

みられる(図 2)。その分布は、中央~東アジア

を中心にアメリカ大陸・オセアニア地域・マダガ

スカル島と広範囲にわたり、アジアを起源として

分布を広げたと考えられている。しかし、現在で

は人種分類の定義の暖昧さからこの「人種」とい

う概念自体が崩壊しつつあり、「人種集団」を東

洋人やアフリカ人といった地域集団名で呼ぶこと

が多くなってきている。したがって、「モンゴロ

イド」とは厳密に定義されうる人類集団というよ

りは大きな系統群ととらえるのが適当であろう。

その漠然としたモンゴロイドであるが、現在で

は遺伝的に北方モンゴロイド・南方モンゴロイ

ド・オーストラロイド・アメリンド(アメリカ大

陸先住民)の4つの大きな系統群に分かれると考

えられている。このうち、東北アジアに分布して

いた北方系モンゴロイドがモンゴロイド全体の起

図2 診療所を訪れたハルハ族の少女
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一μ下顎歯列唆合面観 t{て

シノドント型

‘ 

M2 :単根、 X5型

M2 .三根

M3 :退化傾向

ーー
スンダドント型

六唆頭性

M2 :二根、 Y4型

図3 上下顎の歯列校合面の模式図

シノドント型とスンダドント型の特徴を示す。

源グループであり、古典的モンゴロイドともいえ

る存在であると、 一般的に考えられてきた。しか

し最近の研究では、南方系のモンゴロイドの方が

系統的に古いのではないかという説もある

(Turner， 1987 ; 1989など)。最新の遺伝学的研究

では、日本人はチベット人、韓国人、モンゴル人

などと近縁であると報告されている(斉藤、

1992 ; 1995)。

一方、歯科人類学者の間では、中央~東アジア

地域のモンゴロイド集団をシノドント (Sinodont:

中国型歯列)集団とスンダドント (Sundadont:ス

ンダ型歯列)集団に分類する説がある (Turner，

1989など)。両者の細かい形態的特徴については

後述するが、外見上わかる形質としては、シノド

ントでは全体に歯が大きく(特に切歯部)、上顎

切歯に翼状捻転(正面から見て前歯が本を開いた

ようにねじれている状態)やシャベル型切歯(前

歯の裏側がシャベル型に窪んでいる)が出現する

-
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傾向が強い(表 1、図 3)。我々のまわりの人た

ちを見回してみても、翼状捻転などはよく観察さ

れる。一方、スンダドントでは歯は小さめである

が第一大臼歯は相対的に大きく、上顎第3大臼歯

は退化傾向にある。切歯の翼状捻転やシャベル型

切歯はあまり見られない。前者は中国人 ・モンゴ

ル人・ブリヤート ・現代日本人・東部シベリア人

のほかアメリカ大陸に渡ったアメリンド(アメリ

カ大陸先住民)などに典型的に現れ、一方、スン

ダドントは東南アジアを中心としたタイ人 ・アン

ダマン諸島人 ・ビルマ人 ・古代カンボジア人 ・古

代ラオス人 ・マレーシア人 ・フィリピン人 ・台湾

人 ・ボルネオ原住民 ・インドネシア人などで観察

される (Turn巴r，1987; 1989)。

スンダドントはその分布域からわかるように、

南方系モンゴロイドに多く、 一方シノドントは北

方系モンゴロイドに多くみられる。また新大陸の

アメリンドではシノドントが多い。こういったモ

ンゴロイドの歯科人類学において、シノドントと

スンダドントという概念を提唱したのは、アリゾ

ナ大学のターナーである (Turner，1987; 1989)。

彼の説では、約 3万年前にスンダ大陸(現在のイ

ンドシナ半島からスマトラ・ジャワ ・カリマンタ

ン島などを含む)一帯にいたスンダドント型集団

が北方に分布域を広げてシノド ント型集団を生

じ、このシノドント集団のうちアジア北東部にい

たものがアメリカ大陸に渡っていったという仮説

を提唱した。つまり彼の説では、スンダドントが

原始的な状態であり、シノドントはより派生的な

形質とされる。

しかし、より複雑な形態をしたシノドントの方

が原始的であり、スンダドントの単純な形質はシ

ノドントから進化したのものだとする研究者もい

る (Matsumura，1995)。彼の説では、南方モンゴ

ロイドは中国系南方モンゴロイドとスンダ大陸系

南方モンコ守口イドに分けられ、新大陸に渡ったア

メリンドはこのうちの中国系南方モンゴロイド

(シノドントを持つ)に由来するとしている。こ

の場合、南方モンゴロイド=スンダドント型集団

ではないことに注意しなければならない。

このように、現代モンゴロイドの形態学的解析

においては、北方系一南方系といった頭骨の形態

的変異をもとにしたモンゴロイドの分類と、シノ

ドント スンダドントといった歯の形態をもとに

したものとが必ずしも l対 1に対応していない。

この点を念頭に置きながら、現代モンゴル人の歯

表1 シノドントとスンダドントの形質の比較

形 質 シノドント スンダドント

上顎中切歯の翼状捻転 高頻度 低頻度

上顎側切歯の二重シャベル型 高頻度 低頻度

上顎第一小臼歯の根数* 単根性 2根性

上顎第一小臼歯の介在結節 高頻度 低頻度

上顎第一大臼歯のエナメル伸展* 高頻度 低頻度

上顎第一大臼歯の根数* 2根性 3根性

上顎第二大臼歯の退化傾向 退化傾向弱い 退化傾向強い

下顎第一小臼歯の舌側岐頭 一つ発達 二つ発達 (Y型)

下顎第一大臼歯の屈曲隆線 高頻度 低頻度

下顎第一大臼歯の根数* 3根性 2根性

下顎第一大臼歯の岐頭数 5岐頭性 6岐頭性

下顎第二大臼歯の岐合面溝 x 5型 Y4型

歯の大きさ 大きい 小さい
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図4 臼本人、モンゴル人、ワヒータジク人の上下顎歯列の近遠心径の比較

平均値と誤差として標準偏差を示す。

ちに対しておこなったが、歯列印象の採取は10歳

から48歳までの計49人(男性19人、女性30人)を

対象にした。歯列印象はアルジン酸印象材を用い

て上下顎から採取し、その場で硬石膏を流し込ん

で作製した。比較に用いた資料は、計測項目に関

しては昨年筆者らによって得たパキスタンのワヒ

ータジク人 (24人:男性14入、女性10人)と日本

大学松戸歯学部の学生99人(男性50入、女性49人)、

非計測項目に関しては上述のワヒータジク人と愛

知学院大学のヒンドウ ・クシュ学術遠征隊(1968

年)によって得られたアフガニスタンのタジク入、

の形質を検討してみた。

4 研究資料及び研究方法

調査は首都ウランパートルの基礎生物学研究所

の一室を借用して、 10日間にわたって歯の検診 ・

治療に訪れた人々を対象におこなった。また研究

所の近くの中学校において生徒を対象にした歯科

検診を 1日だけおこない、同様な調査をおこなっ

た。部族名は通訳を介して本人に直接質問し、ま

た両親の出身地を確認することにした。

歯科検診は治療に訪れたすべての年齢層の人た
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図5つづき

e 側切歯の退化傾向。f 中切歯の翼状捻転。 Japanは酒井ら(1970、1971)のデータ。

Mt Japanは日本大学松戸歯学部学生のデータ。

e 

f 

パシュトウン人 (Pashtun)および日本人のデー

タを使用した(酒井ほか、1969; 1970)。

なお計測項目は各歯の近遠心径に限り、頬舌径

は計測していない。頬舌径に関しては、歯周病な

どの疾患により歯肉部が腫れて最大径の計測が困

難であることが多いためである。計測方法に関し

ては、藤田(J986)に従った。

5 調査結果と考察

1 )歯の大きさ(近遠心径)

これまで我々が歯列を直接採取し計測をおこな

ったモンゴル人(男性19入、女性30人)、日本人

(男性50人、女性49人)、ワヒー ・タジク人(男性

14人、女性10人)の上下顎の歯の近遠心径の計測

結果を図4に示す。わずか 3集団の比較ではある

が非常におもしろい結果が得られた。第3大臼歯

を除くと、上下顎のどの歯の大きさも日本人が最

大でタジク人が最小、そしてモンゴル人がその中

間になっている。頬舌径は計測できないので厳密

な意味での歯の大きさはわからないが、現代日本

人は現代モンゴル人よりも歯が大きいと推定され

る。

日本人の起源に関してはこれまで様々な説が提

出されてきたが、現在では(スンダドント型と思

われる)南方系モンゴロイドの縄文人の侵入後に

(シノドント型と思われる)北方系の弥生人が移

入してきで、両者が混血をくり返しながら「現代

日本人」を形成してきたと考えられている。しか

し、少なくとも歯の大きさ(近遠心径)に関して

は日本人の方がモンゴル人よりも大きく、より

「シノドント的」である。単純な歯の大きさだけ

で形質を決定することはもちろん無理であるが、

以下に述べる非計測項目の調査結果と対照する

と、この歯の大きさという形質的特徴がはっきり

してくるであろう。

2)第三大臼歯の保有率

次に第三大臼歯の保有率についてみてみよう。
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現代モンゴル人の歯科人類学的調査(高チ|正成・松野呂展)

