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要旨 :1930年代から1950年代にかけて米国で活躍した作家, レイモンド・チャンドラーの作品の中

に,歯 や田腔周囲の描写など,多 くの歯科に関連した記述があることはあまり知られていない。本稿

ではどのような場面で歯科に関連した記述が用いられているのかりまた小説が書かれた当時の歯科医

学はどのような状況にあつたのか,等 について考察を試みた.そ の結果,作 品の中の歯科に関連した

記述は,各 場面の情景を表す手段として,さ らには登場人物キヤラクターを表現する手段として効果

的に用いられていた。これらの作品の時代的バックボーンとなつたと思われる,1000年 代中期から

1900年代中期にかけては,歯 科医療の技術が革新的に進歩した時代であつた.チ ャンドラーはその

点に注目し,自 身の小説に当時としては最先端の歯科に関連した記述を多数取りいれることによつ

て,話 題性に富んだ質の高い作品を目指したものと思われた,
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緒 言

レイモンド・ソーントン ・チャンドラー (以下

チャンドラー)は ,1930年 代か ら1950年代にか

けて米国で活躍 した推理小説作家である 彼 の作

品の多 くは本邦でも翻訳され,広 く親 しまれてい

る.チ ャンドラーの文章は,翻 訳 した清水俊二氏

によれば,「英語教師なら教科書に使いたいほど

合蓄のある文章」
1)と

して知られているが,そ の中

に歯や,日 腔周囲の描写など,多 くの歯科に関連

した言己述があることはあまり知られていない 歯

科技工の技術について詳細な記述がなされ,そ れ
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が物語の成立に重要な役割を果たしている作品も

あり,チ ャンドラーの歯科に対する造請の深さが

窺われて極めて興味深い。本稿ではチャンドラー

の長編,「高い窓」,「大いなる限りJ,「長いお別れJ

の中から, どのような場面で歯科に関連した記述

が用いられ,そ れがどのような効果をもたらして

いるか,小 説が書かれた当時の歯科医学はどのよ

うな状況にあったのか, また当時の人々の歯科に

対する意識はどのようなものであったのか,等 に

ついて考容を試みた。

作品中の歯科に関連した記述について

1)高 い窓から

チャンドラーによって 1942年に 上梓 された

The High Window(邦題 :高い窓)は ,歯 科技工

技術を使って金貨を偽造することが,物 語の成立

に大 きな役割を果たしている作品である.カ ル

フォルニアに住むエリザベス・ブライト・マー ドッ

ク夫人が所蔵していた高価な金貨ブラシヤー ・ダ

ブルーンが盗難にあい,そ の金貨の行方を捜す依

頼を,主人公の私立探偵フイリップ・マーロウ (以
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図 1

下マーロウ)力 受`けるところから物語は始まる.

マーロウは捜査の過程で,事 件に関わっている人

物の一人,エ デイ・プルーから,以 下のような記

載のあるコピーを受け取る

灰色の社名入り請求書のカーボン・コピー

だった 「カル ・ウェスタン歯科医療材料協

会」という文字と所番地.請 求書は,カ ー社

のクリストボライト三十ポンド,十 五 ドル七

十五セント,ホ ワイト社のアルバス トーンニ

十五ポンド,七 ドル七十五セント,そ れに税

金がついていた.宛 名はH・ Rテ イーガー,

買い手が品物を引き取 りにくる「留置き」で,

「支払済み」というゴム印が押 してあった。

(高い窓よリ
カ
)

ここに記載のあるカー社,ホ ワイト社は, よく

知られているように歯科材料や歯科医療器械メと

カーとして,現 存しているメーカーであるゃ筆者

は,当 時の製品の資料が残っていないか,米 国の

両社に問い合わせたところ,ホ ワイト社から回答

があり,1844年 から1994年までの社史をお送 り

いただいた (図1)〕。それによると,小 説本文中

!Ⅲ中 やすやすrafOrmゃ―や|→■||―
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にある当時のアルバス トーンについての記載は残

