
1.はじめに

　人類の進化については、まだわからないことも多く現
在進行形の分野である。この数年間に新たな化石も見つ
かり定説が変更されている。また、化石に含まれる遺伝
情報を調べることも可能となってきた。例えば、数万年
前に死んだネアンデルタール人の骨からその人の遺伝情
報が再現され、我々ホモ・サピエスとの相異が明らかに
されている。また縄文時代の人骨の遺伝情報も調べられ
日本人の祖先についての研究も進んでいる。今後数年で、
更に多くの発見がなされると予想される。
　今までに見つかっている数万年前より古い人類の化石
は決して多くはない。それらの限られた一部の骨から推
測されていることも多々あり、専門家の間でもそれらの
化石の実体や人類の進化については意見が分かれるこ
とも少なくない。ここでは、2008年現在、大方の人が認
めているところを整理する。人類の進化が今の教科書に
書かれているように理解されはじめたのはせいぜいこの
50～60年のことである。1856年にネアンデルタール人
の骨が見つかった当時、その骨は1814年にナポレオンが
ロシアに遠征した時のロシアのコサック騎兵のものだと
か、若い時クル病になり関節炎で長いこと苦しんでいた
ために額にしわができた人の骨だとか、様々な憶測がな
された。ダーウィンの『種の起源』が出版されたのは、そ

の直後の1859年だ。しかし、彼の提唱した進化という概
念は直ぐに多くの人によって受け入れられたわけではな
かった。先ず以下に、この150年あまりの間に人類の化
石がどのように見つかり、それがどのようなものとして
理解されていったのかを振り返える。篤姫が徳川家定に
嫁いだのが1856年であり、前半で述べる人類化石の発見
の歴史150年は、江戸の幕末から今日までのことである。
後半では人類の700万年の歩みをまとめる。なお、この
小論ではごく初期の猿人を含む全ての人類と考えられる
生物種をヒトと呼ぶ。
　

2.人類化石の発見 その150年

　この節では人類の化石発見の歴史150年について述べ
る。現在理解されているヒトの進化700万年については
次節でまとめる。先に述べる化石発見の歴史を読む際に
それらの化石が人類進化の全体のどこに位置するかを予
め知っておきたい方は118pの図2をその都度参照してい
ただきたい。ヒトの種の名前の後の（　）内のアルファ
ベットは図2で用いている省略記号である。

2.1 ホモ・サピエンスの命名: 1758年
　生物には様々な種があるが、それに二つの名前をつけ
分類したのはリンネだ。2007年はリンネ生誕300年にあ
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たり多くの催しが行われた。彼は1753年の『植物の種』、
1754年の『植物の属』などでそのことを提案し、1758年
の『自然の体系』の中で、我々現生人をホモ（ヒト）・サ
ピエンス（知恵のある）（図2－p）と分類した。現在、記
載されている種はおよそ150万種といわれるが、記載さ
れていない種を含めると1億に達するという推測もなさ
れている（1-5,7p1 ）。生命誕生から40億年の間に誕生し
た種の99％は絶滅したそうだ。そのような無数の生物種
の一つがホモ・サピエンスである。
 
2.2 ネアンデルタール人の発見: 1856年　
　1856年にドイツのネアンデル渓谷のフェルトホッ
ファー洞窟で石灰岩の採掘中に見つかった人骨があっ
た。その骨を見せられた数学の教師で博物学者であった
カール・フルロット（1803-1877）は、その骨が現代人よ
りは頑丈であることに注目しボン大学の解剖学教授のヘ
ルマン・シャーフハウゼン（1816-1893）に専門家の意見
を求めた（2）。この人骨には目の上に頭蓋骨がでっぱっ
ている眼窩上隆起と呼ばれる特徴があった。シャーフハ
ウゼンはその人骨を「北西ヨーロッパの野蛮な人種の一
つ」と想像した。（例えば3-36p2 ）
　1864年にイギリスのウイリアム・キング（1809-1886）
はこの人骨はホモ・サピエンスとは異なる種であると考
え、ホモ・ネアンデルターレンシス（図2－o）と命名した。
しかし、当時は有名な病理学者のルドルフ・ウィルヒョ
ウ（1821-1902）のクル病などにかかった現代人の老人で
あるという説を多くの人が受け入れていたようだ。その
他、1814年にナポレオン軍を追いかけたコサック兵が
病気になったものだとか色々な憶測がされたが、ネアン
デルタール人の化石がどのくらい古いのか人類の進化の
なかでどのような位置を占めるのかは明らかにされな
かった。それは、古さの目安となる、動物などの化石が
人骨の発見された地層から出土しなかったからだ。その
後、同様の化石がヨーロッパの各地で見つかったが、ネ
アンデルタール人をどのように考えるかはわからずじま
いであった。1908年にフランスのラ・シャペルオーサン
でネアンデルタール人の全身骨格の化石が見つかった。
この骨格の分析を依頼されたフランスの古生物学者マル
スラン・ブール（1861-1942）は、1909-1912年にかけて、
ネアンデルタール人を「前かがみでひざを曲げ、尻を落
とした半白痴のようだ」と説明した。この化石はラ・シャ
ペルの老人と呼ばれ多くの人がこの説明を受け入れた。

ネアンデルタール人について、現在理解されているよう
な位置づけ（およそ20数万～2.4万年前に生息していた
ホモ・サピエンスとは違う種）がなされるのは1950年代
以降のことだった。ウィリアム・ストラウス（1900-1981）
とケイブ（1900-2001）はブールの分析に疑問を投げかけ
化石を再調査した。そしてラ・シャペルの老人は関節炎
を患っていたのであり、風呂に入れ、ひげをそり現代的
な服装をさせれば、地下鉄に乗っていても誰も奇異に感
じないと結論した（4）。
　現在ではネアンデルタール人が絶滅した種であり、ホ
モ・サピエンスの祖先ではないと多くの人が認めてい
る。しかし、ネアンデルタール人がヨーロッパのホモ・
サピエンスの祖先であると、いまだに考えている学者も
少数残っている。人類の頭蓋骨の化石はネアンデルター
ル人の発見以後、いくつも見つかったが、それらの脳容
量には大きな違いが見られた。しかし、大きな脳をもつ
ことが、ヒトの特徴であり人類の祖先も大きな脳を持っ
ていたに違いないという予断が小さな脳を持つヒトの
化石の理解を妨げ、人類進化を理解する上の障害となっ
た（2.7 3 ）。ちなみに、ネアンデルタール人の脳容量は
1450ccほどで、ホモ・サピエンスの平均1350ccよりも大
きい。

2.3 ダーウィンの『種の起源』の出版: 1859年　
　1859年にダーウィンの『種の起源』が出版されたが、
ダーウィンの考えはなかなか受け入れられなかった。そ
れは、当時の西欧の多くの人々が、世界は神により紀元
前4004年10月23日に創造されたと1658年に断じたアイ
ルランドの大司教ジェイムズ・アッシャー（1581-1656）
などに代表される神による生物の創造を信じていたか
らだ。神が6日で世界を創造したと字句通り信じる人々
と、それを寓意として捉える人がいただろう。しかし、
当時の多くの人々にとって6千年前というのは大昔のこ
とで、生物の誕生ははるか昔のことと寓意的に捉えられ
ていたのだろう。聖書に書かれていることをその文字通
りに信ずる原理主義的な考え方は近年の新たな傾向であ
る。最近のアメリカの原理主義、神による世界の創造に
連なるインテリジェント・デザインについては、“本シ
リーズその1のはじめに”（5）で紹介した。地球の誕生に
ついて20世紀初頭には1億年前程度と考えられており、
46億年前に遡れると認識されるのはその後のことであ
る。進化の概念は諸手をもっては迎えられず逆風の中に
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1 文献1の5, 7pより引用したことを示している。
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3 本小論中の参照すべき項目を示してある。



あったが、ダーウィンの考えを支持するトマス・ハクス
リー（1825-1895）のような人たちも一方では確実に現れ
ていた。

2.4 クロマニヨン人の発見: 1868年　
　1868年、フランス南部のクロマニヨン洞窟で鉄道工事
の最中に、眼窩上隆起の小さい現代人に似た人骨5体（男
性の大人3体、女性の大人1体、子供1体）が首飾りと考
えられる貝殻などとともに見つかり、クロマニヨン人と
名づけられた（6）。そこからは旧石器時代を代表するオー
リニャック石器（3.22）も見つかり、クロマニヨン人は
ホモ・サピエンスで我々の祖先であることが早くから受
け入れられた。クロマニヨン人はおよそ4万年前から1
万年ぐらい前までヨーロッパに住み、ショーヴェやラス
コーの洞窟壁画を描いた人たちであろう。
　
2.5 ジャワ原人の発見: 1891年　
　ダーウィンの進化という概念は一部の人の間には徐々
に浸透していった。エルンスト・ヘッケル（1834-1919）4

は1868年にヒトと類人猿の間をつなぐ動物が存在する
という着想で、ピテカントロプス（猿人）・アラルス（言
葉を持たない）という種を想定した。またアルフレッド・
ウォーレンス（1823-1923）は マライ諸島に住み、そこ
に生息している生物の研究をしていた。彼はボルネオ島
とセレベス島では、その島が隣接するにもかかわらず生
息している生物が大きく異なることを発見した。それは
島の間を流れる海流がはやいために、生物の行き来が妨
げられているためだと彼は考えた。それは現在、ウォー
レンス線として知られているものだ。彼は人類の祖先が
見つかるとすればそれはマライ諸島であると力説した。
ウォーレンスはダーウィンと同時に進化について発表し
た人でもある（7）。
　ダーウィンは1871年には『人間の由来と性選択』を出
版し、類人猿でヒトと近縁の種がアフリカにしか生息し
ないことから、ヒトはアフリカで誕生したと予想した。
しかしその頃のヨーロッパの人々にとっては黒人の住
むアフリカが人類の祖先の誕生の地であるということは
とうてい受け入れられず、せいぜいアジアならば可能性
があるかもしれないと多くの人が考えていた。それは当
時の状況を考えると当然と思われる。15世紀以降アフ
リカ諸地域からの奴隷貿易が行われ、人種的な偏見が世
界を席巻していた。イギリスで奴隷制度が廃止されたの
は1833年だ。しかし、それ以降も多くのプランテーショ

ンが黒人奴隷の労働に基盤を置いていた。奴隷制度の是
非を一つの争点としたアメリカの南北戦争が起きたのは
1861年だ。その結果奴隷は解放されるが、1880～90年
代には再び黒人の選挙権が剥奪され、ジムクロウ（人種
隔離）制度が出来たように、黒人に対する偏見は簡単に
は消え去らない時代であった。人類の進化に興味を持つ
ヨーロッパの人の目はアジアに向かうのが精一杯であっ
た。
　そのような時代風潮の中、オランダで医学を教え始め
ていたユージン・デュポア（1858-1940）は、祖国で必ず
しも恵まれていなかったことと、ヘッケルやウォーレン
スに刺激されヒトの祖先をアジアで見つけようという思
いにかられたことから、1887年に29歳でオランダ領東
インド諸島へ軍医として働くために旅立った。そして勤
務をしながら化石探しを始めた。2年後にはその勤務が
免除され化石探しに専念することになった。1891年に
は古いヒトの頭蓋骨と大腿骨をジャワ島のトリニールで
発見した。大腿骨の形から二足歩行をしていたと考え、
ピテカントロプス（猿人）・エレクトス（直立する）と命
名した（8）。当時は発見した地層の年代を決定する手
法が確立しておらず、また、その地層の保全も不十分で
あったため時代は特定されなかった。今では彼の発見し
たジャワ原人は100～70万年ぐらい前のものと推測され
ている。その脳容量は940ccだ。彼はこの化石が人類の
祖先のものであると主張したが受け入れられなかった。
デュポアは化石とともに傷心のうちに引きこもってしま
い、この化石が正当に評価されることはなかった。1940
年代半ばに、この化石はホモ・エレクトス（原人の一種，
図2－ℓ）と改称され、1960年代にようやくこの化石が
ヒトであることが公式に受け入れられた。発見から実に
70年以上、デュポアの他界からも20年以上の月日が流
れていた。

2.6 ハイデルベルク人の発見: 1907年　　
　1907年にドイツのハイデルベルク近郊で、オットー・
ショーエテンザック（1850-1912）の指揮のもと、ヒトの
下あごの骨と思われる化石が歯とともに見つかった。そ
の地層は絶滅した哺乳類の化石を含んでおり、更新世

（180～1万年前）の古い時期のものと思われた。また、顎
はホモ・サピエンスにくらべ頑丈で、彼は、それをホモ・
ハイデルベルゲンシス（図2－m）と命名し、古い人類で
あると考えた（9）。しかし、それが人類進化のなかでど
のような位置を占めるのかは分からなかった。現在では
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この化石はおよそ50～40万年前のもので、ヨーロッパ
で見つかった人類化石の中では古いものの一つであるこ
とが明らかにされている。ちなみに、人類が最初にヨー
ロッパに現れたのは石器や人骨の発見を根拠におよそ
120万年前といわれている（例えば10, 10-2）。

2.7 ピルトダウン人の発見と捏造の顛末: 1912年～　
　1912年にイギリスのロンドンの南東、サッセクス州ピ
ルトダウンでアマチュアの考古学者チャールズ・ドーソ
ン（1864-1916）によってヒトの頭蓋骨が発見された。そ
れはピルトダウン人と呼ばれた。この頭蓋骨は大きな脳
とサルのようなあごを持っていた。更に、それが発見さ
れた地層からは数十万年前に絶滅したと思われる哺乳
類の化石も見つかった（11）。このことは、ヨーロッパに
脳の大きな人類の祖先が旧石器時代に存在していたと
いう、ヨーロッパの人々が信じたがっていたことを裏付
けるもので、その発見は当時の考古学の大家であるアー
サー・キース卿（1866-1955）をはじめ多くの人に受け入
れられた。この発見は、ホモ・サピエンスに似た人類の
祖先が、ネアンデルタール人よりも前に存在していたこ
とを示していた。即ち、プレ・サピエンスと呼ばれる一
群が古くから存在しており、ネアンデルタール人は人類
進化の中では傍系で絶滅した野蛮な種であるという位
置に追いやられ、ネアンデルタール人に対する興味は薄
らいで行った。ところが、ピルトダウン人の頭蓋骨が捏
造であることが暴かれた。それは1953年のヨセフ・ワイ
ナー（1915-1982）、レ・グロス・クラーク（1895-1971）と
ケニス・オークレイ（1911-1981）の報告によってであっ
た（12）。それは化石が土に埋まっている間に地中から
フッ素が吸収されることを利用したものだ。長く地中に
埋まっていた骨ほど多くのフッ素を含むことになる。ピ
ルトダウン人の化石についての分析結果は、ピルトダウ
ン人がおよそ500年前の人骨であることを示した。その
ことは大きな衝撃を与え、更に詳しい化石の再調査が行
われた。発見された顎の骨はオランウータンのものでそ
の歯にやすりをかけヒトの歯に似せるための細工が行な
われたこと、更に、同じ場所で発見された絶滅した哺乳
類の化石も、後から埋められたものであることが発覚し
た。40年間、このピルトダウン人が人類の祖先を代表す
るものと思われていたため、その間に発見された多くの
化石人骨がその本来占めるべき位置を占められず、発見
者は悲哀を味わい真実の解明が遅れてしまった。この捏
造は発見者のドーソンが行ったのかどうかを含め、謎解
きが行われたが、未だに真相は闇の中だ（例えば13）。

2.8 アウストラロピテクス・アフリカヌスの発見: 1924年
　オーストラリア人のレイモンド・ダート（1893-1988）
はシドニーで医学を学んだ後、イギリスに留学した。そ
の後、彼は1922年にヨハネスブルクの大学で解剖学を教
えるよう南アフリカに派遣された。当時はサハラ以南の
アフリカでは霊長類の化石はほとんど見つかっておら
ず、人類学の研究に興味を持っていた彼は石灰岩の採掘
現場で化石の骨が見つかることを聞きつけ、化石が出て
きたら送るように依頼していた。1924年、南アフリカの
タウングの石灰岩採掘の洞窟で発見された化石が彼のも
とに届けられた。それはとても小さなもので歯の生えか
わる状態から3.5～5才ぐらいの幼児であると思われ、タ
ウング・チャイルドという愛称がついた。化石には発見
者が愛着を持つためにこのような愛称がつけられること
がよくある。この化石の脳容量は405ccと小さくチンパ
ンジー並みのものであったが、頭骨の底部にある背骨に
いたる孔（大後頭孔）の位置がチンパンジーとは大きく
異なり直立歩行をしていたと考えられた。ダートはこの
化石が人類の祖先に関連すると思いそれをアウストラロ
ピテクス（南のサル）・アフリカヌス（図2－f）と命名し
た（14）。この仲間はいわゆる猿人だ。猿人、原人、旧人、
新人とヒトを大別することがある。猿人は、初期の人類
で脳の容量が現生類人猿と同じ程度の仲間だ。現在では
10種以上の猿人がいたと考えられている。原人は道具を
使い始めたヒトで初期から後半にかけてのホモの仲間
だ。旧人はネアンデルタール人で、新人が我々ホモ・サ
ピエンスをさしている。これらの分類は便宜的で正確さ
に欠けるが、人類を大きく捉える時には便利な概念であ
る。ダートの発見は発表後の短期間は賞賛されたが、直
ぐに批判を浴びた。それは、当時はピルトダウン人が一
世を風靡しており、ピルトダウン人が捏造であることが
判明する1950年代までは脳が大きいことが二足歩行よ
りもヒトの特徴として重要であると思われていたため
に、脳の小さなアウストラロピテクスはヒト科とは認め
られなかった。また、ダートがこの化石をロンドンで報
告した時は、折悪くブラックの発見した北京原人（以下
参照）の報告もロンドンで行われた。その化石の脳容量
は1075ccでホモ・サピエンスにより近く、ダートの発表
は多くの批判を受け、その化石も正当に評価されなかっ
た。ダートの発見した猿人は300～200万年前頃に暮ら
していた。しかし、我々ホモ・サピエンスの祖先を遡っ
ても彼らには至らないと考えられている。

2.9 北京原人の発見: 1920年代　
　カナダ人のデヴィッドソン・ブラック（1884-1934）は
1919年に医学を教えるために北京へ到着した。彼はヒト
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の化石を見つけたいと望んでいた。中国では化石の骨は
竜骨と呼ばれ漢方薬として珍重されおり、化石を見つけ
やすい所が分かっていたのは好都合であった。しかし、
彼の滞在を財政的に支えていたロックフェラー財団は彼
が化石探しに時間を割くことを快く思わず財政的な締
め付けをおこなった。彼は何とか北京近郊の竜骨山と呼
ばれる周口店の洞窟で発掘を続けていた。1926年には
同僚のスウェーデン学者の紹介で、北京を訪問したアマ
チュアの考古学者であるスウェーデン皇太子に発掘し
た二本の歯を見せ資金援助を依頼した。その後、皇太子
の支援により、状況は好転し本格的な発掘が始まった。
1929年には頭蓋骨が発見され、それはシナントロプス

（中国のヒト）・ペキネンシスと命名された（15）。この北
京原人もジャワ原人と同様にその後、ホモ・エレクトス

（図2－ℓ）と改名された。この頭蓋骨の脳容量は1075cc
であった。この骨を携えてブラックは1930年に、ロンド
ンを訪れた。ピルトダウン人が信じられていた頃だが、
ジャワ原人を見つけたデュポアとは違い、かつてイギリ
スで学んでいたことを役立て、イギリスの大家にあらか
じめその成果を報告しておいたために彼の発見は好意的
に受け入れられた。現在ではこの化石はおよそ50～40
万年前のものとされている。北京原人のオリジナルの化
石は、第二次世界大戦の開戦を避けるために北京から秦
皇島へ運びそこからプレジデント・ハリソン号でアメリ
カに運ばれる手はずになっていた。ところが、第二次世
界大戦の開戦によりプレジデント・ハリソン号は1941年
12月8日に自沈してしまい秦皇島には入港せず、北京か
ら送られた北京原人の化石は船には積み込まれなかっ
た。その行方は度重なる探索にもかかわらずいまだに不
明である。現存するものは複製であるが、念入りにつく
られていたことはせめてもの救いである。

2.10 アウストラロピテクス・ロブストスの発見: 1938年
　スコットランド生まれのロバート・ブルーム

（1866-1951）は1892年以来、南アフリカで哺乳類型は虫
類を中心とした古生物学の研究に没頭していた。彼は既
に1920年にはイギリスの学士院からフェローの称号を
得ていた。ダートの発見を信じた彼は1934年68才の時
に、医師を辞め博物館に職を得て人類化石の発掘に向っ
た。1938年に、南アフリカのクロムドライでアウストラ
ロピテクス・ロブストス（図2－i）の化石を発掘した（16）。
顎の形はがっちりしており、頭蓋骨の頂点に矢状稜とよ
ばれるでっぱりがあり、ダートの発見した猿人とは大き
くその形状が異なっていた。矢状稜は、ゴリラなどで顎

を力強く使うための筋肉を支えるために発達した組織で
ある。このように顎が発達し、矢状稜を持つヒトのグルー
プは頑丈型と呼ばれている。この猿人の脳容量は500cc
であった。今ではこの種は200～150万年前に生きてい
たヒトで、その後、子孫を残さず絶滅してしまったとさ
れている。ダートの発見したアフリカヌスからロブスト
スが進化したかどうか系統関係は不明だ。ヒトの系統関
係については後半（3.3）で述べる。
　　
2.11 化石の理解が深まる: 1950年代以降　　　
 1950年代には、既に2.2で述べたようにネアンデルター
ル人の人骨の再調査が行われ、その解釈が変わっていっ
た。更に、ラルフ・ソレッキー（1917-）はイラクのザクロ
ス山脈の中にあるシャニダール洞窟から見つかったネア
ンデルタール人の人骨のそばから多くの花粉を見つけ、
ネアンデルタール人が死者に花を手向けていたのだろう
と推測した。このことも、ネアンデルタール人の見方を
大きく変えた。しかし、花粉はネアンデルタール人が手
向けたのかネズミが運んできたのかは分からず意見は分
かれている。ネアンデルタール人についての詳細は後半
で述べる。
　第二次世界大戦の影響を受け化石発掘は停滞期があっ
たが、戦後、リーキー一家によるアフリカでの精力的な
発掘などにより、ヒトの進化の謎解きが急速に進んで
いった。