第三大臼歯の保有率は以下の式で表される。

観察された第 3大臼歯の総数
保有率(%)= __~_ . .." x 100 

調査人数X4

今回調査したウランパートルのモンゴル人の値

は歯科検診の結果、 34.9% (20~52歳、 53人)で

あった。パキスタン最北部のワヒータジク人では

68.8% (20~50歳、 32人)であり(高井 ・ 松野、

1994) 、日本人に関しては12~30% とぱらつきが

ある(厚生省歯科疾患実態調査、 1987;岩坪、

1991)。同じ岩坪によるチベット系 3地域での調

査では、パキスタンのカラコルム地方のゴマ村で

約80% (20~24歳)、ネパール西北部のシミコッ

ト村で50% (25~29歳)、中国雲南省スノン村の

チベット系住民で約40% (20~40歳)となってい

る(岩坪ほか、 1991;図 1参照)。

第三大臼歯の保有率に関しては、未萌出のもの

や半萌出のものをどう判断するかが難しいため、

統ーした基準というものが得にくい。しかし単純

な数値の比較だけからすると、モンゴル人の第 3

大臼歯の保有率は日本人よりわずかに高く、雲南

省のチベット系住民よりは低い値を示している。

3 )上顎切歯の非計測形質

次に、アフガニスタンのタジク人とパシュトウ

ン人、パキスタンのワヒータジク人、そして今回

調査したモンゴル人の歯の非計測項目に関して、

現代日本人と比較してみる。まず上顎切歯につい

てみてみよう。

上顎切歯の舌側面にみられるシャベル型切歯

は、寒冷地適応したとされるモンゴロイドで最も

特徴的に現れる形質のひとつである。この形質の

適応的意義に関しては、凍った肉を食べたり革を

噛んでなめしたりするのに歯が大きい方が磨耗に

対向する上で有利であると考え、寒冷地適応のひ

とつであるとする説がある(馬場、 1993; 1995)。

この説の妥当性はさておき、歯科人類学ではシャ

ベル型切歯の出現頻度をモンゴロイドとしての判

断基準に用いることが多い。また前述したように

モンゴロイド集団の中でも、シャベル型切歯の出

現頻度をシノドント型とスンダドント型に分類す

る際の形質のひとつとしている。

今回対象とした 5集団の中では上顎中・侭IJ切歯

ともに日本人において最も顕著に出現しており、

順にモンゴル人・ワヒータジク人・パシュトゥン

人・アフガニスタンタジク人という順で出現頻度

が低くなる(図 5a， b)。この傾向は非常にきれい

に示されており、シャベル型切歯こそがまさしく

モンゴロイドとしての「度合しリを示しているの

ではないかと思いたくなるほどである。

ところが、同じ上顎切歯の形質でも二重シャベ

ル型切歯になるとこの傾向が一変する(図 5c， d)。

二重シャベル型切歯は切歯の舌側面のみならず唇

側面にも出現する形質で、三重シャベル型を切縁

からみるとH字型になる。この形質もモンゴロイ

ドに特徴的な形質と考えられてきた。シノドント

とスンダドントとを区別する形質としても採用さ

れている。しかし今回の調査結果では、日本人・

モンゴル人・ワヒータジク人の間の出現頻度の順

位は変わらないが、よりコーカソイド系とみられ

るパシュトゥン人やアフガニスタンタジク人にお

ける形質出現頻度が高くなり、シャベル型切歯の

出現頻度と対応していないことがわかる。別の言

い方をすると、ワヒータジク人ではシャベル型切

歯はかなりの頻度でみられるが、二重シャベル型

は全く出現しない。アフガニスタンの 2人種での

出現頻度が異常に高いのか、ワヒータジク人の集

団が異常なのかはわからないが、図 5a， bに示さ

れる形質と図 5c， dに示される形質が別の要因に

左右されていることだ、けははっきりしている。

つまり、上顎切歯のシャベル型切歯と二重シャ

ベル型切歯は、同じ「シャベル型切歯」という言

葉で表現されているが、実は形質の出現は互いに

相関していないのであろう。同じ歯の表(唇側、

二重シャベル型)と裏(舌側、シャベル型)に出

現する「シャベル型」という似たような形質の出

現が、異なる遺伝子に依存するらしい。解釈とし

