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アムールトラの犬歯に形成された異常な咬耗について

On the unusual abrasion groove of the lower canine
of an Amur tiger.
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Abstract： Reported here is a case unusual abrasion of the teeth of an Amur tiger 18 years old. The buccal side of 
both lower canines have strong and deep trench-like wear, made by a bad bite between upper canines. 
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はじめに

古脊椎動物の研究を進めていると，しばしば骨の病気や

奇形など正常の形態でないものが発見される．古病理学

Palaeopathology (Tasnadi-Kubacska, 1962)の対象の一つに扱

われているが，病的なものや奇形のもの以外に人為的に加

工または破壊によるものか自然に形成されたものかの区別

のつけにくいものがしばしば見られる。こうしたものは原

因の追究が難しいため，研究例は少ない．しかし，人類の

出現以来，人間が食糧として狩猟をするようになってから

は，獲物を解体したり，破壊あるいは加工するなど様々な

状態のものが残されている考古学遺跡からの材料は厖大な

ものが知られている．報告で類例を取り上げて比較議論す

る予定はない．ここに記載するアムールトラの咬耗の例は

人為的なものとの自然物との区別に役立つ一例として記録

しておくことには将来問題解決に役立つであろう．

日本国内で人為的な加工物と考えられたもので後日，自

然環境によるものとされた 1，2例を挙げ，多くの資料の

情報や知見の重要さを紹介し，本報告の意義を理解して頂

くことを期待するところである．

一例は沖縄県伊江島産シカ化石の中に古代人による人為

的加工物について (Tokunaga，1936)報じられたもので，

いわゆる“叉状骨器”と呼ばれていた．伊江島第 2号半洞

窟出土の標本として直良 (1954:123,fig.74)が図示したもの

は加工品らしく見える．これは第二次大戦によって焼失し

たので再検討出来ない．同じ伊江島の空港近くにあるゴヘ

ズ洞から数千個，推定 1000頭近いシカ類化石が産出した．

そのシカはリュウキュウムカシジカとリュウキュウキョン

と呼ばれるものである．個体発生的な研究が出来るほど生

長段階の違うものが産出しているが，この中からも“叉状

骨器”とされるものが相当数含まれていた．これらを研究

した加藤晋平 (伊江村教育委員会，1978)は現在のシカな

どの食性の比較研究を行い，“叉状骨器”というのは人為

的加工物ではなく，単に同じシカの仲間によって骨を“咬

む”とか“引き切る“といった行動の結果生じたものと推

測された．さらにここで重要な問題は，これら 2種類のシ

カは沖縄本島各地で共産することが知られている．一方，

沖縄から港川人や石垣島の旧人類化石が知られているが，

シカ類生存時に港川人ら旧人類が共存したことはまだ証明

されていないので人為的加工の可能性を主張するには今一

要旨：浜松市動物園ではドイツで1992年に生まれた3才のアムールトラの雄個体を1995年から2010年まで，
15年間飼育していた．このアムールトラの下顎犬歯には左右共に歯髄に達するほどの深い溝を形成する異
常な咬耗がみられる．稀な例と思われるので記録にとどめる．

キーワード：アムールトラ，哺乳類，異常咬耗，病理学．
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つ根拠が不充分だといえる．

さて，もう一例を挙げておく．それは，ナウマンゾウの

牙で作られたヴィーナス像か？というものである．一点は

瀬戸内海の小豆島沖から底引き網にかかって引き上げられ

たナウマンゾウ化石標本で (長谷川 , 1975)，2点は長野県

北部野尻湖の湖底堆積層から採集されたナウマンゾウの牙

(野尻湖人類考古グループ , 2012)である．これらはいずれ

も牙の先端に，大きく，深いくびれがあり，その後端から

は折れていて，そのくびれは人為的と考えられ，いずれも

ヴィーナス像として加工したか更に加工しようとしたもの

ではないかと推測された．その後，春成（1990）は「象が

つくったヴィーナス」という表題で興味深い報告をした．

彼は，現生アフリカ象やゴンホテリウムといった古い象化

石（Makiyama, 1938）などの牙の先端には変わった抉り形

態が観られる．このようなものと比較すると，ナウマンゾ

ウの牙から作られたヴィーナス像ではないかという人為説

は肯定しがたく，それは象自体が生存中に形成されたくび

れであり，自然現象の産物だと結論した。しかし，ウクラ

イナのモロドヴァ遺跡などから類似のものが産出している

ことを挙げ，人間が二次的に手を加えた可能性があるかど

うかは個別に検討されるべき問題であろうという稲田

（1989）の意見を紹介して自為か自然かの区別には微妙な

問題のあることを指摘している．ここで“象がつくった”

