
　私たちは、どこから来て、どこへ行こうとしているの
だろうか？　立ち止まって考えてみたい。宇宙誕生から
140億年近く、地球誕生から46億年、そして生命誕生か
ら40億年が過ぎ去った。人類の誕生からは700万年近く、
そして我々、ホモ・サピエンスの誕生からはおよそ20万
年が経過したに過ぎない。20万年あるいは700万年自体
は長いかもしれないが、地球・生命の時間の流れから考
えると人類の過ごしている時間は束の間に過ぎない。生
命誕生から40億年といわれるが、その間に誕生した生物
種の99％は絶滅したとされている。生物種は誕生と絶滅
を繰り返しながら五回ほど起きたとされる大絶滅の間も
何とか命のバトンをつないできた。その結果、我々ヒト 1

を含め今、生きている生物種が存在している。生物の種
とは何だろうか？残念ながら生物の種の定義は必ずしも
はっきりしていない。幾分恣意的なところもある。種に
ついては稿を改めまとめるが、ここでは見た目が違うも
のを種として区別すると簡略に考えておこう。ライオン
とトラは違う種である。ライオンとトラが結ばれる（自
然界では出会うことはないが、動物園などで人工的に交
雑させる）とタイゴンという雑種がうまれる。タイゴン
同士が交配しても、子供は生まれない。このように有性

生殖をする生物では孫が生まれないようなもの、例えば
ライオンとトラは別の種であるとすることが出来る。と
ころで、柴犬とシェットランドシープドッグが交配すれ
ば一般的に“雑種”の子供が生まれたという。そのよう
な“雑種”同士が結ばれれば孫が生まれることはよくみ
かけることである。上述したようにこのような場合には
生物学的には柴犬とシェットランドシープドッグは同じ
種で、生まれた子供は雑種とは言わない。即ち、一般的
な表現と生物学の概念は異なっている。どんなイヌも全
てカニス・ファミリアリスという一つの種である。柴犬
やシェットランドシープドッグはその一つの種のなかを
更に細かく犬種として区別しているものである。
　生物の種は平均でどのくらいの寿命をもっているの
だろうか？種の定義は有性生殖をする生物では上に述べ
たことに依拠できるが、無性生殖をする生物は交配しな
いので上述したことは適用できず、その定義はますます
はっきりしない。このように種の定義が必ずしも定かで
ないところで、種の寿命を考えることは難しい。しかし、
種の寿命は同じような形態をした化石が見つかる時期の
長さから、平均数百万年と言われる。このような観点か
ら考えるとホモ・サピエンスは誕生からまだたかだか20
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要　約

　生命と環境の世紀といわれる21世紀に教育を学ぶためには、生命と環境そのものについて理解を深め
ることは必要不可欠である。まさに次世代にこの二つの視点からどのようなメッセージを伝えるかが先
に生まれ生命と環境について学んでいる私達に問われている。このシリーズでは地球誕生から現在に至
る地球誌、生命誌を太陽からの循環を強く意識しながら何らかのメッセージ性をもって整理したいと思
う。それは多岐にわたる分野を門外漢が通観しようというだいそれた試みである。しかし現在、私達人
類が地球に大きな影響を及ぼしていることを考えるならば、このような分野横断的な統合をめざす試み
は是が非でもなされなければならない筈である。光を求めてあえて無謀な挑戦をさせていただく。
　このシリーズは数回にわたる予定である。“シリーズその1”では、地球誕生からの46億年という時間
の中で地球・生命・環境・人間について考えようと思うに至ったことについて、いくつかの例を紹介しな
がら述べる。
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1 カタカナのヒトは生物としてのヒトを、人は社会性をともなった人を表す