ては、コーカソイド系に近くなるにつれ三重シャ

ベル型切歯の出現を促すようになっているか、あ

るいは特定の集団では二重シャベル型切歯の出現

を阻害する遺伝子が存在するのではないかと思わ

れる。いずれにせよ、二重シャベル型切歯の出現

を単純にモンゴロイド的形質として採用するのに

は問題があると思われる。

上顎側切歯の退化傾向に関しでも同じようなこ

とがいえる(図 5巴)。日本人からモンゴル人・ワ
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図6 上下顎小臼歯の非計測項目のパーセントグラフ
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a 上顎第一小臼歯の介在結節(近心辺縁部の小吹頭)， b:下顎第二小臼歯の唆合商溝のパターン。

ヒータジク人へと退化傾向が強くなっているの

に、パシュトゥン人とアフガニスタンタジク人で

は再び退化傾向が弱まっている。この形質だけみ

ると、パシュトゥン人やアフガニスタンタジク人

の方がモンゴル人よりもず、っと日本人に近縁なの

ではないかと思えるほどである。上顎側切歯の退

化傾向というのは、いったいどういう因子の支配

を受けているのであろうか?

第一切歯の翼状捻転(図 50は、モンゴル人

と比べて日本人においてはるかに大きな比率で出

現しているのが興味深い。ワヒータジク人ほかア

フガニスタンの 2人種ではこの形質は観察してい

ないので、これ以上のことはいえないが、この上

顎第一切歯の翼状捻転は一般的にコーカソイド的

形質といわれている。(他の形質と違い、この形

質の 日本人のデータは日本大学松戸歯学部学生の

ものである。)

4 )小臼歯の非計測形質

次に小臼歯の形質をみてみる。上顎第一小臼歯

の近心辺縁部に出現する介在結節に関しては、日

本人からアフガニスタンタジク人へのきれいな順

位傾向はみられない(図 6a)。日本人で介在結節

が非常に発達していること、また日本人ほどでは

ないがモンゴル人でもかなりの頻度で介在結節が

出現していることがわかる。しかしワヒータジク

人では全く出現せず、アフガニスタンの 2人種で

は多少の出現がみられることは、すでに報告した

(高井 ・松野、 1994)。一般にモンゴロイドで上顎

第一小臼歯における介在結節の出現頻度が高いと

されており、本調査の結果からも支持されるが、

ワヒータジク人で全く見られないのは少々異常で

ある。

下顎第二小臼歯の吹合面溝のパターンでは、他

の形質とは違った傾向がみられる(図 6b)。これ

までアフガニスタンの 2人種を除くと、日本人・

モンゴル人・ワヒータジク人という形質の出現順

位は一定であったが、この形質に関してはモンゴ

【
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d
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ル人でU型が非常に少なく Y型が多いという結果

が得られた。ワヒータジク人・パシュトゥン人・

アフガニスタンタジク人のJrI員できれいにU型の比

率が増えている (y型の割合が減っている)点と

比較してみると、多少不思議な気がする。また、

モンゴル人の下顎第二小臼歯にY型が多く、舌側

日交頭が二つ発達しやすいということを示してい

る。この形質に関しては、後でシノドント型とス

ンダドント型の形質比較の中でもう一度その意味

についてふれたい。

5 )大臼歯の非計測形質

まず上顎大臼歯の近心舌側部に出現するカラペ

リー結節の発達の程度についてみてみる(図 7a， 

b)。上顎第一大臼歯では、ワヒータジク人におけ

る出現頻度の異様な低さを別にすると、モンゴル

人で最も高い出現頻度を示す点が興味深い。カラ

ペリー結節の出現は一般的にコーカソイド的形質
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といわれているが、モンゴロイド系 2集団とコー