念ながらみられない。しかし,当 時の歯科技術の

一端を知るもの として,1947年 に鉄製の柄部に

カーバイ ト製の頭部を蝋接 した,2層 構造のカー

バイ トバーが始めて開発されたことが記されてい

る (図2)。その翌年,1948年 には,ス トツクホル

ムの歯科医ノーレンによってエアータービンが開

発されているが
り
,同 社はその 9年 後,1957年 に,

「Airotor」としてエアータービンを商品化してい

る
'.こ のように,当 時は現在の歯科治療では当

たり前になっている,多 くの歯科医療機器が次々

と開発,商 品化されつつあった時期であった。

マーロウはH・Rテ イーガーなる人物が,盗 難

にあった金貨を購入しようとしたコイン商が店を

構えている同じビルの中で,歯 科技工所を開業し

ている歯科技工士であることに気がつく な ぜ歯

科技工士が事件に関わつているのだろう? さ ら

にマーロウにコピーを渡したエデイ ・プルーと,

次のような会話を交わす場面が描かれている。

「やかましい あ の歯医者の材料が何に使

われるのか知ってるのか」

「ああ,調 べたよ。アルバストーンは歯と

歯の筒洞の型をとるのに使うものだ 非 常に

硬い微粒子で,細 かな部分の型まできれいに

とれる.も うひとつの物質, クリストボライ

トは蝋型から蝋を溶かし出すときに使われ

る.高 温でも形くずれが少ないので使われる

んだ。わざわざ話すまでもないと思うがね」

「金の充填物の作り方も調べたんだろうなJ

と,エ デイ・プルーがいった

「今日,2時 間かけて調べたよ`専 門家なみ

に詳しくなった そ れでどうなる」。(高い窓

より
〕
)
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やがて金貨は持ち主に戻されるのだが,マ ーロ

ウは, これまでのいきさつから,戻 った金貨はこ

の歯科技工士によって精巧に作られた偽貨である

ことを突き止める.以 下はその作製方法を記述し

た一節である.

バニヤーという男とテイーガーという男が

あることを思いついた。「ティーガーはモー

ニングスター老人の入っていたベルフォン

ト・ビルの歯科技工士だった。思いつきとい

うのは数の少ない高価な金貨を偽造すること

だった。売りさばけないほどめずらしくはな

く,だ が高価な値がつくめずらしい金貨だ.

彼らの考えた方法は,歯 科技工士が金の充填

物を作るその方法だ。材料も,道 具も,技 術

も必要なものは同じだ。つまり,'金で本物と

寸分ちがわぬものをまねて作るには,ア ルバ

ストーンと呼ばれる硬い粉末状のセメントの

中に鋳型を作り,そ の鋳型の中で蝋を固めて

細部のすみずみまで本物そっくりのレプリカ

を作る。それからクリストボライトという,

ゆがみを生じずに高熱に耐える性質の別のセ

メントの中で,彼 らのいうところの脱づめを

行う。蝋からはスチールのピンをさして,外

に向けて小さな穴を開けておき,セ メントが

回まったらこのピンを抜く.つ ぎにクリスト

ボライトの型を火にかけ,蝋 が溶けてこの小

さな穴から流れ出ると,後 にオリジナルの外

側だけの型が残る.こ れを遠心分離機のるつ

ぼにとりつけて,溶 かした金をるつぼの遠心

力を利用して型の中に注入する.そ れからク

リストボライトが熱いうちに冷水をかけ,そ

れが粉々に崩れると,小 さな穴だったところ

に金のピンがついた金の本体が残る。金のピ

ンを切断して,本 体を酸で洗って磨くと,現

れるのは,この場合は,真新しいブラシヤー・

ダブルーンだ。純金製でオリジナルと寸分か

わらない。わかってもらえたかね」.(高 い窓

より
分
)

ロス トワックス法による金Iイン

1 9 0 7年にウイッキャム ・ヘ ンリ

レー鋳造法は,
一 ・タガー トが

ニューヨークで発表したのが最初であったといわ

れている°。それから約 35年 の後,当 時としては

最新の鋳造技術が,推 理小説作家の手によって詳

細に記述されている点でこの記述は圧巻である.