万年しか経っておらず、この先どのようなことが起こる
かは皆目検討がつかない。勿論、様々の生物種の寿命は
大きく異なり、一概に語ることは出来ない。例えば、27
億年前頃に、光のエネルギーを利用し、地球にはじめて
酸素をもたらしたシアノバクテリア（原核生物で長さ数
百分の1mm程度であり、ストロマトライトという化石
の一部として残っている）が誕生した。それと同じよう
なシアノバクテリアが今も生きている。現存のシアノバ
クテリアは27億年前のものとは同じ種ではないだろう。
当時のシアノバクテリアがどのような変異を受け今日の
それになっているかはわらないが、シアノバクテリアの
仲間が27億年連綿として生息し続けていることは確か
だ。個々のシアノバクテリアの種は化石では区別がつか
ずそれらの種の寿命は分からない。しかし、それはグルー
プ全体としては極めて長い寿命を持っている。一方、長
さ数mmから数十cmで殻を持ち化石で種を区別出来る
三葉虫のグループは5億年以上前のカンブリア紀に現れ
およそ2.5億年前のペルム紀まで生きながらえたがそこ
で滅んでしまったことが分かっている。三葉虫のグルー
プは色々な種の寿命がその化石が現れる時期の長さから
調べられている典型的なものである。このように、シア
ノバクテリアと三葉虫は好対照をなしている。
　それでは人類はどうだろう？人類は約700万年前に誕
生した後、現在までにおよそ20種の人類がいたと考えら
れている。人類の種も化石の形状をくらべることにより
分類されている。ネアンデルタール人もその一つである
が、それらの20種のヒト 2 はホモ・サピエンス 3 以外すべ
て絶滅した。ネアンデルタール人とホモ・サピエンスは
頭蓋骨の形がはっきりと違う形態的な差異から別の種と
して分類されている。しかし、化石を見ただけでは両者
が結ばれて孫を残せたかどうかは分からない。ホモ・サ
ピエンスがどのように誕生したのかは大変興味あること
である。ホモ・サピエンスにネアンデルタール人の血が
混ざっているかどうかは知りたいことの最たるものの一
つである。最近ではその可能性を検討する多くの研究が
なされている（ネアンデルタール人の化石の骨から遺伝
情報を調べ、ホモ・サピエンスのそれと比較する）。それ
については“本シリーズその2”（1）で詳述するが、今の

ところ、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスは数千
年以上同じ地域に住んでいたが、ほとんど結ばれなかっ
たと考えられていることだけを指摘しておく。ヒトの種
は化石の形態の違いに基づいて別のものとされるが、そ
れら別の種が交配した場合に子孫を残しうるかどうかは
殆ど分かる術がない。そこで、違う種でも結ばれ子孫を
残した可能性を検討することが俎上にのせられる。ヒト
の種の分類はこのように恣意的なものを含んでいること
を繰り返し述べておく。
　ホモ・サピエンスと命名されたのは、我々に、知恵の
ある（サピエンス）ヒト（ホモ）という意味を込めるた
めであった。今の世界の多様な民族はみな同じホモ・サ
ピエンスという種だ。そのホモ・サピエンスはおよそ20
万年前にアフリカで誕生し、その後世界各地に展開して
いったことが明らかにされている。ヒトの化石から肌の
色はわからないが、ヒトの肌の色に違いが生じたのは、
アフリカからホモ・サピエンスが各地へ展開していった
今から数万年前より後のことである。このようにわれわ
れの成り立ちを、地球・生物の誕生からの40数億年とい
う時間の流れの中で考えると世界や歴史の見方がずいぶ
ん変わるはずである。
　また、例えば、6500万年前の絶滅を考えてみよう。そ
の時、偶然、直径10kmほどの隕石がメキシコ湾に落下
した。そこは、その後の隆起により現在のユカタン半島
の一部になった所だ。現在人工衛星からそのクレーター
の跡を見ることができる。その巨大隕石の落下により地
球に大異変が起こり、その熾烈な環境の中、世界に君臨
していた恐竜は絶滅した｛ノーベル物理学賞（1968）受
賞者のルイス・アルヴァレズ（1911-1988）4 が息子のウォ
ルター・アルヴァレズ（1940-）とともに提唱した｝（例え
ば2 5 ）。6500万年前の隕石落下により、生態系は大津波
など多くの二次的要因も加わり壊滅状態になっただろ
う。また、一過性の影響が落ち着いた後も、舞い上がっ
た塵は長い間大気中にとどまっただろう。そのために太
陽の光がさえぎられ生き残った植物の多くも光合成を
充分することが出来なかったと考えられる。植物からは
じまる食物連鎖に頼っている生物の多くも死滅しただろ
う。隕石落下の後、暫く生き残った一部の恐竜もこのよ
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2 人類誕生以来の猿人を含めて全ての人類の種をヒトと総称する
3 生物の種をホモ・サピエンスのように、二つに分けて命名することは今から300年前にスウェーデンに生まれたカール・フォ
ン・リンネ（1707-1778）によって始められた。