カソイド系 3集団で出現頻度に差があるとは思わ

れない。ここでもワヒータジク人での出現頻度の

低さが目立つ。一方、第二大臼歯ではどの人種集

団でもカラペリー結節の出現頻度は低い。

上顎第二大臼歯のハイポコーン(遠心舌側部の

第4吸頭)の退化傾向においては、上顎シャベル

型切歯ほどではないにしろ、ある程度の順位傾向

がみられる(図 7c)。コーカソイド 3人種に比べ

てモンゴロイド 2人種では、ハイポコーンの退化

傾向がやや低い。この形質に関して、シノドント

とスンダドントの比較では、スンダドントで退化

傾向が強いとされているが、日本人とモンゴル人

の間では、退化傾向にほとんど違いはみられない。

次に下顎第一大臼歯の唆頭と吸合面溝のパター

ンであるが、ワヒータジク人では調べていないの

で、残りの 4人種について比較してみた(図 7d)。

日本人では基本的(原始的)なパターンとみなさ

れているY5型(ドリオピテクス型)とその移行

型である十 5型がほとんどすべてであるのに対

し、モンゴル人では十 5型からさらに第五日交頭が

退化したと思われる十4型の割合が増えている。

パキスタンの 2人種で別の変形パターンであるX

5型、 X4型そしてY4型が出現している点が興

味深い。日本人における原始的形質の保持が非常

に特徴的である。

下顎第一大臼歯の屈曲隆線に関しては、日本人

(日本大学松戸歯学部学生)とモンゴル人しかデ

ータがないが、両者の間ではモンゴル人がはるか

に高い比率で屈曲降線が出現している(図 7e)。

後で触れるが、一般にシノドントとスンダドント

の比較では、この屈曲隆線はシノドントで高頻度

で出現するといわれている。

下顎第一大臼歯のプロトスタイリッドに関して

は、モンゴロイド系 2人種に比べると、アフガニ

スタンのコーカソイド系 2人種では明らかに低い

頻度でしか発現していない(図 7f)。しかし、ワ

ヒータジク人ではある程度発達した個体が多いの

が目立つ。一方第二大臼歯ではワヒータジク人で

の比率が高くなっており、この点は興味深い(図

7 g)。この形質に関しては、日本人のデータは全

て日本大学松戸歯学部の学生のものである。

下顎大臼歯における第六唆頭の出現頻度は、第

一・第二大臼歯ともにモンゴロイド系2人種の方

がコーカソイド系人種に比べて高頻度で出現して

いる(図 7h， i)。シノドントとスンダドントの比

較では、第一大臼歯の目安頭数が5吸E貫性であるの

がシノドント、 6唆E貫性であるのがスンダドント

とされている。日本人とモンゴル人の比較では、

モンゴル人の方がわずかに 60交頭性の割合が強

い。第七唆頭の出現頻度に関しては日本人のデー

タは日本大学松戸歯学部学生のものであるが、ど

の人種でも出現頻度は低く、ほとんど差はない

(図 7j， k)。モンゴル人で全く現れないことと、

ワヒータジク人で強く発達した個体が見られるの

が特徴的である。

6)モンゴロイド歯科形質群

前回の報告(高井 ・松野、 1994)でも述べたが、

ここでもう一度歯科人類学におけるモンゴロイド

の特徴というものを確認してみよう。モンゴロイ

ドで一般的にみられる特徴をまとめて、埴原

(1966)は以下のような形質群をMongoloidDental 

Complexとしてあげた。(1)下顎第一大臼歯の

屈曲隆線が多い。(2 )下顎第一大臼歯にプロト

スタイリッドが出現しやすい。(3 )下顎第一大

臼歯に第六唆頭がよく出現する。 (4)下顎第一

大臼歯に第七唆頭がよく出現する。(5 )上顎中

切歯にシャベル型が多い。一方、一般にコーカソ

イド的特徴として挙げられるのは、(1)上顎切

歯の翼状捻転が多いことと (2)上顎大臼歯にカ

ラペリー結節が多いことなどである(茂原、 1995)。

これらの形質群を、今回の調査結果で検討して

みよう。まず屈曲降線であるが、調査者によって

基準が違うので一概に比較はできないが、屈曲隆

線がみられるものは酒井ほか (1969、1970)によ

ると日本人で25%、パシュトゥン人で11%、アフ

ガニスタンタジク人で14%である。モンゴロイド

である日本人で高頻度で出現していることがわか

る。モンゴル人では「よく発達している」と「発

達している」の 2つのカテゴリーで40%を越え、

これに「やや発達しているj を含めると50%以上

に屈曲隆線がみられることになる。日本人と比べ

てもかなり高い。同じ酒井ほか(1969、70)で引

用されているほかの日本人の調査結果では30%を

越える値が示されているが、これより高頻度であ
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るといってもよいであろう。