この部分を読んだだけでは,歯 科医師, もしくは

歯科技工士でなければ, どのようにしてオリジナ

ルと寸分かわらない偽造金貨ができるのかを明確

に理解するのは難 しいかもしれない。しかし,

チャンドラー自身は, 自身の小説の重要なモチー

フとして用いることができるほど,金 インレー鋳

造法を詳細に知っていたのである。何らかのきっ

かけがなければ,このような方法があること自体,

知 らなくても不思議はない。あるいはチャンド

ラーに,金 インレー鋳造法について,ア ドヴアイ

スした者がいたのかもしれないが, 日頭あるいは

書籍等で説明を受けただけでは, どのようにして

インレーができるのかを理解するのはやはり難し

かったと思われる.と すればやはり実際に鋳造過

程を見たことがあるか,あ るいは自身に鋳造作業

を行った経験があった, と考えるほうが自然であ

ろう.チ ャンドラーは小説家として成功する以前

に,手 当たり次第の職についていたといわれてい

るが, この時期に歯科技工などの仕事に関わって

いた時期があるのかも知れない.彼 の作品の中

に,多 数の歯科や歯や口元についての記述がある

点を鑑みれば,歯 科,あ るいは歯科技工に関連し

た仕事に就いていた可能性は高いと考えるべきで

あろう。しかし,残 念ながら公式にはそのような

記録は確認できていない。

やがて,マ ー ドック夫人とその秘書が長年にわ

たり恐喝を受けていた事実が判明する。その恐喝

の題材となっていたのは,マ ー ドック夫人が当時

の夫を窓から一「高い窓」から一突き落としてい

る瞬間を撮影した一枚の写真の存在であった.偽

造金貨から端を発した事件は,10数 年前,夫 人が

関わった殺人事件に発展していくのである.

2)大 いなる眠りから

The Big Sleep(邦題 :大いなる限り)は ,1939

年に上梓された.マ ーロウは体が不自由な富豪の

老人,ガ イ ・スターンウッドから,老 人に対する

恐喝の件で相談を受ける.老 人には二人の娘がい

るのだが,下 の娘,カ ーメン ・スターウッドの素

行を問題にした恐喝であった。マーロウは恐喝者

と折 り合いをつけて欲しい, という老人の依頼を
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引き受ける マ ーロウは,恐 喝者の下で,麻 薬を

うたれていたカーメンを故出するのだが,そ れが

きっかけとなってカーメンから好意をもたれるよ

うになる 依 頼者の娘からの誘いをマーロウは当

然拒絶するが,拒 絶を受けたカーメンは,そ れま

でとは豹変 した状態に陥る。以下はそのときの

カーメンの異常な状態を記した一節である

私は目をそらせた.が ,急 に彼女の呼吸が

激しくなるのがきこえた。私は驚いて思わず

彼女を見た 彼 女は全裸のまま床にすわって

いた 両 手をつき,日 を少しあけ,顔 は骸骨

みたいだった は げしい息が自分でも止めら

れないように, 日からはしり出ていた。日の

底には何かあった。いままで,ど んな女の日

の中にも見たことがないような何かだった。

やがて, くちびるがゆっくり動いた。まるで

人形のくちびるがゼンマイ仕掛で動いている

みたいだった。彼女はすさまじい罵言を吐き

つけた。
一中略―

彼女の歯はかちかち音をたて,日 からもれ

るひゅうひゅういう音は,鋭 く凶暴になった.

(大いなる限り
のより)

マーロウはこの一件から, カーメンが何らかの

精神的問題を抱えているのではないか ? と 考え

るようになる。マーロウはカーメンに空包を装て

んしたピス トルをもたせ,二 人きりになる機会を

つくって身を呈した賭けにでた。以下はその時に

起こったことを述べた一節である

私が溜桶を回って彼女から十フイー トほど

のところ,溜 桶の端まで引き返 したとき,彼

女は小 さな鋭い歯を全部見せながら拳銃を上

げ,日 からひゅうひゅう音を立てはじめた。

「そこに立っておいで。とんちき」

銃日は私の胸をねらった。手はふるえてい

なかった.ひ ゅうひゅうと吐く呼吸が次第に

高まり,顔 は骸骨みたいになってきた。急に

老け,荒 れすさみ下等動物みたいになった。

かわいい動物ではない

私は彼女の顔を見ながら大声で笑い,彼 女

に向かって歩きはじめた,引 金にかかった彼

女の小さな指が引き締まり,指 先が白くなっ

た。私が 6フ イー トぐらいまで近づいたと

き,彼 女は射ちはじめた

一中略―

彼女はさらに二度つづけて発射 した.非 常

な速さだった ど の弾丸 も命中したにちがい

ない。拳銃には 5発 はいっている。彼女は 4

発射った。私は彼女に突進 した

最後の一発をまともに顔に受けるのはや り

きれないので,私はさっとからだをかわした

彼女は全然平気でその一発を注意がか く私に

ぶっぱな した。火薬の熱い呼吸が感 じられ

た。

一中略―

からになった拳銃を持った彼女の手は,激

しくふるえはじめた。拳銃が手から落ちた.