4 このルイス・アルヴァレズは日本への原爆投下に深くかかわった人だ。彼はかつての研究の同僚であった日本の理化学研究所
の嵯峨根遼吉あてに原子爆弾を開発した米国に降伏するよう勧める手紙を、長崎への原爆投下の際に投下した観測用の装置
にまぎれこませた。その手紙は原爆の被害をそれ以上増やさないように願って匿名の三人によって書かれた。彼はその内の一
人であることが1949年に明らかになった（3）。

5  「例えば2」というような表記は原典ではなく参考になる文献を示す。



うな食糧不足に襲われついには滅んだと思われる。一方、
隕石が落ちる前に恐竜が我が物顔に振舞っていた空間の
残りの隙間、あるいは、恐竜が寝静まった夜中にひっそ
りと食べ物をあさっていた小さなネズミの仲間がいた。
そのようなネズミなど今日の哺乳類の先祖達は大食いの
恐竜が絶滅する中、残された少ない食料で何とか生き延
びたのだろう 6。その後、世界に緑が戻り、新天地が急速
に拡大していったはずだ。そのような新天地で、生き残っ
た哺乳類をはじめとする生物は恐竜が占めていた空間を
存分に利用しながら急速に勢力をのばし今日に至ってい
る。もし、隕石が落ちなければ、今の世界がどのような
ものになったかは想像できない。少なくとも地球にヒト
は誕生しなかったと思われる。生物の大絶滅が新たな生
物の大展開をもたらしたことになる。マクベスのなかで
語られた“Fair is foul, and foul is fair.”「いいは悪い、悪
いはいい」。大絶滅が新たな多様性を生み出す。このよう
に物事にはアンヴィヴァレントな面がある。個々にその
アンヴィヴァレントな面をどのように評価するかは条
件にもよる難しいことである。物事がアンヴィヴァレン
トであり、評価はコンディショナルなものであることを
常に心に留めておくこともこのシリーズの一つの立場
である。
　月は地球誕生直後、地球と他の天体の衝突によって飛
散した物質が集まり、できたと考えられている。つまり、
地球と月はほぼ同じ時間、他の天体の影響を受けてきた。
最近撮影された月周回衛星かぐやの月の映像を思い浮か
べると、月のあばた面がよくわかる。それは月に多くの
隕石が落ちたことを物語っている。地球にも同じように
無数の隕石が落ちたはずである。しかし、地球では月に
は殆どない水と風の作用で隕石の落ちた跡は殆ど消えて
しまった。45億年という長い時間を考えると地球にか
なり大きな隕石がしばしば落下したことは確かである。
地球と生命はそのような大事件を受け入れながら今日に
至っている。それはさけ難いことでもあるが、初期の地
球に隕石が集まらなければ、今日の地球は誕生しなかっ
たはずで、ここにもアンヴィヴァレントを見ることがで
きる。
　動物は心臓が止まってしまえば、たとえ足が残ってい
ても生き返ることはない。一方、植物はどうだろうか？
植物は挿し木をすると新たな個体が再生する。また、山
火事の後、残った根の一部から植物は生き返り緑の森が
回復する。これは植物のもつ全能性という性質で、動物
にはない大きな特徴である。植物はこのような性質によ

