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はじめに

　このシリーズの目的は、宇宙・地球・生命・人間の誕
生と変容という過去を知ることにより、現在のわれわれ
の抱える問題（1, 2）に対処し、未来の展望を構築する

ことである。既に、137 億年前からの宇宙の誕生・進化
（3）・700 ～ 600 万年前からの人類の進化（4）・およそ 1
万年前からの作物の栽培化とその後の農業の発展がもた
らした文明社会（5）・人類と森の関係（6）について概
説した。今回は、① 46 億年の間に起こった地球・生命
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要　約

　46 億年前にどろどろのマグマ・オーシャンとして誕生した地球は、次第に冷え海洋や地殻をもつ水
惑星へと変貌した。その後も、隕石の落下・大陸移動・火山噴火など様々なでき事が起こり現在の地球
ができ上がった。およそ 40 億年前には非生命から原始生命が誕生したと考えられている。現生の全て
の生物はその子孫であるというのが「生物の進化」である。原初の生命は原核生物で、その後、真核生
物が誕生したのは 20 数億年前、更に多細胞生物が出現したのは約 10 億年前である。その頃までは、殻
をもった生物はほとんどなく、われわれは古代の生物の化石を手にすることは稀である。しかし、およ
そ 5.4 億年前のカンブリア爆発以降は殻をもつ生物が増え多数の化石が出土している。
　その結果、われわれは、古生代のカンブリア紀以降の生物の変容について多くのことを知ることがで
きる。生物は、誕生以来およそ 35 億年間は水中でしか暮らすことができなかった。大気中のオゾン濃
度が高くなり地上への紫外線の照射量が減って生物が初めて地上に進出したのは、4 億数千万年前のこ
とであった。生物界では、新たな種の誕生と既存の種の絶滅が繰り返され、その構成員は大きく変化し
今日に至っている。6,550 万年前に直径 10km ほどの隕石が落ち、地球環境が大きく変化する中で恐竜
が絶滅し中生代が終わった。次の新生代は、鳥類とわれわれにつながる哺乳類が繁栄した時代であっ
た。人類が登場したのは、地球史ではつい最近の 700 ～ 600 万年前である。もしも隕石が落ちていなけ
れば、恐竜は絶滅することもなく、人類も誕生しなかったに違いない。このように「生物の進化」には
偶然に左右される面がある。
　本論では、①このような地球と生物の誕生・変容を概観する。また、②われわれがそのようなことに
ついてどのように理解を深めてきたかの研究史を辿る。
　ダーウィンが提唱した「進化」は、生物の変容の仕組みに新たな概念をもち込んだ。更にそれは、

「神がそれぞれの生物を創造した」という生物の存在理由についての通念を突き崩した。しかし、今日
でも「創造」という概念を信奉する人が少なからずおり、「進化」と「創造」の論争は続いている。そ
のことを手掛かりとして、③「科学と宗教」あるいは広く「理性と想念」の相克についても考察する。
　また最後に、④「知は地球を救う」とはどういうことなのか、また「救われるべき地球」はどのよう
なものなのかということを総合的に論ずる。
　これらのことは、ポール・ゴーギャンの『われわれはどこから来たのか　われわれは何者か　われわ
れはどこへ行くのか』という問いかけに一つの答えを与えると考えられる。

キーワード：遺伝、科学と宗教、進化、絶滅、大陸移動、地質年代、人間中心世
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の誕生と変容がどのようなものであったかを辿ること
と、②それらがどのように明らかにされてきたかの研究
史を概観する。
　前稿で論じた宇宙の誕生・進化、そして今回考える地
球・生命の誕生とその後の変容を眺めることは、例えば
ポール・ゴーギャン（1848-1903）の根源的な問いかけ
に答えることにつながる。彼は、タヒチで 1897 ～ 1898
年に『われわれはどこから来たのか われわれは何者か 
われわれはどこへ行くのか』という題の絵を描いた。そ
れは、パリとタヒチの二つの異なる文化に接する中で顕
にされた彼の心象風景であった。
　本論では、先ず生物の進化を理解するために必要な基
本的な事項の整理をする。拙稿は多少長いので目次を示
しておく。
　1．生物についての最小限の基本的事項（2 頁）。
　2． 地球・生命の誕生とカンブリア爆発以前の地球

の変遷・生物の進化（16 頁）。
　3．顕生代の時代区分と大絶滅（30 頁）。
　4． 生物の多様性が飛躍的に増大した古生代の生物

進化と地球の変遷（32 頁）。
　5． 恐竜が繁栄し、原始的な鳥類・哺乳類・被子植

物が出現した中生代（37 頁）。
　6． 哺乳類と鳥類が繁栄し人類が登場した新生代

（40 頁）。
　7． 人類は第六の大絶滅を引き起こしているのだろ

うか？（43 頁）。
　8． 地球の誕生・変遷と生物の誕生・進化に関する

ダーウィン以前の研究史（43 頁）。
　9． 地球の誕生・変遷と生物の誕生・進化に関する

ダーウィン以降の研究史（59 頁）。
　10．生命・人間についての問いかけ（79 頁）。
　11．進化と創造（81 頁）。
　12． 「知は地球を救う」とはどういうことなのか？