口もふるえは じめた 顔 が くしゃくしゃに

なった 頭 が左の方へ曲がったと思うと,歯

の問から泡が吹きはじめた 呼 吸がふいごみ

たいな音をたてた。からだがゆらいだ。私は

彼女がたおれるのを抱 きとめた す でに意識

を失っていた。私は両手で歯を開けさせハ ン

カチを押 し込んだ。(大いなる限 り
"よ

り)

カーメンは 「小さな鋭い歯を全部見せながらJ

拳銃を上げ,「口からひゅうひゅう音を立てはじ

めて」マーロウに向かって拳銃を発射したのだ。

カーメンは自分が好意を寄せた男性から拒絶され

ると,あ る種の精神的に高揚 した状態に陥り,衝

動的に殺人を犯してしまうのであった。その時の

カーメンの日元の緊張や違撃,顔 全体の表情の変

化が効果的に描出されて,え もいわれぬ登場人物

の異常な果奮状態の高まりや,そ の場の緊張した

雰囲気を表現することに成功している こ の一件

から,マ ーロウは突然行方不明になったカーメン

の義兄ラステイ ・リーガンの失昧の真相と,そ れ

を題材にしたスターウッド家の周囲の人物たちの

たくらみを暴いていく

3)長 いお別れから

1953年に上梓された,The Long Good Bye(邦
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題 :長いお別れ)は ,チ ャンドラーの代表的傑作

である。マーロウは酒場で酔いつぶれていたテ

リー・レノックスを助けたことがきつかけで,いっ

しょに酒を飲みに行 くようになる。マーロウはレ

ノックスの礼儀正しさや時折見せる寂しげな表情

に惹かれ,バ ーでの彼との会話を楽しむのだが,

知 り合ってからしばらくした後の早朝, レノック

スが突然マーロウの部屋を訪ねてきた。そしてロ

スアンジェルスからメキシコのテファナに逃がし

てくれ, という。じつはこのときレノックスは自

分の妻を殺したという嫌疑を掛けられていたのだ

が,マ ーロウはレノックスの無実を信じてテファ

ナヘの逃亡を助ける.テ ファナから戻ったマーロ

ウは,殺 人を犯した容疑者の逃亡を助けたという

疑いで捕らえられ,グ レゴリウスという警官から

厳しい取調べを受ける羽目に陥る。マーロウによ

れば,グ レゴリウスは粗野で,知 性にも仕事を遂

行する能力にも欠け,当然のごとく謙虚ではなく,

権力を嵩にかかって相手を攻め立てるしか能がな

い警官である.そ んな彼の様子を,チ ャンドラー

は以下のような一言で表現している

「グレゴリウスが私に向かって歯をむいた。

掃除が必要な歯だった。」(長いお別れDょ
り)

口腔衛生状態が悪かった り,前 歯部に金冠が

入っていたりする人物は知的ではなく,物 事を理

解していないという印象を受ける.チ ャンドラー

は清掃が必要な歯,お そらくは外見にもはっきり

判るほど歯垢の付着した歯でがなりたてるグレゴ

リウスの特徴を描写することで,彼 のそんなキャ

ラクターをきわめて的確に表現している。対して

マーロウはどのような人物として描かれているの

であろうか ?

「君は口を開かせるのを忘れたぜ,つ ぎ歯

が一本と上等のポースリンをかぶせた歯が一

本あるんだ。87ド ルもしたポースリンだ」.

