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2017年 12月 15日 
村夏至作成 

 

「ヒトはなぜ体毛がほとんどないのか？」 

について読んだり考えたり（中間報告） 
 

-１ 子どもの頃からの疑問 1970？～ 

 「ヒトはなぜ体毛

がほとんどないの

か」という疑問は、

子どもの頃からの謎

でした。だって、毛

なり、硬い皮膚なり

がないと寒いし、怪

我をしやすいし、弱

っちいじゃないです

か。 

 そんなデメリット

がありながらも体毛がほとんどないのには、何か理由があるに違いない、と思っ

ていたものの、こんなテーマは、日常会話にあまりのぼることもないし、そのこ

とについて触れた本に出会うこともなかったので、そのまま時は過ぎていってい

ました。 

 ただ、漠然とですが、ヒトは社会的な動物で、言葉なども使ってより他人と連

携を図りながら暮らすことに特化した生き物だと思うので、より密に連携を図っ

ていく一つの手段として身体的接触がより一体感を持てるように体毛が少ない

のだろうか、ということは思っていました。しかし、それを単純に強調するのは、

（私を含めた）おじさんを喜ばせるだけになってもいけないと思い、あまりおお

っぴらに話すことはしていませんでした。 

 そして、この疑問に対する探究心を目覚めさせてくれたのが、2014 年２月に

読んだ『傷はぜったい消毒するな―生態系としての皮膚の科学』です。 

 

０ 触覚の優位性について書かれていた『臨床の知とは何か』 2010 

 その前に、別系統で触覚について関心を持つようになったことにも少し書いて
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おきたいと思います。 

『臨床の知とは何か』の中で、「ヨーロッパの中世世界では、もっとも洗練さ

れた感覚、世界ともっとも豊かな接触をもたらす感覚とは、聴覚であった」と書

かれたあとに、その後 18世紀に、コンディヤックさんと言う人が「触覚だけが

外部の対象を判断する唯一の感覚である、と言い切っている」と言う話しが出て

きて、現代にあっては、インスタグラムに代表されるように、ほとんど視覚のみ

が偏重されことに漠然と疑問を持っていた私の心に大きな印象を残しました。  

 また、その後読んだ、東日本大震災を半ば受ける形で、そこで浮き彫りにされ

た現代文明における文系・理系の溝を埋める形での芸術の重要性について書いた

『芸術回帰論』の中で、「日本の文字の美しさにとって、触覚は依然として重要

な感覚である」と、日本語の文字の特殊性の中で、触覚とのかかわりを書いてい

て興味深かったので、自然と、彼の著書である『考える皮膚 感覚文化論』を手

にすることになったりして、触覚への関心が高まっていました（ただし、若干難

解な本なので、この本に関する読書メモは書いていません）。 

 

１ 『傷はぜったい消毒するな』が目覚めさせた疑問への思い 2014 

 2014 年になって読んだ『傷はぜったい消毒するな』では、主に傷の治療とし

て従来常識となっている消毒して乾燥させるという方法が間違っていて、キズパ

ワーパッドのように、湿潤な状態に保ったほうが痛みもないし、直りも早いこと

を、その仕組みなどを含めて詳しく解説してくれていて、それはもちろん面白い

のですが、私にとっては後半のほうがさらに面白く、皮膚と細菌の共生関係の話

から、生物進化の過程、皮膚のことについて仮説も含めていろいろ考察していま

す。そして、最後のほうに「裸のサル」という項目があって、ヒトが毛を失った

のに、皮膚を頑丈にする方向に進化しなかったことについて、 

①皮膚が柔軟なほうがより自由な動きができる 

②胸の皮膚が広がらなければ、大量の空気（酸素）を取り込めない 

③腹部の皮膚が柔らかくないと子宮で胎児を十分な大きさにまで育てることが

できない 

などの理由を考えていますが、なぜヒトだけが体毛を失う方向に進んだのか、さ

まざまな考えが提案されているが、決定的な説はない。体毛を失うことによるデ

メリットよりはるかに上回る何らかのメリットがあったのだろう、とだけ書いて

あり、色々説はあって関心を持っている人がいるのだと関心が再燃しました。 
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 その後、触覚を含めた感覚器全体の概略を一応知っておこうと思い『図解 感

覚器の進化 原始生物からヒトへ 水中から陸上へ』を読んでみました。これは、

どういうふうにいろんな感覚器が進化してきたかという過程を図解で示してあ

るのでとても分かりやすい。 

 