2.12 アウストラロピテクス・ボイセイの発見: 1959年 
　ルイス・リーキー（1903-1972）はイギリス人宣教師の
子として、ケニアで生まれ育った。宣教師になるつもり
だったようだが、イギリス留学中にラグビーに打ち込み
怪我で休養している間に、タンザニアの化石調査隊に加
わった。それをきっかけに彼は化石探しに専念していっ
た。1930年代後半には、タンザニアのオルドヴァイから
オルドワン石器 5 とよばれる石器を見つけ、ヒトが古く
から住んでいたという確信を強めていった。1930年代
後半にはヒトの化石と思われるものを見つけたが、それ
を発掘した地層の年代をはっきり示すことが出来ず、こ
の化石はその後、ほとんど注目されなくなった（その経
緯については、例えば17 参照）。しかし、1959年、マリー・
リーキーとルイス・リーキーは苦節三十年近くの後、つ
いにオルドヴァイで人骨を発見した。彼らは、それをディ
アー・ボーイという愛称とともに、ジジャントロプス・
ボイセイと命名した（18）。ボイセイと名づけたのは財政
的援助をしてくれたチャールズ・ボイセイへの謝意を表
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すためであった。広漠とした灼熱の地で化石探しを長期
間続けるためには強靭な意志と資金が必要であるのは今
も昔も同じである。このヒトはブルームの見つけた猿人
とおなじように矢状稜をもち頑丈型に分類されクルミ割
り人間というあだ名もついた。この種は今では、多くの
学者がアウストラロピテクス・ボイセイ（図2－h）と呼
んでいる。脳容量は530cc程で、およそ210～110万年ぐ
らい前に生存していたが、子孫を残さず絶滅してしまっ
た。しかし、このデイアー・ボーイも他の化石同様、発
見当時は正しく理解されるには程遠いものであった。ロ
ブストスやボイセイは頑丈型だ。一方、アフリカヌスの
ような猿人はそれらにくらべて顎がほっそりしており華
奢型と区別される。頑丈型の猿人は根や地下茎などの硬
いものを食べ、華奢型の猿人は柔らかい果実など別のも
のを食べることにより同時代に同じ地域で棲み分けるこ
とが可能であったのだろうと考えられている。しかし、
これらの種の系統関係やそれらがどのように棲み分けて
生活していたかどうかについてははっきりしないことも
多く残されている。

2.13 ホモ・ハビルスの発見: 1960年 　
　リーキーはオルドワン石器（3.22）が発掘されるタン
ザニアのオルドヴァイでヒトの顎の骨を1960年に発見
した（19）。彼らは石器を使っていたと考えられ1964年
にダートの提案を受け、彼はこのヒトを石器を作ること
が出来るほど器用なヒトという意味のホモ・ハビルス（図
2－j）と命名した（20）。ホモ・ハビルスはおよそ240～
150万年前に生息しており、この種からホモ・エレクト
スが進化したと考えられているが、それに反対する研究
者もいる（21）。この仲間の脳容量はおよそ650ccとアウ
ストラロピテクスの仲間の脳容量とくらべると大きな違
いを示し、現在ではホモ・ハビルス以降の脳の肥大化が
人類進化の重要な出来事として考えられている（3.16）。

2.14 ホモ・エルガスターの発見: 1960年　
　北京原人やジャワ原人はホモ・エレクトスで、それら
は先ずアジアで見つかった。そこで、後からアフリカで
発見されたホモ・エレクトスをホモ・エルガスター（図2
－k）と呼び区別する場合もある。しかし、意見の一致を
見るには至っていない。1960年にタンザニアのオルド
ヴァイでルイス・リーキーはOH7と登録されたホモ・ハ
ビルスの他にOH9と登録されたホモ・エルガスターの頭
蓋骨の化石も見つけた（19）。脳の容量は1065ccで、ホモ・
ハビルスより大きかった。この種はおよそ190～140万
年前にアフリカに生息し、ホモ・サピエンスに至る道筋
にいたと考えられている（3.17）

2.15 タンパク質の比較から人類の起源にせまる: 1960
年代～

 ライナス・ポーリング（1901-1994）はヘモグロビンのア
ミノ酸配列をいくつかの生物種で比較し、そのアミノ酸
配列の違いが、常に一定の確率で起こる突然変異に依存
しているのではないかと考えた。これを、彼は分子時計
という概念として発表した（22）。この分子時計という概
念は大変重要なもので、分子生物学の成果を加えて進化
を解き明かす重要なものとなっていった。ヒトとチンパ
ンジーとゴリラが共通にもっている血清に含まれるタン
パク質のアミノ酸配列の比較が先ずなされた。その結果
はヒトとこれらの類人猿の共通の祖先が500万年ぐらい
前にいたということを示唆した（23）。このように、タン
パク質や遺伝情報を比較する研究が近年盛んになってき
ているが、それはこの50年位のことである。特に1953年
にワトソンとクリックによってDNA（デオキシリボ核
酸）の二重らせん構造が明らかにされた（24）ことがそ
の後の大きな発展を生み出した。 

2.16 人類の祖先はおよそ1500万年前のラマピテクス: 
1960年代 

　エドワード・ルイスは1932年にインドのシワリクで
800～700万年前のヒト上科（ヒトと類人猿を含む）のも
のと思われる下顎骨を見つけ、それをラマピテクス・パ
ンジャピテクスと名づけた（25）。当時は注目を惹かな
かったが、1960年代以降この下顎骨の歯列がヒトとチ
ンパンジーの中間型としてサイモンズらにより再現さ
れ関心を集め始めた。時代特定もおよそ1500万年前とさ
れ、ヒトと類人猿の共通の祖先がその頃に生きていたと
された。それは分子時計から推測された500万年よりも
はるか昔であった（例えば26）。ヒトはチンパンジーと
大きく異なりその違いをもたらすためには分子時計の見
積りよりもはるかに長い進化のための時間の存在を示す
この結果のほうがもっともらしいという人の思い込みに
合致し、ヒトと類人猿の分岐の時期として教科書などに
採用された。しかし、その後、顎骨の再現の仕方に問題
があることが分かり、別の復元をするとこの化石は類人
猿に近いものであることが示唆された。そのような異な
る解釈が可能であったのは、顎骨が二つの部分に分かれ
ていて完全な復元が出来ないことが原因であった（例え
ば27）。このような論争に終止符を打ったのは1981年に
ピルビームにより発見されたより完全な頭蓋骨であった

（28）。彼もかつてはラマピテクスがヒトの祖先であるこ
とを師のサイモンズとともに主張した一人であったが、
彼は発見した化石からラマピテクスはヒトと類人猿の共
通の祖先ではなくてオランウータンの祖先であると結論
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した。現在ではそれが受け入られ、教科書の記載が改め
られた（例えば29）。

2.17 ホモ・ルドルフェンシスの発見: 1972年
　また時代を追うことに戻ろう。1972年にルイス・リー
キーの息子のリチャード・リーキーはケニアのクビ　
フォーラで、脳容量775ccのホモ・ハビルスKNM-ER 
1470と登録された頭蓋骨を発見した。彼はそれをおよそ
290万年前のものと推定した。このことはホモの起源が
更に古いものとなり、アウストラロピテクス・アフリカ
ヌス（図2－f）のような猿人よりも前の時代に既に原人
のホモが生きていたとして多くの話題をさらった（30）。
しかし、その後の研究によりこの骨が発見された地層は
およそ180万年前のものと推定されるようになり、ホモ
の起源はそこまで遡ることは出来ないと思われている

（地層の時代の決定は、火山の噴火による特有の地層の
年代を特定することや、地磁気の逆転の起きた時期を調
べることで推定されるが、測定の精度やサンプルの良し
悪しなど誤差を生み出す場合がある）。発掘された幾つ
かのホモ・ハビルスの化石にはそれぞれの間に多くの違
いがあり、KNM-ER 1470は、ホモ・ハビルスと分類する
よりは、ホモ・ルドルフェンシス（図2－j）とした方が
よいという意見が強いようだ。化石はてんでんバラバラ
になった骨から、ジクソーパズルを完成するように再構
築する。ジクソーパズルでは周囲にくるピースや裏表は
あらかじめ分かり、全てのピースも揃っている。しかし、
化石の骨の場合にはそのような手掛りはない。また、ピー
スが全てあるわけでもない。そのために、断片化したも
のからの復元は多くの困難をともなう。例えばこの化石
は、発見当時は顔面が斜めでより類人猿的な頭蓋骨とし
て再現された。しかし、その後、同じ化石が別の仕方で
再現され顔面が直立しているホモであることが示された

（例えば31）。この二つの再構成はともに、化石を発見し
た同じグループによってなされたものだ。このように化
石の骨からもとの個体の姿を再現することは容易ではな
い。最近、この標本について、また別の再構成が行われ
脳容積も526ccと見積もられ、より猿人的な姿が再現さ
れた（例えば32）。この化石がどのような姿をしていた
のかの決着は今後に持ち越されるのかもしれない。

2.18 アウストラロピテクス・アファレンシスの発見、
初めての全身骨格: 1973年

　発見されるヒトの化石は今まで紹介したように部分的
なもので、なかなか一人の全身骨格と考えられるような
ものは見つからない。死を悼み埋葬する習慣が出来てく
ればそのような化石も見つかりやすくなるだろうが、そ

のようなものが見つかるのはずっと後の時代のことだ。
ところが、1973年にエチオピアの大地溝帯のハダール

（大地溝帯はヒトが誕生したところであると長い間考え
られていた所、3.9）で、猿人の全身骨格の半分近くが見
つかった。その日のお祝いの時にビートルズのルーシ・
ダイヤモンド・インザスカイの歌が流されていたことか
らこの化石はルーシーと呼ばれるようになった（33）。ま
たそれは、アファールで見つかった南の猿人ということ
でアウストラロピテクス・アファレンシス（図2－e）と
命名された。脳容量は530ccと小さいが、首から下の背
骨、大腿骨、膝はかなり現代のヒトに近く、二足歩行を
していたことは確実とされている。しかし、手足の指の
化石は見つからず、どの程度類人猿に似た要素が残って
いたかは不明であった（のちに、同じ種の指の化石が発
見された3.8）。この化石は女性で、身長110cmぐらい、
体重29kg、320万年前に生きていたと推定された。その
後1976年にタンザニアのラエトリでおよそ360万年前の
ヒトの足跡がマリー・リーキーらにより発見された（34）。
二足歩行をするようになると足の指の把握能力が失われ
指がまっすぐになり、同時に土踏まずが出来るようにな
る。その足跡は噴火による火山灰が積もった後に、雨が
降り、そのぬかるみを歩いたものが固まったものだ。そ
れは、アウストラロピテクス・アファレンシスの足跡と
思われている。その足跡は大中小のものがあり、二人の
夫婦と一人の子供が並んで歩いていた足跡ではないかと
想像されている。この足跡はアファレンシスが二足歩行
をしていたことを示している。しかし、指が多少曲がっ
ていたことはまだ木に登ることも得意であったことも示
しているようだ。また、アファレンシスのほかの化石か
らも、アファレンシスではオスとメスの体の大きさにホ
モ・サピエンスより大きな違いがあったことがうかがわ
れている。ゴリラのオスはメスの2倍以上の体重があり、
そのような場合はゴリラは強い性的二型を示すという。
アファレンシスもゴリラほどではないが、ホモ・サピエ
ンスよりは性的二型がはっきりしていたようで、より類
人猿的であったといえる。アウストラロピテクス・アファ
レンシスは390～300万年前にアフリカのタンザニア、
ケニア、エチオピアに生息していた華奢型の猿人でホモ・
サピエンスの祖先であると多くの研究者が認めている。

2.19 ホモ・エルガスターの全身骨格の発見: 1984年
　アジアのホモ・エレクトスに似ているホモ・エルガス
ター（図2－k）の全身骨格が1984年にケニアのトゥル
カナ湖の近くで発見された（35）。それを発見したのは、
1950年代からリーキー一家の化石発掘を担ってきたケ
ニアのカンバ族のカモヤ・キメウだ。その化石は、アラ
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ン・ウォーカーやリチャード・リーキーにより調べられ
た。歯のはえかわっている様子や、骨と骨の間隙の度合
い（年をとると少なくなる）などからその化石は10才前
後の少年で身長は150～163cm、体重47kgと推定された。
さらに彼が成人すると身長180cm、体重68kgほどになっ
ていたことも推測された。子供であったことからこの化
石はナリオコトメ・ボーイあるいはトゥルカナ・ボーイ
という愛称で呼ばれている。この種はおよそ190～140
万年前に生息していたと考えられているが、このボーイ
は160万年ぐらい前に生きていたと推測されている。

2.20 DNAの比較から人類の起源にせまる: 1984年～ 
　1984年にシブリーとアールキストは（36）ヒト、ボノ
ボ、チンパンジー、ゴリラ、オランウータン、テナガザル、
サバンナモンキーのDNAの類似性からこれらの種の類
縁関係を調べた。それはDNAの二重らせん構造を利用
した類似性の比較である。二重らせん構造をもつDNA
をばらばらの一本の鎖にした後、別の生物種の一本鎖と
二重らせん構造を作らせると、類似性が低いものほど不
安定な構造となる。安定性を調べることで類似性を評価
した。その違いの多さは、タンパク質の分子時計と同じ
ように共通の祖先から分かれて独自の進化をとげた時間
に比例すると考えられる。その結果はタンパク質の比較

（2.15 23）よりそれぞれの種の違いをはっきりと明らか
にした。ヒトと最も近縁であるのはチンパンジーで、次
にゴリラ、オランウータン、テナガザル、サバンナモン
キーの順に遠縁となる（3.2）。

2.21 ミトコンドリア・イヴの提唱: 1987年
　このようにタンパク質の解析に加えて、遺伝情報の解
析が行われるようになった。ヒトの遺伝情報のDNAは
主に細胞の核に存在するが、核以外にもDNAが存在す
る細胞器官がある。それは細胞内でエネルギーの生産を
主に担っている細胞内小器官のミトコンドリアである

（3.21）。核にある遺伝情報はホモ・サピエンスの場合に
は、およそ30億の塩基対 6 からなっている。DNAを構
成する塩基はアデニン、グアニン、チミン、それにシト
シンの4種類である（遺伝や遺伝子・ゲノムについては
稿を改めてまとめる）。一方、ミトコンドリアのDNAは
1万6500塩基対で核のそれのおよそ0.0006％と少量であ
る。今ではヒトの30億の塩基対がどのように並んでいる
か（ヒトのゲノム全解読）が、既に数人について明らか

にされている。しかし、それを決定するのは簡単なこと
ではなく時間と資金が必要である。一方、ミトコンドリ
アの遺伝情報は量が少ないので比較的簡単に調べるこ
とが出来る。世界の各地の様々な民族の147人の女性の
ミトコンドリアの遺伝情報の比較が1987年に行われた

（37）。ミトコンドリアの遺伝情報は男性の細胞にも女性
の細胞にもあるが、受精の際に精子のミトコンドリアは
消失してしまう。即ち、ミトコンドリアの遺伝情報を比
較することはヒトの母系の祖先を探ることになる 7 。そ
のミトコンドリアの遺伝情報の相異の解析も既に述べ
たタンパク質の分子時計と同じ概念で理解される。つま
り、違いが大きいものほど、共通の祖先から分かれてか
らの時間が長いということである（同じ親から生まれた
子供は、互いによく似ているが、その孫、その曾孫と世
代が進むと突然変異の可能性が高くなりミトコンドリア
のDNAにも違いが多くなる）。これらのミトコンドリア
DNAの類似性の比較研究から彼女たちの共通の女系の
祖先はおよそ19万年前にアフリカに住んでいたホモ・サ
ピエンスであり、その後、数万年前にアフリカを出た人々
が世界各地に展開していったことが示された。そこでそ
の共通の女系の祖先をミトコンドリア・イヴと呼ぶよう
になった。これは大変興味深く重要なことを示している。
3.21で詳述する。

2.22 アラディピテクス・ラミダスの発見: 1992年
 1992年にエチオピアのアラミスで原始的なヒトの歯な
どの化石がホワイトらにより見つけられアラディピテ
クス（地上のサル）・ラミダス（根）（図2－c）と名づけら
れた（38）。この化石が発見された地層は440万年前のも
のでヒトの祖先の誕生が更に古いものであることが示
され、大きな注目を得た。発掘された化石は壊れやすい
状態であったので、その堆積層全体をある程度の大きさ
にしたものを研究室に持ち帰り保存剤を入れ安定させて
から、徐々に周りの異物を取り除くなど大変困難な復元
作業をしているそうだ。多くの人が待ち望んでいるにも
かかわらずその全容はまだ公表されておらず、この化石
をどのように考えるかはまだ定まっていない。しかし、
発見者らは二足歩行をしていた可能性を指摘している

（38）。
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7 ごく稀に父方のミトコンドリアのDNAの一部が残り、子孫に伝えられる場合もあることが最近報告されているが、その頻度

は極めて低く、ミトコンドリアのDNAは母系で伝わると大筋で考えることが出来る。



2.23 アウストラロピテクス・アナメンシスの発見: 
1994年　

　1965年にパターソンらが現在ではおよそ400万年前と
考えられているヒトの上腕の化石をケニアのカナポイで
見つけアウストラロピテクスとした（39）。それは関心を
惹き、ホモに似ているとの指摘もなされた。しかし、上
腕の化石のみから種を特定することは難しく、また、カ
ナポイは遠隔地であるために十分な調査がおこなわれず
詳しいことは分からずじまいであった。その後、ミーヴ・
リーキーらにより1994年から精力的な調査が再開され、
その年に猿人の下顎骨などが410万年ぐらい前の地層か
ら見つけられた。歯や顎は口の奥の方まで平行に並んで

（U字型）おりその形はサルに似ていた。一方、ホモ・サ
ピエンスでは口の奥に行くにしたがって幅が広くなって
おり（V字型）、明らかにその形は違っている。しかし、
この化石の頚骨は二足歩行をしていたことを示唆してお
りヒトの祖先と考えられた。トゥルカナの湖の近くで見
つかったために、それはアウストラロピテクス・アナメ
ンシス（湖）（図2－d）と名づけられた（40）。この種は
420～390万年前頃に生きていたと思われているが、まだ
よくわからないことも多い。また、2006年にはアラディ
ピテクス・ラミダスが見つかったエチオピアのアラミス
からおよそ10km離れた所からアナメンシスの化石が見
つかり、20万年の時間を隔てた両者の関係に興味がも
たれている（41）。

2.24 ネアンデルタール人の化石の骨からのミトコンド
リアDNAの再製: 1997年

　DNAは遺伝を司る物質で同じものが複製される性質
がある。その性質を利用して化石に微量に残存してい
たDNAを増幅再製し、ネアンデルタール人のミトコン
ドリアDNAを多量に再現することができた。そのDNA
とホモ・サピエンスあるいはチンパンジーのミトコンド
リアDNAの一部の比較が1997年になされた。ホモ・サ
ピエンス同士のミトコンドリアDNAの塩基配列の違い
よりも、ホモ・サピエンスとホモ・ネアンデルターレン
シスとの違いは有意に大きく、我々とネアンデルタール
人は違う種であることが明らかにされた。また、その違
いはホモ・サピエンスとチンパンジーのミトコンドリア
DNAの違いよりは少なく、我々とネアンデルタール人
は我々とチンパンジーよりは似ていることも確かめられ
た（42）（42-2参照）。ネアンデルタール人の核の遺伝情
報の一部も2006年には明らかにされた。それらについて
は3.20で述べる。

2.25 Y染色体から”アダム”の旅を探る: 2000年代～
　ミトコンドリアの遺伝情報を比較することで、ヒト
の母系の祖先を辿ることが可能になったことを述べた

（2.21）。同じように男系の祖先は男子だけがもってい
るY染色体を比較することによって辿ることが出来る。
Y染色体を辿り、ホモ・サピエンスの男系の祖先を探っ
た結論もミトコンドリア・イヴの結論と同じであった

（135）。即ち、それは今の世界各地に住むホモ・サピエン
スの男系の祖先は数万年前にアフリカにいた”アダム”
を共通の祖先に持ち、世界各地の男性はその後、アフリ
カら出て行った男性の子孫というものであった（Y染色
体を辿った“アダム”とミトコンドリアを辿った“イヴ”
の時代の相異など細かい議論は3.21で述べる）。

2.26 オロリン・チューゲンシスの発見: 2001年
　ケニアのチューゲン・ヒルズは大地溝帯の中でも特異
な地帯で1600万年前から現代までの地層が露出してい
る。そこで長年、化石を探索してきたピクフォードとセ
ヌが2001年にヒトの大腿骨の化石を見つけた。それは
600万年前の地層から見つかりオロリン（最初のヒト）・
チュウーゲンシス（チュウーゲンで見つかった）（図2－
b）と命名された。彼らはオロリンが二足歩行をしていた
可能性を主張している（43,44）。この化石の発掘を巡っ
ては、ケニアでの人類化石の研究を長年にわたってリー
ドしてきたリーキー一家とそれに対抗する勢力の争いが
顕在化し、発掘の許可を受けていたかどうかで逮捕騒ぎ
もあり、多くの混乱が生まれた。化石の発掘には様々な
困難があり、それぞれの発掘地点には占有権があり、時
としてこのような確執が起こる。この化石についてはそ
れがヒト的な猿人ではなく類人猿であるという見解も出
され意見がわれている。この大腿骨を類人猿と多くのヒ
トの種と比較し、この種が二足歩行をしていたことが最
近報告された（45）が、結論を得るためには今後の研究
が必要である（例えば46）。