(長いお別れDよ
り)

表 1 レ イモンド・チャンドラーの作品の歯

科に関連した記述個所 ( )は 刊行年

1 )大 いなる限 り (1 9 3 9 )

2)さ らtゴ愛 しきノ、よ (1940)

3)高 い窓 (1942)

4)湖 中の女 (1943)

5)か わいい女 (1949)

6)長 いお別れ (1953)

7)プ レイバ ック (1958)

29箇所

12箇所

28箇所

21箇所

26箇所

9箇所

4箇所

審美性に優れたポーセレンジャケットクラウン

の製作法が報告されたのは 1903年,デ トロイ ト

の歯科医チヤールス ・ヘンリー ・ランドによって

であった。しかしこれが一般に普及することに

なったのは,1920年 代になってからであったとい

う
D.審

美的に美しい歯を持っている人物はそう

でない人に比べて,知 的な人物であるという印象

を抱かせる。マーロウが当時としては最新の技術

であった審美性に優れたポーセレンを装着してい

る,す なわち美しい歯を持っているという面を強

調することで,チ ャンドラーはマーロウの知的な

キャラクターを表現したかったのではないだろう

か ?「 掃除が必要な歯」が目立つグレゴリウス

に対して,何 よりも,清 掃が必要な歯であること

に気づき,「87ド ルもした」「上等のポースリンを

かぶせた歯」をいれているマーロウとを対比させ

て,二 人のキヤラクターの違いを際立たせる効果

を狙っているように思われる.

このようにチャンドラーの作品から引用した歯

科に関連した記述を概観すると,純 粋に歯科技術

を説明するものとして,あるいは各場面の雰囲気,

情景を表す手段として, さらには登場人物の知的

程度や,キ ャラクターを表現する手段として,そ

れぞれの場面で効果的に用いられている。

小説が書かれた当時の歯科医学のおかれていた

状況について

表 1に ,チ ャンドラーの長編 7編 のなかで,歯

や,日 腔周囲の描写など,歯 科に関連した記述の

ある箇所数を示した。なぜチャンドラーはこれほ

どまでに,歯 科に関連した記述を好んで用いたの

だろうか ? チ ャンドラーの小説が書かれた時代

的バックボーンとなったと思われる,1800年 代中

期から1900年代中期にかけての人々の歯科に対
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する意識と,歯 科医学のおかれていた状況につい

て俯限してみたい.

当時の米国人の日腔衛生状態はどうであったの

であろうか ? ロ バー ト・ゼメキス監督の映画

バック ・トゥ・ザ ・フユーチヤー ・PART3(1990

年)で は,主 演のマイケル ・」・フオツクスがタイ

ムマシンで 1885年の西部へ旅をする。その時,

当時の人間か ら 「T a k e  a  l o o k  a t  t h o s e  p e a r l y

、肝hites l haven't seen teeth that straight that

weren't store bought」「こいつの歯は真珠みたい

に真っ白だ。買ってきた総入れ歯以外にこんなに

まっす ぐな歯は見たことがないぜ.」と嘲笑され

るシー ンがある。このシー ンか ら米国西部の

1885年当時,人 々の歯並びは総入れ歯のように整

然と並んでいることはなく,真 っ白でもなく,お

そらくは歯の美しさも,歯 並びも気にかけること

がなかったのであろうことが窺われる。またその

約半世紀後に勃発した第二次世界大戦時 (1939～

1945),米国における徴兵制度では,新兵として受

け入れるために 12本の歯があれば良い, という

条件を採用していたが,5人 に一人は,そ の条件

を満たすことができなかったという
° こ のこと

から当時,米 国人であってしてもいかに劣悪な口

腔内環境にあったかは想像に難くない.

だがその一方では,近代的歯科医学への萌芽は,

確実に芽生えつつあつた。その最たるものは歯科

疾息に対する予防意識の高まりである 先 進的な

一部の歯科医はすでに歯科疾患の予防の重要性を

認識していた。1913年に,コ ネチカット州ブリッ

ジポー トのアルフレッド・C・ フオーンズは,ブ

リッジポー トの学校の子供たちにう蝕予防処置を

受けさせるスタッフを養成する場を設けた。そこ

で学んだスタツフたちの活躍で,子 供たちのう蝕

を75%ま で減少させることに成功 したという.