２ 今年、一気に私の中での理解が進んだきっかけ 2017 

 広島の本屋でたまたま手に取った『はじまりは、歌だった 「つながり」の進

化生物学』という本が、言葉や声、歌などとコミュニケーションのことが書かれ

ていてとても面白かったのですが、その中にハダカデバネズミという体長８セン

チくらいの、名前どおり裸で出っ歯で、哺乳類なのに、アリなどのように地中に

穴を掘って 80～300 匹単位の集団で社会生活をしているネズミのことが書いて

あって参考になりました（その動物のことを私はこの本で初めて知りました）。 

 このハダカデバネズミ、人間にも区別できる十数種類の言葉を使い分けてコミ

ュニケーションが取れるほか、寒いときには赤ちゃんを守るために兵隊ネズミが

自分の体を肉布団として使ったり、社会生活をしていくうえで、裸であることが

重要な役割を果たしているようなのです。 

 それとは別に、逆に、なぜヒトに毛が必要なのかというのも知っておきたかっ

たので、『毛の人類史 なぜ人には毛が必要なのか』と言う本も読んでみました。

これは主に、髪の毛の文化的な意味が書かれていたのですが、最初のほうに、ヒ

トが毛を失った理由に関する次の２つの説があげられていました。 

①チャールズ・ダーウィンが提唱した突飛な説で、被毛がないほうが性的に魅力

的なため、無毛のメスを好んだので性淘汰によって、オスもメスも次第に被毛が

ない状態に進化したというものだが、多くの専門家は単純すぎると考えているよ

うです。 

②ヒトはほかの動物には見られないほど温度に敏感な脳を守るために被毛を失

ったとする説が、最近では最も説得力のあるものだと言われている。 

 

３ いろんな説が紹介されている『進化論の最前線』 

 一般には、いまだにダーウィンの進化論が生物の進化に関しての説明の主流で、

その中核は「偶然起こる遺伝子の突然変異が、自然選択によって集団の中に浸透

していくことで、生物は進化していく」であるが、それだけでは説明できないこ

とがたくさんあり、進化について現段階でどのような研究が進んでいるのかと言
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うことについて書かれている興味深い本です（遺伝子によらない進化の方法があ

り、その中に発達した脳による進化についても触れています）。 

 その中で、人間にとって最大の問題の一つである「人類の体毛はなぜ薄いのか」

ということも、いまだ謎のまま、と書いてあり、「人間は海辺で進化したので、

体毛が薄いんだ」という主張があるが、それはとんでもないということが書いて

あります。 

 また、最後のほうで、受精卵から発生・分化する段階で、脳と皮膚は同じ部分

からできてくることもあり、脳が大きくなることと体毛が薄くなったことには関

係がありそう、というか脳が大きくなったことの副産物として体毛が薄くなった

のではないかと、解剖学的な見地から書いています（その理由については説明し

てくれていません）。 

 この本に前後して、『汗はすごい ―体温、ストレス、生体バランスの戦略』

という本を読んだのは、『毛の人類史 なぜ人には毛が必要なのか』の中で、温

度に敏感な脳を低温に保つために汗の仕組みが発達したと言う話が書いてあっ

たものの、そういえば汗についてあまり知らないなあと思って、ちょうどこの本

が出たところだったので買ってみたのです。他の動物との比較はないものの、人

間の汗の仕組みは特別に発達していることがわかります。 

 

４ 真打登場『賢い皮膚―思考する最大の<臓器>』 

 皮膚が、総重量が３キロもある最大の臓器であるにもかかわらず、その研究は

遅れているらしく、著者は、さまざまな実験を行って、従来解剖学的にわかって

いた神経だけでなく、表皮に痛みや痒み、熱さや冷たさだけでなく、光や音など

を感じる仕組みがあることを明らかにし、皮膚が自律的なシステムを内蔵してい

る反面、身体の他の部分や心とも深くつながっていることを明らかにしてくれて

いて面白い。特に印象に残ったのは、顔面の皮膚が、皮脂腺の数や皮脂の分泌量

が最も多くなっている一方で、バリア機能について体の他の部分に比べて低くな

っている理由について、 

  「人間にとって顔面が目、鼻、口、耳という感覚器の集合地帯であり、さら

に外部環境に触れる機会が多いことから、角層を薄くして湿度や温度といった

環境変化を感知しやすくしているのではないか、と筆者は考えています」 

と書いている部分で、なるほどと思わせます。  

 そして、本の最後のほうで、直球的に次のような説を提示してくれています。 
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  「ヒトが体毛を失い、肌を露出させる唯一の霊長類になったことに関しては、