2.27 サヘラントロプス・チャデンシスの発見: 2002年
　人類の古い化石はアフリカの大地溝帯や南アフリカ
で主に見つかっていた。ブルーネットらは1995年に大地
溝帯から西へ2500km離れたチャドで350～300万年前
の化石人骨を発見した（47）。その後、そこでの化石発掘
を精力的に続けていた。多くの人が人類の誕生は大地溝
帯の形成と関係していると考えていたなかでは異端児の
ような存在であった。彼らは2002年にそのチャドの700
～600万年前の地層から、犬歯が短く類人猿よりはヒト
的で400cc以下の小さな脳を持っている頭蓋の化石を発
見した（48）。それはサヘラントロプス（サヘル・アフリ
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カから見つかった猿人）・チャデンシス（チャドで見つ
かった）と命名された（図2－a）。またチャドの方言から
トゥーマイ（生命の希望）という愛称がつけられた。そ
れは、頭蓋骨の破片ではなく頭蓋骨の95％で、わずかに
下あごを欠いているほぼ完全な化石でその古さとともに
多くの人の瞠目を集めた。しかし、長い間埋まっていた
ために化石の形は変形しており頭骨の底を見ても、脊髄
が垂直に通っていたかどうかははっきりしなかった。そ
のために、このヒトがヒトとしての大きな特徴である二
足歩行ができたかどうかはわからない。この化石の発見
に伴う重要なことの一つは、この化石が発掘されたチャ
ドの当時の環境は森林と、樹木をともなったサバンナが
混在したモザイク状の環境で、そこが乾燥サバンナでは
なかったことが明らかにされたことである。既に発掘さ
れたヒトの古い化石の多くがアファール地帯を始めと
するアフリカの大地溝帯で発見されていたので、人類の
誕生には大地溝帯の形成にともなう気候変化、即ち乾燥
化が特に大きな影響を与えたと従来考えられていた。こ
の化石の発見は人類の誕生のきっかけが、乾燥化以外の
要因によることを示唆しており、人類誕生の引き金につ
いての再考を迫るものである（3.9）。頭蓋骨から顔の筋
肉などを再現する研究分野がある。この化石から初期人
類の顔の再現が試みられ（例えば49）、名古屋万博にそ
の肖像が展示されていたので見た人もいるかもしれな
い。このヒトは多分、ヒトとチンパンジーの共通の祖先
からいくらかヒトへの進化を辿り始めたものと考えられ
ている。このように人類誕生直後の化石と思われるもの
が最近いくつも見つかり人類進化についての研究が進展
した。しかし、それらの位置づけやどのような姿をして
いたかどの程度二足歩行をしていたか等詳細は不明であ
る。これらの化石は、脳の容量は小さく二足歩行をして
いたかどうかは判然としていないが、犬歯がとがってい
ないなどヒト的な歯の特徴をもっていることははっきり
している。これらの化石はデンタル・ホミニドと呼ばれ
ている。つまり、初期人類の一大特徴としては歯の変化
が目安にされている。

2.28 ホモ・フロレシエンシスの発見: 2003年
　インドネシアのフローレンス島で身長106cm脳容量
417ccの変わった化石がごく最近の1.6万年前の地層から
見つかった（50,51）。その後、この化石が見つかった地層
からは石器も発見された（52）。この化石は脳容量が小
さいヒトがつい最近まで生存していたということで耳目
を集めている。その化石については現在、主に二つの見
解が出されている。一つは小型化したホモ・エレクトス
であるというものだ。それは孤立した島のような環境で

動物は小型化することが知られていることから推測され
た。たとえばマンモスはおよそ1万年前に多くの地域で
絶滅したが、北極海のランゲル島では小型化したマンモ
スが3000年前頃まで生息していたことが知られている。
また、孤立した島では象なども小型化することも知られ
ている。地中海のマルタ島や、クレタ島でこのような象
の化石が見つかっている。このフローレンス島はウォー
レンス線（2.5）によって隔てられた島で、他の島からの
生物の侵入がきわめて少ない所だ。そのために独特な環
境が続き、ホモ・エレクトスが小型化し、他の世界各地
ではホモ・エレクトスが絶滅した後も棲息し続けたとい
うのが発見者らの見解である。他の見方はこの化石は小
頭症のような病気にかかり小さな脳を持つようになった
ホモ・サピエンスの病人のものであるというものだ。こ
の二つの見解については現在も論争が続いている。ホモ・
サピエンスの小頭症の頭蓋骨の形状とホモ・フロレシエ
ンシスの頭蓋骨の形状の比較も行われている（53）。また、
数体に相当する化石が見つかり何れも小さな体であった
ことが示されている。これらの報告を比較すると素人目
には、小型化したという前者の説が有力なように見える。
しかし、最近、指の骨をよく調べると非ヒトの類人猿に
近いのではないかという報告も出されているので、結論
が得られるにはまだ時間がかかりそうある（54,55）。 
　以上述べたように、ネアンデルタール人の化石の発見
からおよそ150年が経過したが、先入観や予断に捉われ
更にピルトダウン人の捏造などにより人類の進化につ
いてはなかなか正しい理解がされずにおよそ100年の時
間が過ぎ去ったことがよく分かる。この50年ぐらいの間
に、多くの化石の発掘がなされ、更にタンパク質や遺伝
情報を担うDNAからの成果も得られ、ようやく人類の
進化の6～700万年の様子が明らかにされてきた。しか
し、この人類進化の謎解きは現在進行形であることを強
調しておきたい。以下にヒトの700万年、あるいは、他の
類人猿も含めたおよそ1000万年間の出来事を現在まで
時間を追ってまとめる。

3.人類の進化700万年

3.1 進化とは
　進化により多様な生物が生まれるという現在の概念
は、1859年にダーウィンが『種の起源』をあらわしたこ
とを嚆矢とする。進化あるいは種については稿を改めて
まとめるが、ここでは人類の進化700万年について述べ
るために必要最小限度のことを述べておく。最初の生命
はおそらく40億年ぐらい前に、非生命の化学物質（タン
パク質や、遺伝情報を担う核酸などから）から生まれた。
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生命を定義するのは簡単ではないが、生命とは自己を複
製することができるものとしておこう。現在、存在する
全ての生物の自己複製の仕組みはほとんど同じだ。その
ことから全ての生物は40億年前に誕生した生命を共通
の祖先に持つと考えられている。つまり、例えばヒトの
祖先を3億年ぐらいまでずっと辿っていくと、鳥類の祖
先とその頃に合流することになる。その頃の3億年前に
は既にごきぶりの祖先が誕生していたと思われている。
6億年ぐらい前まで遡のぼると、ヒトの祖先とゴキブリ
の祖先が合流し、40億年前まで遡のぼると全ての生物
の祖先は一つの生物種に辿りつく（例えば56）。
　生物は正確に自己複製をするが、時々、複製の際にま
ちがいを起こす。その間違い、突然変異の一部が進化の
原動力になる 8 。突然変異は何時でも進化につながるわ
けではない。不都合な突然変異が起きると、その個体の
子孫は生き残らない場合が多い。一方、たまたま突然変
異を起こした個体が、新たな環境条件などで従来のもの
に較べて、子孫を残すことに長けていると、段々集団の
なかでそのような突然変異をもった個体が増えていく。
生命誕生後30数億年は、あまり化石になるような生物が
いなかったためどのように進化が起こったかは分からな
いことが多い。ところが、5.5億年前以降の生物化石が
増えるカンブリア爆発以降は生物種がどのように誕生し
あるいは絶滅して行ったかということがある程度わかっ
ている。25万種の化石が発掘されているといわれてい
る。それらの化石から生命誕生からこの40億年の間に誕
生した生物種の99％以上は絶滅したことが推定されて
いる。現在、生命が存在するのは絶滅をまぬがれたもの、
あるいはその種が絶滅したとしても、絶滅の前に他の種
となるようなものを残したものが存在したからである。
即ち40億年間、遺伝情報は綿々と一度も途切れることな
く受け継がれ現在の生物が存在している。一つの種の寿
命の平均は数百万年といわれている。例えば、絶滅して
しまった三葉虫の様々な種の化石の発掘される期間を調
べることからそのようなことがわかる（例えば57-59p）。
　このような観点でヒトの進化を考えて見よう。この
700万年の間に、ヒトとして数え上げられる種はおよそ
20種といわれている。また、同じ時期に食べ物の好みな
どが違ういくつかの種が棲み分けて共存していたことも
あったようだ。つい数万年前には、我々ホモ・サピエン
スはホモ・ネアンデルターレンシス、ネアンデルタール
人と共存していた。しかし、ネアンデルタール人は2万
数千年前に絶滅してしまった（58）。その結果、世界には
ヒトとしては一つの種のホモ・サピエンスだけが我が世

の春を楽しむこととなった。ところでヒトの種は化石の
形状の相異をもとに分類されている。既に“本シリーズ
その1”で種について簡単な説明をしたが、有性生殖を
する生物では、交配した場合に子孫を残せるかどうかで
同じ種かどうかを判断している（5）。ネアンデルタール
人とホモ・サピエンスは化石の形が違うことで別の種と
しているが、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスが
結ばれ子孫を残したかどうかは化石の形状からだけでは
分からない。そこで、ホモ・サピエンスの形成にネアン
デルタール人が遺伝的に関わった可能性について最近の
遺伝情報の解析からの研究が行われている。詳しくは後
述するが（3.20）、今のところは、ネアンデルタール人の
血はホモ・サピエンスにほとんど流れていないと考えら
れている。
　ホモ・サピエンスが誕生したのはおよそ20万年前のア
フリカで、その後、数万年前から世界各地へ展開し、現
在の世界各地に棲む人々に至った。このようなヒトの進
化700万年を類人猿との関係でそれ以前に辿って見てみ
よう。

3.2 ヒトと類人猿との関係　
　1960年代には1500万年前頃のラマピテクスの顎の化
石が発見され、それらが人類の祖先であり、人類はその
頃誕生したと考えられていた。しかし最終的にはそれは
ヒトの祖先ではなく、類人猿のオランウータンの系統で
あることが明らかにされた（2.16）。類人猿とはヒトの類
縁で高度な知能を持ち社会的生活を営むテナガザルやチ
ンパンジーなどだ。テナガザルの仲間は小型類人猿、ま
た、オランウータン、ゴリラ、チンパンジー、ボノボを大
型類人猿と区別する場合もある。これらの類人猿は森に
棲息している。類人猿の化石が見つかりにくいことは以
下の理由による。類人猿の棲む森の土壌は酸性で骨が化
石として残りにくい。また、類人猿がかつて生息してい
た森林の多くは現在でも森林で、現在そこへ近づくこと
は容易でない。しかし、少ない化石から現在では2千数
百万年前にアフリカいたプロコンスルが最初の類人猿だ
とされている。その化石は1920年代の後半から見つかっ
ていた。ところが、その後、発見された類人猿の化石は
間違ってイノシシの骨としてケニアの国立博物館に保存
されるなどしていたために、類人猿の化石の調査は進ま
なかった。それら全てがひとつの個体として再現された
のはようやく1980年代に入ってからだ（59）。1300万年
ぐらい前のプロコンスルとは違う類人猿の頭蓋骨の化石
がスペインで見つかっているが、それも数少ない一例で
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ある（60）。それら少数の化石から当時の類人猿の姿も想
像されている（59,60）。その後の時代の幾つかの類人猿
の化石がユーラシア大陸を含め見つかっている。それら
をあわせても類人猿の化石の数は多くなく、化石から類
人猿の進化あるいは系統関係を確定することには無理が
あるが、現在のもっともらしいシナリオの一つを紹介し
よう。
　二千数百万年前にアフリカで誕生した類人猿は1650
万年前頃に強くなった寒冷化のためにアフリカから陸続
きとなったユーラシア大陸に移動し、その新たな環境で
150万年ほどの間に数種以上の種へと進化していったの
だろう。このように短い時間（150万年は生物の進化を
考える時には短い）内に種の多様化が起こることは、生
物が新たな環境に進出した時に起こる進化の特徴だ。そ
の後1000万年前頃から更に寒冷化がゆっくりと強まり
環境が大きく変わり始め、ユーラシアに生息していた大
型類人猿の多くは絶滅したと考えられている。一部の類
人猿はアフリカに避難しヒトの祖先となっていったと推
測されている。どのような類人猿がヒトの誕生直前にア
フリカに生存していたかは最も知りたいことの一つだ。
ダーウィンは1871年に『人間の由来と性選択』のなかで

「かつてアフリカにはゴリラやチンパンジーに極めて近
い類人猿が生息し、その後、絶滅したのは間違いない。
これら2種は人類に最も近い類縁だから、私たちの祖先
はほかのどの地よりもアフリカ大陸に住んでいた可能性
が高い」と予測していた。しかし、1000万年前の前後数
百万年間の類人猿の化石はアフリカではほとんど見つ
かっておらず、ヒトへの進化の道筋の解明の障害となっ
ている。一方、ユーラシアではヒトの誕生時期以前の類
人猿の化石が出ているが、そこでは初期人類の化石は見
つかっていないのでユーラシア大陸で人類が誕生したと
は考えられない（例えば61-147p）。アジアで見つかった
類人猿のシバピテクスの化石があるが、その種は現在、
アジアにのみ生存するオランウータンの祖先だと考えら
れている（62）。このように人類誕生の頃の化石はほとん
ど見つかっていないために、化石だけで人類の誕生につ
いて調べることは容易ではない。
　ところが、初期人類の誕生の時期については現在生き
ているヒトと類人猿のタンパク質や遺伝情報を比較する
ことで調べることが出来る（2.15, 2.20）。最近ではヒト
やチンパンジーの全ゲノムが比較できるようになるなど
相互関係が多岐にわたり明らかにされている。ゲノムと
遺伝子についても稿を改めて詳しくまとめるが、ここで
必要なことをごく簡単に述べておこう。ゲノムというの
はその生物のDNAがもつ全情報をまとめたものだ。つ
まり、ヒトのゲノムを明らかにしたというのは、DNA

の中で四種類の塩基がどのような順番で並んでいるかを
およそ30億全ての塩基について明らかにしたというこ
とだ。ところで遺伝子とはなんだろう？我々の体で重要
な働きを持っているタンパク質はアミノ酸が順番につな
がってできている。そのようなタンパク質をつくるため
にアミノ酸をどのような順番でつなげていくかという情
報がDNAの配列に隠されている。そのようなDNAの配
列を主に遺伝子という。遺伝情報の全てが遺伝子ではな
い。現在、ヒトのゲノムは全て明らかにされたが、その
配列情報がどのような意味を持っているか、あるいは、
DNAに含まれる遺伝子が全て特定されたわけではない。
特定するためには並んでいるもののどこからどこまでが
一つのタンパク質をつくる情報であるかなど多くのこと
をはっきりさせなければならない。しかし、それが分かっ
ていないのである。現在なされていることは既知のタン
パク質のアミノ酸配列とそれに相当するDNAの配列な
どから、DNAの情報を推定するソフトが開発されてお
り、それを利用して未知の情報を含めて遺伝子の数など
を推測することである。従ってヒトのゲノムに含まれる
遺伝子の数は定かでなく、3万弱～15万ぐらいと数倍の
幅で推定されている（63）。また、遺伝子とは主にタンパ
ク質をつくる遺伝情報であると述べたが、遺伝子には別
のものもある。その中にはタンパク質の生成の開始と停
止を司る情報もある。例えば人の胃と肝臓では違う遺伝
子がオンになる。遺伝子がオンになることを遺伝子が発
現されるというが、遺伝子の発現調節は生物が生きてい
くためにはもっとも重要なものの一つである。このよう
な発現を調節する役割をもっている遺伝子が発現調節遺
伝子である。それらについては既にかなり分かっていた
と思われていた。しかし、最近、既に知られているものと
は違う発現調節遺伝子があることが分かり始め、我々は
まだ遺伝子については知らないことが多くあることが強
く再認識されている（64）。遺伝子についてはその定義も
含めてまだ未解明なことがあることを喚起しておきたい。
　チンパンジーのゲノムも人と同じようにおよそ30億
の塩基からなっている。その配列も明らかにされ、ヒト
との比較がおこなわれた。その違いは1.23％（65, 66）～
6.4％（66, 67参照）と見積もられている。小さい値はヒト
とチンパンジーのゲノム配列のなかで同じような部分に
注目し、その中で一ヶ所だけ塩基が置き換わっているも
のから得られた値である。大きい値はゲノムの中で大き
く異なる所も含めた場合の両者の相異だ。一般にヒトと
チンパンジーの違いを考える場合には前者の値が採用さ
れ、ヒトとチンパンジーの遺伝情報の違いは1％程であ
るとされ両者の近縁関係が強調されることが多い。この
ような核のゲノムの比較、ミトコンドリアにあるDNA
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の比較、そしてタンパク質のアミノ酸配列の比較からヒ
トと類人猿の系統関係が推定されている。これらは主に
ゲノムに生じる違いがもたらされる時間を確率的に計算
したもの（分子時計2.15）で年代の特定はある程度の誤
差を含まざるを得ない。しかし、類縁関係の遠近は確か
なものである。それによるとヒトはチンパンジーともっ
とも近く、ついでゴリラ、オランウータン、テナガザル
の順である。それらの共通の祖先が分かれたのは、チン
パンジーとはおよそ600万年前、ゴリラとはおよそ800
万年前、オランウータンとはおよそ1300万年前、テナガ
ザルとはおよそ1800万年前というものである（図1）。こ
の系統関係は多くの支持を得ているが、分岐年代につい
ては最終確定されているわけではない。一方、頭蓋骨を
くらべると、チンパンジーはヒトよりもゴリラに近いと
反論を述べる研究者もいたが、最近、頭蓋骨以外の筋肉
や繊維組織などを総合的に比較すると、チンパンジーは
ゴリラよりもヒトに近いことが報告された（68）。このよ
うなことを総合的に考えると、図1は妥当なものである
と思われる。しかしこれらの年代を裏付けるヒト誕生の
頃のヒトの化石は一、二あるだけで、また、類人猿の化
石もきわめて乏しいのが現状である。

図1　ヒトと現生類人猿の系統関係と遺伝子の比較から
推定される分岐年代

　最近、ヒトの進化に関係する重要な類人猿の化石がエ
チオピアで見つかった。それは1000万年ぐらい前の地
層から見つかったもので、ゴリラの歯と思われるもので
あった（69）。その頃の類人猿の化石がアフリカで余り見
つからないことから、アフリカで誕生した類人猿の一部

はユーラシアへ移動し、アフリカに残った類人猿は絶滅
し、その後アジアからアフリカに移動してきた類人猿が
ヒトの祖先になったと考えている人も多くいる（62）。そ
のために、この化石の発見はアフリカで大型類人猿が生
息し続けた可能性を示すもので耳目を集めている。また、
その化石の生物の生存時期はゲノムの比較から推定され
ていたヒトとゴリラの分岐の800万年前よりも前で、ヒ
トとゴリラの分岐が更に古く1200万年前ぐらいまで遡
る可能性が指摘されている（69）。ゲノムの比較からヒト
と現生類人猿への分岐の時期を推定する場合にはある幅
でしか推定は出来ないことを再度ことわっておく。しか
し、ゴリラの歯として推定された化石も数本の歯だけな
ので、それが完全にゴリラといえるかどうか疑問も出さ
れている。ヒトと現生類人猿への分岐時期を狭めていく
ことは今後の研究に待たなければならないが、初期人類
は上述したことにもとづいておおよそ6～700万年前頃
に誕生したと現在では考えられている。
　
3.3 人類進化の系統樹
　人類進化の系統樹（どのように種が進化したかを枝分
かれした樹で表す）はまだ不確かで、研究者により違っ
た系統樹や違った種の名前が示されているが、そのうち
の代表的なものを図2に示した。今後の新たな発見など
によりこの図を含め現在の解釈には変更が加えられるだ
ろうが以下の説明を分かりやすくするためのものと考え
ていただきたい。

3.4 初期人類の誕生: 700～600万年前のサヘラントロ
プス・チャデンシス　

　犬歯が短く類人猿よりはヒト的で400cc以下の小さな
脳を持っている化石が2002年にチャドで発見され、サヘ
ラントロプス・チャデンシスと命名された（48, 2.26, 図
2－a）。ヒトの大きな特徴である二足歩行ができたかど
うかは不明だ。当時のチャドは森林と、樹木をともなっ
たサバンナが混在したような環境で、乾燥化が進んだサ
バンナではなかったようだ。人類誕生の頃の環境とヒト
への進化の最も興味深い事柄については後述する（3.9）。
この種はヒトとチンパンジーの共通の祖先からいくらか
ヒトへの進化を辿り始めたものだろう。

3.5 初期人類の誕生: 600万年前のオロリン・チューゲ
ンシス　

　二足歩行ができたと思われる猿人の化石が2001年に
ケニアの600万年前の地層で発見され、オロリン・チュー
ゲンシスと分類された（43, 2.26, 図2－b）。これら初期
の2種のヒトの化石が見つかったのはこの数年のこと
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で、それらが我々ホモ・サピエンスへ繋がるか、あるい
は子孫を残さずに絶滅してしまったのかなど詳細は分
かっていない。

3.6 初期人類の誕生: 440万年前のアラディピテクス・
ラミダス 

　この種は原始的なヒトの歯を持っていると考えられて
いる猿人で、　エチオピアのアラミスで見つかった（38, 
2.22, 図2－c）。これもデンタル・ホミニドである。こ
の化石が見つかって10年以上経つがまだ化石の復元が
終っておらずその全貌は明らかにされていない。上記の
二種同様、未解明の点が多いがこれらの化石の存在は初
期人類の仲間が6～500万年前頃には既に誕生していた
ことは確実であることを示している。