り、6500万年前の隕石落下による大絶滅を生き延びた
ものが多かったのだろう。そのようなものを含め、何と
か生きながらえたものが、その後の世界で急速に勢力を
伸ばし、それ以前とは異なる新たな世界をかたちづくっ
た。このような大絶滅は生命の誕生から現在までの40数
億年間に何度も起こった。化石が豊富に出てくる、5億5
千万年前以降に5回の大絶滅があったとされる。それ以
前には、赤道付近まで氷に覆われ、地球全体が氷に閉ざ
されることが何度かあったこともわかっている（例えば
5）。そのような地球の全球凍結の時代（その頃は生物は
まだ陸上には進出していなかった）にも、生物はどこか
で生き延びた。それは、多分、海底や浅海の火山活動の
活発な所や温泉が湧き出るような所で、氷に閉ざされな
いような所だっただろう。熱い温泉の源泉で生きている
生物を見たことがある人もいるだろうが、生物は100度
を超える高温でも生き延びることが知られている（例え
ば6）。このように、生物は幾度も訪れた全滅の危機を乗
り越えながらなんとか命のリレーを行うことで、生物全
体として地球上で生きながらえた。その結果、今日の全
ての生物が存在している。このようなことを”知る”立
場から、現在70億人近くになる人類が、地球の環境と生
命に大きな影響を与えるようになっていることを考え直
してみることが本シリーズの目的である。
　
　人口はどのように増えたのだろうか？　現在地球には
67億以上のヒトが生きている。ホモ・サピエンスが誕生
してから世界の人口はどのように変化したのだろうか？
およそ20万年前にアフリカで誕生したホモ・サピエンス
は10万年ぐらい前には数万人、そして、1万年前に農耕
を始める頃には世界全体でおよそ500万人がいたと推定
されている。その後、農業が発展し5000年前頃から都市
が出来、文明の興亡が繰り返された。紀元元年頃には数
千万人に増えたのだろう（7）。そして、19世紀の初めに
はおよそ9億人、1825年頃にはおよそ10億人となった。
紀元元年からおよそ1800年間で人口は約10億人増えた
ことになる。19世紀は産業革命の時代で、その100年の
間に人口は16億人になった。たった100年で7億人が増
えたことになる。そして、20世紀の100年間には47億の
人口が増え今や67億を超えている。この急激な人口増加
が地球環境を考える上でもっとも重要なことである。
　多くの人々が環境について目を向けるようになったの
はレイチェル・カーソン（1907～ 1964）の『沈黙の春』が
きっかけであった。彼女は鳥が餌から農薬としてまかれ
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6  1億3千年前頃の白亜紀前期に、レペノマムスという体長50cm（1m以上になるものもいた）位で恐竜の子供を食べていた哺乳
類がいたことが分かっている。白亜紀の哺乳類が全て小さなネズミのようなものではなく、このような例外的なものもいた（4）。



たDDT 7 を体内に取り入れ、そのために死んでしまい、
春になっても鳥がさえずらない世界が訪れると『沈黙の
春』を1962年に発表し、多くの人に衝撃を与えた。カー
ソンはその本の出版等の活動により1962年のシュヴァ
イツアー賞を受賞した。シュヴァイツアー（1875-1965）
は「未来をみる目を失い、現実に先んずるすべを忘れた
人間、そのゆきつく先は、自然破壊だ」と警告を発した
その人である。カーソンはまさに見えざるものを見たの
であり、その賞にふさわしい人であった。私達にとって
見えざるものとは「まだ起きていないこと」と「自分の
目で見ていない現実」の二つがあるだろう。1937年ナチ
ドイツの空爆を受けたスペインのゲルニカの惨状を、ピ
カソ（1881-1973）は目にすることなく『ゲルニカ』とし
て描き、人々に戦慄を伝えた。“知は地球を救う”には“知
る”ことが見えざるものを見る想像力を養い、そのこと
により地球を救うことが出来るようにという願いも込め
られている。
　『沈黙の春』が出版された時の世界の人口は今の半分
以下の31億人であった。人は、将来のことを心配する。
中国の古い書物の『列子』に、天地が崩れ落ちることを
心配する取り越し苦労が杞憂とさている。しかし、氷山
が崩れ落ちることが現実に起きており、わたしたちは将
来のことをよく考えなくてはならない。気候変動の仕組
みは完全に解明されているわけではないが、過去に起き
た急速な温暖化や、その後に襲ってきた氷河期などにつ
いても“知る”ことが将来を考える際に大変重要である。
　トマス・ロバート・マルサス（1766～ 1834）は『人口
論』（1798）の中で、世界の食料の増産は人口の増加に追
いつかなくなるだろうと警告を発した。1972年にはロー
マ・クラブが地球の将来について多くのデータをコン
ピューターに入力し、幾つかの将来像を予想し報告した。
その将来像はわれわれが、どのような暮らしぶりを選ぶ
か、あるいは、効率よくエネルギーを使える技術を開発
できるかなどにより大きく異なった。シナリオはいくつ
かあったが、大方の予測は成長には限界があり21世紀中
には世界の人口は減少し、一人当たりの食べ物も少なく
なるという悲観的なものであった。それは『成長の限界』
として出版され大きな反響を引き起こした（8）。その報
告がなされた1972年の世界人口は今から考えると38億
人に過ぎなかった。その報告から既に30数年間、世界は