諸説あるようですが、筆者はここで皮膚感覚を高め、環境との接触においてよ

り高度な機能を獲得するためにヒトは裸になったのではないか、という仮説

（怪説）を提唱してみたい」 

 

５ 『触れることの科学 なぜ感じるのか どう感じるのか』 

 触覚について、さらに知りたくて手にした『触れることの科学』では、 

  「触覚がとりわけ優れている点は細部にある。言うまでもなくそれは、長い

年月をかけた進化の過程で磨き上げられたものだ。例えば皮膚がミントを冷た

いと感じ、トウガラシを熱いと感じること。人が、皮膚に埋め込まれた専用の

神経線維のおかげで、優しく（適切な速度でのみ）撫でられるのを好む傾向を

持つこと。そして脳には感情的な身体的接触に特化した中枢があること。」（た

だし、どう感じるかについては、単に機械的な問題ではなくて、同じ刺激でも

それまでの経験やそのときの状況によって全く変わってしまうことに注意） 

と、これまで、感覚の中で重要でありながら遅れていたらしい触覚についての

科学的な研究で分かりつつあることについて詳しく書かれていています。 

第一章が「皮膚は社会的器官である」となっていて、プロバスケットチームの

調査で、強いチームほど身体的接触が多いことが書いてあったり、社会的動物で

ある人間にとっての重要性から書き始めています。 

また、人の心や思考を左右する触覚について、新しいテクノロジーや芸術の分

野との関連によってより楽しみながら知っていこうという「触楽」という取り組

みがあることを知ったので、『触楽入門』と言う本を読んでみて、これも参考に

なりました。一例をあげると、「触覚コンタクトレンズ」という針山のような細

かな針のあるプラスチックシートでできたものがあり、それで表面の凸凹をより

感じやすくすることができるのですが、いったんこれを使って触覚が敏感になる

と、次には使わなくても微妙な変化に気づけるようになるのだそう（山口県の山

口市には山口情報芸術センター（YCAM）という施設があって、この本の著者集

団は、YCAMを活用した触楽に関するイベントをやっていたようです）。 

 そして、『賢い皮膚』を書いた、傳田さんの最新の著書である『驚きの皮膚』

も読んでみました。この本の最初のほうで、 

  「私は、全身の表皮が環境にさらされる、いわば、「皮膚感覚の復活」が人

類の生存に有利に働いたのではないかと考えています。さらには、それが脳の
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容積の増加にもつながったのではないでしょうか」 

 と書いていて、そのあと、皮膚が持っているさまざまな驚くべき能力や皮膚と

心の関係について研究と考察が書かれていています。 

 著者は、現代社会の巨大になりすぎたシステムに危惧をいだいているようで、 

  「皮膚感覚が意味を保つシステムでは、個人の存在がないがしろにされる可

能性は低いでしょう。なぜなら、視聴覚情報システムの海に溺れていても、皮

膚感覚は、個人を取り戻すきかっけになるからです。皮膚感覚だけは個人から

離れて独り歩きすることはないのです。 

  今、ひととき立ち止まり、私たちの祖先が生きてきた、その営みを振り返り、

皮膚という人間にとって最大の臓器の意味を考え、システムの在り方について

検証しなおす時期が来ているのだと思います」 

 と、皮膚感覚を「芸術と科学」と言う面から考え直したいと考えているようで、

今後の著作が楽しみです（私の興味範囲にドストライクです）。 

 

６ 『炭水化物が人類を滅ぼす【最終解答編】』 

 糖質制限食のことについて、人類の歴史から紐解いて書いてあるとても興味深

い本です（若干、大胆すぎる部分があるようには思いますが）。 

 500万年に及ぶ長い人類史において、加熱したデンプン（糖質）を主な食糧と

することになったのは１万年程度で、もともと血糖値が上がるような食事をして

いなかったことから、体が対応できずに糖尿病等の現代の慢性病を引き起こして

いるということを推論も含めて科学的な根拠も示しながら解説してくれていま

す。そういった観点から、後半に先史時代のヒトについて振り返る中で、ヒトの

特徴の一つとしてなぜ「裸のサル」になったかの説明は下の、⑤になっています。 

 

７ まとめ（ヒトに体毛がほとんどないことは、結構奥が深い） 

 あらためて、まとめてみると、「ヒトはなぜ体毛がほとんどないのか？」と言

うことに関しては、次のような説があるようです（もう少し他にもあるのでしょ

う）。 

 

 ① ヒトは海辺で進化したために、イルカなどのように体毛がない。 

 ② 体毛がないメスのほうが性的に魅力があるので、オスも含めて体毛がない

方向に進化した。 
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 ③ 温度に敏感な脳を守るため、汗による冷却を効率よく行うために体毛を失