彼は初めて歯科医療の現場に,歯科衛生の専門家,

歯科衛生士を導入する意義を社会的に認知させた

のであつた°。また児童の口腔疾患の予防,治 療

を目的として,1914年 には,T・ Aフ オーサイス

によってフオーサイス児童歯科診療所 (米国,マ

サチューセツチユ州,ボ ス トン市)が ,1917年 に

は,イ ース トマンコダックによってイーストマン

児童歯科診療所 (米国,ニ ユーヨーク州,ロ チェ

スター市)が 設立されている。日本のライオン歯

磨本舗小林商店の幹部は,上記両診療所を視察し,

両診療所が児童の歯を守る上で顕著な効果を上げ

ていることを確認し, 日本で初めて児童歯科を専

門とする 「ライオン児童歯科院」の設立を決断し

たという。

また歯科特有の疾息に対する理解も大きく進歩

した 歯 周病に対する概念は,リ ッグスが 1876

年に歯周ポケット中の歯石を除去する方法を報告

したのを端緒として,1920年頃,ゴ ットリーブに

よって歯周病における歯周組織の病理的変化が解

明されることによって確立された。その 10年後,

1930年にはアメリカ歯周病学会が設立されてい

る°.

また技術面でも,近 代歯科医学の幕開けを告げ

る多 くの画期的な技術が次々と開発されて行っ

た。1 8 5 3 年にス コ ツ トラ ン ドの A l e x a n d e r

Woodが ,套 管針を開発し局所麻酔薬を効果的に

組織に浸潤させることができるようになった,麻

酔薬 も 1943年 にスウェーデ ンの Lofgrenと

Lundquもtによリリドカインが合成され,確 実に

局所麻酔の効果を上げることができるようになっ

た助.ま た良く知られているように,笑 気吸入下

での痛覚の消失に注目し,全 身麻酔の端緒を切 り

開いたの も歯科 医であ った 1846年 にマサ

チューセッツ総合病院にて歯科医 W.T.Gモ ー ト

ンによって,エ ーテルを用いた初の無痛手術が公

開され,全 身麻酔下での外科手術が可能となるの

である°.

1896年にはレントゲンによって,X線 写真の

公開実験が行われている.こ れはいち早く歯科ヘ

応用され,そ の診断技術を飛躍的に向上させるこ

とを可能にした。その進歩はめざましく1941年

にはイース トマンコダックによって,ハ イスピー

ドの歯科用フイルムが発売されているつ̀

矯正の分野では,ア ングルがアングル矯正歯科

学校をセントルイスに開講したのが,1900年 であ

る。その翌年 1901年には,ア メリカ矯正学会が

設立され,1920年 には,チ ヤンドラーの小説の舞

台となった西海岸, カルフォルニア州パサデナに

カルフォルニア州認可のアングル矯正歯科医学校

を設立している そ の8年後,1928年 には現代の

エッジヮイズ法の原型となるエッジワイズ弧線装

置が発表されるのであるり

当時の歯科のおかれていた状況を表 2に まとめ

た。このように当時は技術的な面でも,人 々の意
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識の面でも大 きな変化が起こり,歯 科治療が職人

芸であった時代から,近 代歯科医学へ変貌,転 換

しつつあった時代であった.

「大いなる限り」の中に,近代歯科医学の黎明期

にあった当時の歯科事情を考える上で,興 味深い

記述がある。マーロウが,捜 査の過程でとあるビ

ルデングを訪れた時の記述である。

フルワイルダー ・ビルの狭い玄関にはいり

かけたとき,私 の靴のゴム底もすべった.天

井からつるされた電灯が一つ, 日をあけたエ

レベーターの向うに光っていた。ぼろぼろな

ゴム製のマットの上に,汚れた痰壺があった.

義歯の陳列箱がからし色の壁にひっかかって

いた 電 灯のヒューズ箱みたいな感 じだっ

た,私 は帽子の雨をふりおとし,陳 列箱の横

の案内板を見た。部屋の番号には名前のつい

ているものもあり,つ いていないものもあっ

た 空 室が多いのか,名 前をかくしておきた

い運中が多いのか,無 痛歯科,私 立探偵事務

所, ここを死場所ときめて集まって来たいろ

いろ怪しげな商売,鉄道員や,ラ ジオ技師や,

映画脚本の通信教授等々.ひ どいビルディン

グだ.臭 い葉巻のにおいが一番いいにおいに

思える建物だ.(大 いなる眠り
Dよ

り)