地球にかける負担を増やし続けてきた。しかし、幸いな
ことに地球はその報告で示された未来予測のシナリオの
最悪のものにはなっていない。ところが、それは表面的
なことで、大きな変化が起こりつつあるのかもしれない。
将来予測には幅があるが、2050年には世界の人口は90
億を超えるという予測もされている。今までのようなス
タイルで90億の人がこの地球に暮らすことができるの
だろうか？
　目に見えないことも含め私たちが地球にどのような負
荷をかけているかを客観的に捉える必要がある。数値化
して評価するのは至難の技であるが、幾つかの試みがな
されている （例えば9,10）。それはわたし達が生きるため
に地球のどのくらいの土地を使っているのかを見積もる
ことで捉えようというものだ。道路や建物に必要な土地、
生活を支える食料・住宅・衣服の原料を供給するために
どのくらいの土地を使っているか、またエネルギーの供
給については必要な土地面積を間接的に求めた 8。暮ら
しぶりと人口により必要な土地面積は大きく変わる。そ
れを国別に見積もり、世界の総計を出した。その結果は、
2001年で世界の全ての人々の暮らしを支えるには地球
1.2個分の土地を使っているというものであった（9）。そ
れは、何を意味しているのだろうか？世界の人々は地球
が与えてくれる恩恵の利子だけで暮らしているのではな
く地球そのもの、元金にまで手をつけて生きていること
を示している。つまり、元金が減って、壊滅的な影響を
受ける可能性を心配する必要がある。これは杞憂とは思
われない。もし世界の人が全て日本人並みの生活をする
とすれば、2.4個の地球が、アメリカ人並みの生活をす
ると5.3個の地球が必要であると推定された（9）。一人当
たりの地球に対する負荷が最も高いのはアラブ首長国連
邦だ。彼らの地球への負荷は日本のそれの2.3倍である。
その首都であるドバイの常夏の海辺に人工スキー場が
2005年に完成し、人々が海水浴とスキーを同時に楽しめ
ることが喧伝された。地球の循環を考えるという視点か
らは、このような施設はつくるべきでないと主張できる
はずであり、そのようなメッセージを伝えることがこの
シリーズを通しておこないたいことである。
　現在では、十数年で10億人の人口が増え続けている。
私たちは今立ち止まって、地球が、生命が、人類がどの
ように誕生しどのように発展してきたかを考えるべき時
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7  DDTを殺虫剤として使用できるようにしたミュラーはその功績により1948年にノーベル賞を受賞した。その後、レイチェル・
カーソンの警告に従い、1960年代後半から1970年代初頭にかけて先進国ではDDTの使用や製造が禁止された。しかし、現在
でも5億人の人がマラリアに罹り、およそ100万人の人が死亡している現状を改善するために、DDTの限定的な使用が検討さ
れている。ここにもアンヴィヴァレントをみることができる。