3.7 420～390万年前のアウストラロピテクス・アナメ
ンシス

　この種はケニアのカナポイで見つけられた猿人で、歯
や顎はややサルに似ているが、頚骨は二足歩行をしてい
たことを示唆している（2.23, 図2－d）。化石も少なく、
不明な点が多く意見が統一されていないが、この後に現

れるアファレンシス、更にホモ・サピエンスへとつなが
る可能性が指摘されている（39, 40）。

3.8 390～300万年前のアウストラロピテクス・アファ
レンシス　

　この種はエチオピアのハダールで見つかった320万年
前のルーシーという愛称を持つ化石に代表される猿人で
ある（33, 2.18, 図2－e）。ハダールから1500km離れたタ
ンザニアのラエトリでは350万年ぐらい前のものと思わ
れるルーシーに似た猿人の化石（70）と、その頃二足歩
行をしていた足跡が発見された（34）。それは24mに及
ぶ、70歩以上の足跡で土踏まずが残っていた。また親指
は他の四本の指と同じ方向を向いていて、チンパンジー
の親指が大きく違う方向に向いているのとは著しい違い
があった。この種の脳容量はチンパンジーよりも少し大
きな530cc程であった。これらのことから、この猿人は
脳は小さいが、首から下はかなり現代のヒトに近い姿を
していたと考えられている。しかし、細かく見ると、ア
ファレンシスは手が長く、腕は曲がっており樹上生活が
出来る類人猿的な特徴も残しており、上半身は類人猿的
であったと考えることも出来る。このような類人猿的と
思われる要素は単に祖先の名残りなのかそれとも実際に
ある程度樹上生活をおこなっていたのかは知るすべがな
い。つまり、アファレンシスは主に二足歩行をしていた
か、樹上生活と二足歩行の地上生活の両方を営んでいた
かのどちらかであろう（例えば71-399p）。アファレンシ
スは少なくとも二足歩行ができ、我々の祖先を辿ってい
くと、このアファレンシスに至るということはほとんど
の研究者が認めている。この猿人の化石は東アフリカの
エチオピア、ケニア、タンザニアから多数（400体に相当
する）が見つかっている。

3.9 人類の誕生をもたらした環境変化: 　乾燥サバンナ
の「イーストサイドストーリー」説

　ヒトの大きな特徴は二足歩行や大きな脳を持つことで
あるが、先ず起こった変化は、犬歯が小さくなったこと
と臼歯が大きくなったことだろう。このような種をデン
タル・ホミニドということは既に述べた。チンパンジー
のように犬歯がとがっていて、それがおおきく交差する
ような咬み合わせがしっかりした歯では、臼歯で食べ物
を擦るように砕くことは出来ない。犬歯の咬み合わせが
弱くなれば臼歯を十分に使い硬い食べ物でも砕くこと
ができる。従来食べていた柔らかい果実が寒冷化により
減り、硬いものを食べざるをえないような環境変化が起
こったことがきっかけとなり、デンタル・ホミニドのヒ
トへの進化が始まったのだろう。ヒトの大きな特徴は二
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図2　化石から推定される人類の系統樹の一つ
図中のアルファベットは以下に示すようなヒトの種を表す。本
文中にも括弧内にアルファベットで示す。a,サヘラントロプス・
チャデンシス；　b, オロリン・チューゲンシス;　c,アラディピ
テクス・ラミダス；　d, アウストラロピテクス・アナメンシス； 
e, アウストラロピテクス・アファレンシス；　f, アウストラロ
ピテクス・アフリカヌス；　g, アウストラロピテクス・ガルヒ； 
h, アウストラロピテクス・ボイセイ；　i, アウストラロピテク
ス・ロブストス；　j, ホモ・ハビルス、ホモ・ルドルフェンシス； 
k, ホモ・エルガスター；　ℓ, ホモ・エレクトス；　m, ホモ・
ハイデルベルゲンシス；　n, ホモ・フロレシエンシス；　o, ホ
モ・ネアンデルターレンシス；　p,　ホモ・サピエンス。a-iは
一般的に猿人、j-nは原人、oは旧人、pは新人と呼ばれること
がある。幾つかの種は省略した。



足歩行をすることだが、いつ頃から二足歩行を始めいつ
頃まで二足歩行と樹上生活の両方を営んでいたのかは定
かではない。二足歩行をオロリン・チューゲンシスまで
遡ることができれば、600万年前ということになる。ア
ウストラロピテクス・アファレンシスというであれば、
三百数十万年前ということになる。このようなヒトの二
足歩行の特徴が有利に働くような環境変化とはどのよう
なものだったのだろうか？
　人類の古い化石を最初に見つけたのはダートで、それ
は1924年のことだ。その発掘場所は、南アフリカのほと
んど木のない草原であった。リーキーにより精力的に化
石発掘が行われた場所はタンザニアのオルドヴァイ峡谷
で、そこも、灌木がまばらにしかはえない乾燥地であっ
た。その後、人類の化石が多く見つかった所はエチオピ
アのアファール三角地帯などやはり乾燥地であった。東
アフリカのオルドヴァイやアファール一帯は、1000～
500万年前頃から活動がさかんになった大地溝帯（地下
のマグマが吹き上げるホットプルームが地殻を両側に
押し広げ、その地域は陥没し地溝となりその両側には山
が出来る）である。大地溝帯を造る地殻変動は二つの重
要なことを生み出した。一つは、火山活動が活発で火山
灰が降り、化石が残りやすい条件が作り出されたことで
ある。また、火山灰を調べることでその地層が出来た時
代を特定することも可能になった（カリウムやアルゴン
などの同位体を調べる）。また、オルドヴァイでは50万
年ぐらい前から河川の浸食が盛んに起こり、峡谷がで
き、数百万年に及ぶ地層が露出した。その切り立った地
層はそれぞれ数メートルから成る七つの層から出来てい
る。例えば二百数十万年前の地層からはオルドワン石器
が発掘され過去の出来事を辿ることが可能となった。も
う一つの重要なことは、活発な地殻変動により気候変化
が起こったことだ。例えば、現在のアファールはアフリ
カの陸地の中で、最もくぼんでいるAsal湖がある。その
湖面は海抜マイナス 155mで、9月から3月の乾季には
50℃近くになるという。このような乾燥地帯で人類の古
い化石が見つかることから、ヒトの誕生には乾燥が大き
くかかわるものと長い間考えられてきた。1981年にイ
ヴ・コパンは従来からのこのような考えを1961年に映
画化された「ウエストサイドストーリー」になぞらえて

「イーストサイドストーリー」としてまとめた（例えば、
72,73）。現在では最古の人類が誕生した環境が乾燥した
サバンナではないことが分かり始めこの説の見直しが行
われている（3.4）。しかし、イーストサイドストーリー
はヒトの進化についての一説として大きな説得力を持っ
ていた。この説を含めヒトの二足歩行開始のきっかけに
ついての諸説を紹介する。

　それらを考える上で注意しなければならない大切なこ
とがある。それは人は知能が発達しているために、物語
り性のある理屈がつけられると妙に納得する性癖がある
ことだ。ヒトが如何にして二足歩行を始めたかについて
も、人のその癖が現れる。以下に紹介するもっともらし
い理由についても、そのどれか一つによって二足歩行が
はじまり短期間に定着していったというより、むしろい
くつもの条件が時々現れ、不完全で部分的な二足歩行か
ら紆余曲折を経て、時間をかけてようやく現在のように
常時二足歩行をするようになっていったというのが実際
に起こったことだろう。そのようなことを考慮したうえ
で現在提唱されている二足歩行の開始についての諸説を
みてみよう。

3.10  ヒトの二足歩行の開始のきっかけ：イーストサイ
ドストーリーと新たな説

　a．乾燥サバンナ説　アフリカの大地溝帯はおよそ
1000万年前から活発な動きを見せ始め、その活動によ
り2000mにもなる山が出来た。また場所によっては幅
80km, 深さ300mにもおよぶ地溝が出来た。その結果、地
溝の両側の気候が大きく変わった。過去の環境は当時の
地層に含まれる植物の花粉を調べることで分かる。花粉
は腐りにくく数百万年経ってもその姿をとどめているか
らだ。そのような研究からは、例えば、アフリカのサハ
ラ砂漠も数千年前には緑あふれる森であったことも明ら
かにされている。大地溝帯が出来ると西からやってくる
湿った雲を含む風が、大地溝帯によりできた南北の山脈
にぶつかりその西側で雨となった。その結果、山脈の西
側ではそれまでの熱帯雨林が残ったが、その東側では雨
を降らせたあとの乾いた空気が吹き下り、新たに乾燥サ
バンナが出来た。そのような環境変化が起きた時に、西
側に残った熱帯雨林に従来からそこに暮らしそこにと
どまった類人猿と、熱帯雨林を出て新たな東側の乾燥サ
バンナに進出した人類の祖先がいた。つまり、このよう
な乾燥サバンナへの適応として二足歩行を始めた人類
が誕生したというのが、イーストサイドストーリーの主
旨だ。
　乾燥サバンナで二足歩行をするとどのような利点があ
るのだろうか？それには以下の諸説がある。i）草原で
は立ち上がることにより見晴らしがよくなり、獲物を探
すあるいは敵を見つけることが容易になる（例えば74）。
ii）手が自由に使えるようになり、餌をとるのが容易に
なる。あるいは、肉食動物が食べ残したものを運ぶこと
ができる。また、道具・武器・子供を運べるなどの利点が
生まれる。この説のうち、道具の使用については最古の
石器はおよそ260万年前に作られたといわれており、二
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足歩行はそれ以前から始まっていたことは確かで、道具
の使用が二足歩行のきっかけであるということは石器
についてはあてはまらない。iii）iiの説の一部を強調し
たものとして、両手でたくさんの食料をメスに持ち帰る
ことが出来るオスはそのメスが子育てに専念できるた
めに、多くの子孫を残すことができたというものもある

（75）。 iv）四足歩行よりも二足歩行のほうがエネルギー
効率がよく長距離歩行が可能である。あるいは獲物を敏
捷に追いかけられるという説　（エネルギー効率につい
ては現生類人猿を使った実験的な証拠が示される場合
もある。例えば 76）。v）立つことで熱い地表から大脳を
離すことが出来、更に真上からさす強い日射にあたる面
積が少なくなり乾燥サバンナにおける体温調節に有利で
あったという説（77）。vi）立ち上がって他のものを圧倒
することが集団内の不和を鎮めるなど有利に働いたとい
説（78,79）。vii）この他、二足歩行の開始後、更にヒトが
大きく変わるきっかけとして、特に250万年以降の乾燥
化が重要な役割を果たしたことを強調した「Turn-over 
pulse」説もある（80）。
　b.水辺説　人類は水辺で立ち上ったというアクア説が
ある。水辺で子どもを抱えるため、あるいは顔の位置が
高くなるように水中で歩き始めたというものだ（81）。こ
の説はとっぴなものと思われていたが、最近、水辺説を
再び取り上げる研究者が出てきている（82）。それは人類
の誕生した可能性が高い700万年前頃のチャドの環境を
再現すると、そこは現在のボツワナのオカバンゴデルタ
地帯に似ているのではないかと想像されるなど、初期の
ヒトが水辺で誕生したのではないかという可能性が指摘
されているからだ。
　c.採食時説　現生のチンパンジーは地上で低木の果実
をとる時に立ち上がる。また、樹上でも果実をとる時に
立ち上がる。このことから、ヒトの祖先は先ず立ち上が
ることにより食物を多く得ることができるようになり、
その後、歩く距離を延ばしていったのだろうというもの
である（83-85）。この説は、現在のチンパンジー以外の類
人猿も樹上で様々に立ち上がる姿勢を取ることから、ヒ
トの祖先は樹上生活をしていた時から既に立ち上がる能
力をもっていたという考え方と同一線上のものである。
　以上紹介したように諸説が飛び交っている。本当のと
ころをはっきりさせるのは難しいだろうが、現在考えら
れている大方のところをまとめてみよう。人類誕生の地
は従来信じられていたような大地溝帯であるということ
は、そこから西へ2500km離れたチャドで、大地溝帯で
見つかった人類化石よりも古いものが見つかったことか
ら支持を失いつつある（48）。また大地溝帯の東側からお
よそ50万年前のチンパンジーの歯の化石が見つかった

ことも、大地溝帯の東側は人類が進出したところで、チ
ンパンジーは大地溝帯の西側にとどまったというイース
トサイドストーリーとは相容れないものである。このよ
うに人類誕生の頃の環境についての見直しが迫られて
いる（86）。また、チャデンシスが見つかったチャドやラ
ミダスが見つかったエチオピアのアラミスの当時の環境
は、樹木の混ざる草原であったことが分かっている。つ
まり、ヒトの祖先は多分、樹の上のつかまり立ち、及び
腰の短距離のよたよた歩き、そしてやがては長い距離を
歩けるように徐々に進化して行ったのだろう（例えば、
87）。もちろん乾燥サバンナの果たした役割りも重要で
あったろう。
　既に述べたように、ヒトの誕生と二足歩行の開始はど
のような関係にあるのかは化石からは明らかにされてい
ない（3.4）。ヒトらしさは先ず歯にあらわれたことは確
かだ。ダーウィンが進化について考えるきっかけになっ
たのはガラパゴス島のフィンチなどの動物を観察したこ
とに始まった。ガラパゴス島は今からおよそ500万年前
にできた火山島で、南米大陸から千数百キロ離れたとこ
にある。何かの拍子で流れ着くか、飛んできた種から植
物が生え、徐々に生物の棲んでいなかった溶岩島に土壌
が、そして生態系が出来たのだろう。その後、多分強風
に運ばれて南米大陸からフィンチの祖先が辿り着き、そ
こで今、見られるような十数種のフィンチが進化したと
考えられる。そのフィンチは嘴の大きさが違うことで、
大きさの異なる種子などを食べわけることにより生活習
慣の違うフィンチが生まれていったと考えられている。
そのうちに、それぞれが互いに結ばれることなく違う種
となったと思われる。なかには、マスクカツオドリとい
う鳥につかまりその血を吸う吸血フィンチ、また、木の
幹に住む虫を、穴に細い棒を入れて食べるキツツキフィ
ンチのような変わった鳥まで生まれた（フィンチについ
ての好著としては88、最新のフィンチの嘴の長さの変化
の研究は89を参照）。このように、同じ場所に生息して
も異なる食物を食べることにより違うフィンチの種が共
存できる。多分、ヒトの祖先も環境変化により生じた食
べ物の変化に有利なような歯の突然変異が生まれたため
に類人猿と分かれていったのだろう。二足歩行の開始時
期は分からないが、かなり初期によちよち歩きの二足方
向を始めたと想像されている。そのために二足歩行をも
たらした環境変化が人類誕生のきっかけとして研究対象
となっている。初期人類の誕生をもたらした要因として
三つの説を紹介したが、その解明は今後も続く興味ある
課題であろう。脳の拡大というヒトらしさが備わるのは
人類誕生後300万年以上が経ってからであるが、そのよ
うな人類の進化の歩みを整理することに戻ろう。
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3.11 300～200万年前のアウストラロピテクス・アフ
リカヌス

　この種は1924年にダートが南アフリカで見つけた化
石の猿人だ（14, 2.8, 図2－f）。脳の容量は420～500ccで、
二足歩行ができ、南アフリカで見つかっている。アファ
レンシスに似ているが、アファレンシスより体つきが多
少大きく、奥歯も大きいという特徴があり違う種とされ
ている。アファレンシスが東アフリカで見つかることと
対照的である。また、棲息時期はアファレンシスより後
だ。この種の化石として“Little foot”という愛称がつい
ている300万年前頃の足の化石が南アフリカのスターク
フォンテイン洞窟から見つかった。その後ろ足は現代人
に似ていたが、そのつま先の可動性は類人猿にある程度
似ている特徴を残していた。また前足も、より類人猿に
似ており木登りが出来たのではないかと推定されている

（90）。この種がどの程度、樹上生活をしていたのかはア
ファレンシス同様わからない。アファレンシスとは発見
された地域が違うが、多分アファレンシスを祖先に持っ
ていたのだろうと推測されている。その子孫は頑丈型の
ヒトに至り、その頑丈型は絶滅してしまった、即ち、我々
の祖先を辿っていっても、この種には行き着かないとさ
れている（図2）。

3.12 250万年前頃のアウストラロピテクス・ガルヒ
　1997年にエチオピアのボウリで珍しい猿人の化石が
発見された（91）。ガルヒ（図2－g）という名はアファー
ル語で“驚き”という意味だ。種の名前は発見者の思い
のたけが込められている。例えば、ヒトの進化の基本的
なもの（ラミダス）とか最初のヒト（オロリン）等であ
る。この化石は、脳の容量は450ccと小さいが、臼歯や小
臼歯は大きく（犬歯も比較的大きいが）、アフリカヌスと
ホモ・ハビルスの間に入るような姿をしていた。つまり、
この種はホモにいたる祖先であったかもしれないと驚き
をもって命名された。また、この人骨が出てきたところ
から、アンテロープの骨が見つかりその骨に明らかに石
器で傷をつけ骨髄を食べていた跡が見つかった。このこ
とはガルヒが道具（加工せずに石を用いたことを含めて）
を使用していたことと、肉食（肉食は脳の拡大につなが
る重要な要素と考えられる、後述 3.16）を始めていたこ
とが示唆された。つまり、肉食、および道具の使用を推
測させるもっとも古い証拠として注目を集めている。し
かし、この種は子孫を残さなかった絶滅種であるという
見解もあり、この種の系統関係は不明である（92, 93）。

3.13 210～110万年前の頑丈型のアウストラロピテク
ス・ボイセイ

　この種は1959年にマリー・リーキーとルイス・リー
キーがタンザニアのオルドヴァイで発見したものだ（18, 
2.12, 図2－h）。脳容量は530cc程で、堅い食べ物（根や
地下茎）を食べていたと思われる、頑丈な顎、矢状稜な
どが特徴的である。この種はアファレンシスを祖先に持
つと考えられているが、子孫を残さず完全に絶滅してし
まったと考えられている（図2）。
　
3.14 200～150万年前の頑丈型のアウストラロピテク

ス・ロブストス　　
　1938年にロバート・ブルームによって発掘されたこの
種はボイセイと同じような特徴をもつ頑丈型だ（2.10, 
図2－i）。脳の容量は500ccで、ボイセイが東アフリカで
発掘されているのに対し、ロブストスは南アフリカで発
見されている。ロブストスはやはり南アフリカで発見さ
れたアフリカヌスから分岐した種である可能性がある
が、まだはっきりしていないことが多い（図2）。この種
もボイセイ同様、子孫を残さず絶滅したと考えられてい
る。

3.15 240～150万年前の最初のホモ、ホモ・ハビルス
　この種はラテン語の人間の意であるホモという属名
がつけられた最古のヒト属でルイス・リーキーが1960
年にタンザニアのオルドヴァイで発見したものだ（19, 
2.13, 図2－j）。彼らはオルドワン石器を作ったと考えら
れ、器用であるという意味のハビルスという名前が1964
年にダートによってつけられた（20）。この種からホモ・
エレクトスが進化し、最終的にホモ・サピエンスにい
たったと考えられているが、それに反対する研究者もい
る（21）。この仲間の脳容量はおよそ650ccで、この段階
でヒトの脳が大きくなり始めたといわれている。我々ホ
モ・サピエンスの脳の容量は平均で1350ccと更に大きく
なっている。およそ240万年前になってようやくヒトの
大きな特徴である脳の肥大化が起こった。以下に脳の大
きさについて、ホモ・サピエンスを含めてまとめる。

3.16 ヒトの特徴、脳の肥大化
　現生のヒト、チンパンジー、オランウータンの脳容量
の平均はそれぞれ、1350, 400, 400ccだ。700～600万年
前の類人猿のサヘラントロプス・チャデンシスの脳容量
はおよそ350cc、ルーシーなどの390～300万年前のアウ
ストラロピテクス・アファレンシスは375-550cc、240～
150万年前のホモ・ハビルスはおよそ650cc、トルカナ・
ボーイなどの180～30万年前のホモ・エレクトスは初期
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の750ccから後期の1225cc、そして我々ホモ・サピエン
スは平均で1350ccと脳の肥大化が起こった。どのように
ヒトの脳は肥大したのだろうか？
　これについてもヒトが二足歩行を開始した要因のよ
うに確定出来ないことが多いが、二足歩行よりは時代が
下って始まったため、得心出来ることがある程度分かっ
ている。500万年ぐらい前から徐々に進んでいた寒冷化
がおよそ250万年前から一段と加速され、温暖湿潤な環
境から寒冷乾燥へと変わった（例えば80参照）。その頃
からオルドワン石器がつくられるようになった。多分、
手が器用で石器を作るホモ・ハビルスの祖先が誕生して
きたのだろう。彼らは、肉食動物の食べ残した骨を拾い
安全な所まで運んでいったと思われる。そこで、ゆっく
りと石器（あるいは最初は適当な形をした加工していな
い石だったかもしれないが）で骨を砕き、なかにある骨
髄を食べたのだろう。骨髄は栄養に富む食べ物だ。とこ
ろで、現在のホモ・サピエンスの脳の重さは体重のおよ
そ2％に過ぎないが、その酸素消費量は体全体の20％に
も達する。つまり脳は多くのエネルギーを消費するコス
トのかかる器官である。一般に草食動物の腸の長さは体
長の十数倍である。ホモ・サピエンスの腸の長さはおよ
そ体長の5倍ほどで、肉食動物のそれの約4倍に近い。草
食動物の牛は胃を4つ持つなど消化のために多大の努力
が必要である。つまり、草食から肉食の比重を増やすに
したがって、消化のための器官を少なくすることが可能
となる。腸を短くすると、長い腸で消化するために使う
エネルギーを節約でき、その節約したエネルギーを脳に
向けることが出来ると考えられる。即ち、肉食を始めた
ことが脳の肥大を可能にしたといわれている。
　ヒトがいつから火を使うようになったのかを特定す
ることは難しい。しかし、炉が使われたのはおよそ25万
年前といわれている。一方、高温で焼かれた動物の骨は
およそ150万年前の南アフリカの地層から見つかってい
る。これは、ヒトが焼いたものか、雷などによる自然発
火によるものか意見は分かれるが、ヒトはかなり前から
火を利用していたと思われる。火の利用も肉食の増加や
消化の助けとなり、更に脳の肥大を助けたのだろう（例
えば94）。
　猿人アウストラロピテクスとオランウータンの異な
る種では体重が増えるとともに臼歯の面積も増えている