下顎第一大臼歯のプロトスタイリッドと第6吸

頭の出現に関しては、パキスタンの 2人種で頻度

が低く、日本人とモンゴル人で比較的高い値を示

す。ワヒータジク人のデータの解釈は難しい点も

あるが、中間的な値を示していると言ってよいで

あろう。しかし下顎第一大臼歯の第七唆頭の出現

頻度に関しては、モンゴル人では全く観察されて

いないのにほかの4人種では5%前後の割合で観

察されている。この形質に関しては、モンゴ、ロイ

ドで高頻度で出現するとは言いがたい。

上顎中切歯(第一切歯)のシャベル型の出現頻

度については、すでに述べたようにモンゴロイド

に高頻度で出現する傾向をはっきりと示してい

る。しかし二重シャベル型に関しては、モンゴロ

イドで高頻度に現れるのは確かであるが、「出現

しない」ことが必ずしもコーカソイド的形質とは

いえないことは、すでに述べたとおりである。

逆にコーカソイド的形質についてみてみよう。

上顎第一切歯の翼状捻転に関しては、コーカソイ

ド系人種でデータを取っていないのでなんともい

えないが、現代日本人でかなりの頻度で翼状捻転

が見られる一方、モンゴル人でほとんど見られな

いのが興味深い。翼状捻転という形質は、第三大

臼歯の萌出にともなう(ともなわないこともある

だろうが)歯列不正にかなり関連していると思わ

れる。切歯以外の「歯並び」に異常が見られない

個体と異常が観察される個体とを区別しないと、

純粋な翼状捻転という形質を抽出できないのでは

ないだろうか。

上顎大臼歯におけるカラペリー結節の出現に関

しては、前述のようにモンゴロイドで低頻度でコ

ーカソイドで高頻度という傾向はみられない。今

回の調査結果からは判断すると、モンゴロイドと

コーカソイドの区分にカラペリー結節の出現頻度

を利用するのは無理のようである。ただし今回の

調査では、「カラペリー結節」という形質は上顎

大臼歯の近心舌側部に出現する小唆頭を全て含ん

でいるが、この吹頭を細かく分類することによっ

て別の結論が得られる可能性があるかもしれな

い。また酒井ほか(1969、1970)は 「類モーコ形

質群」としてさらに上顎第一小臼歯の介在結節と

下顎第一小臼歯の舌側岐頭の発達をあげている。

今回の調査結果をみる限りでは、介在結節はモン

ゴロイド系 2人種でかなり高頻度で出現してお

り、今後モンゴロイド複合形質のひとつとされる

可能性は高いと思わ，れる。しかし下顎第二小臼歯

の舌側唆頭ついては、モンゴロイド系 2人種とコ

ーカソイド系 3人種の問である程度の差が見られ

るが、これを舌側唆頭の発達としてよいかどうか

は多少疑問が残る。

以上、モンゴロイド歯科形質群として可能性の

あるいくつかの形質を検討してみた。本稿の結論

としては、以下の 5形質に関してはモンゴロイド

的歯科形質として採用しでも問題ないものと考え

る。(1)下顎第一大臼歯の回曲隆線が多い。(2) 

下顎第一大臼歯にプロトスタイリッドが出現しや

すい。(3 )下顎第一大臼歯に第六唆頭がよく出

現する。(4 )上顎中切歯にシャベル型が多い。

( 5 )上顎第一小臼歯に介在結節が出現しやすい。

このほかに下顎第二小臼歯の舌側吸頭の発達と校

合面溝のパターンも有望であろう。しかし埴原が

何度も指摘しているように (Hanihara，1966; 

1968)、これらの形質はそれぞれ単独でモンゴロ

イドという人種を規定しうるものではなく、あく

までも形質群として出現頻度の傾向からモンゴロ

イド的という判断を下すものであることは、注意

する必要がある。例えばワヒータジク人のように、

特定の人種集団ではいくつかの形質(上顎切歯の

二重シャベル型や第一小臼歯の介在結節など)が

全く観察されないという「異常な」現象が起こり

うることも十分に考慮しなければならないであろ

つ。

さらに以下で検討するように、シノドントとス

ンダドントという形質のクライン (cline:連続的

変異)がモンゴロイドの中に存在していること自

体、モンゴロイド(に限らず)人種を規定するこ

との難しさを示していると思われる。

7)シノドントースンダドン卜対立仮説の中での

モンゴル人の位置づけ

今回の調査で対象となった(診療所に訪れた)

現代モンゴル人は、外見は典型的なモンゴロイド

的特徴を示している者が多かった(図 2)。頬骨

が突出した扇平な顔面・黒色の直毛・ 二重険 ・黒

い瞳など、いわゆる北方型モンゴロイド的特徴を
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示しており、我々現代日本人よりもはるかに「典

