
はじめに

　このシリーズの目的は、我々は何処から来て何処に行
こうとしているのかを、地球の45億年の歩みの中でゆっ
くり考えることだ。前回は人類の進化700万年のうち農
耕開始までを詳述し、それ以降については簡略に紹介し
た（1）。本小論では人類がどのように農耕を始め、如何
に展開したかをまとめる。人類は振幅する自然の恵みに
依存し自然の摂理を受容した狩猟・採集の獲得経済から、
農耕・牧畜という自然に手を加える生産経済へと移行し
今日に至っている。その移行は約1万数千年前から徐々
に始まった。栽培化の開始は人の自然征服・支配への第
一歩と考えられる。勿論、人は狩猟・採集でも無垢の自
然の恵みを受動的に享受していただけではなく、野火を
放ち狩猟の効率を上げる、あるいは植生を変え人類に都
合のよい環境を作り出した。また人によるマンモス等の

大型獣の狩猟はそれらの激減・絶滅の一因となるなど、
狩猟・採集の時代にも人類は自然に負荷を与えたことも
事実である。また農耕も揺れ動く自然のもとでなされる
為に農耕開始後も人は農耕儀礼・収穫祭などに象徴され
る自然への感謝や畏敬の念を持ち続けたことも確かであ
る。しかし、狩猟・採集生活と農耕・牧畜生活の自然への
関わりは量的にも質的にも大きく異なる。加えて、最近
の科学技術の発展は農業を人為的にコントロールできる
という我々の慢心と自然に対する万謝や畏怖の念の忘却
へと繋がり、地球全体の循環、地球の収容力等の今日的
問題を現出している。この小論では我々の自然に対する
思いの変遷についても考察したい。
　野性植物の栽培化は従来考えられてきたように人が
進んで短期間に始めたのではなく、幾つかの限られた地
域で止むを得ず、また失敗を重ねながら時間をかけて進
められ、それが世界各地へ伝播したと考えられるように
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要　約

　我々ホモ・サピエンスは20万年前にアフリカで誕生し、長い間、狩猟・採集・漁撈生活で暮らしてきた。
その後、数万年前にアフリカから世界各地に展開した。2万年前頃から気候変動や大型獣の激減などに
より新たに野生穀類の小さな種に目を向けるようになった。約1万年前に一部の人が野生のコムギやイ
ネの栽培を始め、食糧の一部に供するようになった。7千5百年前頃には灌漑を始めた所もでき、農耕
の生産性は次第に向上した。その結果、多くの都市や幾つかの文明が5千年前頃に限られた地域に誕生
した。それらの文明は農耕の発展と衰退の影響を大きく受け興亡した。西南アジアで始まったコムギと
東アジアのイネの栽培はそれぞれインドやヨーロッパと日本等に伝わりその地域の発展を促した。ヨー
ロッパ人や日本人は狩猟・採集をしていた先住民に農耕を持ち込んだ人々が交わり形成されていった。
5千年前から中世迄、農耕は大きな変革はなく緩慢に推移した。15世紀末以降には新大陸からの新たな
作物の導入、17,18世紀以後の科学・農業・産業革命、そして1960年代の緑の革命など大きな変革があり
今日の68億に及ぶ人を支える農業が発展した。最近では遺伝子組み換え作物の利用も可能となった。本
小論では、狩猟・採集から栽培の開始へと至る変化と農耕の発展の歴史を概観する。それは我々のなり
わいの違いが社会の構造に変化をもたらし、ひいては地球全体の生態系そのものへも大きな影響を与え
るようになったことを考える為である。農業の大きな発展の結果、今や我々は地球の収容力を超えるほ
どの暮らしを営むようになる一方、大きな格差が広がるという困難な時代に直面している。出来ればそ
れらの問題を克服し、持続可能な発展を遂げたい。その方策の一つは多様性を維持することではないか
ということを最後に考察する。
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なってきた。また人は栽培を始める前から定住を行い、
栽培化の開始・発展のシナリオも一つではなかったとさ
れるようになってきた。農耕は約1万年前から点として
始まり、長い時間をかけて面的に広がっていった。農耕
への依存度は地域により大きな幅があり、狩猟・採集を
続けた人々も多く存続した。現在でも狩猟・採集で暮ら
している人々もいる。各地へ広がった農耕も多様で、色々
な生活様式をもった社会が併存していた。その後の社会
はゆっくりと変化しながら地域に即した形で18世紀ま
で続いていた。18世紀末の世界人口は9億人程であっ
たが、それから200年の間に人口は爆発的に増加し今や
70億人に近づいた。その200年間の農業の変化は絶大で
あった。その結果、現在の画一化したグローバルな農業
が誕生した。それは過去の地方色豊かで多様な農耕とは
大きく異なっている。そのような傾向は1960年代に始
まった緑の革命等により加速された。緑の革命は灌漑・
多肥・農薬等に依存した多収性品種を創出し、多くの技
術が結集され成し遂げられた。即ち、品種・土壌・栽培法
等がひとまとまりとなり大きな発展が達成された。しか
し、一方でモノカルチャーの脆弱性、エネルギー消費の
問題、その恩恵に浴せないサブサハラ・アフリカ 1 の農
業における格差の問題を顕在化した。
　現在の人類はその数と生活の質の為に地球の生み出す
恵みだけで生きているのではなく、地球そのものを食べ
始めているとされている（169頁参照）。このように我々
は現在多くの深刻な問題に直面しているが、このさき破
局的な展開を避け、北の先進国と南の開発途上国が南北
問題に立ち向かい、共に持続可能な社会に軟着陸するこ
とを目指したい。それは我々の選択に大きくかかってい
る。その判断を下す為にも人がどのように農耕を始め発
展させてきたかを振り返ることは重要だ。また、最近の
急激な変化は多様性・地域性の維持とモノカルチャー・
地域性の喪失という確執を生み出している。しかし、そ
れらは二者択一ではないはずで両者に折り合いをつけ併
存を図ることも強調したい。

1．人は何を食べてきたか

1.1 序論
　植物は太陽エネルギーを利用し空気中のCO2から栄養
を作るが、動物は他の生物を餌とし生き永らえる。ホモ・
サピエンスほど多様な環境の風土に暮らし地方色豊かな
食事をしてきた生物種は他にない。その結果、70億近い
人々の生存が可能となった。ヒト 2 は700～ 600万年前に
誕生し、その後、ゆっくり食生活を変えてきた。20万年
前に生まれたホモ・サピエンスは、狩猟・採集による食
生活を19万年間続けた。一部の人が農耕を始め穀物への
依存を徐々に増したのはこの1万年の事だ。更に、精製
された砂糖や植物油を多くの人が食べるようになったの
は最近の200年足らずのことだ。即ち、ホモ・サピエンス
は長い間、慣れ親しんだ食生活を最近急に大きく変えた
ことになる。現代病の一因はそのように急激に変化した
食生活にあるのではないかという見解が示され、旧石器
時代 3 の食生活を健康との関連で考えるという新たな視
点まで加わっている（例えば、2）。
　人類の旧石器時代以前を含めた700万年間の食生活を
知る手立ては主に4つのアプローチがある。　① 人類の
化石（特に歯）の形態解析、又は構成元素の化学分析。　
② 人類と共通の祖先を持つ霊長類の古い化石の研究。
③ 人類が利用したと思われる食物遺物の同定。　④ 現
生のチンパンジー、ゴリラの食生活からの類推である。
　人類が誕生した700～ 600万年まえ前後の霊長類の化
石はほとんどない。また数百万年前の人類の化石は数が
少なく、それらから当時の人類の食生活を推定すること
は限定されている。また人類と最も近縁である現生のチ
ンパンジーの食生活から初期人類の食生活を類推する
ことも示唆に富んでいるが問題が残る。それはチンパン
ジーも人類同様、数百万年間独自の進化を辿っており、
人類とチンパンジーの共通祖先は現生のチンパンジーと
は必ずしも似ているとは限らないと考えられるからであ
る 4。また遺物からの情報も部分的なものである。過去の
人類が利用していたが残らなかったものは遺物とならず
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1 サハラ以南のアフリカをさし、様々な問題に直面している地域。主に地中海に面する北アフリカとは気候・風土、歴史・文化

に大きな違いが見られる。
2 700万年前からの猿人・原人・旧人・新人を含む全ての人類を生物的にとらえた表現（猿人等がどのようなヒトを示すかは文

献1参照） 
3 ホモ・ハビルスがオルドワン石器を使い始めた260万年前頃から、農耕を開始する約1万年前の時代を旧石器時代と大づかみ

にしておこう。農耕は世界で一斉に始まったのではないし、旧石器時代の特徴も地域により違いがある。例えば日本では磨製
石器が旧石器時代にも使われていたが、ヨーロッパでは殆ど使われていなかった等であり、細かい定義は議論が分かれている。

4 従来ヒトとチンパンジーの共通の祖先は現生のチンパンジーに似ていると想像されていた。しかし、440万年前の人類の化石
が最近大量に発掘され詳細な検討が行われ、新たな見解が提出された。発掘された猿人の歯は現生のヒトとチンパンジーの中
間的な形をしており、ヒトとチンパンジーの共通の祖先は、現生のチンパンジーとはあまりにていなかったとされた（3）。
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知る由もない。例えば、動物の骨は比較的残り易く過去
を振り返り得る。しかし、植物の漿果、芋などは腐りや
すく形を留めない。炭化した種子や葉のプラント・オパー
ル 5 は残ることがあり過去に利用した植物の一端を推測
できる。ところで、プラント・オパールは葉の存在だけ
を裏付けるものだが、一ヵ所からイネのそれが多量に出
ればそれはイネが高密度に植えられ枯れた葉が多量に土
中に落ちたか、採種後に葉を大量に捨てたと推定できる。
このように過去の食生活を推量することは容易ではない
が、これらの制約また断片的な証拠ということを踏まえ
た上で、700万年間のヒトの食生活の一端について推察
してみたい。
　
1.2 作物栽培化以前の食生活
　1.2.1　20万年前頃迄の食生活
 ゴリラとヒトは約800万年前に共通の祖先から分かれ
たと考えられている（1参照）。現生のゴリラは主に果実・
葉・新芽など柔らかいものを中心に時には根のような硬
いものも食べる草食動物だ（ごくまれに昆虫を食べる）。
約200～ 100万年前に生息していたヒトの頑丈型猿人に
は頭頂にゴリラと同じ矢状稜（顎の筋肉を支える組織）
があった。そのことからこの仲間のヒトは硬い植物も食
べていたと推測されている。同じ頃に矢状稜を持たない
華奢な顎をした別の華奢型猿人も棲んでいた。彼らは頑
丈型のヒトとは違う食生活をしていたのであろう（1参
照）。
　ヒトとチンパンジーは700～ 600万年前に共通の祖先
から分かれた（1参照）。現生の野生のチンパンジーは果
実・葉・堅果・種子・塊茎の植物を主に食べているが、そ
の他、道具を使ってシロアリを釣り食糧にする。また、
時には集団で狩をしてアカコロブスの肉を口にする。あ
るいは共食いもすることが知られている（4）。彼らの餌
は基本的には植物だが、季節により肉食の割合も増える。
ある調査によると全摂取エネルギーの4～ 8.5％を肉食
に頼っている（2）。即ち、チンパンジーはゴリラとは違
い雑食動物だ。　
　最古のヒトの化石は700～ 600万年前の猿人、サヘラ
ントロプス・チャデンシスだが、その脳の容量は400cc
以下で現生のチンパンジーと同程度だ。その後、猿人の

脳容量は増加した。ルーシーというあだ名がついている
320万年前の猿人、アウストラロピテクス・アファレン
シスでは530cc程度で、まだ道具を使った形跡はない（1
参照）。以上のことからこれら初期のヒトである華奢型
の猿人（700～ 600万年前から約200万年前まで棲息して
いた）は現生のチンパンジーから類推し、おそらく主に
植物を食べていた雑食であろうとされている。ヒトはチ
ンパンジーとの共通祖先から別れ、その共通の祖先やチ
ンパンジーが暮らしていた熱帯雨林を離れ、林が混在す
るモザイク状の土地あるいは乾燥サバンナに進出したと
考えられている 6。初期のヒトである猿人の歯は現生の
チンパンジーとは違って犬歯は小さく、臼歯をこすり合
わせ食物を磨り潰すことが出来たと考えられる（3）。即
ち、猿人は現生のチンパンジーの食性とは多少違って硬
いものも食べることが出来たと思われる（1参照）。猿人
がどの程度動物性食糧を食べていたかは分からないが、
昆虫や小動物を少しは食べていたと想像されている（6）。
　その後260万年前頃には最初の石器を作ったと考えら
れる原人、ホモ・ハビルスが現れた。彼らは猿人と比べ
て脳が肥大（平均610cc）していた。それは肉食を増すこ
とにより消化の為に長い腸が必要なくなり脳が肥大 7 し
たと考えられている。また石器で砕いたアンテロープ等
の動物の骨が見つかっている。彼らは生きている動物の
狩をしたのか、死肉を貪っていたのかその両方なのかは
分からない。しかし、ヒトは時を経るに従って肉食の度
合いを増し続けていったと考えられている。それは時と
伴に脳の肥大化が進んだこと、体重の増加に反して臼歯
の面積が減ったこと、また作られる石器も機能性を増し
たことを根拠としている。そのように機能性を増した石
器を作り大きな脳を持つようになったのは原人、ホモ・
エレクトスであり彼らは180万年前頃に始めてアフリカ
を出て行ったヒトだ。新天地に向かったのは一つには肉
食の度合いを増すことにより一定の地域に棲める人数が
制約された為だろう。彼らはユーラシア大陸を東へそし
て西へ展開して行った（1参照）。
　ヒトが何時頃から火を利用するようになったかは明ら
かではないが、少なくとも約25万年前には炉が使われて
いた。それよりも前には焚き火を利用していたと思われ
る。150万年前の南アフリカの地層からは高温で焼かれ
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5 プラント・オパールは植物の葉に含まれる珪酸の化合物だ。それは顕微鏡で始めて見うる小さなものだが、その形状からそれ

がどのような植物に由来するかを判別できる場合がある。ススキの茂る野原で、腕に切り傷をつくった人もいるだろう。それ
はススキの葉にこのガラスのような化合物があり、それがナイフのような働きをした為である。

6 440万年前の人類の化石と共に、当時の動植物の15万点を越える化石が大々的に検討され、当時のヒトが棲んでいた環境が推
定された。その結果、その頃の猿人は従来考えられていたような乾燥サバンナではなく、むしろ、エノキ・イチジク・ヤシ等の
樹木が茂り地上にも太陽光が届くような疎林で暮らしていたことが示唆された（5,6）。数百年前の人類がどのような環境で暮
らしていたかは今後の更なる研究が必要である。

7 ちなみに、我々、ホモ・サピエンスの脳の容量は平均で1,350ccである。
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た動物の骨も見つかっているが、それは雷が落ちたもの
かヒトが燃やしたのか区別はつかない（7）。しかし、こ
れらのことはヒトがかなり前から火を利用し肉や植物の
デンプン質を調理し消化を助けていたことを示してい
る。焼き芋もかなり前から食べていたのだろう。狩猟・
採集依存のヒトの食生活は、機能性を増した石器など道
具の進歩や火の使用等により旧石器時代を通して多様に
豊かになった。勿論、ヒトの多くの種は絶滅し、唯一ホモ・
サピエンスにつながる祖先が子孫を残したわけで（1参
照）、食糧の困窮がその絶滅の一因であったことも十分
考えられる。生き残ったヒトは人口を増やし世界各地に
展開した。その人々は水産物を含む各地域の資源を最大
限に利用し、肉食の比重を高めた雑食生活をしていた。
　180万年前頃アフリカを出て各地へ展開していたホ
モ・エレクトスは30万年前頃に子孫を残さず滅びたと考
えられている（例外など詳細は1参照）。アフリカに残っ
たホモ・エレクトスからは原人、ホモ・ハイデルベルゲ
ンシスが生まれ彼らから我々、ホモ・サピエンスが20万
年前にアフリカで誕生した。その後、ホモ・サピエンス
は数万年前から世界各地へ展開した。一方ヨーロッパで
は、ホモ・エレクトスからホモ・ハイデルベルゲンシス
が誕生し、彼らからネアンデルタール人が20数万年前に
生まれた。これらについては前述したが（1）ここでは主
に食生活との関係に焦点を当てて考えたい。
　地球環境は20万年前から氷河期と間氷期の寒暖な時
期が激しく変動・交錯する過酷なものとなった。その様
な中、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスはどのよ
うなものを食べていたのだろうか。
　1.2.2　20～ 2万数千年前の食生活
　約6～ 5万年前のネアンデルタール人が住んでいた北
緯32ﾟのイスラエルのケバラ洞窟からは、ピスタチオの
実、レンズマメ等のマメが多数見つかった（8）。彼らは
木の実やマメを食糧としていたのだろう。また北緯46ﾟ
のクロアチアのヴィンジャ洞窟から見つかった2.9～ 2.8
万年前のネアンデルタール人の骨のコラーゲンを分析し
たところ、彼らの食生活はオオカミや北極ギツネのよう
な食物連鎖の最上位を占めるものと似ており、彼らがタ
ンパク質の殆どを肉から得ていたことが分かった（9）。
一方、3.3～ 2万年前の北緯45～ 60ﾟの内陸部に住んで
いたホモ・サピエンスの数個体の化石骨のコラーゲンの
分析結果は、彼らが淡水の水産物を積極的に利用してい
たことと、ヴィンジャのネアンデルタール人にはそのよ
うな痕跡は認められなかったことがあわせて示された

（10）。ところで、現在の狩猟・採集民の食生活の動物質
への依存も10％以下から100％近くと地域により大きな
違いがある。ホモ・サピエンスは食糧についても極めて

柔軟に対応し多くの異なった風土に進出した。狩猟・採
集民の70数％の人々が食物の半分以上を動物質に依存
していること（2）を考えると、数万年前までのヒトは肉
食にかなり依存した狩猟・採集生活をしていたと考えら
れる。
　4～ 2万数千年前の気候は現在よりも気温が数℃低い
冷涼な時代と10℃以上低い酷寒の時代が振動するよう
に激変した。そのような厳しい環境の中、主にヨーロッ
パを中心にした地域ではホモ・サピエンスとネアンデル
タール人の違う種のヒトが狩猟・採集生活をしながら共
に生きていた。その地域に注目するのは、そこで生活し
ていたネアンデルタール人が滅びホモ・サピエンスが生
き延びたことと、遺物の資料が見つかっているからだ。
寒冷な地方には大型獣が棲んでいたがヒトが食べること
が出来るような植物資源は少なかった。一方、比較的温
暖な地方にはガゼルやタマジカのような動物と豊富な植
物資源があった（8）。ヒトは地域により異なったものを
食べていたはずだ。寒暖を繰り返す気候変化は森と草原
にも大きな影響を与えた。温暖湿潤気候は森を広げ草原
を減少させ、寒冷乾燥気候は森を減少させ草原を広げた。
人はその都度本拠地を森、森と草原の狭間、あるいは草
原と替えながら、その自然の恵みに依存し生き延びたと
思われる。そのように大きく変動する気候に加えて、人
による殺戮が原因で大型獣は絶滅するか極端にその数を
減らした。
　大型獣の絶滅の要因：　マンモス等の大型獣の絶滅が
気候変化と人のどちらによって引き起こされたかは見解
の分かれるところだ。大型獣の絶滅がオーストラリアで
は4万6千年前、アメリカでは1万3千年前、西インド諸
島では5千年前、マダガスカルでは2千3百年前、ニュー
ジーランドでは5百年前に起こった。その時期は人がそ
の地域に進出してから暫く後の時期であった。また、大
きな気候変動が起きた時に各地で一斉に大型獣が絶滅し
たわけではないことから、大型獣の絶滅にはヒトの影響
力が大きかったことが強調されている（11,12）。しかし、
気候変動の影響を受け大型獣が生息数を減らしたことも
あったはずだ。例えばアメリカでバイソンは3万7千年
前からその生息数が著しく減少したが、それは人類がア
メリカに進出する以前であって気候変動による環境変化
によると思われる（13）。またアメリカ大陸ではサーベル
タイガーが1万年前頃に絶滅したが、それは彼らが餌と
していたマンモスやバイソンが絶滅あるいはその数を減
らしたことや環境条件が変わった為に身を隠す茂みが
少なくなり、うまく狩が出来なくなったこと等によると
思われている。人はサーベルタイガー猟をしなかっただ
ろうが、マンモスやバイソンが人の獲物となった結果を
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間接的に受けたことも十分考えられる。大型獣の絶滅や
減少は気候変動により彼らの生息が困難になっていく中
で、人による狩猟が複合的に大きくかかわり最終的に絶
滅したと考えるのが妥当であろう（14,15）。
　このように大きく変る気候変動の要因、あるいは大型
獣の絶滅の原因の究明は興味深い。大型獣に大きな影響
を与えたと考えられる1万2千年前の温暖化後に急激に
起こったヤンガー・ドリアス寒冷期が始まった要因とし
ては、海洋の循環停止（16）や隕石の落下（17）等が提唱
されている。温暖化に引き続いて起きた寒冷化の原因を
明らかにすることは、現在の温暖化について考える上で
も大変重要である。気候変動や温暖化については稿を改
めてまとめる。
　ヒトの生物多様性に及ぼす影響と多様な食糧：　人が
生物の多様性に大きな影響を与えていることは確かで、
それは今に始まったことではない。自然の恵みに依存し
ていた狩猟生活でも、野火を放つあるいは植生を変える
ことにより狩猟の効率化や人類に都合のよい環境を創出
した。また大型獣の激減・絶滅の一因となるような狩も
行うなど人は狩猟・採集段階から自然にある程度の負荷
を与えざるを得なかった。それは食物連鎖に依存する動
物に共通する宿命で、我々はそのようなことを積み重ね
生き延びる他に術はない。しかし、現在の70億近い人間
の暮らしは、人数だけみても1万数千年前の約千倍で生
活の質まで考慮すると、現在の我々の生態系に及ぼす影
響は過去のものとは桁違いに大きく全く異なることを肝
に銘ずべきだ。またそのような生活スタイルを可能にし
たものは農業であることも再度強調しておきたい。この
ような点を踏まえて現在の環境問題や持続可能な発展を
考えることが大切だ。
　狩猟・採集で人はどのような戦略を取るのだろうか。
先ず少ない労力で多量の食糧を求めるはずである。大型
獣がいるならばそれを狩る方が効率は良くそれを追い求
めただろう、またそれらが少なくなれば動きの遅い亀や
貝等を採ったと考えられる。更に、それも少なくなれば
仕方なく敏捷な小型の兎や鳥等にも手を伸ばしただろ
う。実際にそのような変化が起こった（18,19）。人は植物
資源に於いても動物の場合と同じように大きなナッツ類
や果実やベリーを先ず採集したはずだ。栽培化されるも
とになる野性のイネ科の種子はとても小さく、それに目
を向けるのはナッツ類等が不足したためと推測されてい
る。6～ 5万年前のケバラの洞窟の遺物はネアンデルター
ル人が50種以上の植物を利用していたことを示してい
る。4千以上の植物遺物の1割以上はピスタチオであっ
た。小さな野生のオオムギは一粒見つかったに過ぎない

（8）。このことは当時の彼らが植物資源としてはナッツ

類等を食べ、野生のイネ科の種子への依存度は極めて低
かったことを示している。このようにヒトは食べやすい
ものを食べ、それが不足すると他のものを探し食べ続け
生きながらえた。
　ネアンデルタール人の絶滅：　ネアンデルタール人は
ホモ・サピエンスより寒冷気候に適応する体つきであっ
たが、彼らは激しく気候が変化した2万数千年前に絶滅
した。その頃の気温は現在よりも10数度低く、海水面も
現在よりも約120m低く、人が陸伝いに北米大陸に渡っ
た時期だ。地球の現在の陸地面積は地球全体の30％弱
だ。海面が120m低下したことは、地球全体で平均する
と陸地に氷河が約300m弱できたと計算できる。当時は
低緯度地方に氷河は出来なかったので、中～高緯度地方
の多くは数百m以上の厚い氷河に覆われ、その地域での
生活は困難を極めたと考えられる。その頃、北緯40ﾟの
現在のニューヨークを氷河が広く覆っていたことは、氷
河が運んだ大きな岩がセントラル・パークに残っている
ことから分かっている。
　ネアンデルタール人が滅びホモ・サピエンスが生き延
びた要因は既に前論で紹介したが（1）、主な点を繰り返
しておこう。大型獣の減少による食糧不足、ホモ・サピ
エンスによる住みやすい環境の占有、柔軟性や抽象的な
思考力の欠如、会話力の不足等により少ない資源を有効
に活用できなかった為と考えられている。一方、そのよ
うな厳しい環境条件の中、ホモ・サピエンスは森や草原
の恵みや水産物など利用可能なものを全て食糧とし生き
延びたと思われている。当時の両者の人口はどのくらい
だったのだろうか。　はっきりしたことは分からないが、
ネアンデルタール人は最も繁栄した時でさえその人口
は1万人以下であったといわれている。一方、ネアンデ
ルタール人が滅びた頃のホモ・サピエンスの人口はヨー
ロッパを含むユーラシア大陸に数十万人、アフリカには
100万人ほどが住んでいたと推定されている（20）。
　1.2.3　移動生活と定住生活
　人が定住生活を始めたのは作物の栽培化と深くかかわ
ると考えられてきたが、人は数万年前には狩猟・採集生
活をしながら季節的定住を始めたと現在では考えられ
ている。夏と冬では自然の恵みが異なり、夏には高地に
住み冬になると低地に降りる。また漁撈のための網が大
きくなれば、それを置いておく所に暫く棲むなど季節的
定住を含む様々な工夫をしながら食糧を確保し生きてい
た。このような季節的定住が、後に作物の栽培化をもた
らすことになったと考えられている。次に紹介するオハ
ロー IIはそのような定住住居跡で一年中住むようになっ
たものの一つであったろう。
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1.3 野性ムギ類の利用
　旧石器時代の遺跡としては極めて保存状態の良いオ
ハロー II（北緯32°、海抜マイナス212～ 213m）の遺跡
がイスラエルのガリラヤ湖で見つかった。旱魃で極端に
湖面が下がった1989年に発見されるまでの殆どの期間、
この遺跡は2～ 3mの水面下に没しており良好な状態に
保たれていた。そこは2万3千年前にホモ・サピエンスが
漁撈・狩猟・採集で暮らしていた住居跡だ。近くに生え
ていたオーク・ヤナギ・ギョリュウを材料に、数時間で
作ったと考えられる簡単な小屋が約1,500m2の広さに数
棟あった。それは最古の小屋とされおり、長径3～ 5mの
楕円形であった。小屋の外には炉があり、穀類から粉を
挽いた石の道具も発掘された（21）。また約40歳の身長
1.73mの男性が特別な石の副葬物と伴に埋葬された墓も
見つかった。そこで発掘された骨や炭化種子などの9万
に及ぶ遺物から、人の利用していた食糧が明らかにされ
た。動物の骨としてはガゼルが最も多く、続いてシカ・
ウサギ・キツネ・野性のウシ・イノシシ・カイツブリのよ
うな水鳥の骨が見つかった。その他、魚類が特に多く、
湖岸で漁撈にいそしんでいたことが窺われた。また植物
は春から初夏にかけては野性のオオムギや野性の二粒系
エンマーコムギ（Triticum dicoccoides, ゲノムはAABB、
4.1参照）を採集し、秋にはアーモンド・ピスタチオ・オ
リーブ・ブドウを集めていたことが分かった。その他、
フリント、ガゼルの骨等を磨いて作った道具、貝殻から
つくったビーズが見つかっている。このような豊富な食
糧や道具が多く見つかることから当時の人はそこにほぼ
一年中住んでいたと思われている。しかし、そこは短時
間のうちに水没した為に人々は移住せざるを得なかった
ようだ。そこで野生のムギ類が積極的に利用されていた
ことは確かだが、栽培型は見つかっていない（22）。また
野性ムギ類から粉を挽いた玄武岩性の1万3千～ 1万2千
年前の臼がオハロー IIの南にあるワディ・ハメ27から
も発掘されている（23）。野生種と栽培種の違いは3.2に
まとめるが、この頃は野生ムギ類の種子を採集し始めて
いたに過ぎず、栽培は始まっていなかったことを強調し
ておく。オハロー II遺跡の時代はムギ類の栽培化が始ま
るより約1万年前であった。

2．人だけが農耕をするのか

　前論でヒトの進化を考えた時にヒトの定義について多
少考察し、ヒトとは道具を使うことができるものとされ
た時期もあったが、道具を使う動物がいることが明らか
にされ、道具を使う生物が人だとは言えなくなったこと
を述べた（1）。それでは、農耕をするのが人だという定

義はどうだろうか。ハキリアリという南アメリカに棲む
アリは植物の葉を集め巣にそれを運びそこで葉を噛み砕
き、キノコの苗床としてキノコを栽培しそのキノコを食
糧にしている。更にキノコに感染する病原体を殺す抗生
物質を作る特殊な細菌を培養していることも分かって
いる。しかも、その営みが5千万年以上前から行われて
いたと推定されている（24,25）。その他、キクイムシも数
千万年前から（26）、また一部のシロアリもキノコを育て
食糧にしている。イトグサという海藻を餌にするクロソ
ラスズメダイという魚は、餌となる海藻を大きく育てる
為に周囲の海藻を取り除いていることが沖縄の海で最近
観察された（27）。残念ながら農耕をするのが人だという
定義も成り立たない。人を一言で定義するのはなかなか
難しいものだ。

3．栽培化の起源

　作物の栽培化はどのように調べられてきたのだろう
か。

3.1 栽培植物の起源
　1883年にアルフォンズ・ドゥ・カンドルが著した『栽
培植物の起源』が栽培植物の起源地研究の嚆矢だ。彼は
序文で「私の目的は主として各々の植物種の栽培が着手
される以前におけるその状態並びに生育地を探求するこ
とであった」と述べ、247種の栽培植物の発祥地を調べ
た。しかし、その発祥地は一つの大陸全体にまたがるな
ど大づかみなものであった（28）。
　その後、ニコライ・ヴァヴィロフは1920年代から世界
各地の探索旅行を行い多様な野生種を集めた。その蒐集
と観察から彼は多様な野生種が存在する地域が栽培植物
の中心だと、主に七つのヴァヴィロフ・センターを提唱
した（図1）。彼は食用・工芸・薬用作物は約1,500種あり、
耕地面積の99％以上を占める主要作物は約1,000種だと
数え上げた（29）。彼は1887年生まれで1890年代にロシ
アを襲った大飢饉の悲劇的な状況に衝撃を受けながら
成長した。1828年生まれのレフ・トルストイも飢饉の惨
状に心を悩ませた。彼は1892年の飢饉に娘とともに二年
間救荒所を開設し貧民の救済にあたったが、根本的な解
決には至らず、その苦しみを作品に結晶させた。当時の
ロシアは国民の約90％が農村に住んでおり、ヴァヴィロ
フは作物の生産向上でロシアの人々の生活改善を目指し
た。その為に、彼は世界の作物の多様な系統に目を向け
た。寒さや旱魃の影響で不作となる当時の作物に代わっ
て多様な気象条件の下で生育している各地方固有の系統
を導入し、在来の系統と交配した新たな系統をも作出す
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ることで生産性の増加を目論んだ。今の言葉で言えば新
たな遺伝資源を探索し、問題解決を試みたということだ。
しかし、それは列強による未開発国からの資源の収奪と
いう、今我々の直面する南北問題に通じる負の側面を包
含していた。
　彼は1916年にパミール高原を訪れ植物の探索を始め、
1920～ 30年代にかけては精力的に世界を巡り、レーニ
ンの支援により世界各地から多くの植物を採集した。現
在では彼の創設した研究所には38万の異なる系統が保
存されている。しかし、レーニンの後を継いだスターリ
ンはルイセンコを重用しヴァヴィロフを退けた。ルイセ
ンコは獲得形質が次代に遺伝するとし、それを利用しロ
シア農業を改良しようとした。メンデルの遺伝を否定す
る彼の考え方は努力した結果が遺伝するという共産主義
には都合のよい説であり、一時、一世を風靡した。とこ
ろが、その科学的根拠はあいまいで現在では彼の説の同
調者はいない 8。しかし、日本でも一時は、ルイセンコ派
でなければ学者にあらずとされた時代があった（29の木
原均による序文）。ヴァヴィロフは、スターリンらの農
業政策失敗のスケープゴートにされ1940年に逮捕され
1943年に獄中で栄養失調のため死亡した。
　エルミタージュ美術館に所蔵された数多くの美術品
は、ドイツ軍の1941年に始まるレニングラード包囲作戦
の難を逃れるために各地に隠され難を免れた。同じレニ
ングラードにあったヴァヴィロフ研究所の種子コレク
ションの中核はそこに保管されていたが幸いにも無事
残った。そのコレクションは食糧にもなったタネやイモ