（95）。このことは猿人とオランウータンでは体重が増え
ても食性が変わらず、体重の増加に従って多くの食べ物
を食べるために臼歯の面積が増えたと考えられている。
一方、ホモの仲間では、体重が増加すると、逆に臼歯の
面積が減っている（95）。このことは、体重の増加した種
では肉食の割合が増えたために、小さな臼歯で済んだこ

とを示している。即ち、時代が下ったホモの異なる種は
体重が増えその脳も肥大化したのだろう。最初のホモで
ある、ホモ・ハビルスの体重は35～40kg位で、後のホモ・
エレクトスの53～58kgより小さい。
　さて、人は自分達が生物の中では最も優れていると思
いたい習性がある。その優秀さは、脳の大きさによると
考えられるのだろうか？残念ながら大きさそのものを較
べたのではクジラにはとてもかなわない。そこで、人は
体重と脳の重さの関係を何とかうまく関係づけ、自分達
が特殊であることを見つけようとした。それは脳商とい
う概念に結実した（96, 例えば97-228p）。それは体重と脳
の重さの対数を比べるものである。例えば、霊長類の多
くの種について体重と脳の重さの対数をそれぞれ横軸と
縦軸にとり、その平均的な関係を直線として表す。その
平均的な関係をもとに、ホモ・サピエンスの体重から期
待される脳の重さと、実際の重さを比較した値を脳商と
する。そうするとホモ・サピエンスの脳商は期待値の7.6
倍となる。即ちホモ・サピエンスは体重のわりには脳が
発達していることになる。しかもその脳商の7.6という
値は最も高く、これでよしというわけである。イルカの
脳商も4.5とやはりきわめて高い値を持つこともわかっ
ている。ホモ・エレクトス、アウストラロピテクス、チン
パンジー、ボノボ、オランウータン、ゴリラの脳商の平
均値はそれぞれ4.5, 3.0, 2.9, 2.3, 2.3, 1.8である（31-264p）。
現代人であるホモ・サピエンスが際立って脳が発達して
いることが分かる。脳の働きは大きさだけではなく、大
脳皮質の働きも重要だ。ホモ・サピエンスはその大脳皮
質の働きを支える神経細胞同士の連絡・シナプスもよく
発達していることもわかっている。ここでもホモ・サピ
エンスの”優秀さ“が確かめられる。ところで、この神経
細胞同士の連絡は一つの細胞が約1万の他の細胞と連絡
するというように極めて高度なものである。どのような
細胞と連絡するかはホモ・サピエンスでは生後数年でそ
のほとんどが出来上がる。小さい時にどのような環境条
件で育つかによって、人はどのような人になるか大きな
影響を受ける。小さい時に本を読んで聞かされた子供と、
そのようなことはなく一人でコンピュータゲームをして
育った子供の神経回路は大変違うものになる。昔から三
つ子の魂百までというが、それは経験的にそのようなこ
とを知っていた人の言い伝えだ。是非心に強く刻み、次
の世代の人々を大切に育てたいものである。とくに教育
に携わるものは心に刻んでおく必要がある。
　猿人と現代人のホモ・サピエンスの脳の大きさとそ
の成長について考えてみよう。チンパンジーと猿人は成
熟すると約400ccの脳を持つが、その胎児の脳は130～
160cc程度だ。つまり生まれてから成熟するまでに脳の
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大きさは2.5～3倍になる。一方、ホモ・サピエンスは生
まれた時は400cc弱、成熟すると1350ccとなる。即ち、
ホモ・サピエンスは脳自体が大きくなっただけでなく、
成熟する間に大きくなる割合も約3.4倍と大きくなった。
ホモ・サピエンスがこのように脳容量が400ccほどで生
まれてくるのは、産道の広さで制限されており、これ以
上大きな脳を持って生まれてくることは不可能だ。一方、
チンパンジーや猿人の産道にはまだ余裕がある。生まれ
てからの脳の成長速度を見てみよう。ホモ・サピエンス
もホモ・エレクトスも生後暫くの間は胎児の時と同じよ
うに速い速度で脳は成長し、その後、成長速度は遅くな
る。一方、類人猿は生まれるとすぐに脳の成長速度は遅
くなってしまう（例えば31-273p）。このようにホモは生
まれた後に発達する脳の割合が多い。このことは別の言
い方をすると、ゆっくり成熟するということになる。こ
のような性質はネオテェニー（幼態成熟）と呼ばれる。
ネオテェニーは、二つの大きな結果をもたらす。一つは
最終的な脳の大きさが大きくなることだ。もう一つは、
生まれてから発達する脳の部分が大きく、生まれてから
の経験や環境の情報を取り込み神経連絡など脳が柔軟に
形成される、即ち可塑性が高くなることである。ホモ・
サピエンスは激しく寒暖を繰り返し環境が大きく変化
する氷河期と間氷期を生き延びることが出来たが、その
理由の一つはこのネオテェニーによるのかもしれない

（3.22）。
　人類の進化の歴史に戻ろう。240万年ぐらい前のホモ・
ハビルスの誕生から脳の肥大化が急速に加速し、ヒトは
更に進化をとげた。一方、ホモ・ハビルスと同時代を生
きていた、堅い植物性の食べ物を主に食べていたであろ
う頑丈型のアウストラロピテクス・ボイセイとロブスト
スは百数十万年前に絶滅してしまった（図2）。多分、脳
を大きくすることが出来ず、寒冷化の進む環境変化に耐
えられなかったのだろう。

3.17 180～30（1.6）万年前のホモ・エレクトスと190
～140万年前のホモ・エルガスター

　上述したホモ・ハビルスや以下に述べるホモ・エレ
クトスなどをひとまとめにして原人と呼ぶことがある。
ジャワ原人や北京原人は1940年代に発見当時につけら
れた名前とは違うホモ・エレクトスという名に統一され
た。エレクトスとは直立すると言う意味だ。その後、ア
フリカで全身骨格が見つかったナリオコトメ・ボーイを
含めアフリカのホモ・エレクトスをホモ・エルガスター
と区別する場合もあるが、ここでは両者をまとめてエレ
クトス（2.5, 2.9, 2.14, 図2－k, ℓ）とする。エレクトス
の大きな特徴は脳の肥大が更に進み750～1225ccの脳を

持つようになったことと、ヒトがはじめてアフリカ大陸
を出て行ったことである。エレクトスはオルドワン石器
より機能を増したアシューリアン石器をつくった。その
なかには両面を加工した有名なハンド・アックスがある。
　ホモ・ハビルスからある程度の肉食が始まったが、エ
レクトスは更に肉食の度合いを増すことで、その脳の大
きさは増えていったのだろう。我々の脳には様々な機能
があるが、ホモ・サピエンスの脳の機能のほとんどはしゃ
べることと、手の機能に費やされているといっても過言
ではない（例えば98-59p）。ヒトは大きくなった脳で、更
に上手に手を使い機能性を増した石器を作るようになっ
た。手を使うことが脳を刺激し、刺激されることにより
高性能になった脳がより豊かな肉食を支え、豊かな肉食
が更に脳を肥大化するというような脳と手の相互関係
が、ヒトの脳の肥大化を加速したのだろう。
　アフリカの草原を思い浮かべると分かるように、そこ
には草食動物は数多く住んでいるが、肉食動物の生息数
は限られている。これは食物連鎖の宿命だ。つまり、エ
レクトスは肉食の度合いを増すに従って人口増加が問題
となり棲息地を移動せざるをえない者が出てきたと考え
られる。多分アフリカの北からシナイ半島を通りユーラ
シア大陸へ一部のヒトが移動していったと想像される。
ユーラシア大陸で見つかっているもっとも古いヒトの化
石は、黒海の東岸のグルジア民主主義共和国のドマニシ
で発掘されたものだ。それは180～170万年前のホモ・エ
レクトスだ（99）。アフリカでホモ・エレクトスが誕生し
たのが190万年前と考えられているから、かなり早い時
期にアフリカを出て行ったことになる。インドネシアの
サンギランでは166万年前のホモ・エレクトスの人骨が
発掘されている（例えば92-205p）。また中国では50～40
万年前の北京原人よりも古い百数十万年前（未確定であ
るが）のホモ・エレクトスが元謀や蓝田で見つかってい
る。アフリカを出たエレクトスはかなり早い時期にアジ
アにまで進出して行ったのだろう。彼らの足跡はハンド・
アックスが各地で見つかることからも明らかにされてい
る（例えば100）。つい最近、インドネシアのフローレン
ス島で見つかった1.6万年前の化石がホモ・エレクトス
であれば、エレクトスはつい最近までアジアで生息して
いたことになる（論争等については2.28）。現在では、こ
れらユーラシア大陸に展開したホモ・エレクトスは絶滅
し、現在その地方に住んでいるホモ・サピエンスは再度
アフリカから数万年前に進出してきたものの子孫である
ことが定説となっている（アフリカ単一起源説、3.21）。
　一方、ヨーロッパへヒトが展開した証拠の最も古いも
のは、スペインのオルセで見つかっている120万年前の
ものとされる石器だ。人骨としてはスペインのアタプエ
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ルカから見つかっているおよそ80万年前の人骨だが、こ
れらはホモ・エレクトスであるのか、その後、進出して
きたホモ・ハイデルベルゲンシスであるのかは論争が
ある（例えば10）。最近120万年前の人骨も発掘された

（10-2）が、詳細は今後の研究を待つ必要がある。ヨーロッ
パでも、それらの最初に進出したヒトは絶滅し、現在
ヨーロッパに住む人々の祖先はやはりアフリカで生ま
れたホモ・サピエンスが4万年前頃にそこにやってきた
人々というのが定説である。これらについては3.21,3.23
で詳述する。
　即ち190万年ぐらい前にアフリカで誕生したホモ・エ
レクトスは10万年ぐらい後にはアフリカを出て、中東、
アジア、そしてヨーロッパに進出し30万年ぐらい前ある
いはもっと最近まで生き延びていたのだろうが絶滅して
しまった。250万年ぐらい前から強まった寒冷化は、そ
の後、氷河期と間氷期を繰り返すようになった。特に数
十万年前からは寒暖の差は大きく人類に大きな影響を与
えた。13万年ぐらい前の最終間氷期の気温はほぼ現在
と同じだが、11～1万年前の最終氷河期を含む最も寒い
時期は現在よりも10℃以上寒かったといわれている。 各
地に展開したホモ・エレクトスは大きな環境変化に対応
せざるをえない困難な状況に追い込まれ、ユーラシア大
陸にいた彼らは絶滅したのだろう。アフリカに残ったホ
モ・エレクトスはホモ・ハイデルベルゲンシスそしてホ
モ・サピエンスに進化していったのだろう。ユーラシア
大陸に住んでいたホモ・エレクトスが、数万年前からア
フリカから進出してきた別のヒトの種、即ち、我々の祖
先のホモ・サピエンスと出会ったかあるいは結ばれたか
どうかははっきりしないが、ホモ・サピエンスの遺伝情
報の多様性の解析からは両者が遺伝的に交流したことは
稀であると考えられている（3.21）。

3.18 60～20万年前のホモ・ハイデルベルゲンシス
　ホモ・ハイデルゲルゲンシス（2.6, 図2－m）は1907
年に、ドイツのハイデルベルク近郊で発掘された種であ
る。この種はヨーロッパで見つかるものに限定する狭義
の考え方とアフリカで見つかるものまで含める広義の考
え方があるがここでは広義の分類に従う。脳の容量はエ
レクトスよりも更に増え1000～1400ccになった。使っ
ていた石器はエレクトスと同じアシューリアン石器だ。
この種も原人の仲間に入れるのが一般的である。アフリ
カでは60万年前のエチオピアで発見された（101）。しか
し、後期のエレクトスとハイデルベルゲンシスの区別が
判然としない場合もある。またホモ・エレクトスとホモ・
サピエンスの中間のような形状をもつ頭蓋骨が中国の大
里から見つかっている。それは同じ地層から出土した牛

の歯の化石の時代の特定にもとづいて20万年前のもの
とされている（102）。このヒトも広義のホモ・ハイデル
ベルゲンシスに入る。この化石などの特徴が現生の中国
人と似ていることにもとづいて、現生の中国人の祖先は
最初にアフリカを出たホモ・エレクトスに遡るという多
地域進化説を唱える人もいた。しかし後述（3.21）する
ように、現在では、多地域進化説は退けられ、アフリカ
単一起源が受け入れられている。アフリカ、ヨーロッパ、
アジアの各地のホモ・ハイデルベルゲンシスには不明の
点も残っているが、彼らはそこに住んでいたホモ・エレ
クトスから別々に進化したと考えられている。

3.19 20数万～3万年前のホモ・ネアンデルターレンシス
　ヒトの進化過程で脳の肥大化が重要であったことを
述べた。それは脳商など、生物種として大きく捉える場
合には有効であろうが、細かくみると脳の大きさと能力
の関係は一概には言えない。例えば「ガリヴァー旅行記」
を書いたジョナサン・スウィフトはおよそ　2000ccの脳
を、芥川龍之介が傾倒した作家のアナト－ル・フランス
は約1000ccの脳であったといわれている。このように脳
の大きさには大きな個人差があることも分かっている。
ネアンデルタール人の脳容量はおよそ1450ccとホモ・サ
ピエンスの平均の1350ccより少し大きいことが知られ
ているが、この程度の脳容量の違いで両者の能力を評価
することは難しい（3.22参照）。
　ホモ・ネアンデルターレンシス（2.2, 2.11, 図2－o）、
ネアンデルタール人はヨーロッパのホモ・ハイデルベル
ゲンシスから寒冷地に適応した独特のヒトとして進化
したと考えられている。プロト・ネアンデルタール人は
50万年前ぐらいからヨーロッパに棲息していたとも言
われるが、ハイデルベルゲンシスとの区別ははっきりし
ない。一般にネアンデルタール人は20数万年前から主に
ヨーロッパで暮らしていたとされている。 発見から暫く
続いたネアンデルタール人に対する偏見は、たまたま見
つかった老人の化石が関節炎を患っていた人であること
などを拡大解釈したことなどによるものであることはす
でに述べた（2.2）。　
　最近ではネアンデルタール人の化石に含まれている遺
伝情報のDNAを解読できるようになり、ネアンデルター
ル人についての理解が深まっている。最新の報告では彼
らは赤毛で色白であったろうと推定された（103）。ネア
ンデルタール人とホモ・サピエンスの頭蓋骨をくらべて
みると、ネアンデルタール人は目の上のでっぱりの眼窩
上隆起がはっきりしているあるいは、オトガイが未発達
であるなどいくつかの点でホモ・サピエンスとははっき
り違っている。ネアンデルタール人は大きな鼻をもって
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おり、大きな鼻腔で温めた空気を肺に送るなど寒冷地へ
の適応が進んでおり、氷河期の寒いヨーロッパを生き抜
いたと考えられている。一方、ホモ・サピエンスは寒さ
に対する適応ではいささか劣るために、一度アフリカか
ら出た後、アフリカに戻ったか、あるいは現在のイスラ
エルあたりに進出したホモ・サピエンスは一度絶滅した
と思われる。その後5万年前頃に、ホモ・サピエンスには
画期的な変化が起こり寒さにも耐えられるようになった
と考えられている（後述3.21）。
　ネアンデルタール人はマンモスなどの大型獣の狩猟
をおこなって暮らしていたと考えられている。ドイツの
シェーニンゲン近郊では約40万年前の立派な木製の槍
が見つかっている（例えば104）。これはプロト・ネアン
デルタール人が使っていたのかあるいはハイデルベルク
人が使っていたのかは分からないが、彼らは狩に長けて
いたと思われる。ネアンデルタール人の化石は主にヨー
ロッパや中東から発掘されていたが（105）、最近の化石
人骨のDNA分析から中央アジアやシベリアのオクラド
ニコフまでネアンデルタール人が進出していたことが分
かり始めている（106）。しかし、東アジアにまで達して
いたとする証拠は今のところはない。
　20数万年前からヨーロッパを中心に暮らしていたネ
アンデルタール人の最後の足跡はスペインのジブラルタ
ル海峡を望むゴーレム洞窟で見つかっている。それは2.8
～ 2.4万年前のもので、彼らはそこで絶滅したと考えら
れている（例えば　107）。一方、ホモ・サピエンスはおよ
そ4万年前にはヨーロッパに進出していたと思われてい
る。有名なショーヴェの洞窟の壁画（最新の時代特定に
よるとおよそ3.6万年前とも推定されているが詳細な研
究が必要である）（108, 109）はホモ・サピエンスの作品
だ。ホモ・サピエンスとネアンデルタール人は数千～ 1
万数千年間にわたって同じような地域で暮らしていたと
考えられている。多分ネアンデルタール人は激しく寒暖
を繰り返す厳しい環境変化の中、新たにヨーロッパに侵
入し勢力を拡大するホモ・サピエンスに、生息地を奪わ
れ徐々に南へ移動したのだろう。そして最後にアフリカ
を十数km先に見ることができるジブラルタル海峡を望
むスペインの海岸に到着したと想像されている。そこで
最後のネアンデルタール人はアフリカに戻るすべもなく
絶滅したと推測されている（58）。ネアンデルタール人と
ホモ・サピエンスは何が違ったのだろうか？その謎は今
後研究が進んでも解明されるかどうか分からないが、現

在、幾つかの要因が考えられている。そのことについて
は、ホモ・サピエンスについて述べてから、3.22で検討
する。

3.20 19.5万年前のホモ・サピエンスの誕生
　1967年にリチャード・リーキーらはエチオピアのオモ
でホモ・サピエンス（図2－p）の頭蓋骨を発掘した（110）。
発掘当初は13万年前頃のものと考えられていたが、最近
の研究では約19.5万年前のものであることが明らかにさ
れ、最も古いホモ・サピエンスの化石となっている（111）。
また、エチオピアのヘルトからも16万年前のホモ・サピ
エンスの頭蓋骨が見つかっている（112）。これは発見当
時、最古のホモ・サピエンスとされたが、オモの人骨の
方が古いことがわかった。ネアンデルタール人とホモ・
サピエンスの関係は一時期、ネアンデルタール人（旧人）
から新人であるホモ・サピエンスが進化したと考えられ
ていたことがあったが、現在ではネアンデルタール人の
化石から、その遺伝情報が明らかにされ多くのことがわ
かり始め、そのようなことはないことが分かっている。
ネアンデルタール人のミトコンドリアに含まれるDNA
の配列の一部が1997年に再現された。それは1856年に
発見されたネアンデルタール人の右の上腕骨からDNA
を抽出したものであった。現代人のDNAの混入をチェッ
クするために、同じ試料を二ヶ所の別々の研究室で分析
するなどの細心の注意が払われた。ホモ・サピエンス同
士のミトコンドリアの遺伝情報（数百の塩基の部分配
列）の相異にくらべて、ホモ・サピエンスとネアンデル
タール人との違いが大きいことが明らかとなった（2.24, 
42）。2008年夏にネアンデルタール人のミトコンドリア
DNAの全塩基配列が報告された。その結果も部分配列
から得られたものと同じで、ネアンデルタール人はホモ・
サピエンスの祖先とは考えられないことを示していた

（42-2）。
　ネアンデルタール人の核に含まれるDNAの塩基配列
の一部も最近再現された。それはクロアチアの洞窟から
見つかった3.8万年前のネアンデルタール人の骨を試料
としたものだ。それを二ヶ所の研究室で違う方法により
DNAを増幅しその塩基配列が決定されたが、その二つ
の結論は大きく違っていた。ネアンデルタール人の6万5
千の配列を明らかにした一つの結論は、ネアンデルター
ル人とホモ・サピエンスの遺伝情報に0.5％程度の違い
があるというものであった（113）9 。その結果、両者の違
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9 一般にホモ・サピエンスの遺伝情報の個人差はおよそ0.1％であるといわれている。但し一塩基置換以外の欠失、挿入、逆位な

どの大きな単位での変異をふくめると個人差も0.1％よりも大きくなるだろうが、それはゲノムの持っている情報の全貌が明
らかにされないとわからないかもしれない（3.2. 114）。