型的なモンゴロイド」のようにみえる。ウランパ

ートルの街中を歩いてみると、眼が青い人などを

時折見受けることがあるが、しかし少なくとも

我々の調査中に診療所に訪れた人たちの中には、

そういった「コーカソイド」的な外見を示す人は

いなかった。

本調査のテーマである一般的な歯科形質におい

ても、他の 3人種に比べるとはるかに日本人と似

た傾向を示している。しかし各形質をある観点か

ら細かく検討してみると、両者の間にも形態的な

違いがひとつの傾向をもって見えてくる。すなわ

ちシノドントとスンダドントという座標軸であ

る。

ここでもう一度シノドント集団とスンダドント

集団という形質集団の概念を整理してみた(表 1、

図3)。これらの形質のうち、どの形質を採用す

るかは研究者によってかなり違いがある。また、

ここに示したいくつかの形質の中で、歯根などの

形質は今回のような現代人の歯形を採取しておこ

なう調査では観察することができないいで示す)。

しかし残った形質に関しては、日本人とモンゴル

人の間で明らかに一つの傾向が見てとれる。まず

上顎中切歯の翼状捻転は日本人の方が高頻度で出

現している(シノドント的)。また上顎切歯のシ

ャベル型 ・二重シャベル型ともに日本人の方がは

るかに出現頻度が高い(シノドント的)。上顎第

一小臼歯の介在結節の出現頻度も臼本人の方が高

い(シノドント的)。日本人では下顎第二小臼歯

の舌側吹頭が二つ発達する傾向が弱い(シノドン

ト的;モンゴル人では舌側唆頭が二つ発達して、

岐合面溝がY型になる傾向が強い)。下顎第一大

臼歯に第六唆頭が出現する傾向が日本人の方が高

い(シノドント的)。全体的な歯の大きさも日本

人の方が大きい(シノドント的)。こういったシ

ノドントとスンダドントという対立概念として上

げられる全ての形質において、現代日本人の方が

現代モンゴル人よりも、よりシノドント的傾向を

示している。今回の調査では、モンゴル人と日本

人というわずかに 2人種集団を比較検討してして

いるにすぎないが、解析結果を見る限り、モンゴ

ロイド集団内でのシノドント型とスンダドント型

という対立概念の存在を支持していると思われ

る。また同時にこの解析結果は、「日本人の方が

よりシノドント的であるj という仮説を示唆して

いる。この作業仮説を元に、日本人とモンゴロイ

ド大集団の成立に関して検討を加えてみようと思

つ。

日本人の成立自体に関しては、スンダドント型

の縄文人が日本列島に先住していて、その後シノ

ドント型の弥生人が侵入し、両者が混血して現代

日本人が形成されたと現在のところ考えられてい

る (Matsumura，1995など)。このシナリオーからす

ると、南方系であるスンダドント型集団が元とな

っている(と考えられている)日本人の方が、大

陸内部とはいえより北方に分布するモンゴル人よ

りも、よりスンダドント的傾向が高いのではない

かと予想される。しかし今回の調査結果は、現代

モンゴル人よりも現代日本人の方がよりシノドン

ト的であることを示している。この結果の解釈に

ついては様々な可能性があり、今回の結果だけを

取り上げて普遍化するのは問題があろう。しかし

一応シノドント集団とスンダドント集団の成立を

中心に、今回の調査結果を検討してみよう。

まずこの結果はおおむね正確に日本人とモンゴ

ル人の 2集団の成立の過程を示しているのであ

り、現代日本人はモンゴロイド集団の中でかなり

典型的なシノドント型集団であるとしてみよう。

もちろん 「原日本人jである縄文人は南方系のス

ンダドント集団であったから、その後のシノドン

ト型集団である弥生人が大量に移入し、現在の

「典型的シノドント型」の現代日本人を構成する

ことになったわけである。 一方モンゴル人は、中

国大陸内での民族移動の影響でかなりの混血がお

こなわれており、現代日本人に比べるとシノドン

ト的傾向は弱くなっているということになる。島

国である日本では、朝鮮半島を経由したと思われ

る弥生人の移入を除けば、過去に大規模な侵入

(侵略)や異民族による征服といった行為がなか

ったため、弥生人が大量に移入した後はシノドン

ト集団としての純粋性を保つことができたのかも

しれない。しかしここで問題になるのは、はたし

てシノドントはスンダドントと比較した場合、原

始的形質 (primitivecharacter)なのかそれとも派

生的形質 (derivedcharacter)なのかという点であ

る。
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シノドント型歯列集団とスンダドント型歯列集

団という概念は、アリゾナ大学のTurnerが最初に