だが、それらに手をつけず命と引換えにそれらを守った
所員がいたこと等が今でも語り継がれている（31）。日本
でも戦後、農学や植物を研究する人の大きな動機は飢え
の克服であった。最近は豊饒の中で育った人が増えその
ような体験が希薄となり、ともすれば研究室の空論に陥
ることがある。農学や植物学の研究目的の一つは飢餓の
克服であるが、それに加えて我々は地球という限られた
空間の中で多様な生命と伴に生きて行く責任という新た
な課題に直面している。
　その後、遺跡の発掘・遺物の分析・植物地理学の成果・
系統間の遺伝子の比較等の研究が進み栽培植物の発祥地
とその時期が明らかにされつつある。それをヴァヴィロ
フのセンターとともに図1に示した。それらは新たな遺
物の発見や時代特定法の改良等により、今後、変更が加
えられることもあるものとして見ていただきたい。
　現在の世界の主要10作物は2007年の年間の生産高（億
t）でみると、サトウキビ（15.9）、トウモロコシ（7.9）、コ
メ（6.6）、コムギ（6.1）、ジャガイモ（3.1）、テンサイ（2.5）、
ダイズ（2.0）、キャッサバ（2.2）、アブラヤシ（1.9）、オオ
ムギ（1.3）である（32）。野性の植物と栽培植物の違いを
まとめてから、主な穀物のコムギ・イネ・トウモロコシ
等の栽培化の様子をまとめる。

3.2 野生型と栽培型の違い
　人は狩猟・採集生活を行うなかで定住を始めた。住居
の近くのゴミ捨て場などに採集した野生コムギの種子が
こぼれ、そこで芽が出て種子が実るのを観察し、人は自
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図1　ヴァヴィロフの考えた栽培植物の起源地（網掛け）（29）と現在考えられている栽培植物の起源地（斜線）
　　　　 （33、本文）。
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ら種子を播くようになったと想像されている。多分、男
性は狩猟などに出かけることが多く、住居の近くに残っ
ていた女性がそのようなことに気づき、栽培につながっ
ていったのだろう。その後、多くの失敗を重ねながら野
生種から自分達に都合のよい栽培種を無意識的に残す、
あるいは選択したのだろう。一方、林や野原に火を放ち、
あるいは土地を耕し、そこに種子を播き、土をかぶせ、
雑草を抜くなど野原とは違う耕地を作っていった。栽培
は栽培植物・耕作地・雑草の防除などが一つのパッケー
ジとなって始まる。また栽培を始めることは自然の生態
系とは異なる環境・植物の組み合わせ等をつくり、自然
を撹乱することであった。
　植物は実った種子を地面に落とし次世代を残す。一方、
我々はコムギ・イネ・トウモロコシの種子を食糧として
収穫する。収穫する時に種子が落ちていたものは利用し
にくい。そこで人は野生の植物のうち種子が落ちなくな
るような突然変異体を無意識的に残し、次第にそれを増
やしたと考えられている。人と植物の都合は真っ向から
対立する。種子の脱粒性には特定の遺伝子が関与するこ
とが現在では明らかにされている（34,35）。また野生型
はのぎが長く、動物の毛に絡み種子が落ちやすくなって
いる。一方、栽培型はのぎが短くなるか無くなっている。
　種子が成熟する時の急激な気候変化は実りを妨げる。
例えば秋に裏日本でフェーン現象が起きると気温が一時
的に高くなり過ぎ、イネの種子は白色の未熟種子となり
減収を余儀なくされる。植物は突然襲う不都合な環境の
下でも全滅を避け、子孫を残す為に種子の熟期を分散し
確実に子孫を残すように進化したものが生き残った。し
かし、人にとっては熟期の不揃いは、一つの穂を刈って
も食べられるものとそうでないものが混在していて不都
合だ。そこで、人はなるべく熟期の揃ったものを野生型
の中から利用した。それも無意識的な選抜を継続したこ
とになる。また、種子を作るのはコストがかかるので植
物にとっては毎年種子を作るよりは何年かに一度、種子
を作る多年草の方が好ましい。しかし、人にとっては毎
年取れるほうが良い。また、植物の種子は、落ちてもな
かなか発芽しない種子の休眠性と呼ばれる性質を持って
いるものが多い。植物にとっては子孫を残すことが重要
で、直ぐに発芽することの優先順位は低い。ところが人
にとっては、播いた種子が直ぐに発芽してくれなければ
困る。その為に人は休眠性が弱体化した変異体を野生か
ら栽培化への過程で選抜することになった。更に、種子
の大きさも同様である。植物には小さな種子はコストが
少なく望ましいが、人にとっては大きな種子の方があり

がたいので、そのようなものを積極的に選んだはずであ
る。例えば、セイヨウスグリの野生種の実は0.5gだが栽
培種はその100倍以上だ。このように幾つもの点におい
て野性植物の生き延びる術と人の都合は相容れない。こ
れらの栽培型の特徴のうち人は栽培化の過程で先ず草の
種子が大きくなるものを選抜し、次いで脱粒性を失った
ものを残していった（36）。
　人はコムギ・イネ・トウモロコシの祖先と考えられる
野生の植物を住居の近くで継続して育て、その野生植物
のなかの都合の良いものを無意識に残したのだろう。そ
の間に自然に起こる突然変異と様々な組み合わせの交配
が繰り返され、長い間に多くの変異が蓄積し多様性が増
していったのだろう。このように人が栽培を継続したと
いう連続性が栽培化には重要であったろう（37-24p）。そ
のような繰り返しのうちに、選抜を意図的に始め、栽培
種が時間をかけてつくられていったと考えられている。
　野生植物は人手を借りずに発芽・開花・結実を完結す
るが、最終的に出来上がった栽培種は人の助けなしには
それらのプロセスを完了出来なくなった。つまり、見方
によっては人と栽培植物は互いに依存して始めて共に生
き続けられる共生関係を持つようになったことになる。

4.　コムギの栽培化

4.1 自然交配と選抜によるコムギの栽培化
　現在栽培されているコムギは主に六倍体のパンコムギ
だが、それは二倍体の野生型と栽培型が何度か交配を重
ね倍数体の雑種として生まれた。その解明には木原均ら
の研究が大きな貢献をした（38参照）。
　 野 性 の 一 粒 系 コ ム ギ（ ゲ ノ ム 9 は 二 倍 体 のAA、
Triticum boeoticum）から突然変異で生まれた栽培型
の 一 粒 系 コ ム ギ（ ゲ ノ ム は 二 倍 体 のAA、Triticum 
monococcum）が選抜された。野性の一粒系コムギ（ゲ
ノムは二倍体のAA、Triticum urartu）と野性のクサビ
コムギ（ゲノムは二倍体のBB、Aegilops speltoides）の
自然交配から野性の二粒系コムギ（ゲノムは四倍体の
AABB、Triticum dicoccoides） が生まれた。その野性の
二粒系コムギから突然変異で生まれた栽培型の二粒系
コムギ（ゲノムは四倍体のAABB、Triticum dicoccum） 
が選抜された。現在も栽培されているマカロニコムギは
この栽培型の二粒系コムギだ。更に栽培型の二粒系コム
ギ（ゲノムは四倍体のAABB）と野生のタルホコムギ（ゲ
ノム型は二倍体のDD、 Aegilops squarrosa）の自然交配
から栽培型のパンコムギ（ゲノムは六倍体のAABBDD、
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Triticum aestivum）が生まれた。
　それらはいつ誕生したのだろうか。種は特定されてい
ないが栽培型が 14C較正年代 10 で1万5百年前のトルコの
ンヴァルチョリで（39）、 また栽培型の二粒系コムギは
約9千4百年前（較正 10）に （40）、パンコムギも約8千年
前以上には生まれていた （40）。
　
4.2 ムギ類の栽培化の歩み
　植物の小さな種子の遺物は残りにくくどのように利用
されていたかを調べるのは難しいが、もう一度オハロー
IIを含む遺跡から発掘された遺物を考えてみよう。6～
5万年前のケバラでは野性のオオムギの種子が一粒見つ
かっただけで、ムギ類を積極的に利用していたとは思わ
れない。オハロー IIでは多くの食料資源に加えて、既に
2万3千年前から野性のムギ類を積極的に利用していた

（1.3参照）。そこでは野性ムギ類をどの程度利用してい
たのだろうか。　遺物の種子分析の結果、種子の数では
小さな草の種子（5㎜ 3 以下）が全体の86％を、粒の大き
な野生のオオムギ（42㎜ 3）と野性の二粒系エンマーコム
ギ（47㎜ 3）が14％を、また種子の容量としては大きな粒
の野生オオムギと野性エンマーコムギで全体の65％を
占めていた。つまり栽培化開始に1万年ほど先立つ2万3
千年前に我々の祖先の一部は野生ムギ類を既に積極的に
利用していたことが分かった（22）。イネ科などの種子利
用はその後も継続的に行われた。幾つかの遺跡から出土
する種子の大きさの分析から、小さな種子の利用の量的
な割合はオハロー IIの35％から、時とともに減少し1万
年前には5％程になっていた（22）。当時の人が食用にし
た利用しやすい食料資源の多様性は徐々に少なくなって
いったと推測される。
　ユーフラテス川の上流には1972年から発掘が進んで
いるアブ・フレイラ（シリア北部、北緯35ﾟ）遺跡がある。
そこは約1万3千3百年前（較正）から7千8百年前（較
正）まで居住されていた遺跡で、そこで約1万3千年前頃

（較正）のライムギ栽培化が報告された（41）。栽培化の
根拠は発見された三つの種子が大きいことだった。しか
し、種子の大きさのばらつきは避けられず、三つの種子
の大きさだけで栽培化が始まったとする主張は栽培化の
決め手としては受け入れられていない。現在の一般的な
理解はアブ・フレイラでは1万3千年前（較正）にライム
ギの栽培化が試みられたが短期間で失敗に終ったという

ものだ（42-28p）。アブ・フレイラの遺跡は11.5haに広が
り深さは8mにも及ぶ大きな遺跡で、そこに人は約5千年
以上に亘って暮らしていた。後期にあたる9千年前頃に
は200人前後の人が暮らしていたと見積もられている。 
その頃には栽培型の一粒系コムギが見つかり栽培化が始
まっていたが、当時の人はムギ類よりも各種のマメ類・
ピスタチオ・アーモンド・ブドウ・イチジク・オリーブ等
の142種に及ぶ植物を植物性食材として主に利用してい
た。その他、ガゼル・ヤギ・アジアノロバ・ウサギ・鳥等
の動物も摂っていた（40）。そこでは1万年前（較正）頃
からヒツジやヤギの家畜化も始まったようだ（40）。この
ように作物の栽培化はあるとき急速に始まり主な食糧
となったのではなく、徐々にその重要性を増していった
と考えられている。栽培化は畑を作ることに始まり、次
いで大きな種子を持つものを増やす為に5百～千年、脱
粒性を失った種子を残すのに数千年かかる長大なもの
であったことが遺物の分析により明らかになりつつある

（36）。
　最近、シリアとトルコの4箇所の遺跡から発掘された
コムギの小穂軸の形態の比較から脱粒性の有無が検討さ
れ、それに基づいて発掘されたコムギが野生型か栽培型
であるかの区別がなされた（39）。脱粒性があると種子の
ついていた小穂がバラバラになり滑らかな跡を残すが、
人為的に脱穀すると傷跡が残ることを指標にした。1万
1千8百年前頃（較正）のカラメルの18個の小穂は野生型
が14個、栽培化の可能性が高いものが4個であったが、
完全に栽培化されたものは見つからなかった。1万5百
年前頃（較正）のンヴァルチョリから出土したものでは
野生型が243個、栽培化の可能性の高いものが73個、栽
培化されたものが39個見つかった。また8千4百年前（較
正）頃のケルクから発掘されたものでは野生型が9個、
栽培化の可能性の高いものが5個、栽培化されたものが
8個発掘された。更に、7千4百年前（較正）頃のコサッ
クシャマリのものは野生型が21個、栽培化の可能性の高
いものが124個、栽培化されたものが264個であった。即
ち、1万1千8百年前から7千4百年前までの間に発掘さ
れたコムギのうちはっきり栽培化されたコムギの割合
は、0、11、36、65％と、数千年かかり大きく変わっていっ
た。このことは人が野生型と栽培型を混植しながら栽培
型の割合を徐々に増やしたことを示している。栽培化に
要した時間は従来考えられていた数百年という短時間で
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はなく、数千年かかったのではないかと考えられるよう
になっている。しかし、上記の結果についても、例えば
穂から自然に落ちた野生の種子を集め別の良好な耕作地
に如何に人為的に播くか（43）等いくつかの疑問点が指
摘されている（44）。
　以上述べたように中東でムギ類の栽培化は1万年まえ
前後から時間をかけて始まったと思われている。その頃
の気候は現在とは違っており、当時の野性のムギ類の生
育地域は現在の分布とは多少異なっていたようだが（45-
22p）、野生ムギ類の現在の自生地域と以下に述べるレバ
ント 11・アナトリア・ザクロス山脈の山麓でムギ類の栽
培化を始めた初期の代表的遺跡などを地図に示しておく

（図2）。

4.3 初期にムギ類を栽培した遺跡
　ジェリコ：　死海の北西部の海抜マイナス230mの所
にある現在は約2万人が住むパレスチナ自治区の町だ。
約1万1千年前に周囲を石の壁で囲った集落として始
まった。広さは数haで2～ 3千人が住んでいたとされる。
それ以来、現在まで時々放棄された時もあったが人が住
み続けた地域だ。人々はそこに住み始めて暫く後に、栽
培型の一粒系と二粒系のコムギの栽培とヤギの飼育を始
めた（46,47）。ジェリコは旧約聖書に「ジェリコの占領」
として登場する（ヨシュア記6.1-11）。また新約聖書（マ
タイによる福音書4.1-11）に書かれているキリストが悪

魔の誘惑を受けたとされる丘はジェリコの北3kmにあ
るものと思われておりそこには修道院が建てられてい
る。このようにジェリコは初期のムギ類の栽培以来1万
年以上の長い歴史を持つ特異な町だ。
　ジャルモ：　1940年代から科学的な発掘が行われた遺
跡だ。ザクロス山脈の山麓、標高800m程にある1万2百
～ 7千7百年前（較正）の小型の初期農耕集落だ。主にム
ギ類耕作と牧畜で生活していたと思われている。野生・
栽培型の二粒系コムギ・野性の二条オオムギを中心に、
その他、野生・栽培型の一粒系コムギ・栽培型二条オオ
ムギ・野生タルホコムギ・レンズマメ・ピスタチオ・ドン
グリを食糧としていた。家畜としてはヤギ・ヒツジ・イ
ヌと少数のブタを飼育していた。加えて野性のヤギ・ヒ
ツジ・ウシ・ガゼル・アジアノロバやカタツムリも食糧
としていた。広さは約1.2～ 1.6haで、20～ 25軒の日干
し煉瓦の家に最大で150人程が住んでいたと考えられて
いる。300km離れた所の黒曜石やペルシャ湾で取れる貝
殻を装飾品として使うなど交易も行われていた。また土
器を使用していたが（45-215p、46-44p）、それは日本や
中国の古い土器に較べると数千年以上新しいものであっ
た。
　チャタル・ホユック：　1961年から発掘が進んでいる
チャタル・ホユック遺跡は13haの広さを持つ最初の大き
な村で、9千5百～ 7千7百年前に5千～ 1万人が住んで
いたようだ。そこでは栽培型一粒系コムギ・栽培型二粒
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11 現在のシリア・レバノン・ヨルダン・イスラエルを含む地域。

図2　西南アジアのムギ類栽培などを行った初期の遺跡（数字）と現在の野生コムギ（網掛け）と
 オオムギ（縦線）の自生地（45-20p、46-26p、本文参照）。
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系コムギ・栽培型普通系コムギとレンズマメ・オオムギ
が栽培されていた。その他、野性の梨・ドングリ・アーモ
ンド・ピスタチオも食糧とされていた。またヒツジとヤ
ギが家畜として飼われウシの家畜化も始まっていたよう
だ （48）。そこの住居は日干しレンガで造られていたが
大変特異なものであった。建物は密集し、出入り口は屋
根にあり、屋根が道路になっていたと思われている。人々
がそれをどの様に利用していたのか興味が持たれてい
る。その住居は春になると洪水に襲われ、畑は10km以
上離れた所にあったと推測されている。かなり多人数の
社会であったが、階級は存在していなかった等の姿が浮
かび上がっている （49）。
　コムギの栽培化は約1万年以上前にレバント・南東ア
ナトリア・メソポタミアの肥沃な三日月地帯と呼ばれる
野生穀類とマメ類が生える山麓の疎林と草原をもった地
域を中心に始まった。実際に何処で最初に始まったかを
明らかにすることは難しいが、考古植物の研究では北レ
バントからは一粒系のコムギが、南レバントからは二粒
系のコムギが初期のものとして多く出土している。そこ
で両者はそれぞれ別の地域で栽培化されたと考えられて
いる。また、遺伝子の解析も一粒系コムギは北レバント
のカラチャダーで生まれたことを支持している（50）。一
方、二粒系コムギの遺伝子解析はそれが北レバントで生
まれ、南レバントが第二のセンターの役割を果たしたと
するもの等があるが、北レバントの発祥地については諸
説がある（51、その引用文献）。更にコムギのタンパク質
であるグルテニンをつくる働きを持つ酵素の遺伝子を調
べると、それは大きく二つのタイプに分かれた。そのこ
とは二粒系コムギが二度にわたって栽培化されたことを
示している（52）。オオムギは西南アジアの何ヵ所かで独
自に、エンドウマメ・レンズマメ・ヒヨコマメは約1万年
前以降にムギ類よりいくらか遅れて栽培化されたようだ

（42）。ムギ類の栽培化が行われた地域の一つであるレバ
ントは古くはホモ・エレクトスが百数十万年前に、そし
てホモ・サピエンスが8万年前に世界へ出発した玄関口
でもあり人類の歴史上、幾度となく重要なことが起こっ
た地域である。
　以上を要約すると、2万年以上前から我々の祖先は、
寒暖を繰り返す厳しい気象及び大型獣の減少など多様に
変化する環境の中で、従来の食糧源のみでは食べ物に事
欠き、小さな種子の穀類を利用するようになったと考え
られる。4万年前頃には100万人以下であった世界の人
口も2万年前頃には数百万人となり、その数は次第に地
球全体で狩猟・採集生活により支えられる最大人口 12 に

近づいた。そこで、人はあらゆる可能性を追求し始めた
のだろう。一方、条件が整うと季節的な定住を始めるこ
ともあったと思われる。そのような時に落ちた種子から
芽が吹き、時が経つと稔ることを見つけ、自分達で積極
的に野性の種子を播くようになったと推測される。しか
し、いつ種子を播くかなど多くの試行錯誤を繰り返した
に違いない。そのようなことを続けるうちに野性の植物
から突然変異や交配により人に都合の良い栽培型の系統
が自然に生まれたと考えられている。人はそれを残すあ
るいは選抜し増やしていったのだろうが、栽培型が主要
となるまでの長い間、野生型と栽培型が混在していたと
思われている。両者が存在することにより何度も多様な
交配が起こり、めまぐるしく変わる環境の中でより都合
のよい遺伝子の組み合わせを持った栽培型の作物が数千
年の時間をかけて生まれていったのだろう。ある地域で
は栽培化に失敗することもあったと考えられる。またあ
る地域ではより簡単に食べ物が手に入るようになり栽培
化を中断したかもしれない。つまり、人々はすき好んで
栽培化を始めたのではなく仕方なしに栽培化を少しずつ
補助的に取り入れていったのだろう。種まきから収穫ま
でには時間がかかり雑草を抜かなければならない等、狩
猟・採集と較べると手間も大変であった。しかし、次第
に栽培型の普通系コムギ等大きな種子が数多く出来る系
統が誕生し、生産性が徐々に増え単位面積あたりの食糧
供給量が狩猟・採集よりも多くなり、多くの人が集落を
作り暮らすことが可能となったと思われている。このよ
うに長い助走期間の後に農耕・牧畜は力を貯え文明を生
み出したのだろう。農耕の第一段階は栽培化の開始だ。
その為には栽培種の選抜と耕地の確保が必要で耕地の
確保は自然を撹乱し人為的な生態系を生み出すことに
なった。
　人はその後も森を伐り開き、今日まで長い間農地を増
やし続けてきた。ここではそのことには余り立ち入らな
い。森の変遷については稿を改めて現在の熱帯雨林の伐
採も含めて考察する。コムギの栽培化の伝播とイネ等の
栽培化については項目を改めて論ずる。次に農耕の歴史
における第二の要素の灌漑がメソポタミアで始まり農耕
の生産性を飛躍的に伸ばしたことについて簡単に述べる。
　

5．第二の要素：　灌漑

　農耕が開始されてからレバント・南東アナトリア・メ
ソポタミアの地域は右肩上がりに成長し続けたのでは
なく紆余曲折を経ながら灌漑を始めた。その開始時期は
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地域ごとに違うが、栽培化の開始に較べると比較的短時
間に広がっていったのであろう。初期の農耕は年間降雨
量が約400㎜以上の地域で野性のコムギ・オオムギ・マ
メ類が自生するレバント・南東アナトリア・メソポタミ
アの所謂肥沃な三日月地帯で始まった。天水に頼ってい
た農耕は、その後、灌漑に依り生産性が格段に向上した。
最も古い灌漑の遺構の一つはメソポタミアの中部にあ
るチョガ・マミの約7千5百年前のものだ（45-218p、47-
96p）。その地域は年間降水量が200㎜程の乾燥地域で天
水だけでムギ類を育てることは出来なかったと考えられ
ている。
　初期の都市としてはエリドゥが紀元前5千4百年頃（較
正）には成立した。そこは8～ 10haで最盛期には5千人
が生活していたとされている。エリドゥは南メソポタミ
アにあり降水量はチョガ・マミより少なく、組織的な灌
漑なしに農耕を営むことは無理であったろう。降水量の
少ない地域で灌漑に依存した農耕が発展し、都市が幾つ
も誕生し、それらの都市が拮抗しながらメソポタミア文
明が栄えた。この地域は当時世界の最先端の繁栄を実現
した地域である。その様子は約5千5百年前頃に生まれ
たシュメール文字の文献の解読と遺跡の発掘で明らか
にされている。文字記録が残り始めたこともメソポタミ
ア文明の特徴の一つだ。それらの都市国家では穀物が税
として徴収されるなど収穫高や多くの経済的な記録が
残っている。それによると紀元前24世紀のラガシュでは
畠に播いた種子の76.1倍の大麦が収穫されたという （54-
33p）。この値を8世紀頃の日本のコメの15倍、中世のヨー
ロッパのコムギの3～ 5倍程度（55）13、また21世紀初頭
のドイツ、アメリカの大麦の30数倍、ロシア、ウクライ
ナの大麦の6～ 10倍程度（32）14 と較べると、メソポタ
ミアのムギ類の生産性の高さがはっきり分かる。メソポ
タミアが豊饒であったのは、その地域が川の氾濫原の沖
積土壌で肥沃であったことに加え土壌が細かく、種まき
機を使用できたためであろう。種まき機とは犂で大地に
溝を作り、そこにロート状の入れ物から種を少しずつ落
とし、その後に土を被せていくものだ（57-247p）。ヨー
ロッパでは土壌が細かくない為に種を落とす小さな穴
に土が詰まり、そのような道具を使うことができなかっ
た。ローマ時代に袋から種をとり手で種まきをしている

様子や（58）、中世になっても手で播いている様子を描い
た絵が残されている。ラットレル詩篇の中世の絵はブリ
ティッシュ図書館のオンラインでも見られる。そこには

“権兵衛が種播きゃ鴉が・・・”畠で犬が鴉を追い払う切
実なあるいはほほえましい光景が描写されている（59-81
図）。
　都市文明の勃興：　このようにメソポタミアでは恵
まれた土壌・道具・灌漑で生産性の高い農耕が可能とな
り、大きな神殿をもった都市文明がいくつも栄えた。例
えばウルクは紀元前4千年（較正）～紀元前 2千年紀中
頃まで続いた。その最盛期は紀元前2,900年頃で数万人
が100ha程の都市に住んでいたとされ、そこの歴代の王
は神話で伝えられている。その一人ギルガメシュは紀元
前2,600年頃の王でギルガメシュ叙事詩にその生涯が伝
えられている。一つの象徴的なことは彼が森の神フンバ
ハを殺したことだ。それは、ウルクの神殿などを作るた
めに千数百キロ離れたレバノンの森にレバノン杉を伐
採に行ったことを語っていると思われている。それは人
が森を伐り開き環境に大きな影響を与えた嚆矢と認識さ
れている。現在世界遺産に登録されているレバノン杉の
自生地には僅かな木立がやっと生き永らえているだけだ

（60）。また、もう一つの代表的な都市のウルは紀元前5
千年紀中頃から人が住み始め紀元前4千年紀に入ってか
ら都市として拡大した。その最盛期はウル第三王朝で面
積は約十数haで数万人が暮らしていた。有名なウルのス
タンダードは当時のウルの戦いと平和の日々の様子を彷
彿とさせる（61）。このように栄えたウルも紀元前2,004
年にエラム人の侵略により陥落し、その後は落日の都市
となり衰退した。
　灌漑で高い生産性を上げたメソポタミア地方はその反
面アブラヤシ以外は岩も無いほど資源には恵まれない
地方であった。その為に豊かな農産物を交換物として多
くの地方と盛んな交易を行い必要なものを手に入れた

（62）。しかし、その地方で繁栄を極めた都市文明も戦乱
や気候変動の影響を受け衰退した。衰退の大きな原因の
一つは灌漑による塩害15 で収穫高が減少したとされてい
る （63）。数千年間灌漑を続けた為に塩が吹き出し土壌
が荒廃したと考えられる。記録によれば紀元前21世紀頃
のウル王朝ではオオムギの収穫高は播種量の30倍と、上
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制され一個体に多くの種子が実らなかった（56-102p）。
14 ちなみに21世紀初頭の日本の米のそれは200倍（32）でイネはムギに比べ生産性が高い。 
15 灌漑で塩害が発生する仕組みは以下の通りである。灌漑には川の水などの地表水や地下水が利用されるが、それらにはカルシ

ウム・マグネシウム・ナトリウム・塩素等の塩類が含まれている。加えて、灌漑水により土中の塩類が溶かしだされ、土の中に
出来た連続する水の毛細管を通して塩類が上昇する。水分は植物に利用されたり蒸発するが、塩類はほとんど植物に吸収され
ず蒸発することもない為に、灌漑を行うと塩類が土壌に残留・蓄積してしまう。
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記の値の40％程度に減少した（54-33p）。またメソポタミ
アの都市ではコムギよりも耐塩性の強いオオムギの栽培
がコムギよりも広く行われるように変わっていたことも
塩害の影響と考えられている。これらのことはメソポタ
ミアの都市で灌漑による塩害が早い時期から始まってい
たことを示していると考えられている。
　これは過去の出来事だが、現在我々が直面する問題で
もある。15.で詳述するが、1960年代後半からコムギや
イネの多収性品種を導入する緑の革命で生産性は著しく
向上した。しかし、その改良品種の特徴を生かすには十
分な灌漑が必要で、その為に緑の革命の品種導入後30数
年でインドのパンジャブ地方等で塩害が発生した。現在
の灌漑は過去のものとは較べものにならないほど大規模
で、極めて短時間で塩害が発生し不毛な耕地を作ってし
まった。この“知は地球を救う“のシリーズで考えたい
ことの一つは、現在70億になる人々の生活のための負荷
が地球にどの様な影響を及ぼしているかだ。メソポタミ
アあるいは他の文明が滅びた一因については次にまとめ
る”森と人間“に於いても考えるが、文明の滅亡には灌
漑やレンガを焼くために森を伐採したことも大きく関係
している。我々が過去の文明の盛衰に目を向けるのは未
来に光を求めるからに他ならない。現在のウルクやウル
は広漠とした大地にかつての栄華を極めた神殿のジク
リッドの土塊が残っているだけで、そこにはもはや都市、
あるいは文明は残っていない。ウルの遺跡の近くには漠
とした大地に空軍基地の滑走路が延びているだけだ。

6．ムギ類栽培の伝播

6.1 インダスのムギ類の栽培化・ムギ類農耕の東への
伝播

　現在のパキスタン西部のバローチスターン丘陵の山麓
にあるメヘルガル（北緯29ﾟ）では紀元前7～ 5千年頃に、
主に栽培型の六条オオムギと少量の一粒コムギ・二粒系
エンマーコムギ・デュルムコムギ・パンコムギが栽培さ
れていた（42-131p）。またナツメ・ナツメヤシが食糧と
され、ヤギ・ヒツジ・ウシも飼われていた。コムギの栽培
は肥沃な三日月地帯で始まったものが伝播した可能性が
高い （42）。野性オオムギの自生地は広範で、オオムギの
栽培は幾つかの地域で独自に始まった可能性も高く、メ
ヘルガルのオオムギ栽培の起源地については定かでな
い。ここでも栽培化は山麓の地域で始まった。そのこと
は当時の人々が森の恵みに加えて、草の小さな種子を補
助的に利用し始めたことを物語っている。メヘルガルか
ら発掘された9千～ 7千5百年前の人の歯には穴を開け
治療したものが見つかっており、最古の歯の治療例とさ

れている（64）。このことは栽培化により生産性が高くな
り、直接食糧生産にかかわらない特殊技能を持つ人々が
既に存在する社会が出来ていたことを示唆している。
　ここでも山裾で始まった栽培化が灌漑や氾濫原を利用
した川沿いの地域へ広がり、集約的な農耕となり都市文
明が繁栄した。インダス文明は最盛期には80万平方km
の広大な地域に千以上の都市が栄え、500万人以上の
人々が暮らしていたとされるほど繁栄していた。それら
の都市としてはハラッパーとモヘンジョ・ダロが代表的
で有名だ。
　ハラッパー（北緯30ﾟ）はインダス川の氾濫によりも
たらされる肥沃な土地を利用し高い農耕生産性を上げ多
くの産業を興し盛んな交易を行い、紀元前3,250年頃か
ら紀元前1,900～ 1,500年頃まで栄えた都市だ。そこは百
ha以上の広がりを持ち往時には2万数千人が暮らしてい
た。
　モヘンジョ・ダロ（北緯27ﾟ）は80ha以上の広さを持
ち紀元前2,600～ 1,900年頃まで栄えた都市だが、その後
遺棄された。最盛期には約3万5千人が住み、特に上下水
道が整備されインダス川の水を高度に利用した計画都市
であった。二階の水を一階で再利用し、使用した水を下
水に流す設備が整っていた（65）。また、沐浴を行ったで
あろう大きな施設も発掘されている。ここでも川が頻繁
に氾濫するために肥沃な沖積土に恵まれ、生産性の高い
農耕が可能であった。数々の工芸品を生み出し盛んな交
易が行われた。また家屋や都市の壁は焼成煉瓦で作られ
ていた。発掘の初期には都市を囲む周壁はないとされた
が、その後の発掘で周壁が確認された。それは川の氾濫
あるいは敵の侵入に備えるためのものだったろう。そこ
には何度も洪水に見舞われた跡がはっきり残っている。
そのたびに都市は再建されたが、最後には再建する活力
がなく繁栄した都市は放棄されたようだ。
　インダス地方では特にウシが多く飼われていた。それ
はインドのウシを大切にする文化へとつながっていると
思われている。しかし、そこで千年以上栄えた文明も衰
退した。今では赤茶けた大地にかつてのレンガの家並み
の一部が残る都市の廃墟を我々は見るだけだ。
　
6.2 インダス文明の衰退
　インダス文明の衰退の要因は、はっきりしないが幾つ
かの要因が重なったのが事実に最も近いのだろう。何度
も洪水による壊滅的な打撃を克服したが最後には力尽き
たと思われている。文明滅亡の原因としてはアーリア人
の侵略が原因とされた時期もあったが、今では多くの学
者が彼らの侵入以前から文明は衰退の兆候を見せてお
り、アーリア人の侵入が直接的な要因ではないと考えて
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いる。焼成煉瓦を焼くために森林の伐採が進み、時に襲
う気候不順・洪水等による食糧生産の激減が膨れあがっ
た人口を持つ都市に襲い掛かったようだ。またモンスー
ンが弱くなり断続的に流れるガアガル・ハークラー川が
干上がり、川に依存した文明が立ち行かなくなった（66）、
あるいは下流で地震があり川が急に堰き止められ大規模
な洪水が起こり、文明が一挙に崩壊した（67,68）など諸
説がある。文明が過度に発達した為に、環境に大きな負
荷がかかり、その修復力が弱くなったことが大きな要素
と考えられている。しかし、一方ではその地の文化は滅
亡したのではなく、姿を変えながら継承されたと主張す
る研究者もいる（69）。何れにしても今我々が目にするの
はかつて栄えた二つの都市の漠漠とした残姿だけだ。
　これらのことは人口が過剰となった豊満な文明が經済
等の弱体化により下り坂になっている時に、大きな環境
変化の影響を受けるとその文明は壊滅的な打撃を受け、
その環境変化が軽減された時にも弱体化した社会は再び
立ち上がれないという教訓を我々に語りかける。このよ
うなことは人類の歴史を見ると何度も繰り返されてい
る。例えば、14世紀の小氷期の前にはヨーロッパは大開
墾時代で環境の収容力一杯に人々が暮らしていた。その
ような時に人々を襲った気候変動は飢饉をもたらし、免
疫力が低下した多くの人々は黒死病により重篤な症状
となりヨーロッパの1/3に及ぶ人が死亡したという。こ
のように気候変動により社会は大きな影響を受けるこ
とがあるが、それは社会の状態による。例えば、江戸時
代を見てみると1600年の人口は1,200万人、耕地面積は
206万町歩、1730年のそれぞれは3,200万人、297万町歩、
1850年は3,228万人、317万町歩であった（70-44p）。この
ことは江戸時代前期の小氷期は新田の開発をする余地
があり、それが一因となり飢饉の被害は最小限で気候変
動の影響を殆ど受けず社会は成長を続けることが出来た
こと、しかし、新田開発が飽和した時に訪れた小氷期は、
宝暦・天明の大飢饉を発生させ社会に大きな混乱を引き
おこし成長は停滞したことを示している。即ち、環境の
収容力に余力があり人が新天地に力を及ぼし耕地を増や
すことが出来れば環境変化を吸収することが可能だが、
環境の収容力に余裕がない時には社会は環境変化の影響
を避けられないことを明確に表している。我々は20世紀
には資源・環境を効率よく可能な限り多く利用すること
に集中し、今や再生可能な地球の恵みを越えた資源を消
費するようになった。最早、進出する新天地は残されて
いない。逆説的だが新田開発の余裕がなくなった時代に
どのような取り組みが行われたかは現代の我々にとって
参考となるはずだ。それはこの小論の最後に触れる（17.2
参照）。ここでは過去の農耕の発達と文明の盛衰を重ね