という意味は人間が意識的に作った人為的な産物とは意味

が異なる．

自然に形成された産物だとしてもその出来方を説明でき

ない形状のものがよくある．丹念に色々な例を記録してい

く他ない．アムールトラの犬歯に形成された過剰な咬合に

よる磨耗の例は殆ど知られていないので記録にとどめるこ

ととした．

過剰な犬歯の磨耗

ここに記録するアムールトラの個体は 1992年にドイツ

で生まれ，1995年から 2010年まで浜松市動物園で飼育し

ていた 18才の雄個体のものである（名称：ルー，国際血

統登録番号 :3920)．死因はリンパ腫とされており，下顎犬

歯の磨耗の関係は不明である．左右下顎犬歯の頬側の咬耗

は異常なほど大きく，強く，深い咬耗は歯髄まで達してい

るため，良く食べられなかったのではないかと思われる程

であるが，動物園の飼育下ではとくに異常がみられなかっ

たという．

当該個体の頭骨および下顎骨全体には病的な骨の異常は

とくにみられない．顎関節も正常で歯全体の咬合は左右の

下顎犬歯を除いて異常はないようにみえる (図版Ⅰ‐A,B)．

本例での犬歯の咬耗は下顎犬歯に顕著で，上顎犬歯は先

端に僅かに咬耗が観察される．臼歯は第 4前臼歯の原錐

(protocone)と第 1大臼歯に咬耗がみられる以外は顕著な磨

耗は見られない．他方切歯は上下の全てに咬耗がみられる．

下顎犬歯の咬耗の度合いは，左右ほぼ同じ程度である

(第 2図，図版Ⅰ‐ B，Cと図版Ⅱ‐ A～ G)．歯冠先端

に磨耗が少しみられる．頬側からみると歯冠の下部半分以

上，下端は歯根部までえぐれて下顎骨に達する．全長 5cm

以上，幅 1.5cm，深さ 1cmほどの深い溝を作る (第 2図，

図１　A． アムールトラ ( ♂ ) 上下の犬歯は下の犬歯が近位に上の犬
歯は遠位に位置するが，左右ともに咬合関係にある．

　　　　（図版ⅠのＢ，Ｃ参照）
　　　B． 口を閉じた状態では，上下の各切歯はよく咬合し，下顎の

犬歯舌側は上顎第 3 切歯の頬側面と強く咬み合い，下顎犬
歯の舌側に強い磨耗痕を作る．（図版 2 の E と H，第 2 図
B1，2 を参照）
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図版Ⅱ‐ C，F)．中央に長さ 1cmほど歯髄 (dp)の穴が透

けて見られる．後方からみると歯冠の中程が三角形に磨耗

し，その面は舌側まで広がっている (図版Ⅱ‐ B)．背側

からみると舌側に向って深い湾凹を形成し (図版Ⅱ‐ A)