8 エネルギーの使用に伴い発生する二酸化炭素を吸収するためにどのくらいの森が必要であるかを計算した。



である。将来は私たちがどのような選択をするかによっ
て大きく変わる。『成長の限界』を書いたメドウズらは、
1972年以来、何度かコンピューターに入れるデータを変
えながら、将来の予測を行った。その将来像は困るよう
な破滅的な未来から、受け入れられるような未来まで多
岐に渡っている。彼らはその将来予測に関する本の一冊
の中で、五つの提言をしている（11）。それは、“ビジョン
を描くこと”、“ネットワークをつくること”、“真実を語
ること”、“学ぶこと”、そして“愛すること”だ。筆者も、
地球、様々な生物、そして太陽の恩恵に感謝し、多くの
ことを学び、このシリーズをまとめることで、この提言
を少しでも実現し、豊かな地球が存続することを目指し
たい。この提言の中でも特に“ビジョンを描くこと”が
大事である。先ずビジョンをもたなければ何もはじまら
ない。
　
　進化と創造　気候風土の違う中で異なる価値観を持つ
67億の人が世界で暮らしている。しかし、地球は一つ、
世界の様々な民族も皆ホモ・サピエンスでもとをたどれ
ば皆親戚だ。更にそのホモ・サピエンスの祖先の祖先が
6～700万年ぐらい前に生きていたこともわかり始めて
いる。つまり、それはヒトとチンパンジーがその頃共通
祖先から分かれそれぞれ別の進化の道を歩み始めたとい
うことを意味している。
　進化についてわれわれはどのように理解するように
なったか簡略に述べておこう。進化が起きるということ
は今から150年ぐらい前のチャールズ・ダーウィン（1809
～ 1882）の『種の起源』（1859）以来、明らかにされてき
た真理だ。しかし、進化を多くの人が受け入れるように
なるのには長い時間がかかっている。実際、今日でもア
メリカで進化が事実だと思っている人は40％以下、イス
ラム圏の人々の多くも進化を受け入れていないという。
このアメリカの調査結果は、日本、イギリス、フランス
の80％前後の値とくらべて著しく低い（12）。我々日本
人には考え難い。アメリカの進化を信じない人々は、公
教育で神が人と世界を創造したことを教えるべきである
という運動を行い、裁判を起こしている。但し、その運
動は神による世界の創造という名の下ではなく、生命は
インテリジェント・デザインによって生まれたというこ
とを教えるべきだという主張に置き換えられている。イ
ンテリジェント・デザインというのは生命のような精妙
なものは知性あふれる計画に基づいてはじめて生まれる
もので、行き当たりばったりの突然変異により生まれる
ものではないというものである。それは1802年のウィリ
アム・ペイリーが『自然神学』の中で時計は時計職人が
設計図に従ってつくるから出来るとしたものと同じ考え