合わせて考えると、環境収容力について熟慮することが
大切であることを特に強調するだけに留めて置く。
　
6.3 ムギ類農耕の西への伝播・ヨーロッパ人の祖先
　6.3.1　ヨーロッパ人の祖先
　農耕が西南アジアからヨーロッパにどのように伝播し
たかを振り返る前に、ヨーロッパにヒトがどのように展
開したのかを簡単に振り返ってみよう。
　ヨーロッパにヒトが最初に現れた足跡はスペインのア
タプエルカから見つかっている約120万年前の人骨や石
器だ。これらのヒトはアフリカから180万年前頃に出て
行ったホモ・エレクトスの子孫で、後にホモ・ハイデル
ベルゲンシスへ進化したヒトだった。その後、20数万年
前にホモ・ハイデルベルゲンシスからホモ・ネアンデル
ターレンシスが生まれた。彼らは激しく寒暖を繰り返す
時代を大型哺乳類等の狩猟で生き永らえたが2万数千年
前に絶滅した（1参照）。一方、約20万年前にアフリカで
誕生したホモ・サピエンスは4万年前頃にはヨーロッパ
に辿り着いた。それはクロマニヨン人の頭蓋骨やオーリ
ニャック石器等が見つかっていることから分る（71）。彼
らはアフリカを出た後、時間をかけアナトリア半島から
バルカン半島に進出し、ドナウ川沿いあるいは地中海沿
岸を通って西へ展開した。また、中央アジアからの北周
りの三つ目のルートでヨーロッパへ進出したとされる（1
参照）。
　4万年前頃にヨーロッパに辿り着いたホモ・サピエン
スは各地に広がって行った。しかし、その後、ネアンデ
ルタール人が滅びた極寒のソリュートレ期（2万6千5百
～ 2万1千5百年前）にホモ・サピエンスは急速に人口を
減少させ、一部の人がピレネー山脈とアルプス山脈の南
あるいはウクライナからバルカンに避難して生き延びた
と思われている。その時期には人口が減少し限られた遺
伝的な型を持った少数の人が残った。その後、人々は暖
かさが戻ったマドレーヌ期と呼ばれる2万1千5百～ 1万
3千年前に避難した所から再びフランス・ベルギー・ド
イツさらにポーランド南部まで広がり人口を増やした。
イギリスには1万5千年前以降の温暖化したがまだ冷涼
でイギリスとヨーロッパ大陸が陸続きになっていた頃
に、ピレネー山脈の南またはウクライナからモルドバに
避難していた人々が進出した（72）。このように一端、限
定された地域に避難した限られた遺伝型の人が各地に広
がると、人口の増加に伴い限られた遺伝型から多くの型
が生まれる。現在ヨーロッパ各地に住む人々の遺伝型を
比較すると、ピレネー山脈の南に高い頻度で見られる遺
伝型が各地に広がるに従って連続的に低くなっていた 

（73-75）。そのことはピレネー山脈の南に避難地があった

臼田：知は地球を救う　3．作物の栽培化から遺伝子組み換え作物まで

－ 136 －

93547帝京教育_校了.indb   136 2010/04/03   22:29:29



ことを示唆しているが、それらの地域に避難したことに
疑問を投げかける結果も得られている（76）。このような
避難地が実際にどうなっていたのかをはっきりさせるこ
とは今後の課題だが、極寒期には棲息地域が極度に制限
されたことは容易に想像できる。
　温暖なマドレーヌ期には狩猟・採集で暮らす人々は与
えられた自然環境を最大限に利用し、一部の人々は北
上するトナカイの群れを追い北方へと移動して行った。
260万前に始まった更新世という地質時代区分は気候変
動の激しい時期でそれは最後の氷河期であるヤンガー・
ドリアス氷河期の終焉で終わりを告げ、その後は温暖な
完新世と呼ばれる地質時代が始まった。激しく気候変動
を繰り返す更新世の終わりにコムギ等の栽培化がレバン
ト・南東アナトリア・メソポタミアの肥沃の三日月地帯
で時間をかけて始まった。しかし、ヨーロッパでは大き
く変わる環境変化に生活は根底から揺さぶられたと考え
られるが栽培化は始まらなかった。それはそこに栽培に
適する野生の植物が生育していなかった為だ。彼らの一
部は細石器を使用する等、後期の旧石器文化と区別でき
る中石器文化と呼ばれる生活様式を取り入れた人々もい
たが、両文化が併存していた。何れにしても、ヨーロッ
パ各地の人々は更新世の終わりから完新世の始めにかけ
て、各地の自然環境に大きく左右されながら狩猟・採集・
漁撈に頼る採集・獲得経済で暮らしていた。
　6.3.2　ムギ類のヨーロッパへの伝播
　肥沃の三日月地帯で始まったムギ類の農耕や牧畜の
技術を携えた人々が約9千年前以降に波状的に狩猟・採
集・漁撈の暮らしが営まれていたヨーロッパに進出し続
けたと思われる。先ず、アナトリア半島からバルカン半
島に渡り、ギリシャのテッサリア地方のセスクロ（北緯
39ﾟ）に定着したと考えられている。その地域には中石
器文化の遺跡がなく突如として新石器文化が現れること
から、氾濫原の肥沃な土地へ少数の人々が農耕の技術を
持って紀元前7千年頃に新たに展開し、そこでコムギや
オオムギを栽培しヒツジやヤギを飼い、木造や日干し煉
瓦の家で暮らしていたと考えられている。テッサリアの
人口が増え、そこを中継地としてヨーロッパ各地に農耕・
牧畜を伴った新石器文化が広がっていったと推測されて
いる。そこでは紀元前5,500年頃には13haに広がる集落
で数百人が暮らしていた（77）。北上するルートで農耕は
マケドニアやブルガリアの南部へ紀元前6,000年頃に伝
わり、更にドナウ川沿いに西へ波及した。一方、地中海
沿いの別のルートではクロアチアのダルマチアに紀元前

5,700年頃に、その後、更に西へ広がっていった（78）。こ
のような伝播は作物や家畜の遺物、また新石器文化に特
徴的な土器等の遺物の発掘から明らかにされている（46-
57p, 42-105p～）。
　イギリスの北部に農耕が伝わったのは紀元前3,000年
頃、最終的に北欧に伝わったのは紀元前2,500年頃であっ
た（79-382p）。ヨーロッパで農耕が広がるためには高緯
度地帯に北上しなければならなかった。高緯度地方の寒
冷で日照条件も異なる地域でも結実するためには、植物
の感温性 16・感光性 17 が変化しなければならない。4千
年以上の長い時間を要したのは、新たな形質を獲得する
ための時間であったと考えられている。その為に、植物
の南北方向への伝播は東西方向へのそれより時間がかか
るとされている。地中海沿いにイタリアからポルトガル
を含むイベリア半島の各地に紀元前5,400年頃に農耕が
波及していった。この場合には普及した地域は北緯36～
45ﾟの西へ広がった地域で、気象条件は既に伝播されて
いたクロアチアやイタリアと同様であった。また、船が
利用でき “急行列車”のように短時間で普及したと思わ
れている（80）。
　ヨーロッパの東端で農耕が始まった9千年前頃、北欧
ではマグレモーゼ文化（紀元前7,500～ 6,000年頃）の中
石器的な暮らしが営まれていた。それは漁撈や狩猟によ
る生活で定住はほとんど進まなかった。
　新たな農耕・牧畜が各地に伝わる時、旧来の狩猟・採
集生活の人々はその新来の生活様式をすぐさま取り入
れたのだろうか。南部と中部フランス・ポルトガル・イ
ギリス諸島・アイルランドでは狩猟・採集民の中石器文
化が農耕・牧畜を行う新石器文化と共存していたことを
示す遺跡が見つかっている（42-105p～）。例えば、フラ
ンスのアン県にあるローヌ渓谷では紀元前5,800～ 5,600
年頃（較正）に新石器文化が始まるが、中石器文化も紀
元前4,900～ 4,700年頃（較正）まで共存しており、その
後、新石器文化に収斂していった（81）。このように先住
の狩猟・採集生活をしていた人々が千年程度は従来のス
タイルを維持した事例、あるいは農耕は取り入れなかっ
たがその産物を取引で受け入れたケースもあった。この
様に両者の関係は地域により大きく異なっていた。しか
し、最終的には殆どの地域で新たな新石器文化が広まっ
た（42）。ウラル語民族は非印欧語族（農耕を伝えた人は
印欧語を広めた人と考えられている。このことは以下に
反論も含め述べる）だが、それらの人々の多くも農耕を
受け入れた。しかし、ウラル語民族の一つのサーミ人は、
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現在でも農耕を受け入れずトナカイ猟を行う狩猟・遊牧
生活を続けている（79-404p）。
　人類の歴史における新石器革命等の重要な画期につい
て新たな見方を構築したゴードン・チャイルドは、1920
年代の後半にイギリスのオークニー諸島のスカラ・ブレ
イ遺跡の発掘を精力的に進めた。その遺跡は紀元前3,100
～ 2,500年頃に生活した人々の残したものだ。そこでは
主に牛やヒツジを飼い、流木や海草を燃料にした生活が
営まれていた。チャイルドは作物の遺物が見つからない
ことから、そこの暮らしは牧畜と魚や貝の水産資源を利
用した新石器文化と考えた。ところがその後、貝塚から
オオムギの種子の遺物が見つかり農耕も部分的に行われ
ていたと考えられるようになった。しかし、スカラ・ブ
レイは北緯59ﾟにあり、冬の寒さは厳しく生活は過酷で
石造りの家に暮らす数十人の集落に過ぎなかった。また、
その後の気候変動等による環境の悪化で人々はそこを立
ち去らざるを得なかった。一方、ギリシャのセスクロは
北緯39ﾟに位置し氾濫原の肥沃な地方で、絶頂期には3
～ 4千人の人が暮らす大きな村が発展した。
　上述したようにギリシャに農耕が伝わってから大陸
の北端にまで農耕が伝播するのに約4千年の時間が必要
であった。単純に伝播する速度を計算すると、平均で1
年に400m程の移動速度となる。各地の人々は利用可能
な資源に依存しており、あえて農耕を導入する必要のな
かった人々も多くいた。また、農耕や牧畜を導入しても
それに対する依存度、集落の規模は風土・環境に左右さ
れた。新石器文化といっても各地で多様な生活が営まれ
ていたはずだ。
　6.3.3　ヨーロッパへの農耕の伝播と人の移動
　4万年前頃からヨーロッパに住み狩猟・採集で暮らし
ていたクロマニヨン人と、新たに農耕・牧畜技術を携え
て9千年前以降にアナトリアから移り住んだ人はどのよ
うに関係したのだろうか。
　それを調べる方法は主に三つある。第一は現在、各地
に住んでいる人の遺伝情報（DNA=デオキシリボ核酸）
の比較だ。遺伝に支配される貧血の比較研究などが先ず
なされた。最近は詳細な遺伝情報の対比が行われてい
る。特にミトコンドリアやY染色体の遺伝情報を探ると、
母系、父系のそれぞれの祖先を辿れる。第二のアプロー
チは各地で話されている言語の比較だ。言語の分岐の解
明と分岐の為の人の移動を推察するものだ。それはヨー
ロッパの殆どの言語が印欧語族に属している18 為に言語
の系統関係を探ることが出来る。印欧語に属さない言語
はウラル諸語、アルタイ諸語、カフカス諸語、アフロ・ア

ジア諸語、バスク語等だ。第三のものは各地域に見られ
る過去の特徴ある文化の類似性を比較し人の流れを跡付
ける研究だ。
　以下に三つの説を紹介する。それらは上記の三つの方
法の二つ以上から得られた研究成果により示唆されてい
る。別の言い方をすれば、同じ手法を用いても異なる説
が提唱されていることになる。例えば印欧語の原郷につ
いても、幾つかの地域と時代が主張されており決着はつ
いていない。
　第一の説は旧石器時代からの連続性を強調するもの
で、もともとヨーロッパに住んでいた旧石器時代の人々
が現在のヨーロッパに住む人々の祖先であり、彼らがそ
の後アナトリアからもたらされた農耕・牧畜や中央アジ
アのステップから持ち込まれた乗馬の技術を積極的に
取り入れたというものだ。即ち、それらの技術を生みだ
した祖地の人々の移動は少なく、技術や文化だけが伝わ
り遺伝的な影響は殆ど残っていないというものだ（82、
83）。
　第二の説は、アナトリア説だ（76,84-87）。農耕と牧畜
技術をもった人々がアナトリアから移り棲み、先住民と
次第に結ばれながら徐々にヨーロッパに展開していっ
た。即ち、アナトリアが印欧語族の原郷で、そこに住む
人々が徐々に移動して行ったというものだ。しかし、印
欧語の祖語が生まれた時期がアナトリアから人々が移動
し農耕を伝播してきたよりも後の時代と従来考えられて
おり、この説は言語の流布と農耕の伝播の前後関係が釈
然としない点が残っていた。ところが最近の印欧語の系
統関係の言語年代学的研究によると、その祖語は9千8
百～ 7千8百年前のものと推定された（85）。それは農耕・
牧畜の伝播と言語の伝播の時期が同時期であることを示
している。また、このアナトリア説は幾つかの特定の遺
伝情報の型の頻度がアナトリアで最も高く西に行くに
従って低くなり、大陸の北辺で最も低くなっていること
からも支持されている （88,89）。このような遺伝情報の
比較から、現在、ヨーロッパ各地に住む人々の遺伝情報
の20％強（90,91）～約70％ （75,92）が農耕を携えてやっ
てきたアナトリアの人々に由来するという幅広い結果が
得られている。その推定値に幅があるのは注目する遺伝
情報や調査地域・人数の違いにより結果が異なるためと
考えられる。アナトリア説を一言で言うと、アナトリア
から展開してきた人々が農耕・牧畜と印欧語をヨーロッ
パに伝え、先住民とある程度まじわり、遺伝的にも現在
のヨーロッパの人々に実質的な影響を与えたということ
になる。
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　第三の説はマリア・ギンブタスが提唱したクルガン説
だ （93）。農耕・牧畜が伝播された後の金石併用期の6千
年前以降に、黒海からカスピ海の北部に広がるポントス・
ステップから遊牧民が乗馬の技術を携えヨーロッパに侵
出して来たというものだ。それはクルガンと呼ばれる墳
墓、黒海の東のヨーロッパの古代文明、そして印欧語が
その頃に東から西へ伝わったことに基づいている。　
　以上の諸説を、① 遺伝情報の類似性・多型。② 農耕・
牧畜・土器等の技術・文化の伝播。③ 言語の系統関係・
普及の三つの観点から総合的に考察してみよう。
　印欧語の祖語がユーラシア大陸の東にある場合は、ク
ルガン説、アナトリア説が根拠を持つ。一方、印欧語の
原郷がヨーロッパの西域にある場合は、旧石器時代から
の強い連続性を強調する説と合致する。印欧語がユーラ
シアの東方からヨーロッパに伝わったとすると、先住民
が話していた言葉との間にどのようなことが起こったの
だろうか。侵出する人が少数の場合、言語はそこで話さ
れていた先住の言語に集約する。例えば、少数の日本人
がブラジルに移民した場合に、二世三世となるに従って
日本語を話せる人が少なくなり、遺伝的には日本人の要
素が残っても言葉としての日本語は殆ど消えていく。一
方、小数の侵出した人が強制的に多数の人を支配し自ら
の言語を強要すれば、遺伝的な影響は少なくても言語を
置き換えることも可能であろう。しかし、言語は多くの
場合、話し手の数に大きく影響される。旧来の狩猟・採
集生活では一人の人の生活を支えるためには10km2程度
の土地が必要だが、農耕・牧畜を始めると1km2に10人
ほどが暮らせると見積もられる。ある地域で農耕・牧畜
を行っていた人口が増えると、一部の人は新天地を求め
て移動する。狩猟・採集生活をしている集団の人口密度
は低く、そこにある程度まとまった農耕・牧畜を行う人々
が展開し関係を持つようになると、言語は展開してきた
多数の人々の言語が一般的となるだろう。しかし、遺伝
情報は少数の先住の人のものも子孫に受け継がれる。そ
のようなことが時間をかけて繰り返され、東から西に
人々が移動しながら農耕・牧畜が伝播されたとすると、
言語はアナトリアの人々が持ち込んだ印欧語を祖語とす
るものが広がり主流となると考えられる。しかし、遺伝
情報は東から西に展開を重ねるに従って少数の先住の人
と何度も関係をもつようになり、西に展開するに従いア
ナトリア系の遺伝情報は次第に薄まっていくことにな
る。その結果、数千年後にはヨーロッパ各地のほとんど

の言語は印欧語となり遺伝情報の類似のパターンは東か
ら西に漸進的に減少する方向で変化することになる。
　技術や文化が人の移動を殆どともなわずに先住民に受
け入れられ伝播したのであれば、言葉は先住の言葉に外
来語的に新たな文化や技術を伝えるものだけが入って
行くだろう。しかし、ヨーロッパ各地の言語を比較する
と、基本的な言葉にも同根語が広く認められている。こ
れは、多くの人が移ったか、あるいは少数の人が支配的
に広がった時に起こることだ。農耕・牧畜と言語の伝播
が同一の人々によってもたらされたとすれば、それは時
間をかけて平和的に展開されていったと想像される（先
住民は吸収されていくと感じたかもしれないが）。一方、
クルガン説が正しいとすると、農耕・牧畜が既に広まり
人口密度がある程度高くなっていた所に新たに人々が侵
出し、その言葉を普及したことになる。その場合には言
語を置き換えていくためにある程度の強制力をもつよう
な形であったろうと考えられる。
　遺伝情報の解析からは、4万年前に最初にヨーロッパ
に展開し、狩猟・採集生活をしていた人々が東方からも
たらされた農耕・牧畜・乗馬の技術を受け入れ、その血
統を連綿と残したことと、東方から移動してきた人々の
血脈も現代のヨーロッパの人々の中に脈々と息づいてい
ることが明らとなっている。最近、1万5千～ 4千3百年
前のヨーロッパの狩猟・採集民20人のミトコンドリアの
遺伝情報（94）を、7千5百年前の初期のヨーロッパの農
耕民25人（83）と現代のヨーロッパ人484人のそれと比
較する研究が行なわれた。その結果、狩猟・採集民と初
期の農耕民との間には遺伝的な繋がりがほとんどない
ことが示された（94）。このことは狩猟・採集民が農耕を
取り入れたのではなく、新たな人々が移住し農耕をヨー
ロッパに持ち込んだことを示している。更に、この研究
では現代ヨーロッパ人と狩猟・採集民の人々の遺伝的な
繋がりが低いことと、現代ヨーロッパ人が7千5百年前
に農耕を行っていた人々の直系の子孫でないことも示さ
れた。そのことは、農耕が持ち込まれた後にヨーロッパ
にやってきた遊牧民を含む人々も現代ヨーロッパ人の形
成の一翼を担った可能性を示している。しかし、詳細の
解明は今後の研究に委ねられている。それはこの研究で
は20人の狩猟・採集民のミトコンドリアの遺伝情報と現
代人のそれが比較された。ところが、ミトコンドリアの
遺伝情報は母系で伝わる 19 ことを考えると、ヨーロッパ
人の形成を明らかにするためには分析例を増やす必要が
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ある。だが、これらの研究では分析材料が過去の人にも
及び、研究は新たな段階に入っている。重要な結果が増
えていくことが期待されている。
　イベリア半島に住むバスク人は印欧語に属さないバス
ク語を話す為に、ヨーロッパの旧石器時代の人の血を濃
く持っていると想像されていた。しかし、現在のバスク
の人々と過去のバスク人の遺伝情報を比較すると、継続
性は必ずしも強くないことが分かった。このことは新た
な人の移入があったか、あるいは、隔離された集団で集
団内の通婚が多い場合には遺伝情報が必ずしも確率的
に継承されずに、偶発的にある遺伝型が失われる遺伝的
浮動という現象が起こった為と考えられている（95）。遺
伝情報の継承にはこのような偶発的なことも含まれる
ので、遺伝情報の解析も過去の人の流れを定量的に正確
に確定することは難しい。ある程度の幅を持って現在ま
での流れを明らかにすることになるだろう。現代のヨー
ロッパの人々は、先住の狩猟・採集民に農耕を持ち込ん
だ人々、更にその後に移住してきた人々が交わり形成さ
れたと考えられる（94）。今後の様々な研究により多くの
ことが分かると思われるが、争いがどの程度あったかな
ど知りたいことは沢山残っている。
　
6.4 家畜化
　ここでは作物の栽培化について考えているが、家畜化
についても簡単に触れておこう。
　ムギ類の栽培化にはヒツジ・ヤギ・ウシの家畜化が伴っ
ていた。ヒトは炭水化物の他にタンパク質・脂質等バラ
ンスの良い食事をすることが必要だ。タンパク質の一部
はマメ類と家畜を含む動物から摂取していた。これは後
述するイネ栽培の地域とは対照的だ。イネは水分の要求
量が多く水の豊富な地域で栽培化された。そこでは人々
が淡水魚等の漁撈を盛んに行っていた。ヒツジとヤギは
ムギ類が栽培化された西南アジアで約1万3千～ 1万1千
年前頃に（45、96）、ブタは約1万1千年前頃に西南アジ
アと中国で（97）、ウシは約1万年前に西南アジア、イン
ド、サブサハラ・アフリカで（98-101）、馬はカザフスタ
ンで約5千5百年前に家畜化された（102）とされている。
動物の家畜化も狩猟技術の進歩・気候変動の影響で大型
哺乳類が減少し、幅広い資源を利用し生活することが困
難になる状況の打開策の一つとして、完新世になると幾
つかの地域で始まった （103）。
　
6.5 アフリカへのムギ類の伝播
　約1万年前にレバント・南東アナトリア・メソポタミ
アの肥沃な三日月地帯で始まったムギ類農耕・牧畜・土
器が紀元前5,500～ 5,000年頃にエジプトに伝わり、ナイ

ル川の氾濫原の豊沃な土地で高い生産性をあげる農耕が
営まれた（42）。その結果、古代エジプトの初期王朝が紀
元前3千年頃から始まり、紀元前2,560年頃のクフ王らの
多くのピラミッドが造られた。最後の女王クレオパトラ
7世（紀元前69年―紀元前30 年）迄およそ3千年間の長
きに亘り古代エジプト文明は栄華を極めた。ナイル川は
氾濫し土壌に水分が供給されていたが灌漑も行われてい
た。紀元前2,000年頃の壁画にその様子を表しているも
のがある（104）。メソポタミアでは灌漑により塩害がも
たらされ、それが原因の一つとなり文明が崩壊した。エ
ジプトでどの程度灌漑が普及していたかは定かでない
が、エジプトではナイル川の氾濫により耕地には塩類が
蓄積することは少なく、現在でも耕作が行われている。
メソポタミアとは対照的である。しかし、1970年に完成
したアスワン・ハイ・ダムにより氾濫が制御されるよう
になり、塩害が起こるようになっている。
　古代エジプト文明の形成には西南アジアからの人と
技術の導入が大きく関わったとされるていが、エジプト
の西の現在のサハラ砂漠で暮らしていた人々の影響が
あったことが指摘され始めている。完新世の初期にはサ
ハラ砂漠は緑に包まれた環境で狩猟・採集民が、また完
新世の中期（紀元前5,200～ 2,500年）にはそこには遊牧
民が暮らしていたことが分かってきた（105）。そこで暮
らしていた人達の生活は遺物や残された岩絵から想起す
ることができる（106）。現在、目にするサハラ砂漠とは
まったく違った湖と緑に恵まれた大地が広がっていた。
その後、数千年でサハラは乾燥化が進み現在のような砂
漠になった。地球環境は気候の影響を大きく受けること
が良くわかる。気候変動の文明に及ぼす影響は重要な問
題であり、本小論でもそのことについて多少考察するが

（17.2）、そのことについては稿を改めて論ずる。　　
　アフリカではイネ・キビ・モロコシが4～ 2千年前に
当時は草地と灌木を伴う北緯5～ 15ﾟの地帯で独自に栽
培化されたが（図1、42）、詳細は紙幅の関係で割愛する。
　

7．アジアのイネの栽培化

7.1 イネの種
　イネ属に幾つの種があるかは研究者によりまちまちだ
が、約20種前後に分類される。そのうち栽培種は2種だ。
一つは主に西アフリカのニゼル川中流域に生育する地
方固有種のアフリカイネのオリザ・グラベリマ、他の一
つはアジアを中心に世界各地に広がるアジアイネのオリ
ザ・サティバだ。十数万種に及ぶ多様なイネの栽培品種
は何れも二倍体のAAゲノム型を持っている。それはコ
ムギで二、四、六倍体の異なる種が栽培化の間に生じた

臼田：知は地球を救う　3．作物の栽培化から遺伝子組み換え作物まで
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こととは大きく違う。イネの異なる品種を交配した場合
に不稔の種子が出来るものも多くあるが、それらは以下
にのべる生態型として区別されている。それらは種へ分
化する途中の状態だと考えられる。ここでは代表的なイ
ネの栽培種、オリザ・サティバのアジアでの栽培化を考
える。

7.2 オリザ・サティバの三つの生態型20

　オリザ・サティバは形態・生理・生態の違いからイン
ディカとジャポニカに大別される。更に、ジャポニカは
温帯ジャポニカと熱帯ジャポニカ（ジャバニカ）に二分
される。これらの三生態型の分類基準は研究者間で一致
していない。また、これらの型の誕生についても最新の
研究手法である遺伝情報解析を駆使しても不明な点が多
く残っている。
　分類の基準は確定していないが三つの型がどのように
分類されてきたか簡単に振り返ろう。昔から中国ではイ
ネを、粒が細長くぱさぱさした味を持つ籼（せん）と、丸
い粒でねばねばした味を持つ粳（こう）に区別してきた。
籼はインディカ、粳はジャポニカにあたるものが多いが、
例外もあり画然とそれぞれに対応しているわけではな
い。
　互いに異なる品種 21 の植物が交配すると、二つの品種
が遠縁になるほど実る種子は不稔のものが増える。加藤
らは1920年代末に、イネの多くの品種を交配しその雑
種の不稔の程度を調べた。その結果、不稔の度合いが組
み合わせによって大きく違うことが分かった。そこで彼
らは不稔の程度により異なった品種間の交雑親和性を
求め、互いに交雑親和性の高い品種を一つのグループと
し、イネ全体を二つのグループに分けた。一つのグルー
プは日本の品種から構成された為にそれを日本型と名づ
けた。他のグループは日本以外のものであった。それを
中国よりはるか向こうの天竺つまりインド由来のものと
考えインド型とした（107）。その論文には英語の要約が
あった為に、その分類は国際的な認知を受け、インディ
カとジャポニカという二つのグループが定着していっ
た。しかし、日本のイネは直接あるいは間接的に主に中
国のイネが渡来したことは確かで、ジャポニカではなく
中国を意味するシニカとすべきと主張されることもある
が、ジャポニカと呼ぶことが一般に定着している（108）。
　1952年に松尾孝嶺はイネの1,400以上の品種を籾の長
さと幅の違いに基づいて円粒・大粒・長粒の三タイプに

分類した（109）。それぞれは温帯ジャポニカ・熱帯ジャ
ポニカ・インディカに対応することが多いが例外も多く、
籾の三つのタイプをイネの三つの生態型に対応させる
ことには反対論もある（110）。また、1950年代始めに岡
彦一は籾がフェノールと反応し黒変するものと変化しな
いものにイネを大別した（111）。概ね前者はインディカ、
後者はジャポニカに対応する。
　三つの型の主な違いを簡略に述べておこう。温帯ジャ
ポニカは細く色の濃い葉を持ち、草丈は低く分げつが多
い。米粒は太く丸型で飯にすると粘りが強く感光性は弱
い。日本、中国の中・北部、アメリカのカリフォルニア等
の温帯地域で栽培されている。インディカは幅が広めで
やや色の薄い葉を持ち、一般に草丈が高く分げつは多い。
米粒は細長く飯は粘りが少なく感光性は幅があるが強い
ものが多い。栽培地域はインドを中心に中国南部など熱
帯・亜熱帯地域だ。熱帯ジャポニカは幅の広いやや色の
薄い葉を持ち、草丈は高く分げつが少ない。米粒は大き
くやや丸く飯はやや粘りがあり感光性は低い。インドネ
シアを中心とした南洋地域やイタリアなど南ヨーロッパ
で栽培さている。
　この他、最近では葉緑体の遺伝情報 22 の比較、核の遺
伝情報の比較、アイソザイム 23 によるグループ分けが行
われている。しかし、これらによる分類が上記の幾つか
の基準による分類と一致するとは限らない。どのような
基準で分類するかは確定的ではない。だが、上述した一
般的な分類基準は実用的には十分役立つ。
　インディカとジャポニカがどのような野生の祖先から
誕生したかについては二説ある。一つはそれぞれが別々
の野生の祖先から誕生したとする二元説。インディカは
一年生の野生イネのオリザ・ニヴァラから、ジャポニカ
は多年生の野生イネのオリザ・ルフィポゴンからそれぞ
れ生まれたというものだ。他の説は一元説。同一の野生
祖先種からインディカとジャポニカが生まれたとするも
のだ。
　二元説の根拠は以下の二つの結果である。イネの葉緑
体のDNAを比較すると、ある特定の部分が失われてい
る特徴を持つインディカと、そのような欠失をもたない
ジャポニカに大別できる。多年生野生イネの多くはジャ
ポニカ同様欠失のない葉緑体DNAを持ち、一年生野生
イネの多くはインディカ同様欠失のある葉緑体DNAを
持っている。即ち、このことはジャポニカが多年生の性
質の強いオリザ・ルフィポゴンから、インディカが一年
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生の性質の強いオリザ・ニヴァラから別々に生まれた
ことを示している（110-82,109p）。第二の結果は、　核の
DNAの一部の特徴的な配列を比較するとジャポニカは
多年生の野性のイネと同じグループとなり、インディ
カは一年生の野性のイネと同じグループになることだ

（112）。
　一方、一元説の根拠はイネの栽培種では脱粒性が失わ
れているが、その性質を付与する遺伝子がジャポニカと
インディカで同一であることだ。即ち、この結果は両者
が野性のイネから脱粒性を失う一つの突然変異が起こ
り一つの栽培種が生まれた後に、そこから二つに分かれ
たことを示唆している（113）。このように、インディカ
とジャポニカがどのように生まれたかは論争中である。
従って、イネの栽培化の起源地は一ヶ所であるのか複数
なのかは確定していない。そのように不明な点は残って
いるが、分かっている範囲で野性のイネの栽培化につい
てまとめてみよう。
　
7.3 イネの栽培化についての諸説
　イネの栽培化の研究は、我々日本人にとってイネが生
活・文化の基盤をなし、その伝来は日本人の形成及び日
本文化のルーツと関連する為に、大きな注目を集め多く
の仮説が提唱されてきた。その点を踏まえイネの栽培化・
日本への伝来についての説を簡単に振り返ってみよう。
　野生イネの現在の繁殖地域（図3）、現在のイネ品種の
多様性と地域性、イネの遺物、あるいは昔の記録に現れ
るイネの記載等からイネの栽培化の起源地が推定され
てきた。ドゥ・カンドルはイネの起源地をインドとする
可能性も認めながら中国で先ず栽培化されたと考えた