当時,米 国で無痛歯科と呼ばれていた歯科診療

所に,無痛パーカー (Painless Parker's)という診

療所のチェーンがあったことが,1952年の日本歯

科評論 に掲載 されている
10~0.そ の経営者,

Edger Rundolf Parkerは,1895年 にカナダから

アメリカに渡 り,ニ ューヨークで開業した歯科医

であった。しかし受診する息者が少なく経済的に

囚窮していたところ,息 者の一人からの助言で,

ブルックリンの街頭で,「ブラスバンド」や,「グ

ニャグニャ体を自由に曲げる曲芸者」を宣伝に雇

い,何 よりもパーカー自らがコルネットを吹きな

がら,街 頭での歯科診療を宣伝するという方法に

うって出た。パーカーはこの 「大道商人的歯科医

術」をもってした方法で多 くの息者を集めること

に成功するのである。さらには 「客引き用として

五銭白銅や十銭銀貨の雨を群集の上に降らせた」

表 2 1800年 代中期から 1900年代中期におけ

る歯科医学の進歩

1)エ アータービンの開発など,歯 科医療機器が

大きく進歩 した時期であった

2)小 児歯科学,歯 周病学,矯 正学など歯科の細

分化,専 門化が進んだ時期であった。

3)歯 科衛生士の養成,児 童歯科診療所の開院な

ど,日 腔衛生に対する意識が大きく変わ り,

歯科疾患の予防の重要性が認識され始めた時

期であった。

4)麻 酔学が大きく進歩 した時期であった。

5)ポ ーセレンクラウンの開発,矯 正歯科の勃興

など,審 美性に対する意識が大きく変わりつ

つあった時期であった。

り,「前歯の全部に,金 を被せさせた」り,「星や

月や其他のシンボルを彫刻させた」り,「臼歯に2

カラット半のダイヤモンドを充填させたり」する

や り方は大成功を収め,当 時 17もの診療所を展

開するに至った。1905年,パ ーカーはチャンド

ラーの小説の舞台となった西部ロスアンジェルス

に進出し, ここでもライオンやぶらんこ乗 りや,

踊 り子までを含むサーカス団を買い取 り,パ ー

カーデンタルサーカスとして自分の診療所の宣伝

興行を行うという前代未聞のことを始めた.曲 芸

の幕合にパーカー自身が 「琺郵質に穴をあけるバ

イキン」の恐ろしさを力説し,「観衆が恐怖を感じ

たと見てとると歯を無視する罪を,地 獄の火の様

に責めたて」,「時期を失しないうちにと強調し」

聴衆の先頭に立って,サ ーカスのテントの隣にあ

る,「ペーンレスパーカー歯科医科診療所」に案内

したという.チ ャン ドラーの小説が書かれた

1945年当時,パ ーカーは28の診療所を持ち,78

人の歯科医を雇用していたという.チ ャンドラー

の原文にはPainiess dentistsとあるだけで,パ ー

カーの文字はない。しかしチャンドラーの小説が

書かれた当時,歯 科診療所を宣伝するために衛頭

で治療を行ったり,サ ーカスをやとったりするや

り方が,少 なくとも当時の人々の間には受け入れ

られていたという事実は驚 くべきことである。こ

れは当時の人々の意識の中に,歯 科治療が抜歯職

人,入 れ歯職人によってなされていた時代の残照

が,色 濃 く残っていたからではないだろうか ?

チャンドラーが小説を書いていた時代,近 代歯科
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医学を支える様々な基礎が確立されつつあった時

代,大衆の間ではまだまだ 「大道商人的歯科医術」

を受けいれる素地があったのである。これは当

時,近 代歯科医学への移行期にあった米国のエピ

ソー ドとして,極 めて興味深い現象であつたとい

えるであろう。

このように 1800年代中期から,1900年 代中期

にかけては,近 代歯科医学を支える基礎,根 幹を

成す概念が確立され,そ れらの技術が臨床の現場

にフイー ドバックされ,歯 科医療の技術が革新的

に進歩 した時代であった。それを象徴するよう

に,1867年 に米国では現ハーバー ド大学歯学部の

前身となる,ハ ーバー ド大学附属歯科医学校が設

立されている的 チ ャンドラーの小説が書かれた

時代は,近 代歯科医学の進歩が大きく花開きつつ

あった時代と重奏している。近代歯科医学に裏付

けられた歯科治療は,そ れまでの職人芸的な治療

を受けていた当時の人々にとってはまさに驚異的

な出来事であったことだろう。それは現代の IT

革命と呼ばれる一連の情報技術革命にも匹敵する

ようなことであったに違いない.だ からこそチャ

ンドラーは, 自身の小説に歯科に関連した記述を

多数取 りいれ,審 美性に対する先進的な意識を

もった人物をあえて登場させることで,話 題性に

富んだ,質 の高い作品を目指したのではないだろ

うか ?