方で、近年アメリカの一部で急速に広がりつつある。こ
れに対し、リチャード・ドーキンスは『盲目の時計職人』
で何億年という長い時間があれば、偶然の突然変異の積
み重ねで目のような巧妙な器官も生まれることがあるこ
とを分かりやすく説明している（13）。それは、いきなり
目にならなくても、光を感じる組織が先ず生まれ、その
後、ピンホール・カメラのようにレンズがなくても何か
孔が開き、光を感じる組織におぼろげな情報が伝われば、
その生物は以前のものより多くの情報を利用しながら
より繁栄していく。このように段階的ないくつもの変化
が長い間積み重なれば目が誕生するというものである。
実際そのように段階的に進んだことを裏付ける種々の
生物種が現存している。たとえばオオムガイの目には水
晶体はないが網膜にぼんやりした像をむすぶことがわ
かっている。
　インテリジェント・デザインを信奉する人々の訴えは
今のところほとんど承認されていない（例えば14）。し
かし、裁判は何度も起こされており、公教育でインテリ
ジェント・デザインについて教えることが許可される可
能性もある（15）。このような運動はアメリカの原理主
義（例えば16）から生まれているものの一つである。こ
のような原理主義はイスラムのそれも含め世界の多様な
文化を認め通底する価値観を模索し、環境と生命の世紀
を志向する動きとは反対のものである。世界が聖書に書
かれている字句通り、6000年前に出来たことを信じる
かどうかが2008年のアメリカ大統領候補者達に対する
質問事項の一つであったことは驚愕に値する。信仰と科
学的真理は別の次元で成り立つものであると考えること
も出来るはずである。例えば、前ローマ教皇ヨハネ・パ
ウロ二世は1996年 10月 23日に “Rightly comprehended, 
faith in creation or a correctly understood teaching of 
evolution does not create obstacles.”と述べ進化と信仰は
並び立つことを認めている。進化についてどう捉えるか
は今日でも生々しい問題であるが、原理主義的主張は排
斥され、事実が受け入れるべきである。生物の進化につ
いては稿を改めて論ずる。筆者はそれら原理主義には毅
然と対処すべきと考える。しかし、毅然と対処すること
と多様性を認める寛容にどう折り合いをつけるかが今世
紀の難しい課題の一つとなろう。この課題を克服するこ
とに地球の未来はかかっていると言っても過言ではない
だろう。ローマ教皇の発言は希望を与えてくれるもので
ある。
　　
　ヒトとチンパンジー　　ヒトと最も近い関係にあるチ
ンパンジーについて考えてみよう。アフリカだけにしか
棲息していないチンパンジーは今や全世界に、十数万頭
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が生きているに過ぎないそうだ。その十数万頭のチンパ
ンジーがどのくらい遺伝的に多様であるかが、ホモ・サ
ピエンスとの比較で調べられた。瞠目することに、世界
の60億を超えるホモ・サピエンスの遺伝的な多様性より
もアフリカの一部の西アフリカに住むチンパンジーのほ
うが遺伝的には数倍多様であることがわかった（17）。こ
のことは、何を意味しているのだろうか？それはホモ・
サピエンスがチンパンジーにくらべてある時期ごく少数
で、そこから極めて短時間に急速にその数を増やしたた
めに多様性は大きくならなかったことを示している。事
実、ある研究によると、数十万年前のホモ・サピエンス
の祖先にあたる人類は数千～ 1万人の規模となり、絶滅
の危機に瀕していたといわれている（18、19）。その当時
のチンパンジーの祖先ははるかに多くいたのだろう。そ
のようなことが二種の間の多様性の違いを生みだした。
また、ヒトとの共通の祖先が800万年前頃と考えられる
ゴリラは、今や世界に数万頭しか生息していないと言わ
れている。最近の調査（20）ではゴリラの生息数がコン
ゴで一部回復したというものもあるが、それは保護活動
の成果で明るいニュースである。しかし、エボラウイル
スや人による密猟のためにゴリラの絶滅の危惧は依然と
して高い。われわれは、ゴリラなど類人猿の絶滅の回避
のための行動を継続する必要がある（例えば21）。現在
の67億の人間も、かつて数千～ 1万人規模で絶滅の瀬戸
際に立たされた祖先が生き延びた結果であることを“知
る”ことができれば、われわれのチンパンジーやゴリラ
に対する接し方も大きく変わらざるをえない。また、人
間同士について考えた場合にもこのように考えれば、文
化・風土の異なる人々の間でも、未来に対して共有しう
る通底する価値観を持つことが可能であると希望を持つ
ことができるはずだ。このようなことを考えると、生命・
環境の21世紀をどのようなものにするのか選択する際
に、とくに教育にかかわるものとして地球・生命・人類
の歩みを通観することが肝要であることは明らかだ。
　　
　太陽の恩恵　本シリーズの目的は上述したような立
場に立って地球・生命・人間の歩みを振り返ることだ。
ところで先に五つの提言を紹介した際に太陽の恩恵と
一言加えた。太陽の恩恵を強調したかったが、説明不足
であったので、最後に補足し筆者の思いを明らかにした
い。以下の図は地球の活動が太陽に始まる循環に基づい
ていることを象徴的に示したものである。植物は太陽エ
ネルギーを利用し、光合成で空気中の二酸化炭素を砂糖
やデンプンにし、その際に酸素を発生している。ヒトや
動物は直接あるいは間接的に砂糖やデンプンを食べ生き
ている。ほとんどの生物は食物を光合成由来の酸素で燃