（28）。一方、ヴァヴィロフはインド説をとった（29）。こ
れらに代表されるように中国とインドを起源地とする二
説があったが、1970年代まではインド説が通説であっ
たようだ（37）。
　1943年に発見された登呂遺跡は1947年以降に本格的
発掘が行われた。登呂遺跡の発掘にかかわった大塚初重
は戦前の日本史観が打ち砕かれるなかで、2千年前に生
活していた祖先の生き様を知ることにより、新たな日本
の歴史を構築することへの願望が登呂遺跡の発掘を精
力的に進める原動力であったと語っている。1920年か
ら1941年まで農事試験場の場長を務めた安藤広太郎は

退職後、日本の古代の稲作について古事記・日本書紀な
ど多くの文献を渉猟し『日本古代稲作史雑考』を著した。
それらをきっかけに1952年から1962年まで生物学・民
俗学・考古学・言語学・地学・海洋学など多くの分野を横
断する研究者の参加により、多くの知見に基づいたイネ
の歴史に関する総合的討論が稲作史研究会を中心に活発
に行われた。それは『稲の日本史』（114）にまとめられて
おり、当時の自由闊達な雰囲気を知ることが出来る。そ
の中心課題の一つは日本の文化形成は稲作が根幹を成し
ており、その稲作がどのような経路でもたらされたのか
を柳田国男の主張する“海上の道 24”を含めて検討する
ことであった。このように第二次世界大戦後には、特に
日本人のアイデンティティを模索することと重なりイネ
の歴史研究が注目された。　
アッサム・雲南説
　日本文化論の一つとして「照葉樹林文化論」がある。
1950年代からヒマラヤ探検に参加した中尾佐助は、シソ
がヒマラヤ中腹から中国中南部・日本に共通に見られる
ことから各地域の様々な文化要素に興味を持った。彼は
稲作・モチ・ナットウ・ナレズシ・コンニャク・麹酒・茶・
絹・漆・歌垣・鵜飼などの様々な共通の文化要素が日本・
西南中国（貴州・雲南）・アッサム・シッキム・ブータン・
ネパールに広がる照葉樹林のもとに展開していることに
気づき、1966年に「照葉樹林文化論」として考えをまと
めた（115）。それは上山春平や佐々木高明らの同調者を
得て、「照葉樹林文化」が日本文化のルーツの基幹だとす
る説へと大きく展開した。
　一方、渡部忠世は1960年代からタイ・東南アジア・イ
ンドの各地の稲作の調査、及び過去に作られたレンガの
中に混ぜられたイネの籾殻の形の比較等から、イネは

「アッサム・雲南」を栽培の起源地とし、そこから流れ出
す河に沿って稲作が各地に広がったという説を提唱した

（図3、116）。この「アッサム・雲南」説は「照葉樹林文化」
論とあいまって、イネの栽培の起源地として長い間、多
くの人に信じられるようになった。そのアッサム・雲南
地方は照葉樹林文化の元郷として古代オリエントの‘肥
沃の三日月地帯’に倣って‘東亜半月弧’と呼ばれ注目
を集めた（図3）。
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24 日本の文化は稲作技術をもった南方の人々が先島諸島に漂着後、宝貝を見つけ、それに価値を見出し、次第に沖縄諸島を島伝

いに北上しながら稲作を伝えたというものである。柳田国男は沖縄の民俗を研究し晩年にこの説を提唱した。しかし、その考
えは24歳の静養中に渥美半島の伊良湖岬で椰子の実が流れ着いているのを見て、南方から日本への漂着の重要性を認識した
ことから始まったといわれている。その時の柳田の思いは島崎藤村の『椰子の実』の詩に結実し、それに大中寅二が曲をつけ
た愛唱歌が生まれた。
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　その後、各地のイネの品種の遺伝的な多様性がアイソ
ザイムの数を比較することで検討された。その結果、アッ
サム・雲南でイネの多様性が高いことがわかり（119）アッ
サム・雲南説を支える根拠となった。即ち、栽培種が発
祥し他の地域への伝播の中心となった所では、長い間に
多様性が蓄積し多様態の中心地となるというヴァヴィロ
フの考え方だ。
　長江説
　イネの栽培化の研究には主に生物学・遺伝学的なアプ
ローチと考古学的なアプローチがある。1973年に長江
下流の河姆渡遺跡から7千年前のイネの籾が大量に発見
された。しかし、この考古学的成果は中国の文化大革命

（1966～ 76）により研究の進展が妨げられその意義を認
める人は多くなかった。その為に長江でのイネの遺物の
発見にもかかわらず「アッサム・雲南」説が1980年代ま
で定説とされていた。しかし、1980年代後半から中国各
地で遺跡の発掘が盛んになり、長江の中・下流域（北緯
約26～ 30ﾟ）でイネの栽培化が始まったという長江説が、
登呂遺跡の発掘をきっかけに設立された日本考古学協会
40周年記念の1988年静岡大会で広く紹介された（117）。
　長江説は1万年以上前のイネの遺物が根拠となってい
る。一方、中村慎一によると雲南地方の最古の稲作遺跡
は今のところ、大墩子遺跡と白羊村遺跡の4千～ 3千5百
年前のものであり（120-56p）、「アッサム・雲南」がイネ
の起源地であるとする従来の説は現在かげが薄くなって
いる。それでは何故アッサム・雲南で多様なイネが生ま
れたのだろうか。その地方は海抜の低い亜熱帯から海抜
2千mを越える亜高山帯と大きな広がりを持っている。

また、そこは険しい山と深い渓谷によって異なる多様な
環境の小地域に分断されている。それぞれの地域に適応
する多くのイネの品種が生まれたと考えられている。つ
まり、長江からアッサム・雲南にもたらされたイネが多
様な環境条件のその地方で著しく多様化の度合いを増し
たのだろう。
　以下にイネの栽培化を現在有力となっている長江説を
中心にまとめる。それはこの30年余りの考古学的な発掘
を主な根拠としている。留意すべきことは、存在してい
ても発見されていないものもあることだ。例えば、米ど
ころのタイ・ミャンマー・ラオス・カンボジア・インド
の遺跡の発掘は十分になされているとは言えない。今後、
東南アジア・インドで遺跡の発掘が進むと新たな事実が
発見されるかもしれない（水辺でなされた小規模な栽培
の遺物は腐った可能性もあるが）。また最近、イネの種子
の幅を大きくする遺伝情報についてジャポニカ品種の

「日本晴れ」、・インディカ品種の「カサラス」とアジアの
古い栽培種142系統との比較研究がされた。その結果、
フィリピンやインドネシアでイネの栽培化が起こり、そ
の後、インドシナ半島や中国に伝播しそこで更なる変異
が蓄積した可能性が指摘された（121）。長江説を主張す
る研究者はそれらの地域の考古学的な証拠は長江に遅れ
ること数千年であることなどをあげ反論している（122）。
繰り返しになるがジャポニカ、インディカがどのように
誕生したか、イネの栽培の起源地が一ヶ所であったのか
複数あったのか、それがどこであるかの決着は付いてい
ない。
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図3 照葉樹林文化発祥の東亜半月弧地域（一点鎖線）、「雲南・アッサム」説のイネ起源地（点線）、イネの遺物が出土
した遺跡（数字）、野生イネの過去（横線）と現在の自生地（縦線）と日本へのイネの伝来ルート（A～ D）　（117、
110-44p、118-16,20p、本文参照）。
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7.4 イネの栽培化・古遺物
　7.4.1　概略
　考古学的なイネの遺物を概観しイネの栽培化を振り
返ってみたい。それらはある時期にある所でイネの遺物
が見つかったことを示しており、それ以上でもそれ以下
でもない。また、発見された初期の数粒の炭化米からは
そこでどの程度盛んにイネが栽培されていたか、またそ
れが点ではなくどの様な広がりをもっていたのか等につ
いては殆ど知ることは出来ない。ムギ類の栽培化の開始、
伝播で見たように、ムギ類の栽培化・伝播が始まっても
人々は多様な生活様式を持っており、栽培化が始まりそ
れに対する依存度が増えていった地域と、漁撈・採集・
狩猟の占める割合が多い文化が併存していた。また、野
生ムギ類から栽培ムギ類への変遷も長い間、両者が混埴
されながら数千年掛けて栽培種が優占していったと考え
られるようになった（39）ことを強調した。イネの場合
も同様であったことが推測されている（123）。おおよそ
の流れはムギ類と同じで、野生イネの利用が1万年以上
前に始まり、数千年かけて栽培化が確立し広まり、次第
に生産性が上り、約7～ 6千年前に初期の都市が誕生し
た。中国では6千4百年前頃には城頭山に中国最古の都
市が出来た（124-74p）。その後も黄河、長江の流域には
様々な文化が栄え、5～ 4千年前に国家のような大きな
社会が誕生し、4千7十年前頃には夏王朝が生まれたと
考えられている。
　西南アジアやヨーロッパの発掘の文献は門外漢でも目
にすることが出来るが、東アジア等のものは余り原典に
当たることができなかった。その為に同時に発掘された
であろう他の遺物などは十分検討することが出来ず、イ
ネ以外の食糧の利用等を含め当時の生活を総合的あるい
は定量的に理解することは難しかった。以下に述べるこ
とは部分的なものである。
7.4.2　イネの遺物
　1万年以上前のイネ：　以下に述べる遺跡の場所は図
3参照。　① 1993年に湖南省の玉蟾岩遺跡から紀元前1
万4千～ 1万2千年前の二粒のイネの籾殻が発掘された

（125-23p）。しかし、それは 14Cによる時代特定がされて
おらず、その時期については疑問を持つ研究者も多い

（126-36p）。玉蟾岩のイネはジャポニカあるいはインディ
カにまだ分化していなかったとされている（125-26p）。
　② 1993年に江西省の吊桶環遺跡から1万2千年前と推
定される野生イネと栽培イネの両方のプラント・オパー
ルが出土した（125-21p～）。しかし、プラント・オパール
の出土のみでイネを食糧にしたとは断定できないという
反論もある（126-35p）。玉蟾岩、吊桶環遺跡からは野性
のシカの骨も多数出土しており野生動物も食糧源とし

ていたと考えられている。ムギ類の栽培化について上述
した時にみたように、この時期は更新世の最後の時期で
気候が大きく変化した。ここでも同様に、旧石器時代に
増加した人口増と気候変化があいまって人々は野性の穀
類に目を向け始めたのだろう。玉蟾岩、吊桶環も山麓と
平野の境目の地域で人々は森と平野の恵みの双方を利用
していたのであろう。イネはムギ類と違い水分の要求性
が高く平地には湿原もあったろう。実際、玉蟾岩遺跡の
近くには今も湿原に野生のイネ科の植物が生えている

（124-28p）。またこれらの遺跡からはその頃の尖底土器
も発見されている。それらの土器は世界でも最古級のも
のだ（125-50p）。これらの土器は野性の穀類等を煮炊き
するのに用いられたと推測されている（42-176p）。コム
ギは粉に挽きそれを焼いてパンとして食べられた為に土
器は必要とされず、米は土器で炊飯されたのだろう。
　③ 一方、1990年代中頃以降発掘の進んでいる韓国の
忠清北道の小魯里遺跡（北緯37ﾟ）からは1万7千年前頃
のイネ籾が出土した。長江から出土したものより古いこ
とが喧伝されている（127）。しかし、長江流域より緯度で
約10ﾟ北にある小魯里でイネの利用あるいは栽培化がど
のように可能であったか不明な点が残っている。また朝
鮮半島でイネが積極的に栽培され始めたのは約3千年前
で、遺物はアワ・キビ・オオムギ等の畠作物と同時に発掘
されることから、畠作物の一つとして栽培されていた可
能性も指摘されている（126-195p）。朝鮮半島のイネにつ
いては弥生時代の日本へのイネの伝来（9.4.2参照）との
関連からも明らかにすべきことが多く残されている。
　この時期のイネの利用は食糧源全体の中では部分的な
ものに過ぎなかったとされている。
　1万～ 7千年前のイネ：　① 彭頭山遺跡（湖南省）か
ら9千百～ 8千2百年前の土器が多数出土し、土器の素材
中に籾殻・イネ籾・イヌキビが含まれていた。　② 八十
だん遺跡（湖南省）からは約8千年前のイネ籾が発見さ
れた。そこは約1haの環濠集落があり （126-32p）、そこで
は木製の鋤身のほか骨製・木製・竹製の用途不明の道具
類と飼育されていた可能性のあるブタ・イヌ・ニワトリ・
ウシの骨が見つかった（42-188p）。これら二つの遺跡の
イネの遺物は発見者達によると栽培化されたイネとされ
ているが（125-26p）、土器に含まれていたイネ籾は変形
することが多い、あるいはイネ籾が小粒であり栽培種と
は断定できないという反論も出ている（126-38p～）。
　③ 上記のものは長江中流域のものだが、最近、長江
下流域の浙江省の上山遺跡から出土した陶器にイネ籾
が含まれていた。それは約1万年前のものとされている

（128）。これは長江の下流域で古くからイネが利用され
ていたことを示すもので注目を浴びている。この他、1
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万～ 7千年前のイネの遺物が主に長江流域から発見され
ているが、それらは野生種なのか栽培種なのかは分から
ない（126-31p）。
　この時期に至ってもイネは食糧のごく一部を占めるに
過ぎなかったと考えられている。
　7千～ 6千年前のイネ：　① 長江説の嚆矢となった浙
江省の河姆渡遺跡は1973年姚江の氾濫防止のための建
設工事の際に発見された。その後もたびたび発掘が行わ
れ多くの重要な発見がなされた。河姆渡遺跡は約7千～
6千5百年前の遺跡で大規模にイネが栽培されていた。
そこから出土したイネはインディカ・ジャポニカ・野生
型のルフィポゴンで多くの品種が混ざっていた（110-47p
～）。現在、河姆渡遺跡の近辺には野生イネは生息してい
ない（図3）。しかし、約7千～ 6千5百年前の時期は今よ
りは温暖であり、そこに野生イネが生えていたことは遺
物に野生イネがあることから明らかだ。この時期の温暖
化は稲作農耕を広げることにも繋がった。また野生種・
栽培種を含む多くの品種が含まれていたことから、栽培
化が始まった後も野生種と栽培種が混植され両者の間で
多様な交配が起こり多様性が増え続けていたと考えられ
る。ここからは他にも多くの遺物が見つかっている。人
工的なものとしてはイネの穂やイノシシを意匠とした土
器や耕起具の耜（すき）、狩猟具のやじり、工具の鑿（の
み）やおもり、裁縫具の針等である。また木造建築遺構
も見つかり高床式住居があり、一定水準以上の技術に支
えられた文化が継続していたとされる。しかし、そこは
洪水により被害を蒙り、500年ほど利用された後に放棄
されたようだ。そこではイネのほかにヒョウタン・ヒシ・
ナツメ・ハス・ドングリ・モモ・マメ・ヒツジ・シカ・トラ・
クマ・サル・スイギュウ・コイ・フナ等の野生生物の遺物
も多数見つかっている。また、ブタやイヌは家畜として
飼われていた（126-135p）。河姆渡遺跡の北東7kmにある
田螺山遺跡からも2004年からの発掘で河姆渡遺跡同様
のものが見つかっている。時期は約7千2百年～ 6千4百
年前のものだ。ここも湿地で当時の人が水辺の環境に適
応し、野性イネの採集と稲作、狩猟・採集・漁撈生活を行っ
ていたことがわかった。軟弱な地盤で柱が沈まないよう
に柱穴の中には木製の礎板を何枚も重ねる他に例を見な
い立柱法による建築も行われていた。またここでは茶畠
も見つかったことが関心を集めている（128,129）。　
　② 湖南省の城壁都市遺跡の城頭山遺跡からは世界最
古の水田跡（6千5百年前）と城壁（最古のものは6千4百
～ 6千2百年前）が発見された。そこは直径325mの丸み
を帯びた正方形の環濠遺跡で、河原石敷きの道や運河、
船止場跡、焼成煉瓦を使った祭壇跡も発見された（124-
70p～）。濠は溜池的なもので灌漑が行われていたと考え

られている。そこでは澧陽平原の南部を支配した政治が
行われ稲作・漁撈文化が花開いたのだろう。 
　③ 1992～96年の日中共同の調査で江蘇省長江下流域
の草鞋山遺跡から6千年前の最古級の1～ 9m2　（平均
4m2）の小さな水田遺跡が40面余り見つかった。この遺
跡は約6千年前の馬家浜時代の文化層から約2千4百年
前の春秋時代までに及ぶ各文化期の複合遺跡だ。馬家浜
時代の層から出土したイネのプラント・オパールは主に
ジャポニカ的なものであった。しかし、ジャポニカとイ
ンディカが典型的なものとして分離するのには時間が
かかったと思われており、ここで発掘されたものにイン
ディカが含まれていた可能性は残っている（130）。ここ
の水田は現在のものと比較すると驚くほど小さく、イネ
の収量は不十分で狩猟・採集・漁撈にも人々は依存して
いたと考えられる。
　この時期に幾つかの地域では集約的な経済の兆しが見
え始めてきた。また、この時期には黄河流域で始まった
アワ・キビ栽培の畠作文化と長江流域の稲作文化が既に
交流していたことも分かっている（42-192p）。
　6千～ 4千年前のイネ：　稲作への比重が増し、大型の
農耕具なども出来、稲作経済が拡大していった。この時
期に稲作は平野部から更に広く山東省・東南アジア・台
湾・インド各地へ伝播した。
　例えば、山東省楊家圏（北緯38ﾟ）では4千年前の炭化
米が出土している。現在、そこは主に畠作地帯で、そこで
発掘される上層部の地層では畠作物の痕跡が多い。当時
の稲作も畠稲作であったかもしれない。しかし、下層の
龍山文化層のプラント・オパールの面積あたりの検出密
度は、日本の水田遺構の検出密度と同程度であり水田で
あった可能性もあり、実態の解明は残された課題である。
　この他、約5千年前には黄河流域の河南省蘇州市大河
や洛陽市西高崖に稲作が見られるようになり、中国では
東北地区等の一部を除き、現在の稲作地帯のほぼ全域に
まで稲作は拡大して行った（126-191p）。その結果、黄河
流域では、仰韶・大汶口・馬家窯文化、長江流域では大渓・
馬家浜・良渚文化が栄え初期の国家的なものが生まれる
地域が出てきた。即ち、作物の栽培化・灌漑の二つの段
階を経て集約経済が可能となり都市国家が生み出されて
いったと考えられる。良渚文化期には籼と粳が共存して
いたが、次第に粳が主になり北に行くほどその比率が高
くなった（131）。北部で粳が主であるのは現在の中国の
栽培状況と同じだ。
　コムギの所でも述べたが、植物が花を咲かせ実をつけ
るのは日の長さの影響を受ける。イネの品種には現在で
もそのような日長に対する応答の仕方が違うものが多
い。北に行くに従い夏の日長は長くなり、冷涼な気候に
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なる。南で生まれたイネが北上する為には、そのような
異なる気温・日照条件でも実る感温性・感光性に変異が
生まれる必要があり 25、それに数千年の時間がかかった
のだろう。
　初期の国家的なものの誕生の一例として良渚文化を見
てみよう。この文化は5千5百～ 4千2百年前に栄えた。
浙江省余杭市良渚遺跡では三方を丘陵に囲まれた東西
10km、南北5kmの範囲に54ケ所の遺跡が分布し、中央に
ある莫角山では面積30haの巨大な人工基壇が発見され、
その上には宮殿が立ち並んでいたと推定されている（132-
138p）。また、この頃には美しく立派な玉琮や絹も作られ
玉器を副葬された権力者の墓と思われるものとともに共
同墓地が発掘されており、分業・階層化の社会が生まれ
ていた。その後、本格的な国家の夏王朝 26（紀元前2,070～
紀元前1,600年頃）や殷王朝（紀元前17世紀～紀元前1,046
年）が誕生した。それらは黄河文明の上に花開いたもの
であり、その地方の農耕はアワを中心にした畠作であっ
たが、殷に続く周の時代になると稲の文字が青銅器の銘
文に現れるようになり（133-129p）稲作は広がりと重要性
を増したと思われる。このように中国に於いても国家の
成立に農耕が大きく影響したと考えられている。
　

8．コムギ栽培と稲作の違い

　コムギとイネの栽培は和辻哲郎も『風土』（134）で指
摘したように、気候・水への要求性に大きな違がある。
米を1kg収穫するためには4,500kgの水を必要とするが、
他の穀物を1kg得る為には約1,000kgの水でよいと言わ
れている。イネは圧倒的に水を必要とし、水の豊富な環
境で初めて生育できる。野性のイネはモンスーンの多雨・
温暖地域に生育し、そこでイネの栽培が始まった。一方、
ムギ類は西南アジアの年間降水量が400～ 1,000㎜の地
域に生息していた野性のムギ類から栽培化が始まった。
その地域は夏に雨が少なく冬に雨が多い、所謂地中海性
気候だ。即ち、当たり前のことだが植物はその環境・風土・
気候に適応・進化しその条件で生き永らえている。我々
はその風土・環境・気候に適応した野生の植物を栽培化
した。イネは多量の水が必要で後背地の森を残し、水を

確保することがその耕作の必要条件だ。日本の里山はそ
れにあたる。従ってイネの栽培地域ではコムギに比べ森
の伐採や開墾が抑制されてきた。また、水を豊富に流す
ことで土壌への塩類の集積が抑えられ塩害による被害を
受けることも少なかった。そのために同じ頃に始まった
イネとコムギの栽培だが、かつてコムギが集約的に栽培
された地域は現在では砂漠のようになっている所が多い
のに対し、イネが集約的に栽培された華中は現在でも環
境悪化はさほど起らず恵まれた形で稲作が継続してい
る。また、コムギの栽培にはヒツジやヤギの牧畜を伴う
ことが多く、それらの動物が木の芽を食べつくし砂漠化
の要因となるのは昔も今も変わらない。
　農作物の収量は条件により大きく異なるが、例えば13
世紀のイギリスのコムギの収量（本小論では収量は1ha
当たりのもので、それを省略する）は約0.4tで、同じ頃
の日本のイネは約1.3tであった（135-2p）。また19世紀の
ヨーロッパでは一人の人を養うのに1.5haの耕地が必要
であったが、同じ面積の耕地で江戸時代には15人が養わ
れたと見積もられている（136-110p）。条件に恵まれてい
るエジプトの2007年のコムギとイネの収量はそれぞれ
6.5tと10tであった。また米国のそれはそれぞれ2.7tと8.0t
で一般的にイネはコムギに較べて生産性が高い（32）。
　農耕は狩猟・採集生活と違い人手により自然を撹乱し
集約的な生産経済を可能にした。しかし、農耕も気候や
風土の制約を受ける。そのような制約の中で我々は、固
有の作物を利用し地域独自の文化を形成してきた。農耕
儀礼・収穫祭・感謝祭を行うのは自然に対する畏敬と感
謝の気持の現れだ。ムギ類やイネも栽培化の起源地から
伝播する間に変異が生まれ、長い時間をかけてそれぞれ
の地域の環境・風土に適応した品種が生まれていった。
伝播された作物は野生種や幾つかの栽培種が混ざった多
様なものとして新たな土地に持ち込まれ、そこで新たな
交配が起こりその環境に適応した固有種が生み出されて
いった。即ち1万年前から始まったムギ類やイネの栽培
化は時間をかけ各地へ遺伝的な多様性を増やしながら伝
播されて行った。過去に起こった農耕の広汎化はこのよ
うな多様性と人々の自然に対する思いに支えられてき
た。現在起こっている極めて限られた品種が世界に広が
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25 イネは高緯度の寒冷地では感光性（短日により生殖生長が始まる）が出来るだけ小さく、夏の高温で穂が出るような感温性（生

殖生長が高温で促進される）の高い品種が適している。一方、低緯度の暖地では、逆に感温性が低く、感光性が大きい品種が
適している。それは暖地で感温性の高い品種を栽培すると高温の時期が早く訪れる為、十分な栄養生長を行わない小さな個体
が少ない穂をつけ、実る種子が少なくなってしまうからである。稲刈りの後に小さな葉が切り株から芽生え、そこに小さな穂
が出来ているのを目にした人もあるだろう。緯度の異なる地域では、適切な感温性と感光性を持ち十分栄養生長を遂げたあと
実をつけることが実用的である。

26 殷王朝と異なり文字資料を伴う考古学上の発見がなく伝説の王朝といわれているが、多くの状況証拠により現代の中国では
ほぼ実在したものと見なされている。
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る単一栽培的なグローバル化とは質的にまったく違う。
このことは最後に再度考察したい肝要なことだ。また、
農業は空のもと、土地の上で営まれ気候・風土の影響を
まともに受ける。土壌の肥沃度・土壌への塩類の蓄積・
土壌の性質の違いはムギ類の栽培化のときに見たように
農業そのものに決定的な影響を与える。即ち、工場内に
人工的な環境を作りそこで物を生産する工業と農業は成
立の基盤が全く異なることを我々は肝に銘じ世界の貿易
を論ずる時にもそのことをはっきり認識すべきだ。しか
し、残念ながら世界の大勢はそのことを忘れているきら
いがある。我々はそのように気候・風土の影響を受ける
農業に支えられ、同じ気候・風土のもとで生活している。
我々が地産地消を行うことはそのような地域性を認識す
る上に重要であり、更に、輸送のための余分のエネルギー
消費を抑える利点もあることを強調したい。
　多少横道にそれたが、以下に日本へのイネの伝来を、
日本への人の進出とそれ以来の食生活を概観した後に考
察する。

9．日本へのイネの伝播

9.1 日本の旧石器・縄文時代のなりわい
　日本列島にホモ・サピエンスが現れたのは約4万年前
頃だ（1参照）。その時から約1万6千年前に始まる縄文時
代迄の2万年余りが旧石器時代だ。旧石器時代の人々は、
30～ 13万年前迄に朝鮮半島と陸続きとなっていた日本
列島に渡来したナウマンゾウ・ヤベオオツノシカ等の南
方系の動物と、後期更新世（4万5千～ 1万6千年前）に
シベリアから陸橋を通り渡来した北方系のマンモス・ヘ
ラジカ（津軽海峡は水深が深く本州と北海道は氷河期に
も陸続きとなることはなかったが、氷橋に依り動物は移
動出来た）等の動物の狩猟を主に行い遊動的な生活をし
ていた。植物資源と水産資源も利用していたと考えられ
ているが遺物としては動物の骨が多い。
　更新世の終末期は温暖な気候と寒冷な気候が短い間に
交錯し大きく環境が変化した。上述したようにその影響
を一因として、西南アジアで野生のムギ類、そして東ア
ジアで野生のイネの利用と栽培が始まった。日本列島で
も大型哺乳類は最終氷期最寒冷期の2万2千～ 1万8千年
前頃には姿を消し利用可能な資源が大きく変化した。そ
の後、1万5千年前頃からの急激な温暖化の進行は福井
県の水月湖の湖底の縞状堆積物に含まれる花粉分析でブ
ナやナラなど温帯の落葉広葉樹の花粉の割合が急増する

ことにより示されている（137-161p）。世界最古級の土器
の大平山元の土器（1万6千5百～ 1万3千年前）が作ら
れたのは温暖化により落葉広葉樹林が広がった頃だ。ク
リやドングリ等の木の実を沢山利用できるようになり、
それを集め調理し貯蔵する容器として土器を作り始めた
と考えられている。縄文時代草創期が始まったのはその
頃で約1万6千5百～ 1万5千年前とされている。その後、
1万2千年前頃にヤンガー・ドリアスの寒冷期となりヨー
ロッパ・西南アジアでは顕著な寒冷化が起こった。しか
し、日本では気温は著しく低下することはなかったこと
が、やはり水月湖の堆積物の花粉分析に依り示唆されて
いる（137-161p）。
　小山修三は縄文時代の遺跡の大きさと数から縄文時代
の人口推移を大胆に推測した（138,139）。それは誤差を
含むだろうが一つの目安となる。それによると1万1千
年前に3千人足らず9千年前に1万人を上回り最も温暖
化が進んだ6千年前頃に10万人足らず、温暖化のピーク
が終った4千年前頃に縄文時代の人口のピークが訪れ26
万人程、そして縄文時代の終末期に8万人足らずの人が
日本列島で暮らしていたとされた。また、縄文時代の人
口の分布は東日本が多く、そこに9割前後の人が住んで
いた時期が長かったと推定された。それは東日本の方が
木の実など食料に恵まれていたからである。
　縄文時代は1万年以上に亘り、気候も環境も変動した
が、縄文の海進（海面は現在よりも3～ 5m程高く栃木県
南部の藤岡町辺りまで海が侵入していた）をもたらした
温暖な時代を含むなど更新世の最後の時期から較べると
比較的安定した温暖な時代であった。そこでは環境の許
容量近くの人々が森の恵みなど多様な資源を利用し、狩
猟・採集・漁撈に軸足を置き暮らしていたと思われている。
どのくらいの人が狩猟・採集・漁撈により暮らすことが出
来るかという環境許容量は地域により大きく異なる。縄
文時代の最大人口密度は1km2当り2～ 3人と推定されて
いるが（140-117p）、それは現在の狩猟採集に頼る生活の
人口密度（100倍以上の幅があるが）の高いほうに属する

（53）。当時の日本は利用可能な資源に比較的恵まれてお
り集約的な栽培には向かわなかったと考えられている。
　例えば約5千5百～ 4千年前の三内丸山では最大で500
人程が三層の掘立柱建物をともなった中規模集落を作り
暮らしていた。そこで人々はサケなど水産資源の他にク
リを補助的に栽培し、その実を千年以上に亘り積極的に
利用していたことが花粉分析から明らかにされている。
また遺物のクリのDNA分析 27 からもクリが野性のクリ
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27 現生の野性のクリと三内丸山遺跡から出土したクリのDNAの一部の多様性を比較すると、現生の野性のクリの方が多様であ

ることが分かった。それは、縄文人がクリを選別して栽培した為に、三内丸山遺跡から発掘されたクリの多様性が少なくなっ
たと考えられている。
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ではなく、人が選抜し栽培したものであることが示され
ている（141-69p）。クリは食用だけでなく土木・建築・燃
料用として多目的に利用されていた（142）。千年以上栽
培されていたクリ林はその後の寒冷化にともない減少し
三内丸山の集落も衰退してしまった（139）。
　縄文人は主にシカ・イノシシ、その他、タヌキ・ウサギ・
アナグマ・サル・ムササビ・カワウソ・テン等の小型獣、
栽培の可能性の高いクリ・トチあるいは野性のドングリ・
クルミ等の木の実、栽培植物のヒョウタン・リョクトウ・
オオムギ・ソバ・ヒエ・アワ、水産資源の魚貝類、更にイ
ルカ・クジラさえ食糧としていた。つまり、当時の世界
を見ると集約的な農耕に支えられた都市・文明が興って
いた所もあったが、日本列島で人は主に森と水の恵みに
依存した狩猟・採集・漁撈と補助的な植物栽培に依存し
た小さな集落社会を営んでいたことになる。
　三内丸山遺跡で見つかったイヌビエのプラント・オ
パールについてはそれが縄文時代のものか、現生のもの
が後から混入したのかなど分からず不明な点が残されて
いる（143）。このように、縄文時代の栽培化の全貌は明
らかではない。しかし、栽培された可能性のある植物は、
アフリカ原産（ヒョウタン）・インド原産（リョクトウ）・
中国原産（ソバ）・西南アジア原産（オオムギ）など原産
地は日本以外であり、それらは東南アジアあるいは中国
大陸・朝鮮半島経由で日本に伝来したと考えられる。即
ち、縄文時代にはこれらの幾つかの地域と関係を持って
いたに違いない（但し、ヒョウタンは黒潮により漂着し
た可能性もある）。
　このように縄文時代は数十人から数百人規模の環状集
落を形成しえた社会であった。季節的な定住を含めた定
住生活と、遊動的な生活のどちらが主な生活様式であっ
たかは専門家の間でも意見が分かれている（144）。地域
により利用可能な資源は大きく異なりその生活様式は多
様であっただろう。しかし、縄文時代になると旧石器時
代にはなかった土器や竪穴住居が普及し植物資源利用の
依存度を増した。そのために環境を人為的に撹乱し始め
るなど人々の生活様式はそれ以前に較べて大きく変化し
た。勿論、全国一斉に縄文的な生活を始めたのではなく、
生活・文化様式はモザイク状になりながら徐々に変化し
ていったと考えられる。
　
9.2 縄文時代のイネ　
　上述したように縄文時代には植物資源の利用が増え栽
培植物を利用し始めたことは確かだが、その栽培化は都