いが大きいことから、ネアンデルタール人とホモ・サピ
エンスの共通の祖先は約70万年前に生息していたこと
と、ホモ・サピエンスにはほとんどネアンデルタール人
の血は混ざっていないことが推測された（113）。別のグ
ループは100万の塩基配列をしらべ、ホモ・サピエンス
とネアンデルタール人には似ているところがかなりある
ことから、両者の共通祖先は約50万年前に生息していた
こと、またホモ・サピエンスにネアンデルタール人の血
がある程度含まれると大きく違う結論を出した（115）。
同じ試料を用いた分析からこのように大きく異なる結論
が導かれた。化石の骨に含まれる微量のDNAを増幅し
分析することは容易ではない。古い骨についていた土な
どに含まれていた他の生物のDNAなど夾雑物も多く、
また実験室でDNAの増幅をする際に現代人のDNAが
混入する可能性もあるからだ。二つのグループの相異は
後者のグリーンらの分析（115）に現生人類のDNAが混
入したためではないかとの指摘がなされた（116）。今後、
精度の高い分析をしホモ・サピエンスとネアンデルター
ル人との関係を明らかにしなければならない。
　ヨーロッパではネアンデルタール人とホモ・サピエン
スが数千年以上にわたり同じ地域で暮らしていたので、
ホモ・サピエンスにネアンデルタール人の血が混ざった
かどうかは多くの人の興味を集めている。2.5万年前の
クロマニヨン人（ホモ・サピエンス）の幼児の化石にネ
アンデルタール人の面影があることを根拠にネアンデ
ルタール人の血がホモ・サピエンスに混ざったと主張す
る研究者もいる（117）。しかし、ネアンデルタール人と
数万年前のホモ・サピエンスのミトコンドリアのDNA
を比較し、ネアンデルタール人の母方の血はほとんど混
ざっていないという結論を出した研究（118）など多くの
研究者は混血がまったくないか、あっても極めて少ない
か、数万年の間にその遺伝情報は途絶えてしまったと考
えている（例えば119）。
　不確定なところはあるが以上のことをまとめると、お
よそ数十万年前のアフリカにいた共通の祖先（ホモ・エ
レクトス）からアフリカでホモ・ハイデルベルゲンシス
が誕生し、その後、アフリカでハイデルベルゲンシスか
らホモ・サピエンスが20万年ぐらい前に誕生したと考え
られる。一方、ネアンデルタール人はサピエンスとの共
通の祖先のアフリカのエレクトスがヨーロッパに進出
し、そこでハイデルベルゲンシスへそして20数万年前
にネアンデルタール人に進化したと考えられている（図
2）。つまり、広義のホモ・ハイデルベルゲンシスはアフ
リカ、ヨーロッパそしてアジアで別々にホモ・エレクト
スから進化したと思われている（3.18）。  
　250万年ぐらい前から気候の寒冷化が増した。時代が

下るにつれ、更に寒暖の差は激しくしなり、氷期と間氷
期を繰り返す大きな気候変動の時代となった。様々に変
わる環境条件のもとホモ・サピエンスは何とか生き残っ
たのだろう。世界に広がって棲んでいる現代人の遺伝情
報の多様性と西アフリカに住むチンパンジーの多様性を
比較すると、驚くことにホモ・サピエンスの多様性の方
が数分の一と少ないことがわかった（120）。このことは
一時期ホモ・サピエンスあるいはその直近の祖先の人口
がきわめて少なくなったために、現在のホモ・サピエン
スの遺伝的な多様性が少なくなったことを示している。
理論的な計算によると一時期、我々の先祖の人口は数
千人から1万人ぐらいまで減少したと見積もられている

（例えば115,121）。ホモ・サピエンスは一時期絶滅危惧種
であったといっても過言ではない。その時期を何とか生
き延び、今や67億以上のホモ・サピエンスが住んでいる。
一方、およそ700万年前にヒトと共通の祖先をもつチン
パンジーは現在では十数万頭（人？）生きているに過ぎ
ないと言われている。つまり、我々はぎりぎりのところ
で、幸運にも助けられて生き延びたために繁栄したに違
いない。
　記述が前後になってしまったが、アフリカで20万年
前頃に誕生したホモ・サピエンスはその後どのように
なったのだろうか？ホモ・サピエンスは気温が現在より
も10℃以上低い時代を食糧難などに遭遇しながらも生
き延びたのだろう。そのためにある時期は陸上の食糧源
以外に海洋資源を積極的に利用したこともわかり始めて
いる。ところが、当時の海岸線は今よりも100m以上も
低く、当時海岸沿いに暮らしていた遺跡は現在の海の中
で容易に見つけることが出来ず往時を振り返ることは難
しい。数少ない発掘された足跡を見てみよう。　南アフ
リカの海岸にあるピナクル・ポイント洞窟からは16.5万
年前頃の石器と顔料のオーカーが見つかった（122-124）。
オーカーはベンガラとして装飾に用いられる他、接着剤
としての実用的な用途もある。ホモ・サピエンスの大き
な特徴は芸術など象徴的にものを捉えることである。こ
の洞窟からはヒトの化石の骨は見つかっていないが、こ
れらの遺物はここでホモ・サピエンスが暮らしていたこ
とを示唆している。紅海沿岸のエリトリアからは12.5万
年前に海から貝を採った跡が黒曜石の石器と共に見つか
り、ホモ・サピエンスのオイスターバーとあだ名がつい
ている。それは我々の祖先の旺盛な活動をしのばせてく
れる（125）。また南アフリカの海岸からは11.7万年前の
ホモ・サピエンスの足跡も見つかっている（126）。彼ら
は生活に必要な道具以外に装飾品もつくりはじめた。現
在のイスラエルのスフール遺跡からは13.5～10万年前
につくられたと思われる貝殻に穴を開けたものが見つ
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かっている（127）。多分、それは首飾りにしたのだろう。
10万年前頃にはホモ・サピエンスはアフリカを出てイス
ラエル辺りまで進出していた。そのことはおよそ10万年
前のホモ・サピエンスの頭蓋骨がイスラエルのスフール
やカフゼの洞窟から発掘されていることから分かった

（92-257,259p）。そこで見つかった化石の脳容量は1518
～1554ccだった 10 。その辺りのホモ・サピエンスはその
後足跡を消した。一方、その近くのイスラエルのケバラ
からは6万年ぐらい前の、またアムドからは5～4万年前
のネアンデルタール人の化石が発掘されている（92-233, 
235p）。
　これらのことからどのようなことが考えられるのだろ
うか？ホモ・サピエンスはアフリカで20万年前頃に誕生
し、その後10数万年前頃から、実用的な道具のほかに、
装飾的なものをつくり始めた。そして、10万年以上前に
アフリカからレバント 11　へ陸伝いに進出して行った。そ
の頃にはヨーロッパに既にネアンデルタール人が住んで
いた。その後、7万年前頃に寒さが戻ってきた時にヨー
ロッパに住んでいたネアンデルタール人がレバント地方
にまで南下して来たと想像される。その頃その辺りに住
んでいたホモ・サピエンスは寒さに適応できず滅びたか、
アフリカに戻りその辺りから姿を消したのだろう。
　上述したホモ・サピエンスの足跡よりも時代が下った
ものとして、コンゴ共和国で9万年前頃の魚をとるため
の返しのついた骨製の尖頭器（128）、北アフリカで8.2万
年前の装飾的な貝殻（129）、南アフリカのブロンボス洞
窟で7.6万年前の装飾的な貝殻（130）、7万年前のオーカー
で抽象的な模様を石の上に描いたもの（131）、またアフ
リカのナミビアで6～4万年前の最古の絵が（132）見つ
かっている。これらのものは、ホモ・サピエンスの一回目
の出アフリカ後、即ち10万年前以降に、ホモ・サピエン
スに大きな変化が起こり、益々象徴的・抽象的な思考能
力や芸術的な意識が高まったことを示している。そして
そのように能力が高まったホモ・サピエンスが再びアフ
リカを出て行ったので、それ以降に起こった寒冷化に彼
らは適応しながら世界各地へ展開できたと推測される。

3.21 ホモ・サピエンスの世界各地への展開：　多地域
進化説とアフリカ単一起源説（ミトコンドリア・
イヴ）

　それではいよいよ、多地域進化説とアフリカ単一起源
説について述べよう。先ず従来考えられてきた多地域進

化説について紹介しよう。およそ180万年前にアフリカ
をでたホモ・エレクトスが世界各地に展開していった。
例えば、北京原人やジャワ原人がそれらの子孫に当た
る。それらの化石の特徴と、現在その地域に住んでいる
人々の形態に似ているところがあることから、世界各地
域の人々は、アフリカから出たホモ・エレクトスが各地
で百数十～数十万年かけて独自に進化した結果、誕生し
たとするのが多地域進化説である。この説は1930年代に
北京原人の研究にかかわったフランツ・ワイデンライヒ

（1873-1948）が提唱し始めたもので、それを1980年代に
強調したのはミルフォード・ウォルポフ（1942～）らで
あった（図3）。しかし、1987年に世界各地の女性のミト
コンドリアのDNAの相異を比較する研究とその後の研
究成果を踏まえ、現在では多くの人は、アフリカ単一起
源でホモ・サピエンスが世界に展開していったと確信し
ている。ところがウォルポフはまだ多地域進化説を信じ
ている（133）。

図3　多地域進化説による世界各地のホモ・サピエンス
の成立

　既にネアンデルタール人の化石の骨からミトコンド
リアのDNAを再製しそれを分析したことやヒトと類人
猿のDNAの類似を比較することにより分かったことを
説明したが、アフリカ単一起源の根拠となったミトコン
ドリアのDNAなどについて少し補足したい。ミトコン
ドリアは真核細胞 12 に含まれる細胞内小器官である。ヒ
トの細胞に含まれる遺伝情報は核とミトコンドリアにあ
る。ミトコンドリアはもともと独立した別の生き物だっ
た。それが多分20億年ぐらい前に別の生物に共生した。
その共生した生物は宿主の細胞内でミトコンドリアと
なった。即ち、ミトコンドリアはもともと一つの完全な
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10 ホモ・サピエンスの脳容量の平均は約1350cc 
11 現在の、イスラエル、シリア、レバノン、ヨルダンなどの地方
12 細胞には遺伝情報が核に存在する真核細胞と、遺伝情報が細胞質に存在する（核は存在しない）原核細胞がある。



生命体であったので遺伝情報が現在でも残っている。一
方、宿主の遺伝情報は細胞の核に残ったのだろう。ミト
コンドリアになったと考えられている生物はαプロテオ
細菌と推測されている。αプロテオ細菌に含まれていた
遺伝情報はおよそ100万の塩基配列を持っていたと考え
られる。ところが、その後の長い年月の間に多分もとも
とあったDNAは徐々にちぎれて、そのうちのあるもの
は核のDNAとつながったのだろう。失われたものもあっ
たに違いない。その結果、現在のホモ・サピエンスのミ
トコンドリアの塩基配列は1万6千ほどになっている。
核の30億の塩基配列とは比べ物にならないほど少量だ。
その代わり、その情報を調べることは比較的容易である。
もう一つ重要なことは、ミトコンドリアの遺伝情報は多
くのばあい母方の遺伝情報だけが連綿と続いていること
だ（2.21）。その遺伝情報にも時に突然変異が起こる。そ
の突然変異の割合は時間に比例すると考えられる。これ
はとても重要な概念で分子時計といわれることは既に
述べた（2.15）。例えばアフリカで誕生したあとアメリカ
にホモ・サピエンスが辿り着いたのを2万年前とすると、
現在アメリカに住む彼らの子孫は2万年前にアメリカに
到達した少数の祖先に元を辿ることになる。少人数なの
で遺伝的な多様性は少ない。現在アメリカに住む少人数
からはじまった子孫の多様性は主に2万年の間に起こっ
た突然変異を反映している。一方、アフリカで最初に誕
生したホモ・サピエンスの子孫で20万年間アフリカで暮
らし続けていた家系の子孫は、今から2万年前には既に
かなりの人数に達しており、その人々は遺伝的に多様な
集団となっていたはずで、そこから更に多様性を増し現
在に至っている。大雑把に言うとアフリカに住み続けた
人の子孫は、アメリカに住み続けていた子孫にくらべて
10倍ほどの多様性が期待されるということになる。
　どのようにしてミトコンドリアに含まれる遺伝情報
を比較したのだろう。現在では化石の中に含まれる微量
のDNAを増幅しその配列を調べることが可能である。
しかし、その研究がなされた頃は、そのような手法は開
発されていなかった。そこで大量のミトコンドリアを
得るために出産直後の様々な人種の145人の産婦の胎盤
を主にアメリカの病院から集めた。その他二人の培養
細胞から得られた試料を加えた147人のミトコンドリア
のDNAの比較がおこなわれた。DNAはアデニン、グア
ニン、シトシン、チミンという四つの塩基などから構成
されている。それらはA,G,C,Tと省略される。ところで、
DNAをその塩基の並び具合を認識して切断する制限酵
素というものがある。たとえばある制限酵素は塩基が
GTTAACと並んでいる場合にその三番目のTと四番目
のAの間を切断する。このような酵素を適当に作用させ

ると約1万6千並んだ配列が幾つもの小さな断片となる。
そのように断片化したもののパターンを相互に比較し相
異を明らかにすることが出来る。ミトコンドリアの遺伝
情報に突然変異が起こると、ある切断箇所の塩基が変わ
り制限酵素で切断されなくなるなど時間と共に断片化の
パターンに個人差が増えていく。147人のDNAの断片
化を比較した結果、それらは134のタイプに分けられた。
それら134のタイプがどのような順番で突然変異を繰り
返しながら分かれてきたかを最も簡単に説明できる系統
樹がコンピュータを使いつくられた（37）。
　その系統樹を説明しよう。134のタイプの内、大きく
異なる7つのタイプは全てアフリカの人のものであっ
た。その人たちは長い時間かけて共通の祖先から分かれ
てきたために遺伝的に多様となったのだ。その共通の祖
先を便宜的にaとする。他の相対的に多様性の少ない127
のタイプにはアフリカ人と他の大陸の人々が含まれて
いた。その人たちの祖先をbとする。aとbの関係は、相
対的に多様性の少ない人々の祖先であるbの祖先を辿る
とaに行き着くことでうまく説明がついた。このことは、
時とともに多様性が増したとするように134のタイプを
並べると、全ての女のヒトの祖先が一人の人、aに行き
着くことを示した。そこでその人のことをミトコンドリ
ア・イヴと呼んだ。この結果は二つの点で衝撃的であっ
た。第一は現在世界各地に住む人々の祖先はアフリカに
住んでいたことだ。また第二は、134の多様性を生み出
すのにかかる時間を推定すると、その“イヴ”はおよそ
19万年前に生きていていたことであった（ホモ・サピエ
ンスの誕生は20万年ぐらい前であり、その“イヴ”には
更に遡るホモ・サピエンスの女系の先祖がいたことにな
る）。ミトコンドリア・イヴの子孫はアフリカに十数万年
留まった後、数万年前からアジア、オーストラリア、ヨー
ロッパなどに進出したこともこの系統樹は示していた。
更に、各地への進出は一度だけでなく、何度も別々の時
期に行われたこと、またアフリカを出た後、1万年ぐら
い前にアフリカに戻った人々がいることも示唆された。
これがアフリカ単一起源説（図4）である。この研究は大
きなインパクトを与えた分だけ、批判も多くなされた。
批判の一つは、この研究で調べられた147人のうちアフ
リカ人は20人であったが、その20人のうちたった2人が
サブサハラ・アフリカに住む人で、残りの18人はアメリ
カに住んでいたことであった。しかし、その後の詳細な
研究結果もこの研究の結果を支持するものであった。例
えば、ミトコンドリアの遺伝情報の断片化のパターンの
比較ではなく、53人の1万6千余りの塩基配列の全てを
明らかにし比較した結果も本質的に同じことを示した

（134）。
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図4　アフリカ単一起源による世界各地のホモ・サピエ
ンスの成立

 図中の×印はそこでその種が子孫を残さず絶滅した
ことを示している。

　これらの結果を各地域への展開を含めて簡略にまと
めると、アフリカにおよそ19万年前に母系の共通の祖先
がいたこと、その後、その子孫が8万年ぐらい前にアフ
リカを出て、先ず東へ展開していったこと、オーストラ
リアなどへは6万年前頃には到達していたこと、その後、
中東から西へ展開し、ヨーロッパには5～4万年前に到
達したこと、日本には4万年前頃に、そしてアメリカに
は2.5万年前頃に渡ったということになる（詳しくは後
述　3.23）。このアフリカ単一起源によってホモ・サピエ
ンスが世界各地に展開していった説は多くの人が認める
ところとなり今や仮説というよりは定説となった。
　それでは一人の“イヴ”に収斂するというのはどうい
うことだろうか？この遺伝情報は母系で連綿とつなが
る。つまり当時アフリカに住んでいた多くの女性のうち
で絶えることなく娘が生まれ続けた家系のみがその候
補になる。例えば、その当時住んでいた女性で男の子し
か産まなかった人は、ミトコンドリアの祖先となること
は出来ない。三人娘を産んだ場合でもその三人が女の子
を産まないとするとその人も同じことになる。そのよう
に考えると、およそ19万年前多くの女の人がいたとして
も、一人の“イヴ”の子孫だけが今に至るまで連綿と娘
の子孫を残し続け、他の女の人の子孫はいつの世代か娘
がいなかったためにそのDNAが伝わらなかった。その
ために、一人の“イヴ”に辿りつくというわけである。
　人にはミトコンドリア以外に、核にDNAの遺伝情報
の本体がある。核のDNAは目では見えないが、細胞分裂
の時に形成される染色体として考えると視覚的に捉える
ことができる。ホモ・サピエンスには1～22番の常染色
体が2本一組と、XYの染色体からなる性染色体がある。
女性はXXを持ち、男性はXYを持っている。X染色体
は1億6千万余りの塩基が並び、1000以上の遺伝子があ

るが、Y染色体は5千万余りの塩基で100以下の遺伝子
が存在するに過ぎないといわれている。ヒトの2本1組
の常染色体の一方は母から、他の一方は父からのものだ。
しかし、実際にはもっと複雑なことが起きている。簡略
に述べるが、ヒトの精子が出来る時に、通常では二本あっ
たそれぞれの染色体のうち一本だけが精子に含まれる。
その精子が出来る時には、母からもらった染色体と父か
らもらった染色体が向かい合い、その後10ヶ所ほどで交
差が起こる。このようなことを染色体の乗り換えと呼ん
でいる。つまり、精子に含まれる一本の染色体は母の染
色体と父の染色体が乗り換えを起こし、両者がモザイク
のように混ざり合ったものである。卵子の場合も同じで
ある。このように、常染色体は父と母の染色体がモザイ
クとなっているために、その遺伝情報のみなもとの先祖
を辿るということは不可能である。ところがミトコンド
リアの染色体は環状構造のものが一種類あるだけで、そ
れが母から伝えられ（注7参照）、乗り換えもほとんど起
こらないために、その流れを遡ることができる。おなじ
ようなことがY染色体でも可能になる。Y染色体は男性
に一本あるだけだ。精子をつくる時にはX染色体と向か
い合うが、長さが違うためにほとんど乗り換えが起こら
ない。そこで、ミトコンドリアと同じように父系の祖先
を辿ることができる。ミトコンドリアに較べて塩基数が
3000倍以上あるために、全配列を比較することは簡単で
はないが、ある特定の部分の配列や、DNAの断片化の
パターンを比較することは出来る。そこで、世界各地の
男性のY染色体を相互に比較し、系統樹をつくる研究も
行われている。そこから得られた結論も大筋ではミトコ
ンドリア・イヴの結果と同じで、アフリカに共通の祖先
の“アダム”が9～4万年前にいたこと、その子孫が数万
年前にアフリカを出て世界各地に広がっていったという
ものである（135, 136）。この結果もホモ・サピエンスの
アフリカ単一起源をはっきり示している（図4）。
　以上述べたようにミトコンドリアのDNAとY染色体
の比較から得られた系統樹とその分岐年代の推定、及び
世界各地から見つかっているヒトに関する遺跡とその年
代特定から、ホモ・サピエンスが世界へどのように展開
していったかがかなり分かってきている。ただし、遺伝
情報の相異にもとづく分子時計はある程度の誤差を含ん
でいる。また、女の人の共通祖先と男の人の共通祖先は
同じ時代に遡れるとは限らない。女の人の生む子供の数
は限られているが、男の人は例えば、チンギス・カンの
ように千人（？）もの子供を残すことも可能かもしれな
い。そうすると、世界の男性の共通祖先の“アダム”は今
に近い時代に出現しても不思議ではない。もちろんその”
アダム”にも父はいるので、ホモ・サピエンスの“アダム”
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は更に遡ることはできる。また、ホモ・サピエンスの足
跡を探る遺跡のうち、特に5万年前より現在に至る時代
を特定する14Cを分析する方法にも問題があり不確定要
素が残る 13 。以下にまとめる年代はある程度の誤差を持
たざるを得ないことをことわっておく。
　ホモ・サピエンスの誕生・世界展開の足跡を図5に示
した。アフリカでホモ・エレクトスからホモ・ハイデル
ベルゲンシスを経て20万年前頃にエチオピアのオモあ
たりでホモ・サピエンスが誕生したのだろう。その後、
ホモ・サピエンスの一部の人々は南アフリカへ南下ある
いはアフリカを北上し、シナイ半島経由でレバントへ
10万年前までには到達しただろう。しかし、寒さが戻っ
てきたためにその人たちは絶滅したか、アフリカに舞い
戻ったと思われる。その後8万年ぐらい前に、再びホモ・
サピエンスはアフリカを出ていった。そのルートは二つ
考えられている。一つは海を渡りアラビア半島を経由し
て現在のオマーンからイランへ渡るルートである。紅海
を望むアフリカのエリトリアでは12.5万年ぐらい前に
ホモ・サピエンスがオイスターバーを楽しんでいたと思
われる（125）。8万年前頃は現在よりも海面が数十メー
トル低く、アフリカから紅海を渡りアラビア半島へは
10km前後の航海でよかっただろう。アラビア半島に渡っ

た後も、海伝いに展開して行ったのかもしれないが、当
時の海岸沿いの痕跡は現在では海の中で容易に見つける
ことが出来ない。しかし、6万年前には100km以上を航
海しオーストラリアに達していたことを考えると、8万
年前頃のホモ・サピエンスがある程度航海することが出
来たとするのは、妥当な推察だ。この海伝いのルートを
とってユーラシア大陸に渡ったと考えられる。ユーラシ
ア大陸に渡ったホモ・サピエンスは先ず東へ展開し始め、
およそ6万年前までには現在のインド、インドネシアを
経て東アジアの現在の中国にまで達していたようだ。海
伝いの道があったことはベンガル湾にあるアンダマン諸
島に住む原住民のミトコンドリアのDNAの起源が6.5万
年前まで遡れることからも示唆される（137）。
　7.4万年前にはインドネシアのスマトラ島のトバの大
噴火があった。この噴火は過去200万年間で最大の噴火
といわれている。ホモ・サピエンスも大きな被害を蒙っ
たと思われるがその評価については意見がわれている