提唱した物であるが、彼はその説の中でスンダド

ント型歯列の方がより原始的であると述べてい

る。もし彼が主張するようにスンダドント型が原

始的であるならば、以下のようなシナリオが考え

られる。もともとスンダ大陸(現在のマレ一半

島・インドネシア ・カリマンタン島など)に分布

していたスンダドント型集団が北方に分布を広

げ、そのうちの一部(縄文人?)は日本列島に侵

入し、 一方中国北部やモンゴル高原付近では、こ

の分布を広げたスンダドント集団の中から派生的

形質をもったシノドント集団が出現し、やがてそ

の分布を広げて(弥生人として?)再び日本列島

に侵入したということになろう。この場合、中国

大陸に残ったシノドント集団は形質が安定する程

度の隔離期間を経た後、再び南方のスンダドント

集団と接触をはじめ、スンダドント的要素が混入

してきたことになる。このシナリオの場合、北方

のシノドント集団と南方のスンダドント集団は、

接触と断絶をかなり長期のサイクルをもってくり

返したものと考えられる。そうでなければ、スン

ダドント型から 「進化した」と考えられるシノド

ント型人種集団が、十分な人口(遺伝子プール)

を確保し得ないからである。しかし、揚子江など

の大河を聞に挟むとはいえ、地続きの中国大陸内

でこのように接触と断絶が長期に渡って生じるも

のであろうか?

ではMatsumura(1995など)などが主張するよ

うに、シノドントが原始的であるとするとどうで

あろうか。中国大陸北部を中心として分布してい

たシノドント集団は、南方に分布を広げスンダド

ント集団を生みだし、このスンダドント集団の一

部が日本列島に侵入し(縄文人?)、その後シノ

ドント集団(弥生人?)が遅れて侵入してきた。

このシナリオの場合、何故最初に大陸北部にいた

シノドント集団が日本列島に侵入しようとしなか

ったのか不思議である。

いずれの説も、もう一つ説得力に欠ける感は否

めない。これは、スンダドント集団とシノドント

集団という三つの形質集団を、一方が他方を直接

生み出したものとして東アジア地域のみを進化の

場として限定して、直按的な原始的一派生的関係

ばかりを強調しているためではないだろうか。こ

こで視野をもう少し広げて、両者がもっと古い時

代にアフリカあるいは西南アジア方面で分化した

形質集団として考えてみると、これまでの議論が

意味を持ってくる。つまり両者が属するモンゴロ

イド集団がおそらくアフリカのネグロイド系集団

から分岐して西南アジア付近(? )で集団として

確立した後、その原始的な集団が大別して北方系

と南方系とに分かれて、互いにある程度の接触を

保ちながら東へと分布を広げていったと考えてみ

てはどうであろうか。ヒマラヤ山脈を北(モンゴ

ル高原)と南(インド)に分かれて、その間ある

程度の接触を保ちつつ移住してきた二つのモンゴ

ロイド集団が、中国大陸で再び広範囲に渡って接

触するようになったと考えるのである。この 2集

団のうち先に日本列島に侵入したのは南方ルート

をたどったスンダドント型縄文人であり、後に北

方系のシノドント型の弥生人が侵入した。日本列

島ではこの後、大きな侵入・征服は起こらなかっ

たが、大陸では中国王朝やモンゴル帝国など支配

民族が何度も交代し、南北の民族交雑がおこなわ

れたと考えたい。

実はこういった北方ルートと南方ルートという

概念は、すでに馬場 (1995)がユーラシア大陸に

おける原人の進出経路(北回廊と南回廊)として

提案しており、我々の考えが厳密なオリジナルで

あるというわけではない。しかし、全く違ったデ

ータの解析から似たような発想が生まれてくると

ころに、この仮説を検討する価値があると思われ

る。

以上、今回の調査結果から様々な議論をおこな

ってきたが、こういった問題点を解決するにはも

う少しサンプル数と調査対象の集団を増やさなけ

れば、あまり説得力のある議論には成り得ない。

今後、東シベリア・満州・朝鮮半島・中央アジア

などの東アジアのモンゴロイド諸集団の調査を継

続することにより仮説の検討がおこなわれること

になるであろう。東アジアのモンコ辛口イド集団を

対象とした我々の調査はまだ始まったばかりであ

り、調査対象も今のところ(モンゴロイドとして

は)日本人とモンゴル人だけである。したがって、

この解釈はこれからの作業仮説でしかないが、シ

ノドントという仮説上の集団が、実は現代日本人
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で典型的に現れている可能性は大いにあり得るの

ではないだろうか。
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