市を生み出すような集約的なものではなく散発的なもの
であったろう。縄文時代のイネ遺物のプラント・オパー
ルは岡山県の彦崎貝塚（約6千前）、朝寝鼻遺跡（約6千
前）、南溝手遺跡（約5,500前）、姫笹原遺跡（約4,500前）
等から出土した。プラント・オパールはイネの葉の存在
を示すが日本には野性のイネが生息していたとは考えら
れないので、日本でのプラント・オパールの存在はイネ
を栽培していた可能性を示す。また、青森県風張・熊本
県上の原遺跡・大分県大石遺跡からは約3千5百～ 3千年
前の炭化米が、また籾の跡がついた3千年前頃の土器が
岡山県の南溝手遺跡・福田遺跡・熊本県ワクド石遺跡・
福岡県長行遺跡等から見つかり、それらの発掘総数は70
例以上にのぼっている（145）。しかし、その後の研究で
これらの縄文時代のイネの痕跡には幾つかの疑問が投げ
かけられている。南溝手の土器は一部の土器の破片から
縄文後期のものとされていたが、その後、土器の接合破
片がみつかり、それは突帯文土器であり縄文晩期から弥
生早期のものとされている。またワクド石遺跡の籾圧痕
はイネ籾ではないと判定された（146）。また風張の炭化
米は縄文後期の住居跡から出土したものであるが、その
時代特定が 14C分析で行われた。その結果、それは2千5
百～ 2千8百年前（較正）、あるいは最近の分析によると
約2百年前のものとされた（147）。風張の七粒の炭化米
が何時のものであったのか確定することは今後の研究を
待たなければならないが、現在では風張の炭化米は後の
時代のものが縄文後期の地層に混入したものと考えられ
ている。
　日本のイネに含まれる遺伝情報には熱帯ジャポニカ由
来 28 のものがあり（120-133p）、縄文時代のイネの多くは
熱帯ジャポニカと推定されている。熱帯ジャポニカは陸
稲として利用されることもあることと、水田遺構が見つ
かっていないことから縄文時代には焼畑的な陸稲が利用
されていた可能性を強調する意見がある（118,148）。し
かし、イネは水田ではじめてその特徴である高い生産性
を発揮できる為に、陸稲を強調することには反対する見
解もある（149）。以上のことを考えると縄文時代のイネ
の栽培は散発的なもので、面的な広がりを持っていたと
は考えにくい。
　日本では陸稲がある程度栽培されており、九州などの
山間地では焼畑の陸稲栽培が20世紀の中頃までなされ
ていた（148-100p）。また陸稲の栽培面積は昭和10～ 20
年代ではイネの栽培面積の5％程と熱帯ジャポニカが日
本の稲作の一翼を担っていたことは確かであるが、熱帯
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ジャポニカについては分からないことが多い。熱帯ジャ
ポニカの日本への伝来のルートとしては台湾経由の海上
の道の可能性が高いと推測される（図3、A）。

9.3 縄文から弥生への移行から栽培化を考える
　9.4で弥生時代を形成した重要な要素である稲作につ
いてまとめるが、ここでは農耕の導入について少し補足
してみたい。1万数千年前から気候変動・大型獣の激減・
絶滅による食料資源の不足により、人は従来の狩猟・採
集生活から野生の穀類に目を向け長い時間をかけ栽培化
を始めざるを得なかったことを上述した。それは従来の
狩猟・採集生活が持続できなくなった為に徐々に栽培化
を始めたという一つのシナリオである。一方、縄文時代
は絶頂期の後、気候の寒冷化や自然の恵みの減少により
人口を減らしたが、それなりの生活を持続可能な形で継
続していた。弥生の稲作の開始は縄文的な生活が持続困
難になった為に始められたのではなく、渡来民が完成度
の高い水田稲作を持ち込み、それを先住民が積極的に取
り入れたのであって、上述したムギ類等の栽培化の開始
とは違うシナリオである。縄文時代の生活が持続可能で
あったことは、最近まで自然の恵みに依存し持続的な発
展をしてきたアイヌの人々の歴史が物語っている。また、
イヌイットの人々も基本的には持続可能な形で狩猟・漁
撈により暮らしている。これらのことは人の狩猟・採集・
漁撈生活が自然に与える負荷量は地域と時代によって著
しく異なり、それが持続可能かどうかは一概には言えな
いことを示している。また狩猟・採集あるいは小規模の
土着の集団が自然にどの程度の負荷を与えたのかの評価
は、そもそも保全とはどのようなことであるかも含めて
論争の的となっている（150,151）。更にこのことは、現代
の先住民の生活と多様性の保全というナイーブな問題と
もつながっている。
　もう一つ指摘しておきたいことは、例えばイヌイット
の人々が生活スタイルを変えるように強いられているの
は、アラスカに眠る資源を求めて現代の経済・市場文明
が蚕食したことである。それによりイヌイットの人々は
伝統的な物質的・精神的な絆を守ることが難しくなって
いる（152）。そのことはアイヌを含め多くの場合に共通
に見られたことでもある。
　これらのことは最後に考察するグローバリゼーション
と多様性の併存という我々の目指すことが容易ではない
ことを象徴的に表している。しかし、諦めるわけにはい
かない。

9.4 弥生時代の水田稲作
　9.4.1　弥生時代の開始年代
　1943年に発見された登呂遺跡は紀元2、3世紀の弥生
時代後期の遺跡だ。そこからは51面の水田遺構が見つか
り、その総面積は約7万m2、平均約1,400m2の大区画水田
があった（148-52p）。その後、紆余曲折を経ながら弥生
時代の稲作の実像が明らかにされ始めているがまだ不明
な点も多く残っている。
　弥生時代は水田稲作・金属器・弥生式土器を特色とす
る新しい文化を持つ時代であり、従来その開始時期は紀
元前4世紀頃とされていた。ところが2003年に国立歴史
民族博物館の研究グールプにより弥生時代の開始時期が
紀元前10世紀後半、即ち、従来より5百年ほど前に遡る
という成果が報告された（153）。その根拠は初期に発掘
された弥生式土器についていたスス・煮焦げ・ふきこぼ
れ、また水田に使われた木の杭の有機物に含まれる 14C
を測定し、その有機物のもととなる生物が死んだ時期を
特定し、その土器が使用されていた時期を決定したもの
だ。生物は生きていた時の空気中の 14Cを含むが、死滅し
た後はそれが崩壊し 14Nとなり 14Cは減少するのみで新た
な 14Cを得ることはない。そこで、各時代の大気中の 14C
量が分かればその生物由来物に含まれる 14C量からその
生物が死んだ時を決定できることになる（14Cが半分に
なる時間は約5,730年）。そのように空気中の 14Cの量を
一定とせずに、各時代の 14C量で較正したものを較正年
代と呼ぶことは既に述べた。このような較正を行い土器
の使用された年代を割り出したのだ。しかし、幾つかの
問題が指摘された。それは、例えば、薪に用いた枯れ木
が死後100年経過したものであれば、それを燃やした時
につくススの年代は、土器を使用していた時代より100
年以上 29 前となる。また、煮焦げの材料が海産物であっ
た場合には、その海産物に含まれる 14Cの値はその時の
14Cの値より前の時代のものとなる（海洋リーザバー効
果と呼ばれる）等だ。また国立歴史民族博物館の主張を
認めると、福岡県の曲がり田遺跡から発掘された弥生時
代初期の鉄器の時期も同様に紀元前10～ 9世紀に遡る
ことになり、大陸で鉄器が普及し始める春秋戦国時代（紀
元前770～ 221年）よりもその鉄器が古いことになり、
大陸から鉄器がもたらされたことを見直す必要がでてく
る等の疑問を投げかける研究者もいる。しかし、弥生時
代初期の鉄器の発掘例は極めて限られたもので、これは
たまたま後の時代のものがその地層にまぎれこんだ可能
性が指摘される等、今後の詳細な研究を待つ必要がある。
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ここでは国立歴史民族博物館の主張に沿った弥生時代は
紀元前10世紀に始まったとする従来の説より約500年遡
る時代特定により説明する。
　9.4.2　稲作の伝来ルート
　1980～ 81年に佐賀県の菜畑遺跡から18m2余りの小さ
な4枚の水田遺構、炭化米と弥生時代早期前半の土器で
ある山ノ寺式土器・夜臼IIa式甕が発掘された。これらの
土器はそれぞれ紀元前780年頃、紀元前930年（較正）頃
のものとされた（153）。また炭化米の発掘量は縄文晩期
以前に見つかるものとは比べ物にならないほど多かっ
た。また1951～ 54年に本格的な発掘が行われた福岡県
板付遺跡 30 からは約500m2もある大型水田遺構、用水路
に設けられた井堰・農機具が黒川式粗製深鉢・夜臼I式甕
と伴に発掘された（153）。前者の土器は紀元前800年頃

（較正）に、後者の土器は紀元前450年頃（較正）に使用
されていたと推定されている。おそらく、板付けでは紀
元前800年頃から数世紀にわたり水田稲作が営まれてい
たと思われている。そこの環濠集落は濠の内側が東西約
80m、南北約110mの楕円形であった。水田は約5世紀の
長きに亘ってほとんど変化しておらず、かなり完成度の
高いものとして始まったと考えられている（154-149p）。
また、弥生早期の遺跡からは畠作物のアワやキビも見つ
かっており、雑穀栽培も本格的に行われていた。
　以上のことから、紀元前10世紀後半に北九州地方で水
路・畦畔・灌漑を伴った完成度の高い水田稲作が始まっ
たとされている。上記以外の弥生時代早期の遺跡から出
土したイネを含めてそのDNAの分析が行われた。その
結果、当時のイネは熱帯ジャポニカと温帯ジャポニカの
両方があることが分かった（155-85p）。弥生時代に耕作
された熱帯ジャポニカは弥生時代に持ち込まれたもの
か、縄文時代にすでに存在していた熱帯ジャポニカが耕
作されたのかははっきりしない。
　一方、弥生時代に水田という完成度の高い技術を持っ
た稲作は中国から朝鮮半島経由（図3、C’）あるいは朝
鮮半島を経由せず（図3、B、C）直接もたらされたと考
えられている。イネのDNAの一部の領域は8つのタイプ
に分けられる。その8つの分布を見ると、中国には8つ全
てが、朝鮮半島には7つ、そして、日本には主に2つがあ
る（120-137p）。日本に見られる1つのタイプは朝鮮半島
で約60％、中国で20％程度を占めている（155-104p）。日
本の他の1つのタイプは朝鮮半島には無い。そのことは
そのタイプのイネが中国大陸から直接もたらされた（図
3、B、C）か、あるいは朝鮮では何らかの理由で持ち込

まれた1つのタイプが、日本に持ち込まれた（図3、C’）
後に絶滅したかの二つの可能性が考えられる。またそ
の調べられたDNAの領域は中立の領域で形質を支配す
るものではない。即ち、形質と無関係な8種のものの内、
日本には主に2つしか存在しない。そのことは日本に持
ち込まれたイネがごく少量であったことを示している

（155-105p）。
　水田稲作技術を伴ったイネの伝来ルートはイネの研究
だけでなく、弥生時代にもたらされた文化様式の由来や、
日本人の形成に果たした渡来系弥生人の遺伝的形質の寄
与も参考になる。弥生時代に始まる土器の様式が朝鮮半
島のものと深く関係していることと、以下に述べるよう
に日本人の形成には朝鮮からの渡来系弥生人が深く関
わっていることは、弥生時代を形成した稲作が中国の山
東半島から朝鮮経由で日本に伝来した（図3、C’）可能
性が高いことを示唆している。山東半島から朝鮮半島へ
の伝来のルートとしては遼東半島を経由したルート（図
3、D）の可能性もある（156）がそれらを確定する段階に
は至っていない。勿論、水田稲作の伝来ルートは一つと
は限らず幾つかのルートで何度も伝来した可能性もある
が、それらについては分からない。
　9.4.3　稲作の全国への普及
　弥生時代に北九州で始まった水田稲作は約700年かけ
て全国に広がった。青森県弘前市砂沢の水田遺構は紀元
前400年頃、関東地方の神奈川県の中里遺跡の水田遺構
は紀元前100年頃のものだ。関東に水田稲作が伝わった
のは本州では最後で、東北地方には日本海沿いにそれよ
り3百年ほど早く水田技術が伝わった。北九州で水田稲
作が始まった後も関東、東北では縄文時代の生活様式が
続いていた。即ち、弥生時代の生活・文化様式が日本列
島全体で画一的に始まったのではなく、縄文時代の生活
様式で暮らす地域と弥生的な生活様式の地域が数百年以
上に亘って併存していた。また北九州でも稲作が点から
面に広がるのは長い時間がかかったと考えられている。
弥生時代の遺跡から出土する植物遺体を整理すると、ド
ングリが最も多く、75％の遺跡から、2位はイネで60％
弱、以下はモモの40％強、マメ類の20％強と続いていた

（157）。これらのことは弥生時代の稲作の普及はゆっく
りで縄文時代の生業形態が併行していたと考えられる。
またいったん水田稲作を取り入れたが、寒冷化の時期に
は水田稲作を放棄し、従来の狩猟採集生活に戻る地域も
あるなど多様であったことを強調しておきたい。
　弥生時代が始まった頃の日本の人口は10万人足らず、
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それが弥生時代の後期には約60万人に増加したと推定
されている（158）。千年以上の時間をかけ階層と社会的
中心が顕在化する時代へと移行して行ったと考えられて
いる。福岡県志賀島で1784年に発掘された倭奴国王印は
紀元57年のものと思われている。また、卑弥呼が活躍し
たのは紀元3世紀で250年頃に亡くなったとされている。
このように豪族が誕生し次第に大きな国家的な権力が生
まれ古墳時代（3世紀半ば～ 6世紀末）が始まった。集約
的な稲作はそのような社会を生みだした一因であろう。
その後、飛鳥時代に口分田が始まり、奈良時代には人口
が約600万人（158）、水田は約百万haになった（114－上
277p）。それは、日本の最盛期の水田面積の30％程で、収
量も明治時代の半分程の約1.2t（146頁にことわったよう
に本小論の収量は1ha当りであり、それを省略している）
になり稲作が国家の基礎として定着し始めたと考えられ
る（114－上278p）。また、その頃には早稲・中稲・晩稲の
多くの品種が栽培されていたことが品種の名札の存在か
ら分かっている（159）
　9.4.4 インディカの栽培
　現在日本で栽培されているイネは弥生時代に伝来した
温帯ジャポニカの子孫が主であるが、縄文時代以来、陸
稲として栽培されている熱帯ジャポニカもある。また過
去には長粒のインディカ種もかなり栽培されていた（114
－上122p）。日本でのインディカ栽培の概略をみてみよ
う（160）。それらは南方産のインディカではなく華中の
秈稲あるいは朝鮮のインディカに似ていた。日本に持ち
込まれたのは11世紀後半から14世紀で、14世紀末には
醍醐寺の所有する讃岐国にあった荘園で栽培されていた
記録が残っている。それらは大唐米と呼ばれるインディ
カで、赤い色をした赤米であった。そのインディカは収
量が多くはないが早稲で、冷水がかりでもイモチ病にな
りにくい、あるいは旱魃に強いなどリスクを分散させる
特徴を持っていた。その為に、高知・宮崎・鹿児島等の強
湿田地帯・不良田（特に開発直後の新田は不良の場合が
多い）に植えられた。また“ぐるり植え”と呼ばれる田ん
ぼの周辺部だけに植えられ、早く実らせ端境期の食糧と
して利用された。地域によっては栽培面積の半分にイン
ディカの赤米が栽培されていた時代があった（160-32p）。
インディカは江戸時代には稲作栽培の拡張に大きな役割
も果たした。しかし、不備な新田が漸次整備され熟田化
するにつれインディカの割合は減少し、明治中頃には品

種改良による優良品種が導入され殆ど植えられなくなっ
た。しかし、インディカの種子は脱粒性が強く、田にこ
ぼれたものからイネが育ち収穫にインディカが混入し食
味を落とす等の問題が昭和の初め迄残った地域もあっ
た（160-117p）。中国に於いても北宋の3代皇帝の真宗は
不良環境に強いインディカの占城稲を福建省から江南地
方に積極的に取り入れた。12世紀末の江南東西路では
占城稲がイネの栽培面積の80～ 90％を占めていた（160-
222p）。宋代以降に中国から伝来したインディカ米のルー
トは、はっきりしていない。

10．日本人の形成

　さて、弥生時代の形成に大きく関わった渡来民が来朝
した理由はその時期が何時かにより違ってくる。紀元前
10世紀頃とすると、環境変化により大陸で民族移動が起
こり順番に玉突き状態のような形で日本に渡来したもの
と思われる。また、紀元前5世紀頃と考えると戦乱の影
響かもしれない。何れにしても完成度の高い稲作が持ち
込まれ弥生時代が発展し日本文化と日本人の基礎が形成
された。渡来系弥生人は縄文人に対して多数であったの
か、それとも少数であったのかを含め日本人の形成につ
いて、初めて日本列島に人が現れた時まで遡って考えて
みたい。
　
10.1 日本への人の渡来
　20万年前に誕生したホモ・サピエンスが世界各地に展
開し、どのように民族が形成されたかについては現在各
地に住んでいる人々の遺伝情報から辿ることができる。
例えば、ミトコンドリアとY染色体のDNAの比較で、母
系と父系の先祖の展開がそれぞれ明らかにされている（1
参照）。　
　日本人の形成についてもそのような手法による新たな
成果がこの20年ほどの間に蓄積した。その結果、① 日本
には4万年前頃からホモ・サピエンスが渡来したこと 31。
② その後の4万年の間に北（樺太）、西（朝鮮半島、中国
大陸）、南（先島諸島、沖縄諸島）のルートから、何度も
多くの人々が日本列島に渡って来たこと。　③ それら
の人々が互いに関係を結びながら次第に遺伝的に多様な
日本人が形成されたことが明らかにされている。先ず大
きな流れをまとめ、次に二つの重要な問いを設定してみ
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31 4万年以上前の人類の足跡として、岩手県の金取遺跡の石器（約9万年前）（161）と最近報道された島根県砂原遺跡の石器（約

12万年前）がある（162）。現在の世界の人々は20万年前にアフリカで誕生し約8万年前にアフリカを出たホモ・サピエンスの
子孫であるというミトコンドリア・イブに代表されるアフリカ単一起源が現在の定説である（1参照）。それに従うと、これら
の石器を作った人々はホモ・エレクトスの子孫で、その後、絶滅した可能性が高い。しかし、そのことは当時の人骨を分析し
なければ分からない。その出土が待ち望まれる。
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よう。
　4万年前頃からアフリカを出たホモ・サピエンスが日
本列島にたどり着き、狩猟・採集・漁撈に頼る旧石器時
代の暮らしを営んだ。その後土器を作り始め、部分的に
栽培植物も利用し始めたのが縄文時代だ。縄文時代は、
約1万6千年前頃から3千年前迄続いた。
　第一の問は、旧石器・縄文人はどのような人であった
のかということだ。縄文時代の早期の人口は数千人程度
であったが、ピーク時には30万人弱、そして晩期には10
万人弱と推定されている（138,139）。第二の問は、先住の
縄文人が暮らしていた所に新たな稲作技術を携えた渡来
系弥生人が流入してきたが、その両者の関係はどのよう
なものであったのかである。
　弥生時代が終わる頃には人口は60万人程になり、古墳
時代が始まり国家が大きく発展し奈良時代には600万人
になった。その間もそれ以降も、中国や朝鮮から漢字や
文化を携えた人々が往来し日本文化が形成されていっ
た。更に、現在でも国際結婚や文化交流は盛んで日本人
の遺伝的な多様性・日本文化は変化し続けている。しか
し、遺伝的な意味での日本人の基本的な構造は、概ね弥
生時代が終わる頃までには出来上がったと考えられてい
る。即ち、上記の問いを考えることが日本人の形成を考
える上で最も重要だ。
　日本人の形成は主に三つの手立てで調べることが出来
る。　① 過去から現在までの人骨や歯の形状の比較。　
② 日本語、石器やその材料、土器の様式等を含めた日本
の文化と周辺地域の言語・文化の比較。③ 過去と現在の
人の遺伝情報の比較である。

10.2 旧石器・縄文時代の人
　10.2.1　人骨・石器等の分析から
　日本列島で発見された最古の人骨は1968年に沖縄県
那覇市山下町で見つかった約3万2千年前のものだ。そ
れは6～ 7歳の子供の大腿骨と脛骨でホモ・サピエンス
の特徴をもっていたが、それ以上のことは分からなかっ
た。沖縄に人が現れるルートは先島諸島を経由した南か
らの海上の道か、反対に日本列島から南下する道がある
が、どの道を辿ったかは分からない。1960年代末以降、
沖縄県具志頭村港川から港川人と呼ばれる数体分の頭
蓋骨を含む人骨が発掘された。港川人1号の男性は身長
153cmで約1万7千年前の人と推定された。彼らの顔は
かなり広く短く奥行きがあり、現代日本人とは大幅に異
なっていた。その顔の特徴は同時代に生息していた現代

型ホモ・サピエンスとは似ておらず、むしろ数万年前の
初期現代型あるいは古代型ホモ・サピエンス（約20万年
前から存在していた現代型のホモ・サピエンスではなく、
ホモ・ハイデルベルゲンシス等を含む）に似ていた。何
故ホモ・サピエンスである港川人が同時代の現代型のホ
モ・サピエンスとあまり似ていなかったのだろう。それ
は彼らが沖縄という辺縁に隔離されて住んでおり独自の
進化をとげた為と考えられる。このようなことは生物の
進化ではしばしば認められる。同様の例は隔離されたフ
ローレス島で最近発掘された1万6千年前に生きていた
ホモ・フロレシエンスの場合にも見られる。彼らは世界
の他の所では数十万年前に滅びてしまったホモ・エレク
トスと関係があるのではないかと考えられている（別の
考え方も含めて1参照）。
　港川人の頭蓋骨や歯の形を同じ頃に発掘された他の人
骨と比較すると、ワジャク人（数万年前にインドネシア
のジャワ島で暮らしていた）とは似ていたが、山頂洞人

（約3～ 1万年前頃に北京郊外の周口店で暮らしていた）、
あるいは柳江人｛13～ 7万年前 32 に中国南部の柳州で暮
らしていた（163）｝とは似ていなかった（164）。
　現代アジア人の歯の形は大きく東南アジア人の“スン
ダ型”と北東アジア人の“中国型”に二分しうるとされ
ている。“スンダ型”の歯は全体としては小さく単純な形
であるが、第一大臼歯が相対的に大きい特徴を持つ。一
方、“中国型”の歯は全体として大きく複雑な形であるが、
第一大臼歯は相対的に小さい。港川人や縄文人の歯の型
は“スンダ型”に分類できる為、彼らが東南アジアと強
い関係があると強調する学者もいる。しかし、東南アジ
アの“スンダ型”の歯と“中国型”の歯がどのような関係
にあるかなど不明な点も残っており、現段階では港川人
が東南アジアの子孫だと断定することは出来ない（164）。
その可能性を含め今後の研究が望まれる。
　4万年前以降の後期旧石器時代の前半には列島全域で
先ナイフ形石器及びナイフ形石器が使用されていた。そ
れらには地域色は認められない。またそれらは日本独自
のものが多く（165-111p）、それらから日本列島への人
の渡来ルートは推測できない。一方、後期旧石器時代の
後半に使用されていた細石刃、尖頭器等は二つ以上の様
式に分けられ、主に「東北日本」と「西南日本」の二つ
の文化圏があったことが分かる。それはその頃の最終氷
期の最寒冷期に生態系が大きく変化したことによると
考えられている。それらの石器には日本独自の様式のも
のもあるが、細石刃は北方ユーラシアの文化が朝鮮半
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32 従来は3万年前といわれていた。7万年前以前であるとすると、アフリカから世界に広がったホモ・サピエンスの子孫ではな

い可能性もあり、時代特定は重要な問題を残している。
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島、あるいはサハリンを経由して日本に流入したものと
されている。また、北海道の白滝原産の黒曜石を材料に
した石器がサハリンのソコル遺跡から見つかっている

（166）。これらは日本列島へは朝鮮半島経由の西ルート
あるいは樺太からの北ルートから人がやって来たこと
を示している。
　10.2.2 遺伝情報の分析から
　ホモ・サピエンスの母系の子孫の足取りを世界の現生
の53人のミトコンドリアの全DNA配列の比較から調べ
たところ、2人の日本人がシベリアの1人のイヌイット
と南米の1人のグアラニー族と類縁関係が強いことが明
らかになった。加えて、その4人の共通祖先が約4万年前
に生きていたことが示された（167）。以上のことは、4
万年前以降に北ユーラシアに住んでいた人の子孫が日本
へ、また北米経由で南米にまで渡っていたことを示して
いる。この遺伝情報の比較は2人の日本人についてだが、
ミトコンドリアのDNAを幾つかのタイプに分類し比較
する別の調査では、千人以上の現生の日本人と世界各地
に住む多くの人との比較がなされ、日本へは人が北・西・
南の三つの道で渡来したことが示唆された（168）。その
三つのルートの時期の特定など詳細は不明だ。
　父系の祖先を辿ることが出来るY染色体は約20の系
統に分類でき、日本と世界各地の人の比較がなされた。
その結果、日本人のY染色体が世界の中でも極めて多様
性に富んでいることが分かった。それは色々な時代に
様々な地域から渡来した多様な人々が日本人の祖先と
なったためと考えられている。更に、バイカル湖周辺か
らアムール川流域に住んでいた人々がサハリン経由で北
海道に、あるいは沿海州を南下し朝鮮半島経由で北九州
に渡来し、後期旧石器時代の列島の住民の多くを占めて
いたと推定された（169）。その後1万数千年前にユーラ
シア大陸の東部に局限しシベリアにはほとんど見られな
い系統の人々が日本に渡ってきた。即ち、その人々は北
の道ではなく西の道を辿って日本に現れたと考えられて
いる（169）。一方、最終氷期の2万年前頃までにはマンモ
スを追って北の道から北海道に渡ってきた人もいたこと
が推定されている（170-78p）。
　10.2.3　日本語の起源から
　日本語の起源から日本人の形成を考えることも可能だ
が言語の比較でそれらの系統関係を明らかにすることは
約1万年を遡るのが限界とされている。また、日本語の
起源はアルタイ語起源説・高句麗語同系説・朝鮮語同系
説・オーストロネシア起源説など諸説がありはっきりし
ない。即ち、言語の系統関係から日本人の形成を探るこ
とは容易ではない。しかし、一つの考え方だけを紹介し
よう。それは縄文語の再現は難しいが、縄文語が最近ま

で話されていた方言の中に残っていたのではないかとい
う主張である（171）。それによると、例えば東北地方と
山陰地方には同じようなイントネーションを持つ方言が
残っており、それは辺縁の隔離された地域に残った古い
言葉（縄文語）というものだ。松本清張の『砂の器』では、
東北訛りの「カメダ」という言葉が山陰地方でも同じよ
うに話されていることを手掛りに推理が進んだ。両地方
は離れているが辺縁であったために縄文語由来の共通の
言葉が残った。即ち、縄文人の文化が現在に継承されて
いると考えるのである。
　上述したように旧石器・縄文時代には北・西・南の道
から日本に人が渡来し、縄文人が形成されていったと思
われる。縄文時代の人々がどのように関係したかは定か
ではないが、縄文時代の日本には幾つかの文化圏に分か
れる多様な暮らしが営まれていたことは遺物の調査に
より明らかにされている。例えば縄文時代草創期の丸木
舟の製作に使用されたと考えられる磨製石器の「栫ノ原
型石斧」の分布は沖縄本島から長崎県五島列島に及ぶ地
方（中心地域は奄美大島から鹿児島県本土南部）に限定
され、それらの地方が一つの文化圏であったことがわか
る（172）。しかし、既に3万年前以降には伊豆の神津島の
黒曜石が本土で、あるいは1万数年前以降は、長野県の
和田峠や神津島の黒曜石が数百キロ離れた地域でも見つ
かっている。更に、糸魚川のヒスイは紀元前4千年以後、
北海道から九州まで行き渡っていた。縄文晩期には九州
の五島列島以南と八丈島以南にのみ生息しているベン
ケイガイやオオツタノハガイから作った腕輪が北海道伊
達市の有珠モシリ遺跡から出土した。これらのことは旧
石器・縄文時代を通して広い範囲で交易が行われていた
こと、また違う文化圏同士の交流もあったことを示して
いる。縄文時代は東日本で人口密度が高く、北は北海道
から南は沖縄まで多様な生活様式をもった人が暮らして
いた。それらの縄文人は以下に述べるように弥生時代に
徐々に増える渡来系弥生人とは明らかに異なり列島全域
で、ある程度遺伝的な共通点を持っていたと考えられて
いる。

10.3 弥生時代
　10.3.1　弥生人の特徴
　狩猟・採集・漁撈と補助的な植物栽培で地方色豊かに
多様な暮らしをしていた縄文人の中に、水田稲作の技術
をもった渡来系弥生人が紀元前10世紀頃から北九州に
現れたと考えられている。初期の弥生人の人骨はほとん
ど見つかっていないが、弥生中期になると渡来系弥生人
の遺伝形質を強く持つ弥生人の人骨が多く出土するよう
になる（140）。それらの弥生人と縄文人の頭蓋骨等の骨
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格を比較すると明らかな違いがある。縄文人はその外見
は現在のアイヌや沖縄の人に似ており、顔の幅は広く、
彫が深く鼻は比較的大きく、瞼は二重で唇は厚く、歯は
現代人よりは小さく上下の歯がぶつかる特徴を持ってい
た。また男性の平均身長は158cm、女性は148cmほどで
体毛は濃かった。一方、渡来系弥生人は上下に長いのっ
ぺりした顔立ちで鼻幅は細く、一重瞼で唇は薄く、歯は
現代人よりも大きく上の歯が下の歯に覆いかぶさる現
代日本人と同じ特徴を持っていた。また、男性の平均身
長は165cm、女性は150cmと縄文人よりは背は高く体毛
は薄かった。このように遺伝的に明らかに異なる特徴を
もった人々が北九州に渡来し、その後、長い時間をかけ
全国の先住の縄文人と関係を持ち、日本人が形成された
と考えられる。
　足立文太郎は現代の日本人の耳垢が湿ったタイプと乾
いたタイプに分かれることを1937年に見つけた（173）。
それらによると日本列島の南北端に位置するアイヌと
沖縄の人々の 40～ 50％は湿型であったが、本州では
20％の人が湿型であったに過ぎず、前者とははっきり異
なっていた。本州で乾型が多いという特徴は、朝鮮半島
や中国大陸の人の90％以上が乾型であることと強くつ
ながっていた。一方、台湾やフィリピンでは湿型が60～
75％と高いことも分かった。これらから足立の弟子の金
関丈夫は縄文時代の日本列島には元々アイヌや沖縄人に
似た湿型の耳垢を持った人々が住んでおり、おそらく弥
生時代に大陸・朝鮮半島から乾型の渡来系弥生人が流入
し本州域ではその遺伝的な影響を受けたが、日本の両端
では影響を受けることが少なく古い特徴が残ったという
渡来説を1955年頃から提唱した（174）。耳垢の性状は16
番の常染色体にある一つの遺伝子により支配されること
が2006年に明らかにされた（175）。また、遺伝的な性質
として乾型は湿型に対して劣性であることも明らかにさ
れている。以上をまとめると、劣性の乾型が本州に多い
ことはそこで渡来系弥生人の繁殖力が強かったこと、一
方で縄文人の湿型の形質も各地で程度の差は異なるが確
実に受け継がれていることが分かる（10.3.2　参照）。
　頭骨の形態を比較し人の祖先を探ることも出来る。縄
文人・渡来系弥生人・古墳時代から江戸時代の人・現代
のアイヌ・本州の人・沖縄の人・中国人等の頭骨の形態
小変異の22の形質の比較が行われた。形態小変異とは頭
蓋骨の前頭骨が大人になっても左右に分かれていて縫合
されない、あるいは縫合されるというような性質で、生
育環境の影響を受けにくいものだ。それに反して、例え
ば顎の発達の度合いは食物の変化に影響されるので縄文
人と現代人を比べても遺伝的な関係を議論することはで
きない。その小変異を検討すると、渡来系弥生人と現代

人を含む弥生以降の本土人は互いによく似ていること、
縄文人とアイヌ人は大変良く似ていること、沖縄の人は
縄文人やアイヌとは似ておらずむしろ本土人に近いこと
が示された（176-167p）。つまり、渡来系弥生人の遺伝形
質が現代日本人の中に強く認められることとアイヌと沖
縄の人の外見は彫が深いなど縄文人と似ているが、現代
の沖縄の人とアイヌの人は違う形質を持っていることが
明らかとなった。沖縄・琉球の人々は近代まで日本と中
国双方と等距離外交を長く行っており、中国との人的な
交流はアイヌとは較べものにならいほど多く、その為に
沖縄の人とアイヌの人の外見上の類似性と遺伝的な親近
さが異なったと考えられている。
　縄文人・弥生人・現代人のミトコンドリアのDNAの比
較や現代人のY染色体の比較からも縄文人・弥生人・現
代日本人の関係が明らかにされている。ミトコンドリア
のDNAの比較からは以下のことが明らかにされた。　
① 北海道の縄文人集団と関東の縄文人集団は明らかに
異なっていた。このことは頭蓋骨等の形質が全国的に均
一であることとは一見矛盾する。しかし、祖母・母・娘
と母系でのみ継承されるミトコンドリアのDNAの比較
の結果と、父系と母系の多くの遺伝情報に支配される頭
蓋骨等の形質の比較の結果は一致しないこともある。例
えば、外部の集団から女性の参入が少ないとミトコンド
リアのDNAの多様性は急速に減少する（先住の集団の
娘を持たなかったミトコンドリアのDNA型は消滅して
しまう）が、頭蓋骨の多様性は父系の影響も受けるので
違ったものになる。　② 現代の本土日本人は関東縄文
人より渡来系弥生人と似ている。（168）　③ 現代本土日
本人は中国人よりも韓国人と似ている。　④ 現代本土
日本人は琉球人やアイヌよりは韓国人との相似性が高い