った。 

 ④ 皮膚感覚を高め、環境との接触においてより高度な機能を獲得するために

裸になった。 

 ⑤ 獣毛が薄い突然変異が発生し、大人になり、獣毛の少ない相手との性交を

気持ちいいと感じる個体が出現し、さらに獣毛の少ない者同士の性交のほう

がさらに快感が高まることがわかり、獣毛が少ない方が優位となりその子孫

を残すようになった（②のより具体的な説？）。 

 

 様々な理由が考えられるにしても（上記の①、②は多くの人が疑っているよう

です）、いろいろ読む中で現段階で考えられる主な理由について、私は次のよう

なものではないかと考えています。実はこのテーマは、ヒトという生物の本質に

かかわる奥深いもののようですので、今後も追いかけていきたいと思っています。 

  

 ① 従来、生物は主に少しずつ（時に大きく）変化する遺伝子によって（遺

伝子にかなり縛られながら）、生命維持の様々な機能を代々伝えつつ進化し

てきたが、ヒトは、生まれた後に急激に発達する脳によって、遺伝子によら

ない進化の方法を手に入れ、肉体的にも精神的にも（個人的にも社会的にも）

大きく進化を遂げることになる。それを効果的に行うために、（それまで多

くの生物が外部の情報を取り入れながらも外界に対して閉じる方向で進化

して来たのに対して、）外界との直接的なつながりを持つ皮膚を、できるだ

け外界にさらす必要があった。 

 

 ② 同時に、他の動物よりもさらに臨機応変にヒト同士で協力・連携し合う

ことによって、危機を回避したり、よりよい社会を作ることができるよう

になった社会的動物であるヒトにとって、個々がより親密に直接的にコミ

ュニケーションをとる必要があり、そのために体毛が薄くなった（より大

きく言うと、②は①に含まれています）。 

 

８ 参考文献一覧 

 参考に読んだ本を、ほぼ読んだ順に並べています。 

 私のブログ（MI ジャーナル）に読書メモを書いたものについては、最後に<>内に

記事掲載の日付を記入しています。 



 

8 

 

・『臨床の知とは何か』 

（中村雄二郎著、1992年、岩波新書）<2010年４月 17日> 

 

・『芸術回帰論 イメージは世界をつなぐ』 

（港千尋著、2012年、平凡社新書）<2012年６月２日> 

 

・『考える皮膚 感覚文化論』 

（港千尋著、2010年、青土社） 

 

・『皮膚 文学史・身体イメージ・境界のディスクール』 

（C・ベンティーン著、2014年、原著は 1999年、法政大学出版局） 

 

・『傷はぜったい消毒するな―生態系としての皮膚の科学』 

（夏井睦著、2009年、光文社新書）<2014年２月 4日> 

 

・『炭水化物が人類を滅ぼす―糖質制限からみた生命の科学』 

（夏井睦著、2013年、光文社新書）<2014年２月 14日> 

 

・『図解 感覚器の進化 原始生物からヒトへ 水中から陸上へ』 

（岩堀修明著、2011年、講談社ブルーバックス）<2014年 10月７日> 

 

・『はじまりは、歌だった 「つながり」の進化生物学』 

（岡ノ谷一夫著、2013年、朝日出版社）<2017年４月６日> 

 

・『毛の人類史 なぜ人には毛が必要なのか』 

（カート・ステン著、2017年、原著は 2016年、太田出版）<2017年６月２日> 

 

・『汗はすごい ―体温、ストレス、生体バランスの戦略』 

（菅屋潤壹著、2017年、ちくま新書）<2017年７月 19日> 

 

・『進化論の最前線』 

（池田清彦著、2017年、インターナショナル新書）<2017年７月 22日> 

 

・『賢い皮膚―思考する最大の<臓器>』 

（傳田光洋著、2009年、ちくま新書）<2017年９月 4日> 

 

・『触れることの科学 なぜ感じるのか どう感じるのか』 

（デイヴィッド・Ｊ・リンデン著、2016年、原著は 2015年、河出書房新社） 

<2017年９月 30日> 

 

・『触楽入門 はじめて世界に触れるときのように』 

（テクタイル著、2015年、朝日出版社）<2017年 10月２日> 

 

・『驚きの皮膚』 

（傳田光洋著、2015年、講談社）<2017年 10月 25日> 

 

・『炭水化物が人類を滅ぼす【最終解答編】』 

（夏井睦著、2017年、光文社新書）<2017年 12月 13日> 