頬側面からみると歯冠舌側の後縁の一部は削り取られて段

差ができている (図版Ⅱ‐ C，F)．上顎と合わさせると上

顎犬歯が図版Ⅰ‐ B，Cのように下顎犬歯を削りこみ，完

全に咬合させると第 1図 B，図版Ⅰ‐ Dのようにぴたり

と咬合する．この時図版Ⅰ‐ B，Cのように下顎犬歯は遠

位側が半分以上ないようにみえる．しかし第 1図 Bおよ

び図版Ⅰ‐ Dでみられるように唇側からみるとそれほど

削られているようにはみえない．上下切歯，犬歯の接触面

はぴったりしている．左右上顎犬歯の遠心側切縁は波状の

磨滅がみられるが，単なる咬耗とは思われない，金網など

噛んだためかもしれない．

当該標本でみられるように，この下顎犬歯の磨耗は上顎

犬歯との咬合によるものであることが判るが上顎犬歯の咬

耗は明瞭でなく，一方的に下顎頬側がえぐられており，下

顎犬歯咬耗面には縦に走る條線が観察される（図版Ⅱ‐

D，G）．左右下顎犬歯舌側の低い切縁はほぼ消滅し，歯冠

中央に上顎第 3切歯の頬側面との咬合した上下に長亜三角

形の磨耗面がみられる（第 3図 ,図版Ⅱ‐ D，G）．上下犬

歯の磨耗の差はあまりにも大きい．

結語

浜松市動物園で飼育されていたアムールトラはドイツの

動物園より譲渡されたもので年令は 18才である．このア

ムールトラの下顎犬歯には上顎犬歯との強い咬合により異

常なほど深く大きい溝を作るほどの磨耗が生じた．

下顎犬歯は左右ともほぼ同じ磨耗状態で，深いところで

は歯髄が露出している．

咬耗の範囲はほぼ歯冠の半分近くに及ぶ，さらに咬耗面

は歯根まで延び下顎骨歯槽縁にまで達する．

アムールトラ（♂）頭骨計測値
（単位mm)

アムールトラ（♂）下顎骨計測値
（単位mm)

基底全長 380 下顎長 240

基底長 335 下顎犬歯間幅 35

左右頬骨弓間幅 284 左右犬歯先端部幅 70

吻部（上犬歯外側）間幅 114 左右犬歯歯根遠心部幅 60

眼窩下孔部間幅 94 関節突起長 70

眼間部最小幅 74 関節突起間幅 90

頬骨前頭突起間幅 155 下顎臼歯列長 70

前頭骨頬骨突起間幅 105 M1遠位部における下顎体高さ 52

乳頭突起間幅 152 P4付近下顎体最大厚 23.5

考察

骨の異常，他の歯の咬合にはとくに異常がみられないの

で単に上顎犬歯が舌側に強く寄ったため下顎に異常な圧力

を与え，咬耗溝を形成したと思われる．

この咬耗により当該アムールトラ個体の寿命に影響が

あったかどうかは解剖所見ではみられなかった．

図２．アムールトラ下顎犬歯 ( 左右 ) の頬側に出来た深い咬耗溝を
示す．1，左犬歯．2，右犬歯．c，歯頚線．dp，歯髄．e，歯冠の
エナメル．

図３．下顎犬歯 (1 は左，2 は右 ) 舌側にみられる上顎第 3 切歯頬側
面との咬合によって出来た咬耗面 ( 斜線部 )．c，歯頚線．t，近位舌
側の切歯下端のエナメル小瘤．
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図版の説明

Plate I．浜松市動物園で死亡したアムールトラ Amur tiger( ♂ ) Panthera tigris L., 
　　 名称ルー，国際血統登録番号 3920 の頭骨．年齢 18 才．大きさほぼ同一縮尺．
　　　A．背側面．頬骨弓強く張り出し，前頭骨の頬骨突起，矢状稜発達し，項陵後方へ

大きく突出する．
　　　B．左頬側面．上顎犬歯と下顎犬歯が強く咬合し，下顎犬歯遠位部が大きくえぐれ

ている．
　　　C．下顎犬歯に上顎犬歯がくい込んでいる様子を示す．
　　　D．上顎犬歯とくに先端が左右ともに下顎犬歯より内側に位していることに注意．

Plate II．Plate Ⅰで示したアムールトラの下顎犬歯にみられる極度な咬合による磨耗の
　　状態を示す．B ～ H の大きさは不定．
　　　A．背側面．犬歯，切歯の咬耗．左右犬歯の頬側（↑印）が強く，えぐられている．

切歯の尖頭も咬耗が激しい．
　　　B．遠位側から見た犬歯の咬耗面．
　　　C．左下犬歯の頬側よりみた咬耗面．咬耗は歯冠から歯根まで広く，歯髄に達する

深さである．
　　　D．Cの遠位側にみられる咬耗面の條痕．各條痕は近位側に僅かに湾曲している．
　　　E．左下犬歯の舌側の咬耗．上第 3切歯の頬側面と咬合して舌側切縁の過半部が消

失している．t，舌側切縁下部のエナメル小瘤．
　　　F．右下犬歯の頬側の咬耗．左犬歯とほぼ同じように長く深く骨髄に達する溝を形

成する．c，歯頚線．
　　　G．下の咬耗の遠位部にみられる強い條線．やや近位に湾曲した條線は上犬歯の湾

曲に近い．
　　　H．下右犬歯の舌側の咬耗．左 (E)と同様に内側切縁を中心に咬耗が進んでいる．t，

切縁下部のエナメル小瘤．
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Plate Ⅰ

77



長谷川善和・木村敏之・浜松市動物園

dp

Plate Ⅱ
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