（177-99p）。⑤ 現代本土日本人の構成グループはほぼ鎌
倉時代のそれと酷似している（168）。
　また、Y染色体の比較からは弥生時代が始まる頃に長
江文明の担い手だったと思われる人々が日本列島に渡
来したこと、更にそのタイプのY染色体を持つ人々が現
在、山東省・朝鮮半島にも暮らしていることが示された

（169）。
　以上をまとめると、旧石器・縄文時代には北方ユーラ
シア（ミトコンドリアDNA・Y染色体・石器の様式の比
較から）、ユーラシア東部（Y染色体の比較から）、台湾
以南の東南アジア（港川人の形態・耳垢のタイプ）から
日本に人が渡来し、一部には違いがあるが（ミトコンド
リアのDNA）比較的均質な外見（頭蓋骨等の全体的な形
状）を持つ人が暮らしていたことになる。更に、そこに
稲作の技術をもった渡来系弥生人が朝鮮半島から日本に
渡来し先住の縄文人と結ばれ渡来系弥生人の遺伝形質が
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色濃い現代本土日本人が形成された（ミトコンドリアの
DNA、頭骨の形態小変異）。
　10.3.2　渡来系弥生人の規模
　それでは渡来系弥生人の集団の数はどのくらいであっ
たのだろうか。そのことを考える手だては主に縄文時代
の暮らしの様式や言語がどのように変化したかを考察す
ることだ。弥生の文化要素の支石墓や機織技術は、朝鮮
半島南岸地域からもたらされたと考えられている。文化
要素と水田経営は徐々に広がり、急速に全国に行きわた
ることはなかった。また、先住の縄文人が弥生時代に作っ
たと考えられる縄文系の弥生土器と渡来系の弥生土器の
両方が弥生時代の初めのうちは使われていた。また渡来
系弥生人の血が濃いと考えられる山口県響灘の海岸から
発掘された土井が浜の弥生人は、世界で有数の抜歯集団
である縄文人の抜歯の風習を取り入れるなど文化的な影
響を大きく受けていた（140-176p）。
　また日本語 33 にはその頃の中国、朝鮮半島の言葉に大
きく影響を受けた形跡は残されていない。むしろ、縄文
語を基盤にした言語が弥生時代に残ったという説もある

（171）。これらのことは、渡来系弥生人の人数は多くな
かったことを示している。ヨーロッパへの農耕民の移住
で考察したように、少数の人々が新たに加わった場合に
は言葉は先住民の言葉を使うと考えられる。また土器は
女性が作ることが多く、縄文系土器が弥生時代にも引き
続き作られたことは、荒海を越えて渡来した人々は男性
の多い集団と考えられている。
　それでは少数の渡来系弥生人の遺伝的要素が現代本土
日本人に色濃いということはどのようなことが起きたの
だろうか。一つの推測は渡来系の人々と先住の人々の間
に人口の増加率の違いがあったというものだ。例えば、
縄文人の人口増加率を0.1％、渡来系弥生人の人口増加
率を1.3％（戦前の日本は1.4～ 1.5％）で、両者は別々に
暮らし結ばれず（実際は交流したと考えられるが）、縄文
人の10％の人数の人が渡来したと仮定すると、3百年経
つとそこに住む人々の80％は渡来系弥生人となる計算
結果が得られた。それは弥生中期になると渡来系弥生人
の人骨が出土する割合が80～ 90％であるという結果に
合わせた条件の一つだ（140-220p）。このように考えると、
少数の渡来系弥生人が先住の縄文文化を持つ人々と次第
に交渉を深め両者の文化を融合させながらも遺伝的な影
響を次第に多く残し、現代日本人の基本的な集団が弥生
時代の終わりまでに概ね形成された可能性が高かったと
思われる。弥生の開始時期を紀元前10世紀とすると、弥
生中期までには6百年以上の時が流れており上述した仮

定より更に少数の渡来、あるいは低い人口増加率でも渡
来系弥生人の遺伝形質が弥生時代中期には80％となり
得る。
　さて、現代に生きるアイヌの人々が縄文時代の人々と
深い関係を持っていることを上述したが、アイヌの人々
について一言だけ付け加えておこう。アイヌの人々は樺
太から北海道・東北・関東に数万年に亘って暮らしてい
た先住の人々の子孫だ。それはアイヌ語由来の地名がそ
の地方に残っていることから推測される。彼らは弥生文
化等の影響を受けず、かつて使用していた土器を捨てる
など独自の生活様式を発展させてきた。アイヌ語と現代
日本語の間には系統的な関係は認められないなど本土日
本文化とは異なる文化を持っている（178-167p）。彼らは
長い間、日本列島でほとんど農耕を行わず、揺れ動く自
然の中でサケなどその恵みを受け独自の自然観を築き暮
らしてきた。例えば、熊を食糧にするが熊に対する思い
は、ともに同じ世界で暮らす横並びの共存意識だ。それ
は宮沢賢治の『なめとこ山の熊』の淵沢小十郎の心情と
も通底する。そのような自然観は何を食べるかという文
化、あるいは食べ物の獲得に直接かかわることと強く関
係している。現代の我々は間接的にパッケージされた食
糧を利用することが多く、食に対する理解が不足してい
る。既に、指摘されていることだが、食を考える食育を
現在の混迷する社会の問題解決の糸口にしたいものであ
る。即ち、あくまで我々は自然の恩恵のもとに成り立っ
ているという世界観を再認識し、それを膚で感ずるよう
な体験を教育の中に取り込むことが肝要だ。
　

11．その他の栽培植物の起源

　主にコムギとイネの栽培の起源、その伝播に伴う人の
移動とヨーロッパ人・日本人の形成について上述した。
栽培植物の起源地としては他にも幾つもあることが知ら
れている（図1）。ここでは東南アジアにおけるイモ等と
アメリカ大陸におけるトウモロコシ・カボチャ・ジャガ
イモの栽培について簡単に紹介する。東南アジアは温暖・
多湿であり栽培化されたものはイモ・バナナ等で腐りや
すく炭化した状態で残ることはまれだ。その為に考古学
的な発掘は殆どなされていない。しかし、種により形態
が違うプラント・オパールやデンプン粒の遺物から栽培
化の過程が最近少しずつ明らかにされている。

11.1 ニューギニアのタロイモ・バナナの栽培化
　ニューギニアや東南アジアでは根菜農耕のイモやバナ
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ナ・サトウキビの栽培が現在まで続いている（図1、33、
115）。最近、ニューギニアでタロイモのデンプン粒やバ
ナナのプラント・オパールが約7千年前の地層から発見
されタロイモやバナナが、既にその頃から栽培化されて
いたと考えられている（179）。栽培化の開始は更に遡り
得ることも指摘されているが詳細は分からない。
　野性のバナナには、種子が沢山あり、食べられる部分
は殆どない。栽培されているバナナは突然変異により生
まれた三倍体のバナナで、タネナシとなり、株分けによ
り繁殖させている（115-22p）。現在、我々が食べている
タネナシブドウ・タネナシスイカも三倍体であるが、こ
れは人為的に作ったものだ。

11.2 アメリカ大陸のトウモロコシ、ジャガイモ等の栽
培化

　アメリカ先住民は紀元前3千年頃迄、主に狩猟・採集
で暮らしていた。紀元前4千年以降の大型植物の遺物あ
るいは野生型と栽培型の遺伝情報の比較等から、アメリ
カ大陸におけるトウモロコシ・カボチャ・ジャガイモの
栽培化について徐々にその姿が明らかになっている。
　トウモロコシは野生のテオシントを祖先とし約9千年
前にメキシコのバルサス渓谷流域（北緯18°、図1）で生
まれたこと、またトウモロコシの栽培化は何度も起こっ
たのではなく、そこで一度だけ起こったことが遺伝情
報の比較から示唆された（180）。そこからは約6千2百5
十年前のトウモロコシの穂軸も発掘されている（181）。
バルサスから900kmほど東に行ったメキシコのサン・
アンドレスからは7千3百年前のトウモロコシのプラン
ト・オパールが見つかっており、そこへ伝播したことが
わかる（182）。テオシントの穀粒は硬い外皮によって囲
まれているがトウモロコシではそれが失われた（183）。
また一つの穂に数～十数粒だけが実るテオシントから、
数十粒のトウモロコシが数千年前に生まれ、そして現
在では数百粒を持つトウモロコシを我々は食べている

（33,184）。
　約1万～ 8千年前のカボチャの種子などの遺物がメキ
シコのオアハカから出土した（185）。約1万～ 5千年前の
カボチャのプラント・オパール｛形状は遺伝的な支配を
受けることがわかっている（186）｝ がトウモロコシと同
じバルサス渓谷から出土した（187）。また遺伝的な解析
からカボチャの栽培化は何ヶ所かで始められた可能性が
高い（188、図1）。ペルーから発掘された9千2百～ 5千5
百年前の人骨の歯石に含まれていたデンプンを分析した
結果、その人がカボチャや豆など、後にアンデス地方の
人々が利用した植物を食べていたことも明らかにされた

（189）。

　ジャガイモは約1万～ 7千年前にペルー南部のチチカ
カ湖周辺で栽培化されたと考えられている（190）。また、
多くの品種や地方の固有種の遺伝情報の比較から、ジャ
ガイモには二倍体の他に四、六倍体があるが、その栽培
化は一ヶ所で起こったことが示唆された（191）。
　このようにアメリカ大陸ではメキシコ・ペルーなど
何ヶ所かで約1万年前以降に作物の栽培化が起こった

（図1）。注目すべきことはホモ・サピエンスがアメリカ
に渡り中南米に辿り着いたのは約1万数千年前で、その
後、野生の植物を利用し始め、その中から栽培型を残し、
選抜して行ったことだ。ムギ類やイネの栽培化が、その
地方に長い間住んでいた人々によりゆっくり進んだこと
と比べると、アメリカ大陸では移動してきた人々が比較
的早く野生の植物に目を向け栽培化に進んでいったよう
だ。しかし、それは数千年かかったのか数百年かは定か
ではない。1万数千年前以降は気候変動が激しく大型獣
の絶滅など食料資源に大きな変動が起こった為に、アメ
リカ大陸に移り住んだ人々は短い間にあらゆる資源に目
を向けざるを得なかったと考えられる。その後、集約的
な農耕が始まり文明の兆しが見えるのは、数千年後の紀
元前2千年紀である。
　上述したように、ムギ類やイネは東西方向、即ち、同
緯度の地方には比較的早く伝播したが、北部ヨーロッパ
のように緯度が大きく異なる地方への伝播には時間がか
かった。それは植物の結実には日の長さが特に大きく影
響する為であった（6.3.2参照）。この観点から考えると、
アメリカ大陸での作物の南北方向への伝播には、異なる
日照条件への適応の為に長い時間が必要であったか、あ
るいは起源地がいくつかあったと考えられていた（103）。
トウモロコシやジャガイモには幾つかの起源地があった
という説がかつては有力であったが、それらの起源地が
単一とすると（180、191）、南北への移動がどの程度の時
間をかけどのように広がっていったのかを再考する必要
がある。その為には考古学的な発掘など今後の研究が待
たれる。
　アメリカ大陸で栽培化された作物は旧大陸にはない固
有なものが多く、13．で述べるように、それらが16世紀
以降に世界各地にもたらされ人々の生活を大きく変える
ことになった。

12．西欧における中世までの緩慢な農耕の推移

　1万年前頃から作物の栽培化が幾つかの地域でゆっく
りと始まり伝播したこと。7千5百年前頃からは灌漑が
始まり5千年前頃に初期の都市が成立し始め幾つかの地
域では文明・都市国家が成立したことを上述した。野生
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の植物の種子から粉を挽く石臼や穂を刈る石鎌は、1万
3千年前頃の西アジアのナトゥーフ文化期には使われて
いた（1.3参照）。栽培化には農具の発明が大きな役割を
果たした。耕地を開拓する、種を播く、あるいはタネイ
モを植えるには、鋤・鍬・堀棒等も重要であった。それら
は農耕開始時から使用されたと想像されるが遺物とし
ては必ずしも見つかっていない。犂は大きな力で土を切
ることで農耕を支えたが、それを使うには牛の助けが必
要で、メソポタミアで1万年前から始まっていた牛の家
畜化が大いに役立ったと考えられる（6.4参照）。メソポ
タミアやエジプトでは犂が灌漑の普及以前から使われ
ていと推測されている（192-184p）。牛に牽引させる犂が
どのように使われていたかは、5千年前頃のシュメール
や古代エジプトの絵から想起される。犂は紀元前4千年
紀にはアジア全域で使用されるようになっていた（192-
183p）。このように作物の栽培化は灌漑・農具によって発
展を遂げた。その後、青銅器、鉄器が利用されるように
なった。それらは先ず武器として使用されたが、平和時
には農具にも使われ農耕の生産性は上昇しただろう。
　紀元前2,000年頃のヨーロッパの人口は500万人程で
あったが、紀元前400年頃には2,000万人程に増加し多
くの帝国が栄えた。それは灌漑農耕に負うところが多
かった。ローマ帝国の最盛期の紀元3世紀初めには、ヨー
ロッパの人口は6,000万人強と著しい増加をみせ絶頂期
となった（55-97p）。しかし、その頃の農耕は5千年前に
メソポタミア・エジプトで成し遂げられたものと大差な
かった。その後のヨーロッパはローマ帝国の滅亡等に見
られるように全体としては衰退し、人口も紀元700年頃
には約2,500万人と大きく減少した（55-97p）。その後、金
属製の重量犂の普及（北西ヨーロッパの湿った土地を効
率よく耕すことを可能にした）、三圃制{ローマ時代に始
まり、農地を耕作地・休耕地・放牧地と順繰りに使用す
ることに依り土壌の肥沃度を高く保ち、また雑草を防除
し、生産性を上げる農法（56）}の採用、10～ 14世紀に亘
る中世の温暖期のシトー会 34 等による大開墾により13
世紀末にはヨーロッパの人口は再び7,000万人弱とロー
マ帝国の最盛期の人口を少し上回る迄に回復した。とこ
ろが、その後の小氷期に黒死病が流行した為に14世紀末
にはヨーロッパの人口は約2/3に減った（55-97p）。この
ような中世迄の農耕を一言で要約すると、幾つかの改良
はあったが緩慢な発展しか見られず生産性の点でもヨー
ロッパの農耕はメソポタミアに遠く及ばなかったという
ことになる（5.参照）。日本では、奈良時代の水田面積は

約百万ha（114－上277p）、人口が約600万人（158）であっ
た。1600年には水田面積は変わらず、人口が1,200万人
となった（158）。このことは、日本の場合も奈良時代に
確立した農耕が基軸となり、その後の展開はゆっくりし
ていたことを示している。このように中世迄の文明・社
会の発展は1万年前から始まった作物の栽培化とその後
の灌漑に支えられ時間をかけゆるやかに進行したという
ことになる。

13．旧大陸への新大陸の新作物の導入

　新旧大陸で始まった栽培化はそれぞれ交流することな
く独自のものとして長い間留まっていたが、15世紀末
にヨーロッパの人々により新大陸が再発見されてから新
大陸の作物や鉱物がヨーロッパ始め世界各地に持ち込ま
れた。代表的な作物としてはジャガイモ・トウモロコシ・
トマト・トウガラシ等がある。現在の世界で栽培されて
いる作物の半分以上は新大陸で先住民が栽培していたも
のといわれている。
　南米のジャガイモはアンデスの標高4千mを越す寒冷
な高山地帯に至るまでの多様な気象条件下で栽培されて
おり数千もの品種があった。ジャガイモはスペイン人に
より1536年にヨーロッパに持ち込まれた。ジャガイモは
冷涼な環境に適応しておりヨーロッパの気候に合うと思
われたが、それは奇異なものとみられ最初は食べ物とし
ては受け入れられなかった。また、上述したように植物
の生育は日長の影響を大きく受ける。ヨーロッパは低緯
度の南米とは日の長さが著しく異なり、夏は日が長くイ
モの肥大には不向きだった。その為にヨーロッパの気象
条件でも肥大するイモが改良されたが、それは少数の品
種に限られていた。ジャガイモが食物として人に受け入
れられ広範に利用され始めたのは18世紀中頃であった

（193-79p）。
　やせた土地でもよく育つジャガイモは16世紀末には
アイルランドに伝えられ18世紀末にはアイルランドの
ジャガイモ栽培は全盛期を迎えた。それはアイルラン
ドのような寒冷地では穀類の栽培が難しく、そこでは
オート麦と畜産に頼ってなんとか暮らしを立てていた為
であった。アイルランドのジャガイモの収量は17t35 と

（194-256p）、オート麦と較べると驚異的な生産高でアイ
ルランドではジャガイモの単一栽培へと舵がきられた。
1800年にはイギリスとアイルランドの連合が成立し、イ
ギリスは急速に工業化しアイルランドはイギリスへの食
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糧供給の農耕地帯となった。14世紀半ばから19世紀中
頃にかけては小氷期による気候不順でヨーロッパは何度
も飢饉に襲われた。1845年に始まったヨーロッパのジャ
ガイモ飢饉はそれまでのものとは比較にならないほど甚
大なもので、アイルランドでは数十万人が死亡し約100
万人が移民として国を出た（194-269p）。アメリカ大統領
のJ.F.ケネディの曾祖父もその一人であった。新大陸に
は多数のジャガイモの品種が存在するが、そこからヨー
ロッパに外来種として持ち込まれ、栽培されたジャガイ
モは少数の品種に限られていた。ジャガイモが導入され
た時にはジャガイモに特異的に感染する病原菌は持ち込
まれずにヨーロッパではジャガイモの単一栽培が急速に
広がった。ところが、1843年頃からアメリカで大発生し
たレイト・ブライトという病気が1845年のヨーロッパの
寒い湿った夏に、特にランバーという品種を中心に急速
に広がった。当時は植物の病気についての科学的な観察
がようやく始まった頃だが、ジャガイモの病気がカビの
一種によると特定すること、またその対策を講ずること
も出来なかった。当時、大被害をもたらしたジャガイモ
大飢饉の原因の一つは、現在でも問題とされる広範囲に
及ぶ外来種の単一栽培の持つ脆弱性と考えられる。
　アンデスで栽培化されたトマトも16世紀にスペイン
人によりヨーロッパに持ち込まれ1544年には文献にそ
の名が記された。しかし、それは有毒と考えられ1840
年頃まで受け入れられなかった（195）。中南米で6千年
前から利用されていたトウガラシ（196）は、クリスト
ファー・コロンブスに同道した医者により15世紀末に
スペインに持ち込まれ薬や調味料として利用された。
　またトウガラシは日本へはポルトガル人によりもたら
され、それが1592年の第1次朝鮮出兵時に朝鮮半島に持
ち込まれたとされていた。しかし、最近、それ以前の朝
鮮の文献にトウガラシの記載があり朝鮮へのトウガラシ
の伝来は日本経由でなかったとも言われている。何れに
しても、それまで山椒を使って作られていたキムチが今
食べているトウガラシ味となったのは、南米原産のトウ
ガラシが導入されたからだ。
　トウモロコシも15世紀末あるいは16世紀始めには
ヨーロッパにもたらされ世界各地へ広まった。この他、
19世紀後半にはブラジルから東南アジアにゴムが、また
アフリカのコーヒーは17世紀にアジアに広まった。南米
のコーヒーは1723年にフランス陸軍のガブリエル・ク
リューが困難な航海の末に、カリブ海のマルティニク島
に一本の苗木を持ち込んだことに始まる。またブラジル
は1727年にコーヒーの種子を獲得し、今日の隆盛を築
いた。それはフランス領ギアナから持ち出しが禁じられ
ていたコーヒーの種子を、フランス人総督婦人と恋仲に

なったフランシスコ・パリュタが夫の目の前で彼女から
贈られた花束の中に隠されていた種子を手に入れたこと
に始まると言われている（197-178p）。このように航海を
通して世界が一つになると、各地方固有の作物が急速に
世界に広がり農耕の幅が広がった。しかし、その広がり
は主に新大陸から列強あるいは列強の支配する植民地へ
の方向で偏りがあった。

14．科学・農業・産業革命

　17世紀になると、コペルニクス、ケプラー、ガリレイ、
ニュートンらにより近代科学の幕が開き、生物学・農学
も新たな展開を始めた。一方、農法も従来の三圃制から、
飼料用の根菜のかぶとマメ科の赤クローバーを輪作の
ローテーションに加えた輪栽式が囲い込みに支えられ導
入された。輪栽式ではマメ科植物による土壌の肥沃度の
増進と根菜を播種する時期の深耕の雑草防除効果に依
り、三圃制で必要であった休閑をなくすことができ生産
性が向上した。また三圃制では飼料が十分でなく冬を越
させる家畜を制限する為に屠殺せざるを得なかったが、
輪栽式では飼料の供給量も増え多くの家畜を通年で維持
することも可能となった（56）。これらの農法の変化は農
業革命と呼ばれイギリスでは産業革命が始まる18世紀
半ばから広まり、19世紀初めにヨーロッパでは約1億9
千万人を養うほどになり、それが産業革命を推し進める
土台となったと考えられている。
　イギリスでは1760年代から産業革命が始まり社会の
仕組みが大きく変化した。それは農業分野にも大きな影
響を与えた。例えば1831年に発明されたマコーミックの
刈り取り機はまだ馬を使っていたが、刈り取りの効率は
従来の数倍となり労働の効率を著しく高めた。更に、19
世紀後半には蒸気機関が農業機械にも使われるようにな
り畜力、風力、水力に頼るしかなかった以前の技術に比
べ格段に進歩した。また、以下に述べるように科学の発
展も農業に大きな寄与をした。その結果、農業は上述し
た輪栽式農法の改良に加え、さらに大きく飛躍的な発展
を遂げた。それらの影響は人口の変化に大きく現れた。
15世紀末の世界の人口は約5億人で300年かけて18世紀
末には1.8倍の9億人になった。一方、科学・農業・産業
革命が勃興した19世紀末までの100年間で世界の人口は
約1.8倍の16億人と、かつてないような人口増加が見ら
れた。しかし、一方で、産業革命は都市にスラム街を発
生させ新たな社会問題を生み出した。
　科学革命：　1841年にユストゥス・リービッヒは植物
の生育には窒素・リン酸・カリウムの三大栄養素等が必
要であり、植物の成長は与えられた栄養素のうち最も欠

臼田：知は地球を救う　3．作物の栽培化から遺伝子組み換え作物まで
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乏したものに影響されるとする説を発表した。また、彼
は腐植土の中の有機物が栄養となるのではなく植物は無
機物を吸収し成長するとした。このように作物の生育要
因の解析が始まった。
　ヨーロッパでは家畜の糞尿を肥沃な土地を作る為に
利用する三圃式・輪栽式農耕等が行われていたが、人
糞尿の農耕への利用は拒否反応が強かった。ところが、
リービッヒは中国の農耕に注目し人糞尿を利用する中
国の農耕を世界で最も完全な農耕と評価し、無機的な養
分の他に有機質肥料の循環的使用の重要性も指摘した。
このような人糞尿に対する東西の相異はトイレの文化
にも現れている（198）。中国では前漢の時代には、豚を
人糞で飼育する“究極の循環”の跡がみつかっている。
それは長いあいだ続いていた（198-65p）。一方、例えば
フランスのルイ16世は、1780年11月8日に「昼であれ
夜であれ、窓から、いかなる水も、尿・糞便・その他の汚
物も捨てることを禁じ、違反には300リーヴルの罰金を
科す」と命令を出さなければならないほどパリは糞尿に
まみれていた（199-181p）。一方、徳川時代の江戸では長
屋の糞尿は商品価値をもって近郊の農耕に利用されて
いた。江戸は当時、世界一の人口を誇る衛生的な都市で
あった。筆者が小学生だった50年前の昭和30年代には、
東京の23区内に肥溜めがあり農耕に人糞尿が利用され
ていた。そのことはその臭いとともに記憶に鮮明に残っ
ている。日本の家畜の糞尿は現下の問題の一つである。
輸入した濃厚飼料の一部は畜産物となるが残りは糞尿
となる。国内に持ち込まれた窒素は最終的に糞尿として
国内に過剰に蓄積し、それによる環境汚染が起きている

（200）。それは昭和36年に公布された農業基本法 36 が輸
入飼料に依存した畜産の振興を図ったことに端を発し
ている。最近では家畜の糞尿処理も有料化されるなど新
たな段階に入っている。このようなことを考えると人畜
の糞尿の循環的再利用を衛生的に行うことが今後の課
題の一つであろう。
　植物の病気の防除には17世紀から飽和食塩水等が経
験的に用いられていたが、それらがなぜ効くのかの仕組
みは分からなかった。19世紀中頃のジャガイモ大飢饉
の時にもまだその原因についてははっきり理解されてい
なかった。アントン・デ・バリは1853年にカビが植物の
病気を引き起こすことを報告した（202）。一方、ルイ・パ

スツールやロベルト・コッホは19世紀の後半に微生物が
人等の病気を引き起こすことを明らかにした。これらの
研究を嚆矢とし19世紀に植物病理学が徐々に進展した。
　1853年から始められたグレゴール・メンデルによるエ
ンドウ豆の交配実験から見出されたメンデルの法則が口
頭で発表されたのは1865年であった。しかし、1866年
に発表された論文も含め彼の発見はほとんど注目されな
かった。1900年に彼の法則がユーゴー・ド・フリースら
により再発見され、ようやく遺伝学が大きく発展するこ
とになった。このように19世紀中葉以降、植物科学が興
りその成果が次第に農業にも応用されるようになった。
　植物の成長を制限する大きな要因の一つは窒素肥料
だ。窒素は空気の80％を占め豊富に存在する。しかし、
多くの植物はその窒素を直接利用できない。マメ科植物
の根粒には空気中の窒素からアンモニアを生成できる細
菌が共生している。マメ科植物はそのアンモニアを利用
し、やせた土地でも育ち得る。田植え前の耕地にマメ科
のレンゲの紫色の花が咲き誇っていた光景を思い出す
が、それは田植え前にレンゲを植えそれをすきこみ水田
の地力を高めていたものであった。
　化学的に空気中の窒素からアンモニアを作ることは、
その反応に必要な高温・高圧の条件に耐える装置を作る
こと、また適当な触媒を探すことが難しいため容易では
なかった。ドイツのフリッツ・ハーバーとカール・ボッ
シュはその課題に取り組み1909年に窒素からアンモニ
アを作ることに成功した。1913年には工業的な生産が始
まり安価な窒素肥料が供給されるようになった。19世
紀末にドイツでは1haに3.1kgの無機肥料が与えられて
いたが、1914年には42kgと大幅に増加した（203-218p）。
現在では先進国では数百kgの施肥まで行われ、逆に多
肥による水質汚染の問題を引き起こしている。ハーバー
は窒素肥料の合成で人類へ絶大な貢献をしたことによ
り、第一次世界大戦の終わった1918年11月11日の翌々
日にノーベル賞を受賞した。しかし、この窒素固定法は
アンモニアから爆薬の原料の硝酸を安価に大量に供給す
ることにもつながり、一方でドイツの軍事力を支えるこ
とにもなった。彼は敗戦後の困難な時期も研究を続けた
が、それを経済的に支えた一人は星製薬を起こした星一
であった。また、ハーバーはユダヤ人であるが故にナチ
スに協力し、第二次世界大戦を早期に終わらせるためと
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信じ毒ガス開発に巻き込まれ数奇な運命を辿ることに
なった（204）。
　農業生産は植物が豊富な光、水、肥料を与えられ適度
な温度の下で空気中からCO2を吸収することにより成り
立つが、作物は病気や虫により被害を受ける。また雑草
が生えるとその生産性は著しく低下する。これらの対策
として病虫害の防除用薬剤と除草剤が1940年代から使
用され生産性の向上に一役買った。

15．緑の革命

　作物の品種改良による生産性の向上が1960年代にメ
キシコやフィリピンの国際共同研究所を中心に成し遂げ
られた。それは緑の革命と呼ばれている。日本はその成
功に主に二つの点で大きく貢献した。

15.1 改良コムギ品種の片親
　第一はコムギの新たな多収性品種の親の提供だ。江戸
時代には下肥に加えて干鰯等の利用で施肥法が改良され
土地の肥沃度が増した。肥沃な土地に作物が育つと生育
は盛んになり背が高く多くの種子をつけるが、作物は倒
れ最終的には収量が下がってしまう。そこで江戸時代の
お百姓さんは、イネの裏作として育てていたコムギで、
肥沃な条件でも倒伏しない背が低くしっかりした達磨と
いう品種を作り上げた。その子孫のフルツ達磨を父に、
ターキーレッドを母にもつ農林10号という背の低い品
種が約10年かけて1935年に登録された。この品種は病
害に弱い欠点がある為に広くは普及しなかったが、それ
を生んだ岩手などの東北地方で栽培されていた。背の低
い矮性のコムギは突然変異で生まれた。植物の伸長は遺
伝的な支配を受けている。竹の子があっという間に伸び
るのはジベレリンと呼ばれる物質が多く出来、その合成
をきっかけに一連の出来事が起こり背は伸びるのだ。ジ
ベレリンの分解を促進する（205）、ジベレリンの合成を
抑制する（206）、あるいはジベレリンに応答するその後
の出来事を起こさせない（207）等の突然変異が起こると、
矮性の植物が生まれることが明らかにされている。
　第二次世界大戦が終わると米国の占領が始まり米国人
は日本の“お宝”を探した。1946年の2月に占領軍に加
わっていた農学者のサミエル・サーモンは京都大学の木
原均の研究室を訪れた。彼らは木原らにタルホコムギと
二粒系コムギの交雑によりパンコムギが生まれたという
最新の成果を紹介した。しかし、彼らは木原らも同じこ
とを見つけていたことを聞かされ大変驚いた。彼らはそ
のような交流を行うと共に農林10号等の矮性コムギの
種子をアメリカに持ち帰った（46-177p,208）。既に、戦前

に農林10号に先立つ矮性の達磨系統の種子が米国に送
られていたが、その能力を発揮する育て方は伝わってい
なかった。サーモンらは農林10号の特徴を生かす株同士
の間を広げる等の栽培のノウハウも種子とともに持ち
帰った。その結果、農林10号を片親としたコムギの品種
改良がアメリカのワシントン州やメキシコなど各地で精
力的に行われた（208）。緑の革命を担ったコムギはメキ
シコでロックフェラー財団等の支援を受けたノーマン・
ボーローグを中心につくられ、1962～ 3年には品種とし
て安定したものが登録された。彼らは病気に強いコムギ
の品種改良を行っていたが矮性にも目を向け、数多くの
交配を行い多収性の品種を作り出した。ボーローグはそ
の功績により1970年にノーベル賞を受賞した。彼はその
後も一貫して世界の飢餓の克服を目指し2009年95歳に
なるまで第一線で活躍した。
　それらの多収性のコムギはメキシコ・インドなど多く
の地域で栽培され、メキシコでは1964年には食糧自給が
達成された。また、メキシコのコムギの収量は1975年に
は1945年の4倍以上に達した（46-181p）。しかし、最近で
は北米自由貿易協定により安価なコムギが輸入されメキ
シコのコムギの生産高はピーク時の50-70％程に落ち込
んでいる（32）。
　
15.2 光の利用に優れた草型
　日本の二つ目の貢献は群落としての植物の光の利用効
率に関する理論的な解析であった。多少専門的になるの
で煩雑に感じる方は読み飛ばしていただきたい。例えば
1m四方に植物が生える状態を想像してみよう。仮想的
に一枚の1m四方の葉が水平に茂ったとすると、その葉
の下にある葉には殆ど光が当たらない。一方、1m四方
の葉が45度に生えていたとすると、その葉は水平に生え
ているものに比べて受ける光の量は減少する。しかし、
その葉の下に生えている葉もかなりの光を吸収できる。
植物は生きるために光合成と呼吸を行う。一言で言うと、
光合成は光を利用し空気中のCO2から砂糖を作り、呼吸
は砂糖を燃やしエネルギーを獲得し生存を支えCO2を放
出する。砂糖を収入と考えると、光合成は収入を、呼吸
は支出を担うと考えられる。1m四方の土地に生える植
物全体の実収入は総収入から総支出を引いたものとな
る。ある葉が水平に茂りその下に何枚も葉があると、水
平に茂っている一番上の葉は光合成の最大能力を発揮
し収入を得るが、それ以外の葉は殆ど収入には寄与せず
支出のみを行う。ところで、光合成は光に依存し砂糖を
作るが、光がある強さになるとそれ以上光が強くなって
も収入は増えず頭打ちとなってしまう。つまり、植物は
受け取った強い光の全てを利用できない。もしも、二枚
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の1m四方の葉が両方とも幾分弱い光を受け、その光を
全て利用できればその方が収入は増える。このようなこ
とを広げて考えると、1m四方の土地にどの程度の葉が
どのような傾きをもって生えると、全体として最も総収
入が多くなるかが分かる筈である。このような概念は土
地面積の何倍の葉がそこに生えるかという葉面積示数と
いう指標と葉の傾きに凝縮された。門司と佐伯はこれら
の要素と植物全体としての生産性の関係をボイセン・イ
エンセンの古典的な研究を発展させ理論的に明らかにし
た（209）。このように葉の傾きは特に重要で、葉が直立
するか水平になるかは草型として理解された。イネの品
種改良では、葉が直立ぎみの草型の方が生産性は高くな
るという日本の研究者を中心になされた研究も役立った