終わりに

チャンドラーが小説を書いていた時代から約半

世紀が過ぎた.米 国の文化,習 慣が日本のそれに

あたえた影響は多大であるといわれているが,歯

の審美性に対する意識についても例外ではないだ

ろう。それは一朝一夕で変わるものではなく,生

活習慣,宗 教感,経 済的な豊かさ,健 康に対する

考え方,等 々,多 くの要素が絡み合いながら醸成

されていく.経 済的,物 質的には米国と肩を並ベ

たとされる日本であるが,現 在の我々の歯の審美

性に対する意識は, どのように変化しているだろ

っか ?

現在の日本人と米国人における歯の審美性や口

腔衛生に対する意識を考える上で,非 常に興味深

い調査がなされている
。.対 象は東京 とニュー

ヨークで働 く男性 ビジネスマンであるが, これは

そのまま日本人と米国人の歯の審美性に対する意

識として考えて差 し支えないものと思われる

「白い歯は仕事上のメリットがあるか ?」 との問

いに対しては東京では60%,ニ ューヨークは71%

で,多 くの人がメリットがあると考えており,歯

の審美性を重要視する点では両者に大きな差は見

られない。では実際に自分自身の歯に対して自信

を持っているかどうか ? と の問いに対しては,

東京では自信を持っていると答えたのは 8%,

持っていないと答えたのは46%,ニ ューヨークで

は,自 信を持っていると答えたのは69%,持 って

いないと答えたのは2%で あった。この大きな差

はどこから来ているのであろうか ? そ の理由と

して考えられるのは,以 下の歯科を受診する頻度

と,受 診理由についての回答である。年 1回以上

歯の検診に行 くのはニューヨークは 69%で ある

が,東 京は24%,歯 の検診を受ける習慣がないの

は,東 京 62%に 対して,ニ ユーヨークは8%し か

いない。主たる受診理由については,検 診のため

に受診するのは,ニ ユーヨーク73%に 対して,東

京は30%で あった。それに対 して歯の治療のた

めと答えたのは,ニ ユーヨーク35%に 対して,東

京は 100%で あった。ニユーヨークは定期的に検

診そのものを目的として受診するが,東 京では何

らかの症状が出るまでは受診しないことが窺われ

る。それは歯冠架工継続歯や義歯を装着している

人は東京で43%で あるのに対し,ニ ユーヨークで

ヤよ16%し かいないという現状にも明確に現れて

いる 日 本人は歯の審美性を重要とは考えている

が,だ からといって普段から定期的に歯の検診に

赴いて,日 腔衛生を維持するという具体的行動が

伴なっていない そ れゆえに自分の歯に自信を持

てない 米 国人は,歯 の検診の重要性を認識し,

定期的に検診を受けることを厭わない。だからこ

そ自分の歯に十分に自信を持てるのであろう。

日本でも矯正治療を受ける人は増加の一途を辿

り,前 歯に金冠を入れている人を見かけることも

なくなった。街頭を岡歩する女性の多 くはいわゆ

る茶髪で,中 学生ぐらいから化粧をしていること

も珍しくない こ れほどまでに日本人の身体″性に

対する眼差しが変化した時代は,い まだかってな

かったかもしれない し かし先進国の中で,唯 一

う蝕の罹息率の低下していない現実は
n, 日

本人

の口腔衛生に対する無関心,根 源的な意味での美

しさ―健康に対する意識の低さを感じさせずには

‐　
■
‐―
「
「「
十１
１上
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いられない.チ ヤンドラーがマーロウとグレゴリ

ウスの会話で歯の審美性に注目したように,利 害

関係が相反する人物同士の会話であってさえも,

歯や笑顔の美しさの重要性の占める大きさは変わ

らない 明 眸皓歯という言葉があるが,男 女を問

わずそれを身をもって実現するために日腔衛生に

対する意識を高める, という点では日本人は未だ

遅れをとっているように思える。その意味では

我々の意識はまだフイリップ ・マーロウに追いつ

いていないのかもしれない.
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