やしエネルギーを得るとともに二酸化炭素や水を発生し
ている。その二酸化炭素は再び光合成に利用され循環が
行われている。また、生物は死ぬとその体は微生物など
により分解されて窒素・リン・カリなどの構成成分にな
り、それらは再び植物などに取り込まれやはり循環して
いる。
　地球に降り注いできた太陽エネルギーは光合成など
に利用されるが、最後には熱となって宇宙のかなたに消
えていく。地球に降り注ぐエネルギーと出て行くエネル
ギーのバランスにより、地球の温度は決まる。太陽の光
により地球の温度がどのようになるかを太陽の熱エネル
ギー、太陽と地球の距離などから計算することができる。
地球が黒体で大気が全くないとすると、地球の温度は 
－18℃になるとされる。現在の生物にとって住みやすい
地球の平均気温はおよそ16℃である。この気温と－18℃
との大きな差は水蒸気や二酸化炭素、メタン、オゾンな
どの温室効果ガスによる温暖化があるためである。地球
に生命が誕生した頃の太陽は現在の明るさの70％程度
であると推定されている（例えば23）。一方、その頃の大
気は二酸化炭素に満ち溢れ、地球は寒冷化を免れること
により生命の誕生が可能となった。その後、地球の大気
の組成や温度は大きな変動を続けている。現在問題とさ
れている二酸化炭素による温暖化については全貌が解明
されていないが、地球の気候については二酸化炭素など
による温室効果や、太陽の活動などを併せて深く考える
必要がある。
　また、我々の存在に欠かせない大気中の酸素は地球誕
生後20億年近くはほとんど存在しなかった。およそ27
億年前に酸素を発生する光合成を行う生物が誕生した
（光合成を行うが酸素は発生しない生物は30億年ぐらい
前に誕生したと考えられている）。地球上の酸素濃度は
ゆっくりと増え始め20億年近く経ったおよそ6億年前
に、ようやく現在の酸素濃度の10％程度になり、今から
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図1. 太陽からはじまる循環（文献22の7Pの図を基にした）



およそ4億5千万年前に酸素は現在の濃度の70％ぐらい
になり、その頃に、成層圏に現在と同程度のオゾン層が
形成された。そのオゾン層により生物に有害な作用を持
つ紫外線 9 が吸収されるようになった。そこで生物はは
じめて水中から陸上に進出すことが可能になった。一方、
二酸化炭素は海に溶けるか、石灰岩や現在の化石燃料と
なることなどで減少し続けた。このように、大気の酸素
濃度等を見ても想像を絶するほど大きく変わってきた。
このようなダイナミックな生命と地球の相互関係のもと
で、多様な生命が生まれ滅び、そして現在に至っている。
繰り返しになるが、このような悠久の時の間に起こった
ことに思いを馳せることがこのシリーズの目的の一つで
ある。
　私たちや地球を構成している元素について考えると、
さらに大きな宇宙観を持つことができる。生物や地球を
構成する水素はおよそ140億年前の宇宙誕生直後（約10
万年後）に出来たものである。また、私たちの体の隅々
まで酸素を運ぶ働きをしているヘモグロビンに含まれ
る鉄は、宇宙誕生直後には存在しなかった。それは鉄原
子では核に多くの反発しあう陽子（26個）を閉じ込めな
ければならず水素 （陽子は1個） あるいは、炭素原子（陽
子は6個）を形成するより桁違いに大きなエネルギーが
必要とされるからだ。鉄は太陽の質量の10倍以上の巨大
な星々の中心で、大きな重力をエネルギーとしてはじめ
てつくられたのだろう。宇宙誕生後出来たこのような巨
大な星を含む無数の星が爆発し星屑となり、それらが集
まり太陽がそして地球が、更に生命が誕生した。つまり、
私たちは星屑で出来ていることを実感できるはずである
（例えば24）。私たちの体に含まれていた鉄は私たちの死
後、また何かの構成成分になる。このように、地球や宇
宙規模の大きな循環が起こっている。まさに生々流転あ
るいは鉱物や空気まで全てが循環している。特に、地球・
生命にとっての大きな循環を支える最も根源的なもの
の一つは太陽であると、太陽の恩恵を強調したわけであ
る。筆者はトウモロコシの光合成の研究をしていたので、
Laetchの原図（22）がとりわけ好きで、図1はそれに基
いた。このシリーズはこのような視点から地球・生命・
環境・人類の歴史について、分野横断的に通観・総合化
を試みるものである。それぞれの分野には多数の専門家
がおり優れた本も数多く出版されている。そのようなな
かで、このような広範な試みを行うことは底の浅い、あ
るいは無謀なものにも思える。しかし、あえてこのよう
な通観を行うのも今のような時代に光をみつけるために

は必要かもしれないということでお許しいただきたい。
シリーズ全体の構想は地球誕生の46億年前から現在ま
での通観であるが、取りあえず出来上がったところから
まとめることにした。この“シリーズその1　はじめに”
に続く実質的なシリーズ第一弾は、”シリーズその2の人
類700万年の進化“である（1）。
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