（210）。
　
15.3 緑の革命の光
　これらの成果を踏まえて、葉が直立している矮性のイ
ネの品種改良がフィリピンの国際イネ研究所でなされ
た。インドネシアのインディカ品種のペタと中国の矮性
のインディカ品種の低脚鳥尖の交配からIR8という品種
が1966年に確立された。その矮性はジベレリン合成が突
然変異によって抑制されたためであることが後に明らか
にされた（206）。IR8は最適条件では10t近い収量をあげ

“奇跡のコメ”と呼ばれた（211-124p）。IR8の種子は研究
所から農家に渡され、実際の圃場で栽培された。しかし、
IR8は病虫害に弱く、伝統的な栽培法では病虫害の被害
を受けるなど、条件を整えた研究所で発揮された多収性
の潜在力を長期に亘って発揮することは少なかった。そ
の後、各地域での独自の品種の育成あるいはIR8系統の
病虫害に強いIR24等の品種が作られ、広く栽培されるよ
うになった。また栽培法の改良も徐々に行われた。即ち、
イネの場合は一朝一夕で農家の圃場で多収性が実現した
のではなく地域の実情に合った優良品種の創出と土壌
管理・雑草病虫害対策を含む栽培法の改良が一つのパッ
ケージとなって始めて緑の革命が実現された。
　インドは緑の革命の品種のコムギとイネを取り入れ
作物の生産性を向上させた。緑の革命を最も成功させた
国と言われている。インドのコムギの生産高は1960年
代初めの1,000万t強から1974年には2,000万t強に増加
し、1974年には食糧の自給を達成した。2007年には7,600
万tのコムギを生産した。収量も1961年、1974年、2007
年ではそれぞれ0.9t、1.2t、2.7tと上昇した（32）。1980
年には緑の革命の品種がコムギでは収穫面積の75％に、
またイネでは45％と大きな広がりを見せた。イネの生
産高は1960年代初頭で5,000万t前半が1970年代後期に
は8,000万t弱、そして2007年には1億4,000万tになった

（32）。このようにインドでは緑の革命が広く行き渡りそ
の恩恵に浴したが、後に述べる緑の革命の負の影響も大
きく受けた。
　アジア全体ではIR系統等の導入により1992年のイネ
の収量は1961年の約2倍となった。緑の革命等による増
産で1997年の穀物生産は世界全体で1970年の1.7倍とな
り、その間の人口の1.6倍への上昇（22億人の増加）を支
える大きな要因となった。同期間に食肉の供給量、漁獲
高もそれぞれ2.2倍、1.6倍に増加した。　
　緑の革命による増産は新たな品種の創出だけで達成さ
れたのだろうか。それには多肥・灌漑・除草剤等が必要
であった。世界全体で1980年代終わりの施肥量は1960
年代初頭の4倍（32）に、1990年の灌漑面積は1960年初
めの灌漑面積の2倍弱に増加した（193-91p）。緑の革命の
増収はこのように新たな多収性品種の創出・多肥・灌漑
があいまって達成された。それぞれの寄与は概ね同程度
であったと言われている。
　
15.4 緑の革命など現在の農業の陰
　1960年から1990年初頭に成し遂げられた作物の増
収は緑の革命が世界全体に普及したことによるのだろ
うか。作物の増収の要因には大きな地域差が存在した。
1961年と1992年についてアジアとアフリカのコメにつ
いてみると、アジアでは作付面積は1.22倍の上昇に留
まったが収量は1.97倍に増加し総生産量は最終的に2.4
倍となった。一方アフリカでは、収量の増加は1.36倍に
留まったが作付面積が2.39倍となり総生産量は3.25倍と
なった（32）。このことは、多肥・灌漑を実施する経済的
環境が整っていなかったアフリカでは新たな品種の恩恵
を十分に受けられなかったことを示している。
　緑の革命は恩恵だけをもたらしたのだろうか。残念な
がら緑の革命がいち早く導入され広く行き渡ったインド
では、パンジャブ地方等で幾つかの弊害が発生した。そ
れは多肥による水質汚染、灌漑による塩害あるいは湛水
の被害だ。
　次に幾つかの問題を考えてみよう。先ず、集中的な灌
漑の及ぼす影響をサウジアラビアの例で見てみよう。コ
ムギの収穫面積は1981年の7万3千haからオイルマネー
の利益による灌漑により1992年の92万haに急増した。
しかし、1996年にはそれは27万haに激減した（32）。そ
れは10年程の集中的な灌漑による塩害、あるいは水資源
保全のための自制による。現在の農業は灌漑に大きく依
存している。農産物の40％は耕地面積の16％の灌漑耕地
から生産されている（212）。灌漑が行われている所には
大きな地域差がある。インドではほとんど全域で灌漑が
行われている。一方、アフリカではエジプトで灌漑が行
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われているが、アフリカ大陸全体を見渡すとほとんど灌
漑は行われていない（213）。この地域差もサブサハラ・
アフリカの抱える問題をはっきり示している。
　メソポタミア文明が数千年の栄華の後、衰退した原因
の一つは灌漑による塩害といわれているが、現在の機械
力による大量の灌漑では極めて短期間で同じようなこと
が起こった。歴史は繰り返すと言われるが、その規模は
現在の工業化した高人口の社会では驚異的であることを
銘記すべきだ。サウジアラビアではその後、灌漑法に改
良がなされコムギの栽培面積は最近では50万ha弱と幾
分回復した（32）。我々は生産性を上げるための灌漑を一
方的に永続することは出来ないことを知るべきだ。特に
畠作では土壌の問題が大きい。
　中国では黄河から農業用水を多量に取水する為に川の
水が涸れる断流が見られる。1970年代には黄河の断流
は一年に多くても20日程度であったが、1990年代後半
には200日を超え、その距離も700kmに及ぶ年があった。
そこで中国政府は下流の流量をモニターしそれが限度以
下に減ると、上・中流での取水制限を始めた（214-107p）。
しかし、問題の根本的な解決には至っていない。
　また、アラル海の周辺では古くギリシャ・ローマ時代
から灌漑農耕が行われていたが、1960年代以降、ソ連に
より灌漑依存の綿花栽培が積極的に行われた。その為に
アラル海に注ぐ川からの取水量が急増し湖水面積は激減
した。湖の塩分濃度が上昇し、かつて盛んであった漁業
も衰退した。干上がった湖に残る錆付いた漁船の悲しげ
な姿の写真に衝撃を受けた人も多いはずだ。
　別の例はアメリカに見ることが出来る。アメリカ大陸
を横断する飛行機から円形の畠がいくつも並ぶ光景を目
にした人もいるだろう。それはセンターピボットと呼ば
れ時には半径1km以上にも及ぶ散水装置で灌漑農業を
行っている畠だ。散水装置が円弧を描いて動くために円
形の畠となる。その水源はオガララ滞水層と呼ばれる地
下水層だが、そこには新たな水の供給が殆どなく、その
地下水は化石水と呼ばれている。その水層から灌漑の取
水が一方的に行われる為、既に1970年頃から水源の枯渇
の兆候が見え始め、それが悪化していると言われている

（214-60p）。
　インドでは上述したように広い範囲で灌漑が行われ、
地下水の減少が心配されていたが、21世紀初頭には地
下水がパンジャブ等で年平均4cm低下したと報告され、
ことの重大性が指摘されている（215）。このように、灌
漑は様々な問題を含んでいる。また水源から幾つもの国
を流れ下る川では上流の国の水利用が下流の国の死活を
左右する。21世紀は水をめぐる国際紛争が激しくなる
と危惧されているが、それには根拠があり杞憂ではない。

　施肥には経済力が必要であり、アフリカの施肥量はア
ジア地域の約10％と圧倒的に低い（211-113p）。これは上
述したアフリカで収量の増加が低いことの一因だ。現在
の多肥・灌漑・農薬に依存した集約的な農業の高生産性
は直接的あるいは間接的に多くの化石燃料に支えられて
いる。現在のアメリカの化石燃料消費の20％は食物の生
産と輸送に使われている（216）。このように緑の革命の
成果を享受するためには経済的な豊かさや幾つかの要素
が必須で緑の革命には負の側面が伴う。その為に以下の
ような批判がなされている（217）。
　緑の革命の恩恵を受ける為には経済力が必要でその恩
恵に与ったのは豊かな農業者であり、貧しい小農は逆に
農作物の値段が下がる等により、更に貧しくなり貧富の
差が拡大した。また、緑の革命は限られた品種を多くの
耕作地に広める為に、従来各地域で栽培されていた地方
固有種を駆逐しそれらが姿を消してしまうことが心配さ
れている。あるいは単一品種を広い地域に栽培すること
は、ジャガイモ飢饉に見られたように壊滅的な病虫害の
被害を受ける可能性が高い等のマイナスの面を持たざる
を得ない。また、水質汚染、塩害等の問題点も緑の革命
には内包されている。それらをどのように考えるかはこ
の小論の最後に触れる。
　日本の稲作にはインディカに由来する緑の革命の品種
は食味も好まれず用いられなかったが、日本独自の品種
改良・多肥など栽培法の改良があいまって収量は1980年
代には1940年代の1.7倍ほどになった。しかし、米あま
り・減反の状況は収量増加を推し進める気持ちをくじい
ている。しかし、世界を見渡したとき日本で培われた経
験を積極的に世界の食糧問題の解決に役立てたいもので
ある。
　
15.5 アフリカのための緑の革命
　緑の革命は主にメキシコ・アジアを中心に普及したが、
アフリカは経済力の弱さが一因でその恩恵に浴すること
が少なかった。しかし、別の要素もあると考えられた。
それは緑の革命に用いられたイネがアジアのオリザ・サ
ティバで、アフリカの固有種のオリザ・グラベリマでは
なかったことである。そこで、アフリカの風土にあった
グラベリマとサティバの交雑による新たな品種が1994
年から作られ、New rice for Africa （NERICA米）と呼
ばれている。これには日本の研究者も積極的に参加し、
西アフリカのベニンにあるアフリカ・ライス・センター

（旧称WARDA）を中心に研究が行われている。アフリ
カ全体では2005年現在15万haの栽培面積となり、幾つ
かの国で少しずつ試験栽培から農民による生産段階に移
りつつあるが、全体的に見るとその広がりは僅かである
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（218）。最近のベニンのイネの収量は2.6tだが多くのサ
ブサハラ・アフリカのイネの収量は1t前後で、エジプト
の10t、インド、タイの3t、中国、日本の6～ 6.5t37、オー
ストラリアの8t等と較べると著しく生産性が低いこと
が明らかだ（32）。それでもアフリカの多くの国は国民総
生産の一位を農業が占めている（17.3参照）。アフリカの
農業の向上をもたらす手立てを考えそれらの国が農産物
の輸入国である状況を改善し、自給率を高め自立の道を
探ることが21世紀の世界の緊急の課題の一つだ。その手
立てに収量増加は欠かすことが出来ないが、過去の緑の
革命の負の側面を考えながら総合的に取り組む必要があ
る。総合的な考察は17.に述べる。
　

16．遺伝子組み換え作物

16.1 遺伝子組み換え作物の作成を理解するための基礎
事項

　遺伝子組み換え作物（genetically modified作物、 GM
作物と省略する）がどのように作られるようになったか
を理解するために遺伝情報（DNA）について最低限のこ
とを整理しておこう。生物の特徴は一言で言うと、自己
複製することだ。それは遺伝情報総体のゲノムを複製し
次世代に渡すことだ。有性生殖は母と父から子への遺伝
子の伝達で、無性生殖は一つの個体からの伝達だ。それ
らは同一種における遺伝子の伝達で垂直伝播と呼ばれ
る。ところで植物の細胞には光合成を行う葉緑体と、呼
吸を行うミトコンドリアという細胞内器官がある。それ
らは自身の遺伝情報のDNAを持ち細胞分裂時に、それ
らの器官もDNAを複製し自身を複製する。その結果、新
たな細胞にも葉緑体とミトコンドリアが含まれることに
なる。葉緑体とミトコンドリアにはなぜ遺伝情報が含ま
れているのだろうか。これらの細胞内器官はもともと独
立した別個の原核生物で独自の遺伝情報を持っていた
が、それが別の生物におよそ20億年前頃に取り込まれ消
化されることなく共生し一つの細胞になったと推定され
ている 38。この場合には一つの生き物が丸ごと他の生物
と合体したと考えられる。そのような他種の生物の間に
起こる遺伝子の伝達を水平伝播という。
　人の数十兆の細胞の一つ一つには遺伝情報のDNAが
幾重にも巻き込まれているが、それをほどくと2m前後
になるほどDNAはとても細い。そのためにDNAは切れ

やすく、切れたDNAが他の生物のDNAの中に入り込む
ことがある 39。例えばシアノバクテリアという生物を、
DNAを含んだ溶液に入れておくと外来のDNAがひとり
でに細胞に入り、更にまれにゲノムにまで組み込まれる。
このようにDNAの一部が水平に他の生物に取り込まれ
ることを人は積極的に利用しGM作物を作っている。
　DNAに関する過去の最も重要な研究成果を振り返っ
てみよう。外来の遺伝情報が水平に伝播することは1928
年のフレデリック・グリフィスの有名な実験を嚆矢とす
る。彼は病原性の肺炎球菌を加熱殺菌すると病原性が失
われるが、その殺菌した菌に病原性のない肺炎球菌を混
ぜると病原性の肺炎球菌が誕生したことを示した。それ
は病原性のない生きた菌が病原性を持つようになったた
めで、そのようなことを形質転換と呼ぶ。その後、1944
年にオズワルド・アヴェリーはグリフィスの見つけた形
質転換は、病原菌のDNAが病原性のない菌に取り込ま
れ病原性のない菌が病原菌に転換したことを示した。し
かし、彼の発見はなかなか受け入れられなかった 40。し
かし、最終的には1953年にジェームス・ワトソンとフラ
ンシス・クリックがDNAの構造が二重らせんであるこ
とを明らかにし、その後DNAがどのように遺伝を担っ
ているかを明らかにする分子生物学が急速に進歩した。
僅かこの50年余りのことだ。
　
16.2 遺伝子の導入
　植物にはクラウンゴールと呼ばれるこぶ状の腫瘍が出
来ることがある。それはアグロバクテリアという土壌細
菌の一種が外来のDNAを植物に運び植物のゲノム本体
にそれを挿入し、外来のDNA由来の遺伝子産物が植物
内で出来るためにクラウンゴールとなることが明らかに
された（219）。このようにアグロバクテリアが植物に感
染することを利用し、植物に形質転換を起こさせるのが、
アグロバクテリアによる遺伝子導入だ。アグロバクテリ
アのDNAの一部を取り出しそこに形質転換を起こさせ
たい遺伝子を酵素 39の働きで導入し、それをもとに戻し、
そのバクテリアを植物に感染させ植物の形質を転換す
る。
　しかし、アグロバクテリアが感染しない植物もあり、
その場合には以下に述べる二つの“野蛮な”方法等で
形質転換を行う。　① 細胞に瞬間的に穴をあけ外来の
DNAを取り込ませる方法（エレクトロポレーション法）。
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植物細胞の外側にはおもにセルロースで出来ている細胞
壁という硬い構造物がある。我々はグルコースが繋がっ
たセルロースを消化できない。しかし、牛は反芻胃の中
に棲んでいる微生物がセルロースを分解する為にそれを
栄養とできる。微生物のセルロースを分解する酵素のセ
ルラーゼは日本の発酵業界により1960年代初頭に安価
に大量に得られるようになった。それを利用し1960年代
末には植物細胞から細胞壁を消化し取り除いた細胞膜だ
けで覆われているプロトプラストという単離細胞が大量
に得られるようになった（220）。プロトプラストは新た
な研究分野を生み出し多くの成果をあげた。1980年代
になるとそれがGM植物の作出にも利用された。それは
プロトプラストに短時間、高電圧をかけ細胞膜に穴を開
け溶液からDNAを細胞内に取り込ませ、それらをゲノ
ム本体に組み込む方法だ（221）。外来のDNAがゲノムに
取り込まれることはまれにしか起こらないが、細胞膜に
開いた穴は自動的に閉じられ細胞は生き続けられる。
　② 小さな金の粒子の表面にDNAを付着させ、それを
散弾銃で植物の葉に打ち込むとDNAが植物の葉に入り、
ごくまれにゲノムの本体に導入されることがある。これ
はパーティクル・ガン法と呼ばれ1987年に開発された

（222）。このようにして、多くのプロトプラストのごく一
部、あるいは葉のごく一部の細胞に導入したい遺伝子を
偶然に組み込むことが今から20年程前から出来るよう
になった。
　
16.3 形質転換細胞の選抜
　人の切断された足を如何に最適な条件に置いてもそこ
から人が新たに再生することはない。しかし、植物は挿
し木や挿し芽のように一部分を上手に育てると個体が再
生する。同じように植物は一つの単離細胞のプロトプラ
ストからでも植物個体を再生出来る。このような植物の
性質は全能性と呼ばれている。動物ではこのようなこと
はまれにしか起こらない。現在ではクローン羊やクロー
ン牛を作ることが出来るが、それは羊や牛の特殊な細胞
を用いることで始めて可能だ。最近、人の再生医療に向
けて幹細胞や万能細胞の研究が行われているが、それは
人の細胞が全能性を発揮することが難しいからだ。植物
も動物もそれぞれの個体に存在する無数の細胞の一つ一
つには完全なゲノムが含まれているはずだ。しかし、動
物の場合には、例えば、肝臓となった細胞は生まれた直
後の胚のような全能性を持つ細胞に戻ることが出来な
い。ところが植物の細胞は簡単に胚のような細胞に戻り、
そこから発生が再開され個体が出来上がる。
　植物ではこのような性質を利用し、新たな遺伝子を取
り込ませ形質転換を起こした細胞から植物個体を再生す

ることが出来る。ところで、数十万あるプロトプラスト
にエレクトロポレーションを行い、数十個のプロトプラ
ストに形質転換が起こった場合に、形質転換を起こした
プロトプラストから再生した個体を多数の中からどのよ
うに見分けるのだろうか。全てのプロトプラストから個
体を再生させ、その無数の個体の中からたまたま形質転
換を起こしたものを見つけることは実用的ではない。そ
こで以下の工夫が考え出された。転換したい形質を持つ
遺伝子の隣に選択マーカーとなる別の遺伝子をつなげた
DNAをつくり形質転換に使用する。形質転換の起こっ
たプロトプラストには二つの遺伝子が同時に組み込まれ
る可能性が高い。例えば選択マーカーとして抗生物質耐
性の遺伝子を入れる。プロトプラストから個体を再生す
る培地（寒天に栄養分等を入れ、その上にプロトプラス
トをまき植物体を再生させる）に抗生物質を含ませてお
くと、形質転換を起こさなかった多数のプロトプラスト
は抗生物質の働きで死んでしまう。ところが、抗生物質
耐性の遺伝子が組み込まれたプロトプラストは抗生物質
を無毒化することが出来る為に、抗生物質存在下で生き
残り個体を再生する。抗生物質の選択をかけると少数の
個体だけが生き延びる。それらについて望みの遺伝子も
導入されたかを確かめ、遺伝仕組み換え体を得る。この
方法は遺伝仕組み換えを起こさなかった多数のものを選
択的に除くことが出来き、実用的だ。しかし、選択マー
カーに何を使うかがこの節の最後に考察するGM作物の
評価に関係してくる。
 
16.4 GM作物の実際例とその普及
　植物への外来遺伝子の人為的導入法が確立し、多くの
GM植物が作られ、安全管理をした研究室内で育てられ
た。1987年には9例の野外試験が許可され、その後、そ
の数は増加し1994年には約600例となり最初のGM作物
が商品化された。それはフレーバーセイバーというトマ
トであった。
　形質転換は、本来持っていない遺伝子を導入し新たな
形質を付与する。あるいは既に持っている性質の強化あ
るいは弱体化を引き起こさせることが可能だ。緑の革命
を担った矮性の品種は背をのばすジベレリンの生成能が
低下した突然変異などであった。そのように本来備わっ
た能力を弱くすることも人には便利なことがある。　
　植物の実が熟す時には、それ迄の実を大きくする時期
とは違うことが起きる。例えば未熟のバナナを摘み取り、
完熟しているリンゴと一緒にするとバナナは黄色になり
食べ頃に熟す。それはリンゴが熟す時に作られたエチレ
ンがバナナにも影響するためだ。実が熟す時にはエチレ
ン生成が重要な働きをする。フレーバーセイバー・トマ
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トは熟す時にエチレン生成を担う酵素を作る遺伝子の働
きを弱め、エチレン生成を抑え、熟期を遅らせるように
形質転換させたものだ。トマトは店頭でしばらく売れず
に残ると、直ぐ傷むために捨てられるものが多い。GM
トマトは熟期を遅らせ、長い間販売できるようにし、生
産者・販売者の利益増加を狙ったものだ。しかし、それ
は値段が高く消費者に受け入れられず最終的には市場か
ら姿を消した。
　1995年には除草剤耐性のGMダイズの安全性が承認さ
れ1996年には販売が開始された。モンサント社は除草剤
のグリホサートを1970年代に開発し特許を取りラウンド
アップという商品名で売り出した。それは1980年以来の
ベストセラーの除草剤だ。植物は生育する為に必須のア
ミノ酸を自身で作っている。その化合物は必須のアミノ
酸をつくる働きを持つ植物の酵素活性を抑え、植物を殺
す。その薬剤は雑草にも作物にも同じ影響を与える。そ
こで除草剤の散布の時期や量などを工夫し、除草効果だ
けが得られるようにしなければならない。微生物には同
じ働きを持つ別の酵素があり、それはグリホサートの影
響を受けないことがわかった。そこで、その微生物の酵
素の遺伝子をダイズに導入した。そのGMダイズはグリ
ホサートの影響を受けず、それが多量に散布されている
畠でも旺盛な成長を遂げた。このように、そのダイズは
除草剤とセットで大手化学会社が販売している。
　トウモロコシは茎にアワノメイガというガの幼虫が棲
みつき大きな被害を受ける。ところがバチルス・ツーゲ
ンシスという微生物がつくるデルタエンドトキシンとい
うタンパク質は、このガが食べると消化され毒性物質に
変る為に殺虫効果があることがわかった。ちなみにこの
毒物は哺乳動物に対しては無毒だ。そこでデルタエンド
トキシンは生物農薬として使用されてきた。トウモロコ
シにそのデルタエンドトキシンを作る働きを持つ遺伝子
を導入すれば、トウモロコシが自前でガの幼虫に対する
毒物を生産し被害を受けなくなり、大量の農薬を撒く必
要もなくなる。そのような形質転換体がBtトウモロコシ
で1996年に商品化され、急速に普及していった。このBt
トウモロコシの生産者に対する利益についての調査が
1996～ 2001年になされた。それによると、　① 6年間に
Btトウモロコシの導入により全米で約700万tの増収が
あり、5.7億ドルの増益があった。　② しかし、種子代
は従来比で30～ 35％割高で、6.6億ドルの支出増加とな
り、差し引き6年間では9,000万ドルの減益となった。　
③ 年により害虫の発生は異なり、Btトウモロコシによ
る増益は被害の少ない年の1ha当たり5ドルから、被害
の多い年の30ドルと大きく違った。　④ その為にBtト
ウモロコシの利益は年により差があり6年のうち増益に

なった年も3年あったと報告された（223）。このように
Btトウモロコシの経済的効果は必ずしも劇的なもので
はない。また、GM作物の経済性は以下のような様々な
要因に左右される。遺伝子組み換え作物を嫌う消費者の
ニーズに応えるよう非組み換え作物種子へのGM種子の
混入を避けるためには余分な経費がかかる。あるいは非
組み換え作物では必要な殺虫剤にかかるコストや労働を
GM作物では軽減できる等だ。このように利と不利があ
るが、現在、米国のBtトウモロコシ等のGMトウモロコ
シの栽培面積は全トウモロコシの85％以上となってい
る。
　このように1990年代中頃からGM作物は商品化され、
上述したもの以外にジャガイモ・ワタ・ナタネ・テンサ
イなど多くのものが栽培され、一部の国では急速に普及
している。その様子を見てみよう。
　世界全体で1999年にはその栽培面積は約4,000万haで
あったが、2008年にはその3倍以上と急増している。最
も栽培面積の広い作物はダイズの7,000万ha弱、ついで
トウモロコシの4,000万ha弱、ワタ、ナタネと続いてい
る。ちなみに地球の陸地の面積は約150億ha、世界全体
の耕地面積は約14億haだ。即ち、現在では耕地の10％
弱にGM作物が栽培されている。どのような形質転換が
行われているのだろうか。除草剤耐性が約60％、害虫耐
性が10％弱、両方の性質を備えたものが20％弱だ。GM
作物の占める割合は2008年でダイズ、ワタ、トウモロコ
シ、ナタネでそれぞれ約70、46、24、20％に達している。
栽培面積の上位国は、アメリカ、アルゼンチン、ブラジ
ル、インド、カナダ、中国でそれぞれ6,250、 2,100、 1,580、 
760、 760、 380万haだ。20位はルーマニアで5万ha以下
だ。ヨーロッパで19位以内に入っている国はスペインの
14位で10万haとチェコの19位だけだ。アメリカやアル
ゼンチンのダイズでは、栽培面積の90％以上にGMダイ
ズが栽培されている（224）。このようにGM作物の栽培
は急速な広がりを見せている。
　日本の一般圃場で栽培されているGM植物は2009年現
在、青いバラだけだ。それは11月から販売されるように
なった。我々はGM作物に対して現時点で可能な評価を
すべきだ。以下に幾つかのポイントに分け考察したい。
 
16.5 GM作物の評価 
　16.5.1　倫理的な問題：
　人が意図的な遺伝子操作をすること自体に疑問を投
げかける倫理的な問題が先ずあげられる。以下の3点に
分けて考察しよう。　① 遺伝子が水平に伝播すること
は自然界でも起きている。つまり遺伝子の水平伝播自体
は不自然なことではない。しかし、水平伝播を人為的に

帝京大学文学部教育学科紀要　第 35 号（2010 年 3 月）

－ 165 －

93547帝京教育_校了.indb   165 2010/04/03   22:29:34



行うことに対する諾否の問題は残る。　② 人は自然に
起こった突然変異・交配により生み出された多くのもの
から、自分たちに都合のよい作物を意識せず残すあるい
は選抜し利用してきた。その後、人工的に様々な交配・
突然変異の誘発を行い積極的に品種の改良を行い、その
中からたまたま出来た都合のよいものを選抜してきた。
GM作物は、従来の技術と異なり交配することのない微
生物の遺伝子を作物に導入することも行っている。しか
し、形質転換を人為的に行うということは従来の品種改
良と同じだ。　③ 遺伝子組み換え生物による医薬品の
作成が行われている。人の糖尿病の治療には従来ブタや
ウシのすい臓を屠殺場で集め、そこからインスリンを精
製し薬としていた。人のインスリンは51個のアミノ酸よ
りなるが、ブタのインスリンはそのうちの一つのアミノ
酸が違う。また、動物からインスリンを取り続けるのは
大変なことであった。そこで、人のインスリンの遺伝子
を導入したGM大腸菌で人のインスリン製造が試みられ
た。それは1977年に成功し、1982年には商品化され治療
に使われるようになった。これも人が遺伝子操作を行っ
ていることに変わりない。人が遺伝子操作をすべきでな
いとするならばこのような医薬品の製造にも反対すべき
だが、それは現実的ではない。このようなことを総合す
ると倫理的な問題をGM作物だけに適応するのは公正な
立場とは思えない。しかし、医薬品の場合にはインスリ
ンを精製し安全性を確かめそれだけを利用するが、GM
作物はそれをまるごと食べるので安全性については十分
考える必要がある。
　16.5.2　選択マーカーの問題
　上述したように形質転換体の選抜には抗生物質耐性の
遺伝子が使われた。このことから考えられる危険性は、
抗生物質耐性の遺伝子を持った作物が世界に普及するに
従って、その遺伝子が病原菌に水平伝播し、抗生物質耐
性の病原菌が生まれるという食品としての安全とは別の
問題だ。そのような水平伝播は両者の接触濃度・頻度な
ど多くの要素の影響を受ける。それらの現実的な条件を
考えると、病原菌に抗生物質耐性遺伝子が水平に伝播す
ることはほとんど起こり得ないという評価がされている

（225）。しかし、このことは頻度がいくら低くても重大な
問題であり避けるべきだ。そこで、選択マーカーとして
抗生物質耐性の遺伝子より安全なものの使用、あるいは
遺伝子導入後に選択マーカーを除去する等の開発がなさ
れ、現在では選択マーカーの安全性の問題は克服される
方向にある。しかし、抗生物質耐性の遺伝子を使用して
いるGM作物が安全評価を受け既に認可され栽培されて
いる。
 

　16.5.3　食品としての安全性
　GM作物では導入された遺伝子により作られる産物が
食品として安全かどうかを調べる必要がある。1999年
に発表され、その後もたびたび取り上げられる研究（226）
を紹介しよう。それはBtトウモロコシの花粉のついた
トウワタの葉を食べたオオカママダラという蝶の幼虫が
死ぬというセンセーショナルな1ページ足らずの論文で
あった。その蝶は秋になると北米の五大湖地方等から避
寒のために数千キロを飛翔し南カルフォルニアやメキシ
コに渡る。春になるとトウワタの葉を食べ世代を交代し
ながら北米に戻る。その蝶は渡りをする珍しさで多くの
ナチュラリストに愛されている。その為に上記の研究は
大きな衝撃を与えた。その後、多くの研究者により合計
30ページを超える幾つもの詳細な研究がなされた。最初
の研究ではトウモロコシの花粉をどのくらいトウワタの
葉に塗布したかが示されていなかった。花粉の塗布量と
死亡率の関係が調べられた。塗布量を増やすと形質転換
の有無にかかわらず蝶の幼虫の死亡率が高くなることが
明らかにされた（227）。即ち、形質転換が花粉の毒性の
原因でないことが明らかにされた。一方、形質転換で作
られるデルタエンドトキシンそのものの単独での毒性も
調べられた。Btトウモロコシには何種類もあり、それぞ
れ作られる毒素には構造の違いがある。単独で与えると
無毒なものから摂取量によっては毒となるものがあるこ
とが分かった。また、その毒性の差は数千倍以上であっ
た（228）。そのような結果を踏まえて毒性が強いものの
再登録は見送られている等の改善がなされている。
　現在、多くの化学物質は個別にそれぞれの安全性が検
証され、安全性が確認されたものが食品添加物などとし
て利用されている。GM作物についても同じ基準が適用
されるべきだ。個別に導入された遺伝子の産物の安全性
についてアレルギー誘因性を含め評価すべきでありGM
作物というだけで門前払いをするのは不当と考えられ
る。その他、全体として遺伝子組み換えをしていないも
のと実質的に同等かどうかということが判断の基準とし
て提案されている。日本では2009年4月現在、GM作物
で安全性審査の承認を受け食品にすることが認められて
いるものはダイズ・トウモロコシ等98品目に及び、輸入
されたものが利用されている。表示義務は全原材料中重
量が上位3品目以内で、食品中に占める重量が5％以上
のものとされている。豆腐のラベルにはGMダイズ使用
の有無が記載されている。豆腐の包みの水を犯罪捜査と
同様の方法でDNAについて調査すれば、形質転換に用
いた外来のDNAの有無を決定できる。しかし、醤油・大
豆油・コーン油・コーンフレーク・マッシュポテト等で
は細い糸のDNAがずたずたに切れておりその有無を検
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証できない、またこれらの製品では生成したタンパク質
が除去・分解されていることもあり、それらは上記の表
示義務の除外食品となっている。日本は毎年、アメリカ
から約300万tの大豆を輸入している。アメリカの生産
高は約8,000万tで、その95％はGMダイズと言われてい
る。このような状況を考えると、我々はGM作物に対し
て表示義務、個々の安全審査などコンセンサスの得られ
るオープンな評価を継続しなければならない。
　ところで、遺伝子組み換えを行う場合、導入するもの
は意図的に選び作成したDNAであり、どのようなもの
かははっきり分かっている。挿入されるDNAは作物の
ゲノムのどこに入るのだろうか。それを制御すること
は難しく、たまたまどこかに入ったものを利用してい
るのが現状だ。例えばイネのゲノムは約4億の文字が並
んでいるとたとえられる。それは1ページ4千字、一冊
千ページの大辞典にたとえると、100冊となる。その文
章のうち80％は意味のないジャンクDNAといわれてい
る。人の場合にはそれが98％にまでなると言われている