（138）。どの程度の人口減少があったかは定かでないが、
多分1万年後には人口も回復し（例えば132）、6万年ぐ
らい前までには既に、オーストラリア、ニューギニアに
まで竹の筏にのって意図的に進出したと想像されている

（例えば139）。アフリカから出た後、先ず東に展開した
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13 これは測定法の14Cによる年代特定の方法が、空気中の14Cの割合が一定であると仮定した従来の方法には誤差があることが

分かり、その補正がごく最近行われるようになった。しかしその補正が、統一的には行われていないためである。

図5　ホモ・サピエンスのアフリカでの誕生とその後の世界への展開｛数字は万年前を表す、括弧をつけていない数字
はミトコンドリアのDNAの比較、括弧内の数字（点線の矢印で示したものも含む）はY染色体の比較から求めた
ものをまとめた｝。数字の後に×がついているものは進出した後、一端そこからは姿を消したことを示している。



のはその地方の環境がアフリカと似ていたからだろう。
一方、西への展開は多少遅れた6万年前頃に始まり、現
在のトルコの東部に達していたと思われる。ヨーロッパ
は緯度が高くアフリカとは環境が違うために進出するの
が更に遅れたのだろうと考えられる。4万年前頃には、
東はシベリア、日本、そして西はヨーロッパに達した。
このことは、10万年前には寒さに耐えかねていたホモ・
サピエンスに飛躍的な変化が起こり、急速に様々な環境
の多くの地域へ、展開出来る柔軟性を持つようになった
のだろうと思われる（3.22）。
　また、海伝いではなく、陸伝いのルートとしては8万
年ぐらい前にシナイ半島を通りレバントへ至ったと推測
されている。その場合にも、そこから先ず、東へ展開し
たのだろう。ホモ・サピエンスの各地への展開のスピー
ドはどのようなものだったろうか？一年平均で500m移
動すれば、1万年で5,000km移動できる。このような平
均速度で展開していったと考えられている。獲物を追い
ながら徐々に移動すれば数万年で全世界に展開できた
のだろう。各地への到達時期はDNAの塩基配列の解析
や遺跡の時期から算定されるから、陸伝いの場合も海伝
いと同じである。陸伝いの場合は東への展開の距離は長
くなるので移動速度は海伝いに比べて速かったことに
なる。海伝い同様、東への展開は早い時期にはじまった
が、西への展開はゆっくりであった。数万年前は寒暖の
変化が大きく、人の展開はその影響を大きく受けたはず
である。しかし、寒さの厳しいおよそ北緯50度のロシア
のアルタイ地方、カラボムにも4.3万年前に人が到達し
た証拠が見つかっている（140）。更に北の北緯70度辺り
のヤナに3.1万年前のホモ・サピエンスの遺跡も見つかっ
ている。しかし、その後、寒冷化が厳しくなる頃にはそ
の地域から人の気配が一端消えた。その後1.6万年前頃
に再び、更に北のベレリョフにまでホモ・サピエンスは
展開していった。このように、当時のホモ・サピエンス
は条件がよくなると果敢に新たな土地へ進出するが、繰
り返す寒暖に左右されながらその棲息地域を変えざるを
得なかったのだろう（例えば　141）。このようにしなが
ら、多分2.5～2万年前にはベーリング海を越えてアメリ
カ大陸に渡っていった。この時期は氷河期で海面は今よ
りも120m程低く、凍ったベーリング海を歩いて渡れた
はずだ。その後、暖かさが戻った頃には北米のある程度
広い地域に進出をとげたと考えられている。再び寒さが
戻ってきた時に北米の人々は2,3ヶ所の限られた所に避
難し寒さに耐えたと考えられている。その後、また暖か
さが戻り、北米大陸の氷で閉ざされた回廊が通行可能に
なり、その時にホモ・サピエンスは一挙に南米にまで達
したと考えられている。それは今から1.3万年前頃のこ

とで、はやければ1000年ぐらいで北米から南米の南端に
まで達したと言われている（3.23）。現在のアラスカから
北米大陸を南下するルートは内陸の道と、太平洋岸の西
海岸伝いの二つ以上のルートがあったと推測されている

（図5）。
　このようにアフリカを出たホモ・サピエンスは世界各
地へ展開していった。展開は何度も起きた。既にホモ・
サピエンスが住んでいるところに、別の集団が移動する
こともある。例えば1万年前頃には中東で農耕が始まる
が、そのような技術を持った人々が東へそして西に新た
に展開し、土着の人々と結ばれていったのだろう。一度
アフリカから出たホモ・サピエンスの一部は再びアフリ
カにも戻った。このような動きも現在そこに住む人々の
ミトコンドリアやY染色体の遺伝情報の相異を比較する
ことにより推測することが出来る。
　ホモ・サピエンスが最後に到達した地域は太平洋のポ
リネシアなど、遥かな航海をしなければ到達出来ない地
域で、より進んだ航海技術があって初めて可能となった
のだろう。フィージーにはおよそ3000年前頃、ハワイや
イースター島には約1300年前に、そしてニュージーラン
ドには今から700年前にホモ・サピエンスが初めて到達
した（例えば141）（図5）。このように、世界各地にホモ・
サピエンスは展開し、現在では世界のほとんど全ての土
地に67億以上のホモ・サピエンスが暮らすようになっ
た。このように世界の民族はたった数万年の間にそれぞ
れの地域の気候・風土に適応して多様化していったので、
遺伝的には極めてよく似ていること、また、人々の移動
は様々な時代に何度もおこなわれたことを特に強調して
おきたい。そのことは現在の南北問題などを考える上で
も重要な視点である。
　ところで、ミトコンドリアとY染色体の遺伝情報を辿
ることを中心に述べたが、現在のホモ・サピエンスのそ
れ以外の遺伝情報の多様性からその祖先を探る研究も為
されている。そのような研究からはホモ・サピエンスが
誕生する前にアフリカを出たホモ・エレクトスの末裔が
後からアフリカを出たホモ・サピエンスとごくまれに混
血した可能性を示唆するものもある（142）。百数十万年
前アフリカから出て行ったホモ・エレクトスの子孫がど
こにいつまで生き残っていたかは不明である。そのよう
なヒトがホモ・サピエンスと結ばれる機会はあったかも
しれない。例えば中国の大里人の頭蓋骨はおよそ20万年
前のもので、ホモ・エレクトスとホモ・サピエンスの中
間的な特徴を示している。これらの人々はアフリカを百
数十万年前に出たホモ・エレクトスの子孫だが、彼らは
ホモ・サピエンスが進出してくる前の氷河期の間に、絶
滅寸前にまで数を減らしたのだろう。しかし、彼らがい
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つまで生き延びていたかは不明である。彼らが新たに進
出したホモ・サピエンスに出会ったのか、またホモ・サ
ピエンスと混血したのかは謎だ。また、別の例は既に述
べた、ホモ・エレクトスの子孫であるホモ・フロレシエ
ンシスが1.6万年前まで生きていたことだ（2.28）。彼ら
とホモ・サピエンスが結ばれたとは考えられないが、ど
こかに生き延びていたホモ・エレクトスが居たかもしれ
ない。しかし、大筋では今まで述べたようにミトコンド
リア・イヴに基づいたアフリカ単一起源によりホモ・サ
ピエンスが数万年で急速に世界各地に展開したというの
が、現在の共通の理解である。

3.22 ネアンデルタール人はなぜ滅びたか？石器の進歩
などを振り返りながら

　ホモ・サピエンスとネアンデルタール人については
既にいくつかのことを述べた。ここではなぜネアンデ
ルタール人が滅び、ホモ・サピエンスが生き延びたかに
焦点を当ててみよう。最近ではネアンデルタール人が中
央アジアにまで住んでいた証拠が見つかり始めている

（106）が、ネアンデルタール人の棲んでいた範囲は主に
カスピ海の西のヨーロッパであった。そこに、今からお
よそ20数万年前から彼らは暮らしていた。アフリカから
陸路でヨーロッパに進出したホモ・ハイデルベルゲンシ
スの子孫と考えられる。彼らはホモ・サピエンスが誕生
する以前からヨーロッパに住んでいた。その後、アフリ
カを出たホモ・サピエンスは5～4万年ぐらい前の寒暖
を繰り返す環境変動の大きな時代にネアンデルタール人
が住んでいた地域に進出していった。多分いくらか暖か
さが戻った4.3～4.1万年前のヘンゲロ亜間氷期が影響し
たのだろう。その後、繰り返される寒暖の中、食糧とな
る大型獣が減少する厳しい環境変動の時代をホモ・サピ
エンスは生き延びた。しかし、脳の容量はむしろ大きかっ
たネアンデルタール人は絶滅してしまった。ここで思い
出していただきたいのは上述した　1）10万年ぐらい前
にアフリカを出たホモ・サピエンスの集団はその時は寒
さに耐えかねて全滅したか、アフリカに舞い戻ったこと、
2）ホモ・サピエンスが姿を消した地域には寒さを逃れて
南下してきたネアンデルタール人が住みついたこと、3）
その後2～3万年をアフリカで過ごし8万年ぐらい前に
再度アフリカを出たホモ・サピエンスはそれ以前のホモ・
サピエンスとは大きく変化していたと考えられることで
ある。先ず、ホモ・サピエンスとネアンデルタール人の
能力などの違いを石器の進歩から考えてみよう。
　ヒトは260万年ぐらい前から石器を使い始めた。それ
は礫器と呼ばれる最も単純なオルドワン石器である。石
器の使用開始はその頃にヒトの脳が大きくなったことと

関係していると思われる。石器を使うことで肉食が可能
になり、肉食が、更に脳の肥大を促進するというような
増幅的な相互作用が働いたと思われる（3.16）。またその
頃には再び大きな気候変化があり、乾燥化により環境は
厳しくなったと思われている（例えば80）。環境変化が
大きい時には新たな変異を起こした個体が集団の中で、
従来のものより多くの子孫を残す可能性が生まれる。た
またま環境変動に都合の良い変異を起こしたものがそ
の数を急速に増やしたのだろう。オルドワン石器は、石
器としてみるとまだ単純なものだ。一つの小さな石か
ら、石片を剥離し、その石片は不要なものとして捨て一
つの石器を作るものである。それを最初に使ったのは後
期の猿人のアウストラロピテクス・ガルヒの可能性もあ
るが、多分ホモ・ハビルスだろう。それは260万年前頃か
ら50万年前まで使われていた。ホモ・エレクトスは技術
を向上させ、剥離して得た石片と残った石核を共に石器
として使うアシューリアン石器をつくった。これは165
～10万年前ぐらいまで使用されていた。その代表的な石
器のハンド・アックスは世界各地で見つかっており、ホ
モ・エレクトスが世界各地へ展開していったことを裏付
けている（3.17）。その後、更に技術が進みルヴァロア技
法を用いたムスティエ石器がつくられた。それは、主に
30～3万年ぐらい前に使われた石器で、ネアンデルター
ル人やホモ・サピエンスが使用していた。それは亀甲状
の石核に打撃を与えて剥離片をつくり、その剥離片をさ
らに調整して、二次加工を加え一つの石から様々な石器
を作っていく高度な方法だ。更に時代が下ると、石刃と
よばれる細長く、薄い、左右の縁が平行である石片がつ
くられた。これらはオーリニャック石器と呼ばれている。
それはホモ・サピエンスが3.2～2.6万年前に使用したも
のだ。ネアンデルタール人はオーリニャック石器を使用
しなかったと多くの研究者は考えている。
　これらの石器には大きな違いがある。オルドワン石器、
アシューリアン石器、ムスティエ石器、石刃では石器を
つくる工程数は1, 2, 4, 9と著しく複雑になっている。ま
た一定量の原石から出来るそれらの石器の石片の数の
比はおおよそ、1:2.6:4.4:10とこれも大きく増加したと推
定されている（例えば　143）。石器の種類も急速に5万
年前頃から増えた。石器を作る前に人は先ずどのような
ものをつくるかを想像し、適切な材料を探し、どのよう
に石を叩くことが必要であるかなどを考えなければなら
ない。即ち、この石器の変遷は明らかに5万年前頃にホ
モ・サピエンスにはそれまでにない革新的な能力が加わ
り、彼らがそれ以前のホモ・サピエンスとも、同時代の
ネアンデルタール人とも大きく違ってきたことをはっ
きり示している。ホモ・サピエンスが残した3万年以上
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前のショーヴェ洞窟の絵画もそのようなことを端的に示
す一例である（108,109）。そのような絵画の前兆となる
ものや装飾的なものが10万年以上前のアフリカで見つ
かっていることは既に述べた。洞窟壁画や装飾的な遺物
はネアンデルタール人が生きていた跡からは見つかって
いない。このような芸術的な才能や、象徴的にものを捉
える能力もホモ・サピエンスに10万年前頃から徐々に芽
生え、数万年前に急速に発達したのだろう。一方、とて
も一人では生きていくことが出来ないようなネアンデル
タール人の老人が、怪我をした後、あるいは歯を失った
後も長く生き続けていたことを示す化石が見つかってい
る。このことは彼らが弱者を介護していたことを示して
いる。また、彼らの骨には大型獣を狩猟する時に負った
怪我と考えられる傷が多く残っている。これらのことは、
彼らが頻繁に大型獣を狩猟し、集団で協力しながら暮ら
していたことを示している。しかし彼らは滅びてしまっ
た。石器を作る能力の違いなどの他に、ホモ・サピエン
スとネアンデルタール人には更に違いがあるのだろう
か？話す能力を考えてみよう。
　ヒトはいつ頃から話すようになったのだろう。これ
も誰もが興味を持つ重要なテーマだ。しかし、話したこ
とは化石や記録に残らないため、このテーマは永遠の謎
だ。最古の文字が見つかるのはせいぜい今から数千年前
のことである。最近では脳の研究が進んでいるが、まだ
まだわからないことが多いのが現状だ。うまくしゃべれ
ない病気の人が死んだ後にその人の脳を解剖し、脳のど
こに損傷があるかを調べたブローカ（1824-1880）やウェ
ルニッケ（1848-1905）の見つけた脳の領域が話すことに
重要であることがわかっている。しかし、そのような脳
の領域が発達するだけでは話すことは出来ない。喉の構
造や、十分息を吐けること、また舌や唇が微妙に動くこ
とも必要である。さらに、幼児期の必要な時期に神経細
胞の間に十分な連絡が出来なければならない。例えば、
ジェニーという女の子は生後1才8ヶ月から13歳まで、
父親に虐待され、父一人の手で室内に監禁されて育っ
た。つまり、ほとんど話しかけられずに彼女は育った。
13歳になって救われ、集中的な言語教育を受けたが、彼
女が話した最も複雑な会話は「私、カーティスにピアノ
弾いて欲しい」であったに過ぎないそうである（例えば
31-327p）。十分に話すためには神経細胞の連絡など後天
的に形成されるものも含め多くの機能が揃う必要があ
る。彼女にはそれが発達しなかったのだろう。160万年
前に生きていたホモ・エレクトスのナリオコトメ・ボー
イの脳の容量は約900ccとかなり大きくなり、ブローカ
野に当たる脳の部分が発達していた跡が頭蓋骨に残っ
ていた（2.19）。そのことをもって、彼らが多分話せたと

考える人もいる。しかし、話すためには十分な息ができ
ることが必要で、そのような調節をするためには胸部が
発達し、調節のための神経系が通る孔が脊髄になければ
ならない。ホモ・サピエンスに発達しているそのような
脊髄の孔が彼の脊髄には見られなかった。そこで、ナリ
オコトメ・ボーイを発見したウォーカーはホモ・エレク
トスがしゃべれなかっただろうと結論している（例えば
31-314p）。
　ヒトに最も近いチンパンジーは母音としてはア、
ウ、オの音は出せるが、イとエの音は出せない。チン
パンジーはヒョウやバッファローに出会うと「ウラア
ア」、またえさを見つけた時には「アアア」と叫ぶ。そ
のほか互いに種々のコミュニケーションを行っている

（144-142,143p）。ヒトは彼らとは違い、更に声を様々に
分割して発音することにより、複雑な内容を伝え合うこ
とが出来る。ヒトと類人猿は似ているともいえるが大き
く違っているともいえる。例えば、類人猿とヒトの知性
をそれぞれ一点を照らすレーザー光線と広い所を照らす
ことが出来る投光照明にたとえ両者の相異が強調される
こともある（145）。 ところで進化というものは突然に全
てが揃うわけではなく、徐々に変化が蓄積し、ある時そ
れらが統合されて飛躍的な違いが生まれることが多い。
様々な声を出すためには喉の構造が大きな役割を持って
いる。現生のチンパンジーとホモ・サピエンスの喉の構
造を較べると、ホモ・サピエンスでは声帯が下がり咽頭
が広く声帯のふるえを反響させて様々な音を出すことが
可能になっていることが分かる。このような特徴は直立
二足歩行をすることではじめて生まれたのだろう。一方、
声帯は発声をするための器官であるが、その他に、声帯
は肺につながる気管のふたの働きもする。呼吸をする
時に、声帯は左右に開いて空気を通すが、飲食物を飲み
込む時は、強く閉まって気管へ飲食物が入らないように
なっている。そのために、飲食中に声帯がうまく動かな
いと、食べ物が気道に入ってしまい誤嚥を起こし、肺炎
になり死亡する人もいる。ヒトとは喉の構造が違う類人
猿は食べながら息が出来るし、誤嚥を起こすこともない。
　話すためには、声帯と音を響かせるのに十分な鼻口
蓋の他にも既に述べたように、発声を調節する舌や唇の
種々の筋肉や、運動神経が発達しなければならない。ま
た、発声を聞き分けその意味を理解し、何を話すかを考
える脳の働きが生まれなければならない。このような要
素が全て揃った段階で十分に話すことが出来る。特に話
すために不可欠な脳のブローカ野やウェルニッケ野の
領域は、手の動きも支配している領域である。脳が大き
くなることにより手を器用に使えるようになり、石器を
作り始めたのが260万年ぐらい前であった。手を使うこ
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とにより脳が活性化され、脳と手の相互関係が、話す能
力を生み出すことにも役立ったはずだ。手を使うことが
しゃべる機能を増進し、またその逆も起こり、手と口は
脳を経由しながら相互に関連し、時と共に徐々にその機
能性を増していったのだろう。ヒトがいつから今のよう
にしゃべれるようになったかは永遠の謎だが、石器の技
術が格段に進歩し、芸術的な思考なども発達する10～5
万年ぐらい前ではないかと想像出来るかもしれない。も
ちろんそれ以前にも、叫び声や、幾つかの単語を使うよ
うなさまざまの段階のコミュニケーションが行われてい
ただろうがそのことを調べる手だては今のところない。
　ネアンデルタール人はしゃべれたのだろうか？これも
結論を得ることはできないだろう。しかし、いくつかの
研究が行われている。一つにはネアンデルタール人の化
石の頭蓋骨から喉頭から口腔にかけての空間がホモ・サ
ピエンスのようには広くなく、ホモ・サピエンスのよう
にはしゃべれなかったのではないかというものだ（例え
ば146-81p）。一方、話すために重要な働きをする舌骨が
ネアンデルタール人の化石から見つかっていることか
ら、彼らもある程度話せたのではないかと推定する人も
いる（例えば147-106p）。しかし、ブタにも舌骨がある。
そのことは舌骨があれば必ずうまくしゃべれるとは限ら
ないことを示している。しゃべることに重要な役割を果
たしているFOXP2という名のついた遺伝子がホモ・サ
ピエンスにはあることが知られている。最近、ネアンデ
ルタール人の遺伝情報にもこの遺伝子が含まれているこ
とが明らかになった（148）。しかし、ネアンデルタール
人はホモ・サピエンスに比べて象徴的な思考力が欠けて
いた。またしゃべるためには多くの機能が全て揃う必要
があることは上述したとおりである。これらのことを考
えると、彼らはホモ・サピエンスのようにはしゃべれな
かったと考えるのが妥当であろう。寒さが増し、大型獣
が姿を消していくなか集団で狩を行う場合に言葉を通し
て互いのコミュニケーションを十分に図ることができた
ホモ・サピエンスに比べ、そのようなことが不十分であっ
たネアンデルタール人は食糧に事欠いたのかもしれな
い。
　ネアンデルタール人は鼻の穴が大きく空気を暖めて
から肺に送る、また、ずんぐりした体で熱の放散が少な
い（イヌイットは熱帯地方の人に比べそのような体形に
なっている）など体の構造はホモ・サピエンスよりは寒
冷地適応型であった。しかし、ホモ・サピエンスは針と
糸で皮を縫い合わせより暖かい衣類を作ったと言われて
いる。一方、そのような道具を作れなかったネアンデル
タール人はこの点でもハンディを持っていただろう。ま
た、ホモの特徴として幼態成熟（ネオテェニー）がある