（229）。最近では、そのジャンクの中にも新たな働きを持
つものがあることが分かり始めているが、ジャンクの多
くはやはりジャンクだと考えられる。ジャンクの所に外
来の遺伝子が挿入されても、何事も起こらないと考えら
れる。しかし、一つしかない生きることに欠かせない遺
伝子を分断するように挿入が起これば不可欠な遺伝子の
働きは失われ、形質転換細胞は再生し個体となり得ない。
遺伝子の主な働きはタンパク質自体を作ることで、それ
は遺伝子の発現と呼ばれている。その他、ゲノムの中に
は遺伝子の発現量を調節する働きをもつ部分もある。ま
た、遺伝子にはゲノムの中にいくつもあるものもある。
その為に、外来の遺伝子の挿入部位によっては本来の遺
伝子の発現量が変わる可能性もある。挿入された遺伝子
の産物以外にもこのようなことを含め、個々のGM作物
の安全性と実質的同等性を評価する必要がある。
　16.5.4　GM作物の生態系への影響
　生態系への影響は以下の三点に分けて考察できる。
　① GM作物の栽培による生物多様性への影響。例えば
ガの幼虫が死ぬと他の生物にどのような影響があるか、
即ち、生物間の連鎖を評価することである。イギリスで
GM作物と非GM作物の耕作地での生物多様性の比較が
なされた。結論はGM作物の種類により多様性が減る場
合も増える場合もあるというものであった（230）。GM
作物の影響よりは、むしろ、そもそも農業の為の土地開
発による生物の多様性喪失が基本的な問題である。その
ような理解が進み、生態系への影響を最小限に抑える農
業の取り組みが始められている。例えば圃場の中に生垣
をつくると鳥はそこに巣をつくり、そこで繁殖した昆虫

を餌さとする為に、生垣をつくると棲息する鳥が増える。
そこで英国では生態系の多様性と農業の併存を目指し生
垣を作る等の環境保全政策が導入されている（231）。生
物多様性への影響は、特にGM作物と非GM作物の僅か
な違いを論ずるよりも、農業そのものの多様性への影響
を考える、より本質的で重要な問題の中で考えるべきだ。
　② 選択マーカーの病原菌への偶発的な水平伝播につ
いては既に考察したが、同様にGM作物に導入された遺
伝子が交配により同種の非GM作物や近縁の他種の雑草
等に水平伝播する問題がある。これは実際に起きている。
特に自分の個体以外の花の花粉と受粉する他家受粉の植
物はこの可能性が高い。トウモロコシやナタネ等はこの
ような植物だ。ナタネでは非GMのナタネ以外にも近縁
の多種の雑草との間にも交配が起こり、除草剤耐性の遺
伝子が広がることは避けられない（232）。日本に輸入さ
れたGMセイヨウナタネの種子が輸送中などにこぼれ、
育ち、在来のナタネと交配したことが環境省の調査によ
り明らかにされた。メキシコはトウモロコシが栽培化さ
れた起源地で、現在でも多くの地方固有種が残り重要な
遺伝資源となっているためGMトウモロコシの栽培は禁
止されている。そのメキシコの地方固有種にGMトウモ
ロコシの遺伝子が伝播したことが2001年に報告され耳
目を集めた（233）。その後の詳細な研究により、まだそ
のようなことは起こっていないとされた（234）。しかし、
2008年にはメキシコでもGMトウモロコシの試験栽培が
許可される法律改正が行われた。メキシコに古くからあ
る地方固有種へのGMトウモロコシからの遺伝子伝播の
可能性は高くなった。GM 作物と非GM作物あるいは近
縁の種との交配を完全に避けることは不可能である。生
物は自分の子孫を残すことが最重要事であり、あらゆる
チャンスを狙う。可能な限り隔離する、あるいは緩衝地
帯を設ける等すべきことはあるが、水平伝播は起こるこ
とを前提に考えるべきである。更に、この問題はGM作
物だけではなく広く外来種と在来種の問題という、如何
に多様な地方固有種の遺伝資源を守るかという重要かつ
普遍的な課題への我々の対応をも迫る。
　③ ある限られた除草剤を集中的に使用することは、
その除草剤に耐性を持つ雑草の進化を早めることにな
る。このことは病院での集中的で濃厚な抗生物質の使用
により、それらに耐性を持つ微生物が突然変異で生まれ
広まったことと同じだ。抗生物質を使用しなければ従来
の微生物を押しのけて突然変異を起こしたものが広が
るかどうかは分からない。また広がるとしても長い時間
がかかる。しかし、抗生物質が存在すれば従来の微生物
の多くは死んでしまい、新天地が突然変異体に与えられ
る為に急速に広がるチャンスが生まれる。グリホサート
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に耐性を持つ雑草が1996年には現れその数は年々増加
している（235）。この問題は抗生物質耐性菌と共通する
問題で、永続的に効果を持つ抗生物質・除草剤はありえ
ず、耐性生物は必ず生まれてくる。二つの薬剤に対し同
時に耐性を獲得する突然変異の確率は、一つの薬剤に対
する耐性を獲得するより圧倒的に低い。そこで、二つの
薬剤を同時に使用することが試みられる場合がある。し
かし、それとても万能ではないこと、また医薬品と農薬
の経済性やそれぞれの持つ意味の違い等を考慮する必要
がある。また、最近、アイルランドのジャガイモ飢饉を
引き起こした病原菌のゲノム解読が行われ、その遺伝情
報は頻繁に変化が見られ抵抗性の品種に対しても短時間
で適応する為に対処が困難であることも明らかにされた

（236）。万能な対策はない。対策が長く有効であるような
工夫こらすことと、同時に持続可能な農業という広い視
野から20世紀型の技術の限界にも目を向ける必要があ
ると考えられる。
　16.5.5　GM作物は誰のためか
　先ず商品化されたGM作物は除草剤耐性・害虫抵抗性・
日持ちのよさ等をもった生産者や販売者の利益を図った
ものであった。GM作物を開発し商品化する為には莫大
な費用がかかり、それらを作った会社は特許を利用し独
占的に除草剤等とセットで種子を販売し利益を上げるこ
とを目指す。植物は種子が出来るので農民が翌年に自分
の所で取れた種を播いてしまえばGM種子は売れない。
そこで農民が次世代の種を播くと毒素が作られ、種が発
芽しないターミネーターというあだ名のついた遺伝子が
導入された。しかし、それは多くの反対に合いその遺伝
子操作は中止された。そのために販売会社は種子を購入
していない農民がGM作物を栽培していないか調査し、
訴える為に多額の支出をしていると言われている。
　 このような生産者・販売者の利便性を目指した第一
世代のGM作物以外に消費者の為のものも開発されてい
る。その代表的なものはゴールデンライスで2000年に創
出された。世界の食糧問題は飢餓と栄養不足だが、ビタ
ミンA不足により100万人が死亡し50万人の児童が盲目
になっているとされている。そこで、そのような人々が
主食とする米に食べると体内でビタミンAに変化するカ
ロテンを含むGMイネが作られた。その米はカロテンの
色で黄色になりゴールデンライスと呼ばれている（237）。
開発者のインゴ・ポツリクスはそのイネの普及を進める
為に、その開発に使用された30以上の会社が持つ数十を
超える知的所有権を小規模な農民が耕作した場合には放
棄するよう会社を説得した。また、初代のゴールデンラ
イスはカロテンの含量が少なく、ビタミンA不足を解消
するには通常の食事の量では効果がないという批判に答

える為に、カロテン含量を20倍に増加させたゴールデン
ライス2を作った。更に、それを食べると実際にどのよ
うに体内に吸収されビタミンAとなるか等の栄養学的
な研究や、実際の耕作を目指した努力が続けられている

（238）。残念ながら寡聞にして農民が耕作しているとい
う知らせはまだ耳にしていない。
　GM作物は大会社が利益を求めて創出するものも有る
が、このように世界の食糧問題の解決を目指した人道的
な立場からの試みもなされている。GM作物の作出の原
理とその現状を考えれば、GM作物というだけでそれを
門前払いするのは公正な判断とは思われない。それは必
ずしも奇跡的なものではなく弱点も併せ持っていること
は全ての技術と共通している。そのことを認識した上で
一つ一つの安全性を確かめ、使える範囲を定め単一栽培
を避け耕作することが妥当だと結論できる。安全評価は
最大限公正でなければならないが、評価はあくまでその
時点のもの、コンディショナルという限定がつく。新た
な展開があれば果断に再評価を行うことは全ての技術に
共通して求められることだ。
　

17．まとめと21世紀の課題

17.1 農耕1万年と世界の発展
　このシリーズの目的は我々がどのように誕生し、変容
を遂げてきたかを大きな視点で考えることである。農耕
の開始は人類の発展に大きな影響を与えた重大事であっ
た。ここで述べたことは今までに発掘された遺物等に基
づいた。例えばイネの栽培起源地としてはこの30年ほど
の発掘で明らかになった長江説を中心にまとめた。しか
し、今後、他の地域の発掘により新たな事実が浮かび上
がるかもしれない。またイモ等は遺物として残りづらい
ため明らかにされていることは限られている。日本でも
サトイモは縄文時代に伝来したと推定され、イモ煮会な
どに象徴される文化が継承されていると思われている
が、詳細は不明だ。これらの留保はあるが、農耕の開始、
その後の発展の持つ意味、それらのもたらした影響、更
に我々が考えるべきことの大筋はここに述べたことが当
たらずといえども遠からずと思われる。以下にそれらの
まとめと展望を述べたい。
　過去：　ホモ・サピエンスはその誕生から現在迄の20
万年間の95％程の時間を狩猟・採集により生きてきた。
1万数千年前から大きな気候変動・大型動物の激減・絶
滅等の要因に依り、旧来の生活スタイルを持続すること
は困難となった一部の地域で、野生穀類へ目を向ける
人々が出てきた。野生植物の栽培化は分散的に幾つかの
地域で時間をかけ試行錯誤を経て始まったと考えられて
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いる。農耕は狩猟・採集生活より手間がかかり、人は進
んで農耕を始めたというよりは、むしろ止むを得ず、少
しずつ取り入れていったのだろう。しかし、最終的には
生産性の高い暮らしが可能となった。
　栽培は野生種から無意識的・意識的な選抜で栽培種を
得ることと、自然を人為的に撹乱し耕地を作ることで展
開した。生産性が高くなるにつれ自ら食糧生産に関わら
ずに暮らせる人々が生まれ、大規模な灌漑工事等が組織
され5千年前頃には幾つかの都市と文明が誕生し、世界
の人口増加率はそれ以前に較べて格段に高くなった。そ
れらの文明も気候変動・環境変化の影響を受け栄枯盛衰
を繰り返した。世界全体としては人口増加の低迷期も
あったが17世紀末迄に世界人口は6億人程になった。そ
のようなゆっくりした発展に下支えをされ、18世紀後
半に農業・産業革命が始まった。19世紀には植物科学も
発展し、農業生産高は従来に増して飛躍的な増加を成し
遂げ、新たな高い人口増加を可能とした。
　野生のものと栽培化されたもの、例えば、種子が実る
とこぼれてしまい天を向く野性のイネとたわわに種子が
実り頭を垂れるコシヒカリ、数粒の硬い種子からなるト
ウモロコシの祖先のテオシントとジューシーな種子を数
百粒もつ祭りで食べる焼きトウモロコシ、親指の先ほど
の野生のジャガイモとバターをつけて食べる拳骨大の
ジャガイモを較べれば、その違いの大きさに圧倒される。
これらの恵みは数千年の時間をかけて出来上がった。そ
の後も人は選抜と人為的な交配を続け、現在、目にする
多様な作物を手に入れ今日の世界の隆盛が実現された。
　現在：　20世紀には世界の人口は約16億から61億へ
と驚異的に増加した。その驚愕すべき増加は1798年（人
口は約9億人）にトマス・マルサスが著した『人口論』や
1972年（人口は約38億人）にローマクラブが報告した『成
長の限界』で懸念された人口の増加をはるかに上回るも
のであった。しかし、今、考えると、その驚くべき人口増
加は施肥・灌漑・農薬の使用・機械化など再生不可能な
資源の集中的使用など多くの負荷を伴い実現されたこと
が分かりつつある。人の利用している水の約80％は農業
に利用されていると見積もられている（239）。また上述
したように、アメリカの化石燃料の約20％は食物の生産
と輸送に費やされている（216）。
　全ての人の生存のために地球の資源や収容力が現在
どの程度使われているかを地球の土地面積に換算する
見積もりがなされている 41。それはエコロジカル・フッ

トプリント 42 という概念だ。それによると1980年代中頃
の50億弱の人の暮らしをちょうど地球1個が支えていた
という。現在の67億の人の暮らしには地球1.2個以上が
必要だとされている（240）。そのことは我々が毎年地球
の生み出す再生可能な資源の他に地球そのものを再生不
可能な形で食べ始めていることを意味している。一人当
たりのエコロジカル・フットプリントはその生活様式に
よって大きく違う。最も地球に負荷をかけているのはア
ラブ首長国連邦で、最も少ないマラウイ共和国の人の20
倍に達する。日本人はアラブ首長国連邦の人の約半分だ
が、もし世界の人々が全て日本人並の生活をすると、2.4
個の地球が必要だと言われている（240）。このような算
定には幾つもの仮定が必要で誤差は避けがたいが、この
報告の示しているポイントは我々の生活が既に地球の収
容力を超えてしまう新たな段階に入ったということだ。
地球の営みは太陽光に始まる光合成に支えられている。
それはプランクトン・草・木々を育てる。人は植物、植物
プランクトンから始まる食物連鎖の上位にある魚、草を
食べた牛などを食べる。また木で家を建てる。これらは
それらを育てた太陽光を人が最終的に利用したことにな
る。一方、サバンナの草を食べたシマウマやヌーをライ
オンが食べれば、それに費やされた太陽光は人には繋が
らない。地球全体に降り注ぐ太陽光‐光合成の連鎖を人
がどのくらい利用しているか大胆な概算が行われた。そ
の結果は20％以上であった（241）。今の趨勢が続くと、
人へ繋がらない野生動物等を支える分はなくなってしま
う恐れさえある。しかし、そのような一人勝ちの世界は
あり得ない。
　18世紀末にジェレミー・ベンサムの目指した『最大多
数の最大幸福』を追求することは今や不可能だ。『出来る
だけ多くの人の八分目の幸福』を地球の収容力の中で求
めることが我々の目標となろう。このような立場から幾
つかの問題を最後に考えたい。

17.2 困難な時期に学ぶ
　我々は環境の収容力について過去の事例から学べる

（6.2参照）。ヨーロッパでは小氷期の影響を受け人口増
加が低迷した17世紀の初め、日本では新田開発の余裕が
あり、その為に寒冷化の影響を最小限に抑え社会は成長
を続けた。一方、新田開発の余裕のなくなった18世紀中
頃からの日本社会の成長は気候変動等の影響を大きく受
け人口増加の点では停滞した。具体的には江戸初期の寛
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永の飢饉（1642～ 43年）の死者は数万人程度であったが
（242-23p）、18世紀中葉以降の享保の飢饉（1732年）、天
明の飢饉（1782～ 87年）では、ともに約100万の人口が
減少するほど大きな影響を受けた（243-22p）。そのこと
は環境の収容力の限界に近づいた社会は気候変動の影響
をまともに受け、より大きな打撃にさいなまれることを
示している。浅間山の噴火等を一因とする冷害による天
明の飢饉では特に弘前、盛岡、仙台藩等が甚大な被害を
受けた。一方、上杉鷹山の率いる米沢藩の被害は少なかっ
た。越後に権勢を築いた上杉氏は秀吉により会津に120
万石で移封され、その後、関が原の役で家康に敵対した
こと等で30万石に減封され、居城を会津から米沢に移さ
れた。米沢藩の上杉氏は、大藩であった頃の家臣団を抱
え続け混迷を極めていた。そこに養子として迎えられた
上杉治憲（鷹山は引退後の号）は、18世紀後半に反対派
の激しい抵抗に遭いながらも人件費の抑制・武士の帰農
の奨励・桑や漆などの殖産産業の振興・学問重視などの
藩政改革に取り組んだ。その結果、備蓄が可能となり飢
饉を乗り切ることが出来た（244）。出所は明らかでない
がアメリカ大統領のJ.F.ケネディが最も尊敬している日
本の政治家として上杉鷹山の名前を上げたとされてい
る。それが事実ならば、ケネディは内村鑑三が上杉鷹山
についても論じた英文の『代表的日本人』43 を読んでい
たのだろう。
　以上のことは財政改革・未来の人材の養成・地方固有
の産業の創出により将来に備えることが、持続する社会
を作る為には江戸時代も現在も同様に重要であることを
示している。我々は現在直面している問題を正面から捉
え未来に向かうべきだ。禍福は糾える縄の如し、困難な
時にこそ我々の真価が問われるはずである。

17.3 食料の輸出国と輸入国―サブサハラ・アフリカの
自立を目指してー

　1965年には日本の食糧自給率はカロリーベースで
73％であったが、最近のそれは約40％と著しく低下して
いる。一方、英国のそれは1965年の45％が2003年には
70％に上昇した。日本の稲の作付面積は1960年代には
330万haに及んだが、2007年には167万haと絶頂期から
半減した。また米の生産高は1960年代には1,400万t強で
あったが、2008 年には900万t弱と最盛期の60％に減っ
た。それは米の消費が低下し在庫が増えたので1970年代
から米の強制的な生産調整・減反政策が始められたため
だ。

　ヨーロッパでは第二次世界大戦後の混乱や食糧難に協
力して対処することを目指し、ヨーロッパ連合への動き
が始まった。先ず取り上げられた主要課題は石炭産業の
安定と食糧の自給等であった。1950年代初めにはベル
ギー・西ドイツ・フランス・イタリア・ルクセンブルク・
オランダの6カ国による欧州共同体が作られ食糧の自給
と農工間の発展の不均衡の是正を目指し農業を保護する
共通農業政策が実施された。戦前の英国は自由な市場主
義的な農業政策をとっていたが戦後も独自の農業政策を
継続した。英国は農業保護政策を採る欧州共同体に始め
は加わらなかった。一方、英国はスウェーデン等6カ国
とヨーロッパ自由貿易連合を組織し別の路線を歩んでい
た。ところが、英国も1973年には欧州共同体に加わり積
極的な農業保護政策をとる方向に舵を切った。その結果
が現在の高い食糧自給率につながっている（245）。
　欧州共同体は次第に発展し現在の欧州連合（EU）と
なった。これらの組織は1992年頃まで総予算の半分以
上を農業政策に支出していた。フランスは1990年代には
食糧自給率は140％に達し穀物の輸出国であった。1992
年のフランスの農業従事者の割合は総人口の5％足らず
で、2006年には2.5％と減少の一途をたどっている。し
かし、EUは2013年に於いても農業の為の支出を全体の
30％を超えると見込むほど、食糧自給を重要な問題とし
ている。日本の農業の活性化を新たな視点で図ることは
我々の急務だ。
　ところで、世界の穀物の輸出国はどのような国だろう
か。穀物の生産高が高くそれを輸出している国は米・豪・
加・仏・アルゼンチン等だ。サブサハラ・アフリカ諸国は
植民地政策の名残で換金作物の綿・コーヒー・ゴム・麻・
パイナップル等を生産するが、穀物の生産は不十分で援
助を含めた輸入に頼っている 44。サブサハラ・アフリカ
の第一の産業は多くの場合農業で、そのGDPに占める
割合は2005年で、中央アフリカ、エチオピア、タンザニ
ア、スーダンでそれぞれ55、 49、 43、 36％だ。南アフリ
カでは2.6％と例外的に低い。ところが、穀物の輸出国の
米、豪、加、仏の農業のGDPに占める割合はそれぞれ0.9、 
3.8、 2.3、 2.2％ときわめて低い。アルゼンチンでも9.5％
だ（246）。
　国民一人当たりのGDPは米・豪・加・仏で4万ドル以上、
アルゼンチンで約8千ドル、上記アフリカ4カ国で300～
1,400ドル、数十倍の差がある。穀物輸出国の農業のGDP
に占める割合は少ないが、一人当たりの農産物の生産額・
量は高く輸出を行うことが出来る。
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　中国のGDPの農業に占める割合は2008年には11.3％
で、食料自給率も95％だ。中国の2005年の国民一人当た
りの穀物の生産量は325kgであった。しかし、1961年の
それは163kgで中国は食糧問題に苦しんでいた。当時の
米の収量は2.1tであった。それが21世紀には3倍になっ
ている（32）。このことは中国が農業生産を高め、経済的
な困窮から離陸し独自の発展を遂げる道についたことを
示している。
　現在のサブサハラ・アフリカの米の収量は1t前後の国
がほとんどだ（32）。これらのことを総合的に考えると、
サブサハラ・アフリカ諸国が独自の農業を発展させ、国
の基礎を確立することが大切であることがはっきりす
る。そのためには、20世紀型のエネルギー多消費に支え
られた品種改良とは違う改良目標を設定する必要がある
と思われる。　

17.4 結び：21世紀の展望―グローバル化の中で多様性
を維持することの重要性―

　栽培化は幾つかの起源地（図1）から交易や人の移住
により世界各地に普及した。作物の各地への広汎化は長
い時間をかけ新たな土地でその気候・風土に適応した地
方固有種が突然変異や交配で生み出されていったことに
より成し遂げられた。即ち、農耕の広汎化は多様性の増
加とともに実現された。そのような突然変異や交配によ
る多様性の増加は今でも引き続いて起きている。例えば
メキシコでは、少なくなったトウモロコシの祖先種のテ
オシントと地方の固有種の間で交配が継続することが重
要であると言われている。また、トウモロコシの多様な
品種の特質を最新の遺伝学の手法で解明する研究も始
まっている（247）。
　長い時間が生んだ多様な品種は例えばイネでは十数万
を超えるとされる。ところが、20世紀に急速に進んだ品
種改良による少数の品種の単一栽培が燎原の火のように
世界を席巻し、地方固有種の栽培が駆逐されている。そ
の為に、遺伝資源として多様な品種の保存が行われるよ
うになった。イネでは、フィリピンにある国際イネ研究
所に10万種以上が多額の費用をかけた低温施設に保存
されている。2008年には低温の保存施設を恒久的かつ
安価に維持するため北極圏の北緯75°にあるノルウェー
のスピッツベルゲン島の地下にスヴァールバル世界種子
貯蔵庫がオープンした。しかし、これらの施設に保存さ
れるものは休眠状態で種子を維持する、まさかの時に備
える“ノアの箱舟”のようなものだ。それらは、最低限確
保すべきものであるが、実際の耕地で新たな多様性が生
み出されながら固有種が維持されることとは全く違い、
十分なものではない。またそれぞれの固有種を各地の気

候・風土のもとで如何に育てるかという伝統的な栽培法
のノウハウも継承されなければならない。ジャガイモ飢
饉や多くの例から分かるように単一栽培は時として病虫
害などで壊滅的な打撃を受ける。最近のエチオピアの例
でも混作の重要性がはっきり分かる。エチオピアは標高
が高く微環境が多様な国で、そこには多くのコムギの地
方固有種がある。お百姓さんは独自の種子を互いに交換
し色々な品種を混作している。その結果、そこでは新た
な品種が誕生し緑の革命の多収性品種よりも収量の高い
ものも生まれている。また20世紀末にウガンダから蔓延
したコムギのさび病は甚大な被害を与えた。その被害を
受けたのは単一品種を植えた畠で、混作の畠の被害は少
なかった。更に、その病気に抵抗性のあるエチオピアの
固有種も見つかっている（31-111p）。さび病は現在の農
業の抱える最も深刻な問題である。その克服に向けた果
敢な挑戦が行われている（248,249）。これらのことは単
一品種のモノカルチャーではなく、幾つかの品種や異な
る作物のモザイク状の混作あるいはローテンションが、
持続可能な農業を営む上で大切なことを示している。
　我々は揺れ動く気候・環境変化を甘受しながら自然の
恵みを享受してきた。そのために豊穣な収穫に感謝する
祭り、あるいは豊かな実りを願う祭事を行ってきた。そ
れは我々の力の及ばないものに畏敬と怖れを抱いたから
だ。現在、我々は様々な技術を開発することにより変動
する自然の影響を多少緩和する手立てを持つようになっ
た。しかし、大きな枠組みは変わらない。冷夏であれば
低温障害が起こりイネの実りは妨げられる。それは如何
ともしがたい。1993年の冷害による緊急のタイ米輸入
は記憶に新しい。
　この1万年間は縄文の海進が起こった温暖期や黒死病
をもたらした小氷期はあったが、その変動幅は比較的小
さく、過去20万年間の中では例外的に暖かさが安定的に
継続した幸運な時代だ。現在は温暖化が心配されている
がその先には氷河期が訪れると考えられている。我々は
揺れ動く気候・環境のもとに晒され続けている。地球に
生命が誕生したのは今から40億年前で、その後の40億
年間に多くの種が同時に絶滅するような大絶滅の時期が
何度もあった。生物は地球全てが凍りつく危機、あるい
は恐竜を滅ぼした隕石の落下など多くのことに遭遇し
た。それでも生物が全滅しなかったのは、全球が氷に閉
ざされた時にも火山の火口近くは凍結を免れ、そこに変
わり者が生き延びたこと等によるのだろう。恐竜のよう
な大きな動物が必要とする大量の食糧源は失われたが、
小さな哺乳類は少量の資源で生き延びたと思われる。こ
のように生命が天変地異のなか全体として生き続けられ
たのは、生物が多様であったことによる。それは、理屈
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ではなく事実だ。
　この小論では主に植物と人間側から農耕について論じ
た。しかし、土壌の肥沃な所で農耕は大きく発展したこ
と、灌漑による塩害、また土壌の性質が農耕に向いてい
たメソポタミアとそうでなかったヨーロッパでは生産性
が大きく異なったこと等を述べた。農耕は大地の上で、
水・光・温度の影響受けながら営まれる植物の生き様に
かかっている。即ち、農業はともすれば忘れがちな土壌
の性質・土壌の肥沃度・栽培法の確立・雑草病虫害対策
などが一つのセットとなって始めて達成される総合的な
ものである。更に、筆者の守備範囲を大きく越えるが、
国際的な視野で農業を考える場合には先進国の多くで
なされている農業補助金の問題、公正な貿易をどのよう
に確保するかなど多岐に渡る問題を解決する必要がある

（250）。それらを踏まえた上で将来の方向性について本
稿で述べたことに沿って強調したいことをまとめたい。
　① 地球の収容力内で『出来るだけ多くの人の八分目
の幸福』の実現が軟着陸地点だ。先進国は飽食による肥
満、多肥による水質汚染を起こす一方、他方でそれを減
らす為に新たなエネルギーを消費している。そのような
生活スタイル全体を見直す必要がある。農業の解決すべ
き問題も地域により大きく異なる。既に多収性品種の高
効率の農業を達成している地域では、再生不可能な資源
への依存度を低くし生態系の多様性と共存する必要があ
る。一方、収量が低く経済力の弱い所では灌漑・多肥・農
薬等への依存を抑えながら現在よりは高い収量の品種の
導入・土壌改善・栽培法の改良等が急がれる。これらを
成し遂げるためには可能なあらゆる手立てを取る必要が
ある。
　② 人智を超えた自然のもたらす多様性の恵みを受け
続けることが重要だ。そのためには多様な地方固有種を
意図的に実際の耕地で育て、更に多様性を増やすような
ダイナミックな状態を保つべきだ。世界的なネットワー
クを作り、多様な品種の中から各地域の個別の問題を解
決する可能性のあるものを探すようなシステムを構築す
ることが望まれる 45。また、地方固有種には市場性の低
いものもあるだろうが、それらも積極的に残すべきだ。
例えば、次世代の人々に食物はスーパーでお金さえ出せ
ば買えるものではないこと、またそれらをどのように作
るのか、多様性とはどのようなものか、また地産地消は
輸送のエネルギー消費を抑えエコロジカル・フットプリ
ントを下げる効果があること等を、食育あるいは環境教
育として取り上げることも求められる。更に、短期的に

は経済性の低い地方固有種であってもそれを給食の食材
等とし収穫物を政策的に購入し、その生産を経済的に見
合うものにすることも大切だ。そのようにして我々は受
け継いだ財産を将来世代に引き継ぎたい。
　③ 我々の手にした技術を縦横無尽に駆使することを
継続すべきだ。先ず従来型の交配による優良品種の作出
を多数の組み合わせによる網羅的なものとして再挑戦す
ることだ。その際、過去の交配の成果と個別の地域の制
限要因を科学的・総合的に解析することが大切である。
また、ピンポイント的な遺伝子導入のGM作物も利用す
ることだ。それだけで目的にかなえば幸いだが、そうで
なくてもそれを交配の片親とすることも試みるべきだ。
　我々が目指す21世紀の大きな方向は極言すれば、人口
増加の抑制とサブサハラ・アフリカの経済的自立だ。豊
かになると人口の増加が急減することはよく知られたこ
とだ（251）。中国は農業の自立を成し遂げ、繁栄に向かっ
て離陸したことは上述したが、そのほか大韓民国・台湾・
タイでも農業部門の生産性向上が先行しその後の発展が
実現した（252-86p）。サブサハラ・アフリカも先ず農業
を充実させ、人口増加に歯止めをかけ、環境の収容力内
で暮らしたい。そのためには、例えば、江戸時代の開発
直後の不良新田で用いられた収量は高くはないがストレ
スに強いインディカの大唐米等の品種の形質を、もう一
度、現在の目で整理することも重要だ。日本ではイネの
研究は温帯ジャポニカを中心になされてきたが、今後は
形質が異なるインディカや熱帯ジャポニカについても研
究を広げる必要がある。
　サブサハラ・アフリカの1t前後の収量を日本の昭和初
期の3.5tに上げることは20世紀後半に成し遂げたエネル
ギー高依存型とは違う方法でも可能なはずだ。多収性の
品種の利用と地方固有種の潜在力を活用し、土壌・栽培
法の改良と併せ、今後予想される乾燥と多雨などの特に
水をめぐる振幅が増大する環境問題に対処し八分目の暮
らしを達成したい。ここに述べたことは、手元に集めた
資料をつまみ食いした広範な分野の机上での概観で汗顔
ものだが、最後にアフリカで見た光景から感じたことを
述べ終わりたい。
　アフリカのタンザニアの稲刈りを2009年の1月、たま
たま見ることができた。そこは赤道上の国で稲の2～ 3
期作が行われているそうで、正月に稲刈りをしていた。
一部の株を刈り取り、それを布の上に打ちつけ脱穀をし
ていた。そこには熟期が遅れた稲がいくつも点々と残っ
ていた。日頃日本で見る一斉にコンバインで効率よく収
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穫する光景とは全く違うものであった。我々人類の故地
はサブサハラ・アフリカである。そこで700～ 600万年
前に人類は誕生し、20万年前にホモ・サピエンスへと進
化した。まさにサブサハラ・アフリカは人類揺籃の地で
ある（1参照）。その地域の問題解決に世界が取り組むこ
とは、我々のルーツを大切にすることだという思いが心
にあふれた。
　サブサハラ・アフリカの農業の抱える問題は気候・風
土・経済など多岐に渡り、その解決は政治的な解決を包
含した困難なものであるかもしれない。しかし、先進国
の大切な責務は、先ずサブサハラ・アフリカの現状につ
ぶさに触れ、そこの問題点を現地の人から学ぶとともに、
自分たちの蓄積を含め課題を深く理解し、サブサハラ・
アフリカにおける問題解決の目標が上述したように自
分達の目標とは違うことを強く認識することだ。その上
で、先進国は余裕の無い国々が自主的に個別の問題を解
析し、過去の経験を生かし、再生不可能な資源の利用を
抑え、生態系の多様性にも配慮した実情に沿う取り組み
を行うことの手助けをすべきである。我々は上にまとめ
たあらゆる方策を、特に農業は品種・土壌の肥沃度・栽
培法等が揃って始めてその潜在力が生かされることを肝
に銘じて、総合的な施策の中に取り入れ問題に立ち向か
う必要がある。それは地球の収容力内での持続可能な農
業を目指すものでなければならないことを再度強調して
おきたい。また、今でも狩猟・採集・漁撈に主に依存した
独自の生活を営んでいるピグミー（253参照）・ハッザ族・
サン族・イヌイット・サーミ人・ヤノマミ族等の人々の
自主性も尊重され、それらの人々の生活も持続的に継続
されることが望まれる。
　アフリカで誕生した人類が各地に展開しこのように大
きく発展しながら生き続けられたのは、多様性あったれ
ばこそだ。世界の人が技術を共有し、協働することはグ
ローバル化を進めることになるだろう。しかし、風土・
気候は地域色が豊かであり、それに根ざした生態系・農
業・文化も多様である。それが全てを支える根源である
ことを心に深く刻みたい。目指すは、モノトーンのグロー
バル化ではなく、豊かさの広汎化と豊かな多様性・地域
性の維持に折り合いをつけることだ。
　あくまで多様性を守るのはリスク管理で功利を求める
為ではなく、多様性が全てを生み出し続けるからだ。
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