ことを既に述べた（3.16）。それは未成熟の期間が長いこ
とを示している。未成熟の期間が長いことは、その長い
分だけ脳がその間に接する環境変化や経験を織り込んで
最終的な大きさになり、経験をつんだ脳ができることに
なる。即ち、ネオテェニーが強いことは可塑性が高いこ
とになる。ネアンデルタール人とホモ・サピエンスのど
ちらがネオテェニーが強かったかについては論争があ
る。同じ年頃の年齢の歯を較べるとネアンデルタール人
では第二臼歯が生えていたが、ホモ・サピエンスではま
だ生えていない（149）ことからホモ・サピエンスの方が
ネオテェニーが強かったことが示唆されたが、それに反
対の結果も報告されている。またネアンデルタール人の
生後1-2週間で死んだ新生児の化石が見つかりその脳容
量が381-416ccであることが推測された。他の化石と比
較してネアンデルタール人の脳の成長を再現すると、脳
の成長についてのネオテェニーはホモ・サピエンスと変
わらないことがつい最近報告された（150）。ネアンデル
タール人の産道の大きさもホモ・サピエンスとほぼ同じ
であり（150）、新生児の脳の大きさは変わらないと考え
られる。ホモ・サピエンスとネアンデルタール人のネオ
テェニーについて結論を得るには更なる研究が必要であ
る。
　ホモ・サピエンスは8万年ぐらい前から航海をしなが
ら世界各地に展開していった可能性が高いことを述べ
た。一方、ネアンデルタール人はアフリカを陸伝いに出
たホモ・ハイデルベルゲンシスの子孫で航海のすべを知
らなかったのだろう。様々な状況に強いられ、多くのネ
アンデルタール人は4～3万年前頃から数を減らし、ヨー
ロッパ各地から追われて南へ移動したのだろう。そし
て、最後のネアンデルタール人はスペインのゴーレム洞
窟に辿りつき、そこでアフリカを目視しながらジブラル
タル海峡を越えてアフリカに戻ることも出来たかもしれ
ない所で滅んだのではないかと推測されている（例えば
107）。ネアンデルタール人が滅び、ホモ・サピエンスが
生き延びた要因は大きな謎だが、現在では上述したよう
な多くのことが重なり、激しく変わる環境変動・食糧不
足の中、ネアンデルタール人は力尽きてしまったと考え
るのが一般的である。一方、ホモ・サピエンスは激しい
寒暖を繰り返す氷河期・間氷期を生き延び、最近1万年
間の温暖な恵まれた時代に、新たに始めた農耕や牧畜に
よりその数を一挙に増やしていった。ホモ・サピエンス
とネアンデルタール人がどの程度競合したかあるいは戦
いをしたかはよく分かっていないが、同じ地域に千～数
千年間暮らしていたことは間違いない（それよりも長い
可能性もあるが詳細は不明である）。
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3.23 4万年前～農耕開始前のホモ・サピエンス　
　最後に農耕が始まるまでの数万年間にホモ・サピエン
スが残した足跡を日本も含めて簡単に述べよう。1879
年には約1.8～1.4万年前のスペインのアルタミラ洞窟壁
画が、1940年には約1.7～1.5万年前の南仏のラスコーの
洞窟壁画も見つかった。 それ以来多くの壁画、遺物が見
つかっている。6～4万年前の最古のアフリカのナミビ
アの洞窟絵や南フランスのショーヴェの洞窟壁画につい
ては既に述べた。ショーヴェの洞窟壁画の時期は従来3.2
万年前といわれていたが、14Cによる年代特定について
補正を行うと、3.6万年に遡るとも言われ始めている（例
えば108,109）。これら以外のホモ・サピエンスの遺物の
代表的なものを以下に紹介する。南ドイツのシュタデル
ホーヘンシュタイン洞窟で見つかった“ライオン・マン”
と呼ばれるマンモスの牙から作られた高さが約30cmで、
3.2万年前の彫刻（例えば151）、南ドイツのフォール・フェ
ルズ洞窟で出土したマンモスの象牙で作った長さ5cm弱
で3.3～3万年前の水鳥の彫刻（例えば152,153）、南ドイ
ツのヴォゲルヘルト洞窟で発掘された長さは5cm程で、
およそ3.1万年前の象牙の馬の彫刻（154）、オーストリア
のヴィレンドルフで見つかった2.5万年前の高さ約11cm
で、石灰岩から作られた豊満なヴィーナス像（例えば
153）などがある。同じようなヴィーナスはシベリアのバ
イカル湖の近くのマリタを始めヨーロッパ各地で見つ
かっている（例えば156）。これらのヴィーナス像や多く
の動物像からは気候変動の激しい中、狩猟採集生活をし
ていた人々の豊饒・多産への願いが伝わってくる。この
ような彫刻はホモ・サピエンスが始めてつくった。なか
でもスイスのノイチャテル・モンルッズで見つかった1.1
万年前の2cm弱の抽象化されたヴィーナス像は現代アー
ト顔負けの素敵なもので、ペンダントにでもしたら今で
も多くの人を魅了するようなものだ（157）。紙幅の関係
でこれらの写真を載せることが出来ないが是非出典にあ
たり我々の祖先の芸術性に触れていただければ幸いであ
る。これらのものもホモ・サピエンスが数万年前から芸
術性を著しく高めたことをはっきりと示している。一方、
80～23万年前の極めて素朴な彫像がイスラエルのベル
クハットで（例えば158）、また、50～30万年前の同様な
ものがモロッコのタン・タンから見つかっている（例え
ば159）。それらは自然の石に僅かに人の手が加わったも
のである。それらはホモ・エレクトスか、ホモ・ハイデル
ベルゲンシスがつくったのだろうが、ホモ・サピエンス
のつくったヴィーナスとは大きく違っている。
　興味深いものとして南米のブラジルのカピバラで2.5
万年前のものといわれている洞窟壁画が見つかった

（160）。その時代特定が正しいとするとホモ・サピエン

スはそれ以前に南米に達していたことになる。これは、
通説のホモ・サピエンスの南米への展開時期、1.3万年
前を覆すことになり、今後の詳細な研究が待たれている

（3.21）。これらの洞窟壁画も当時のホモ・サピエンスが
野生動物に多く依存していたことを示している。このよ
うにホモ・サピエンスはおよそ8万年前にアフリカから
ユーラシア大陸に進出し、激しい気候変化の中を豊饒と
多産を願いながら、新たな環境への挑戦を繰り返しなが
ら世界各地へ進出していったことがわかる。シベリアで
はマンモスの骨や毛皮からテントを作り、寒さを凌ぎそ
こで暮らしていたこともわかっている（161）。
　ヨーロッパへのホモ・サピエンスの進出を考えてみよ
う。人骨や特徴的なオーリニャック石器の出てくる地層
の年代特定から見ると狩猟採集生活をしていたホモ・サ
ピエンスが中東からアナトリアを経て4.6万年頃にバル
カン半島に至り、数千年でスペインに達したと考えられ
る。彼らは平均1年に400m位の速度で移動していったこ
とになる。またそのルートとしては、ドナウ川沿いのルー
トと地中海沿岸を経由したルートの二つでヨーロッパ
に進出したと推測されている（図５, 例えば108）。この
ような展開には4.3～4.1万年前のヘンゲロ間氷期の温暖
化が好条件として働いたのだろう。この他“アダム”の
Y染色体でホモ・サピエンスの展開を辿ると、中央アジ
アから北へ上り次に西へ移動した北周りでヨーロッパに
展開した第三のルートがあることも分かっている。その
ルートの時期は約3万年前と推定されている（図5）。こ
のようにホモ・サピエンスがはじめてヨーロッパに展開
した時には、そこには既にネアンデルタール人が棲んで
いた。ホモ・サピエンスはネアンデルタール人とある程
度競合しながらその勢力範囲を広げていったことについ
ては上述した。その後も人の移動はあったはずである。
特に大きな移動は、中東で1万年前頃から始まったコム
ギ農耕の伝播をともなったものだ。農耕はアナトリア、
バルカン半島経由で農耕技術を持った人の移動を伴いな
がら伝えられていったと推測されている。その伝播は、
数千年でおよそアナトリアから北欧まで成し遂げられ
た。その平均速度もやはりおよそ1年に400m程度であっ
たと見積られている（例えば162）。
　ところで農業を伝播した人と従来から住んでいた人と
の関係はどのようなものだったのだろうか。狩猟採集民
が単に農耕の技術を取り入れたのだろうか、あるいは農
耕民が狩猟採集民を追い立てながら拡大していったのだ
ろうか？それは現在のヨーロッパ人が自分たちの祖先を
知るという大変興味の持たれる課題である。それらにつ
いては現在のヨーロッパの人々と農耕を始めた中東に現
在住む人々の遺伝情報を比較することである程度推測出
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来る。ある見積もりでは、現在のヨーロッパの人々の遺
伝情報の80％は狩猟・採集民由来で、農耕民由来の遺伝
情報は20％強に過ぎないと推定された（163）。このこと
は、文化の伝播と人の移動がどのように起こったかの一
例を示している。この研究結果は、先住の狩猟・採集民
が農耕を積極的に取り入れたことを示している。しかし、
従来の狩猟採集を続けて生活していた人々が農耕を取り
入れた人々と同時代にすこし離れたところで別々に暮ら
していたことも知られている。即ち、異なった生活様式
をもっている集団が共存していた。また、別の遺伝情報
の比較、あるいはヨーロッパの言語の比較研究からは狩
猟採集をしていた人々と農耕を持ち込んだ人々との関係
については多少違う推測もなされている。結論は今後に
待たねばならないが、明らかにすべきことは新たな人の
直接的な移動と、農業・言語などを含む文化を土着の人々
が取り入れたことの区別である。これらの農耕開始以降
の人類の変遷は稿を改めて詳述する。
　
3.24  日本列島へのヒトの進出
　我々日本人の祖先はどうなっているのだろうか？日本
列島に数十万年前からヒトが進出していたとつい最近ま
で教科書にも載っていた。それは1976年に座散乱木遺跡
で見つかった旧石器などの時代特定を根拠としていた。
しかしそれは藤村新一による捏造であることが毎日新聞
の2000年11月5日のスクープにより暴かれた。現在では、
遺伝情報の分析や遺物の時代特定から日本列島へはおよ
そ4万年前にホモ・サピエンスが樺太、南方諸島、あるい
は朝鮮半島経由でやってきたとされている。彼らの生活
の跡をみてみよう。
　旧石器時代の痕跡を最初に見つけたのは相澤忠洋だ。
彼は1946年に 群馬県の岩宿で3～2万年前の石器を発見
した（164）。1948 年には、野尻湖畔の旅館の主人の加藤
松之助が、野尻湖底でナウマンゾウの臼歯を発見した（例
えば165）。その後、骨製のスクレイパー（全長18.5cm）

（例えば165）なども発見され、野尻湖付近に4万年ぐら
いまえに人が暮らしていたことがわかった。また、最近、
栃木県・高原（たかはら）山の黒曜石の原石産地遺跡で、
後期旧石器時代初頭の約3.5万年前の石器が発見された

（166）。ところで石器には打製石器と磨製石器があるが、
ヨーロッパでは磨製石器は主に新石器時代から使われ
た。しかし、日本列島では3.5万年前の旧石器時代の磨製
石器が見つかっている（141-164p）。磨製石器は木を切る
斧として使うと、打製石器と違って刃がこぼれない。日
本で特に磨製石器の斧がはやい時代から見つかること
は、日本列島に住んでいた人々が森と密接な関わりを
もっていたことを反映しているのだろう。

　黒曜石の石器は各地で出土するが、その黒曜石の成分
を調べるとその黒曜石の原産地を特定することができ
る。その結果、驚くべきことに、既に2. 1万年前頃に伊豆
の神津島の黒曜石が八ヶ岳のふもとで使われていたこと
が分かった（例えば167）。その頃は氷河期で海面が今よ
り120m程低下していたとされるが、神津島に行くには
30～40kmを航海しなければならなかった。ホモ・サピ
エンスが6万年前には100km以上の航海をしてオースト
ラリアに達していたことを既に述べたが、当時の本州に
住んでいた人たちもわざわざ神津島まで黒曜石をとりに
いっていたのだ。このことは、当時日本に住んでいた人々
が航海術に長けていたことを示している。このことは日
本列島への進出が南方の諸島伝いに行われた可能性を支
持する一つの状況証拠となると考えられる。
　日本で見つかったヨーロッパのヴィーナスに相当する
ものとしては大分県岩戸遺跡から見つかった約2万年前
のこけし形石偶（例えば168）と、愛媛県美川村の上黒岩
岩陰遺跡の1.2万年前の石の上に姿を描いた女神石（例
えば169）がある。これらは極めて素朴なものであるが、
当時の人が豊饒と多産を願っていたことをしのばせる。
ヴィレンドルフのヴィーナスのような豊満なヴィーナス
は日本では5000～4000年前の棚畑遺跡から見つかった
縄文土器の土偶がある（170）。
　青森県字蟹田大平山元からは約1.65～1.3万年前の土
器片が見つかっている（例えば171）。これは世界最古級
の土器だ。これも、当時の日本に住んでいた人々が、森
の恵みに依存して暮らしていたことを示している。どん
ぐりなどを湯がいて灰汁抜きをした後に食べる必要から
早い時期から土器を作るようになったのだろう。その後、
縄文前期になる今から6500～4500年前になると福井県
の鳥浜貝塚や青森県の三内丸山遺跡から様々な遺物が出
ており当時の生活ぶりを知ることが出来る。このように
4万年前頃から日本列島に進出したホモ・サピエンスの
子孫が縄文人となった。日本列島には、1.1万年前頃に
は3千人足らずの人が、縄文後期の海進と呼ばれる4000
年前頃の温暖な時代には26万人程度の人が棲んでいた
のだろう、その後の寒冷化で人口は減少し縄文晩期には
10万人足らずとなったと推定されている（172）。その後
3000年前頃（弥生時代がいつ始まったかは最近新たな事
実が見つかりつつある、次稿で詳述する）に朝鮮半島あ
るいは中国から水田農耕の技術を携えて渡来した人々が
渡来系の弥生人となった。弥生時代の間に人口はおよそ
60万人、そして奈良時代には540万人と、農業の発展に
より人口が急激に増えた。ヨーロッパへの農耕の伝播が
ヨーロッパ人の祖先の形成に与えた影響と同じように、
狩猟採集に主に依存していた縄文人と農耕技術を伴い渡
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来した新たな集団の渡来系弥生人が現在の我々日本人の
形成にどのようにかかわっているかは大いに知りたいと
ころである。このことについても、縄文人、弥生人、そし
て現代本土日本人、アイヌ、琉球人、韓国人、中国人のミ
トコンドリアのDNAなどの比較から急速に研究が進ん
でいる（例えば173）。それらを含めた日本人の形成につ
いては、人が農耕を開始するおよそ1万年前以降につい
て詳述する次稿にゆずる。ここでは縄文人に渡来系弥生
人の血がまざり、現代日本人はその両者の二重構造を基
本として形成されたことと、それは上述したように現代
のヨーロッパ人が、狩猟採集をしていた土着のクロマニ
ヨン人に、新たに西南アジアから移動してきた農耕をも
たらした人々との混血によって形成されたことと似てい
ることを指摘しておくことに止める。　

3.25 まとめと結び
　人類はアフリカでおよそ700万年前に誕生し、その後、
様々な種が誕生しては滅びていった。180万年ぐらい前
にアフリカをでたホモ・エレクトスもアジアやヨーロッ
パで滅びてしまい、アフリカに残ったホモ・ハイデルベ
ルゲンシスからホモ・サピエンスが20万年前に生まれ
た。多分アフリカは、気候変動が起きて大きく環境条件
が変わりいくつかの種が絶滅しても、どこかに避難する
ところがあり、そこで生き延びたヒトが子孫を残し、ヒ
トが全滅することはなかったのだろう。このようなこと
が700万年の間に何度もあったと想像出来る。まさにア
フリカは人類の揺籃の地だ。そのアフリカでホモ・サピ
エンスあるいはその直ぐ手前の祖先が絶滅寸前の数千人
規模にまで人口を減らしぎりぎりのところを経験したこ
とが、現在のホモ・サピエンスが67億人以上存在するに
もかかわらずその多様性が低いことからわかっている。
ホモ・サピエンスはその後、数万年前からアフリカを出
て世界各地に展開していった。アジアやヨーロッパに展
開したホモ・サピエンスは一時期共存していたネアンデ
ルタール人が亡んでしまった2万数千年前の氷河期と間
氷期を繰り返す厳しい環境を乗り越え、生き永らえ今日
に至った。
　この10万年ぐらいのホモ・サピエンスの人口変化を現
代人の遺伝情報の多様性を比較することなどから推定す
る結果がつい最近報告された（174）。それによると10万
年ぐらい前にアフリカにいたホモ・サピエンスは数万人
程度で、その中のごく一部の人々がアジアとヨーロッパ
に展開して行き、4万年前頃にはアフリカに数十万人、
アジアとヨーロッパに10万人強の人が暮らしていた。そ
して農耕が始まる1万年前頃にはアフリカに数百万人、
また、ヨーロッパとアジアの両方でやはり数百万人が暮

らしていた。その後ユーラシアでの人口の増加がアフリ
カのそれを上回り、紀元元年頃には、世界人口は数千万
人にまで増加した。ホモ・サピエンスの誕生から20万年
後のことだ。様々な文明の興亡、中世の温暖期における
大開墾時代の人口増加、戦争・ペスト・飢饉などによる
人口増加の停滞・人口減少などを経ながら世界の人口は
1825年頃にようやくおよそ10億人に達した。その後産業
革命の急速な進歩などにより1975年には世界人口はお
よそ40億人となった。150年で30億人が増えたことにな
る。そして2008年現在67億以上の人が暮らしている。人
口が急速に増えたのは、農耕を始めたこと、産業革命が
大きな契機であることがわかる。特に20世紀の増加は目
を見張るものがある。この30年ほどの間に我々はかつて
ない人口増加を成し遂げた。そのために人類は現在、様々
な問題を抱えている。その中でも、人類の揺籃の地であ
るアフリカには特に多くの問題がある。例えば、世界に
は3000万人以上のエイズ患者がいるとされるが、その約
60％はサブサハラ・アフリカ（サハラより南のアフリカ、
そこの人口は世界のおよそ14％）に住んでいる人々であ
る。世界には一日1ドル以下で暮らしている人がおよそ
10億人いるといわれている。そのうちサブサハラ・アフ
リカの人々が3億人を超えている。またその地域の全人
口の40％以上の人がそのような境遇にあるといわれて
いる。蚊が媒介するマラリアは日本ではかかる人はほと
んどいない。ある日本人は帰国してからマラリアが発症
したが、経験のある医者を見つけられず、経験のある獣
医に診てもらったというようなこともあるほど珍しいも
のである。しかし、世界全体では今でも毎年5億人がマ
ラリアに感染し、百万人以上の人がマラリアで亡くなる
といわれている。その死亡者の90％以上はサブサハラ・
アフリカに住む人々である。このようにアフリカの抱え
る問題は深刻で国連のミレニアム・開発目標もアフリカ
の問題に焦点を絞り21世紀の世界づくりの指針として
いるが、2015年の目標達成は簡単ではないだろう。即効
薬は見つからないが地道な努力も模索されておりそこに
希望を託したい。
　我々と共通の祖先をもつチンパンジー、ボノボ、ゴリ
ラ、オランウータンの子孫は、現在どのくらい生息して
いるのだろうか？彼らの生息数は数万～十数万で、絶滅
の危機が心配されている。特にゴリラとボノボは深刻だ。
現在20万人（？）足らずのチンパンジーの遺伝的な多様
性が、67億以上の人のそれより数倍高く、ある時期にチ
ンパンジーの祖先の方がホモ・サピエンスの祖先よりも
多く生息していたことを上述した（120, 3.20）。ヒトがど
のような進化の道を辿ってきたかを知るために、我々の
近縁である野生のチンパンジーの行動にも目が向けられ
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るようになった。日本の今西錦司（1902-1992）らによる
野生のニホンザルの研究は世界の中で先駆的で、彼の後
継者達は世界に誇る数多くの成果を出し続けている。ア
フリカでヒトの化石発掘に生涯をささげたルイス・リー
キー（2.12）もヒトの進化を知るためには化石の研究だ
けでは片手落ちで、現生類人猿の研究をすることが欠か
せないと強く思っていた。ジェーン・グドール（1934－）
は、そのルイス・リーキーに見込まれて1960年から現在
まで野生のチンパンジーの研究を先導している。彼女は
チンパンジーが道具を使うこと、また共食いをし、暴力
的な面も持っていることなどを見つけ注目を浴びてき
た。そのグドールはチンパンジーの観察から、生息地を
奪われるチンパンジーの保護にも活動を広げている。そ
の経験を活かし、彼女は混迷し希望の持てない21世紀
だが、まだ私たちにはチャンスが残っているということ
を「希望がもてるわけ」という題で世界中を精力的に講
演して回っている。彼女の思いは21世紀をどのように生
きるかについて多くの指針を与えてくれる。グドールは
多国籍石油企業のコノコ社がコンゴのブラザビルにチ
ンパンジーの孤児の「聖域」をつくっていることなど多
くの善意のある人々の様々な活動を紹介している（例え
ば175）。彼女はまた、ルーツとシューツ（176）という団
体などを拠点に特に子供達への啓蒙活動に力を入れてい
る。特筆すべきことは、彼女が若く感受性豊かな若い人々
に多くのメッセージを熱く伝えていることで、正に教育
の原点を見る思いがする。
　このように人類の歴史700万年を振り返ると、我々は
とても幸運であったことがわかる。そして現在、私たち
は多くの問題を抱えている。その解決は私たちがどのよ
うな選択をするかということにかかっていることは、“シ
リーズその1のはじめに”（5）で述べたとおりである。“知
は地球を救う”シリーズでは、次世代に未来を託すメッ
セージを伝えることが少しでも出来ればと願っている。
シリーズその2はここで終るが、人類進化の700万年の
うち、農耕開始後の1万年は今日の文明を築く大きな契
機であるので次稿で詳しく述べる。また更に遡った地球
が誕生し生命が生まれる40億年前からの生命と地球の
歩みについても“知は地球を救う”という観点から順次
まとめる予定であるが、順序が時間の経過に従わないと
ころはお許しいただきたい。
　草稿で用意した数多くの図・表・写真は紙幅の関係で
ほとんど割愛せざるを得なかった。ヒトの化石の実物大
の写真は文献92を見ると通覧することができる。また、
出来るだけ出典を示したので興味のある方はそれらに接
していただきたい。
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