（87 頁）。
　13．結語（89 頁）。
　今回も、筆者の専門外の分野であり、引用する場合に
は原文を多少平易に要約したものもあること、また文献
としては必ずしも最初に発表されたものではなく総説あ
るいは容易に手に入るものを採用した場合もあることを
予めお断りしておく。興味のある方が知の源泉を辿るこ
とができるように参考文献はできるだけ多く記載した。
　本論の 10 章以降では、生物の進化を手がかりに、「科
学と宗教」あるいは「理性 1 と想念」の相克について考
察する。その論点は、以下に示すようなものである。

　われわれが宇宙・地球・人間などあらゆるものの存在
理由や意味を問うということは、直接見たり確かめたり
することができない「形而上的な思索」である。また、
われわれは「宇宙・地球・人間などあらゆるものの存在
理由や意味」を知りたいという動機に衝き動かされて、

「それらがどのように生まれ、どのような経緯を辿った
のか」ということを思弁的に探索するとともに、それら
に関する観察を積み重ねてきた。その結果、われわれ
は、それらに関する知の地平を拡大してきた。このよう
な「知」はテスト可能で、反証可能性をもった「科学」
である。一方「形而上的な思索」は反証不能という側面
をもったものである。「科学」と「形而上的な思索」の
相克は、「科学」と「宗教」の相克と捉えることもでき
る。それは特に「生物の進化」と「神による生物の創
造」の対立に如実に現れている。今回は生物の進化につ
いてまとめるので、「進化と創造」を糸口に「科学と宗
教」について、あるいはそれを「理性と想念」に敷衍し
て考察する。
　本論で扱う地球と生物の変容の原理には大きな違いが
あることを喚起しておきたい。宇宙・地球の変容は物理
法則に従った予測可能な現象である。一方、生物の変容
は、予想不可能な面をもった現象であるというのが「生
物の進化」の言明するところである。すなわち、「物理
現象」と「生物の進化」の指導原理は大きく異なってい
る。しかし、例えば「46 億年前に誕生した地球の進化
には驚くべきものがある」というように、「進化」とい
う言葉は宇宙や地球についても用いられる。
　本論では「生物の進化」と「宇宙・地球の進化」の仕
組みの違いを明確にするために、「地球の変容」につい
ては「地球の変遷」と表現する（以下 1.1 参照）。
　「物理学」と「宇宙・地球の存在理由や意味を考える
形而上学的な思索」の間には相克が存在する。一方、

「生物の進化」に見られる予測不能性ということは、「生
物学」と「生物の存在理由や意味を考える形而上的な思
索」との間に、更に新たな衝突の要素を加えている。
　これら全てを踏まえて、最後に「〈知は地球を救う〉
とはどういうことなのか？」について考察する。

1．生物についての最小限の基本的事項

　今回は、①地球の誕生・変遷、②生物の誕生・進化を
概説することが一つの課題である。先ず進化という言葉
の意味を考える。

1 理性とは、論理的に物事を捉える知的能力としておく。
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1.1　進化の基本概念
　生物の進化という概念はダーウィンに始まるものであ
るが、進化という訳語は必ずしも適切なものではない。
ダーウィンが提唱した最も重要な点は種が変わりうると
いうことであり、その方向は必ずしも「進化」という語
が想起させるような上昇的なものではない。
　 実 際 ダ ー ウ ィ ン は、 ス ペ ン サ ー の 用 い た

「evolution」 と い う 言 葉 で は な く、「descent with 
modifi cation（変更を伴う由来）」という表現を使った

（62 頁 9.1.3 参照）。
　例えばモグラは目を使う必要が少なくなり、目が退化
した。また、ペンギンは飛ぶよりも水中で上手に泳げる
ように翼の形を変えた。このような退化も進化の一つで
ある。440 万年前頃に生存していたラミダス猿人の犬歯
は現生のホモ・サピエンスとチンパンジーの犬歯の中間
的な尖りをもっていた。このことから、人類の犬歯は進
化の過程で退行的に変化してきたことが分かる（7）。一
方、ラミダス猿人の脳容量はわれわれのおよそ 1/4 であ
る（8）。これらのことは、進化が上昇的なものと下降的
なものがモザイク状に混ざっているものであることを如
実に語っている。
　更に、現在分かっているもっとも単純な（最小の遺伝
情報量をもつ）生物は、キジラミに共生する細菌のカル
ソネラ 2 である。それは、宿主に多くを依存することに
より幾多の機能をそぎ落とした生物である（9）。このよ
うな例も進化の一つである。
　ここで再度強調したいことは、生物の進化の方向は上
昇的なものと下降的なものとを含んでいることである。
それがダーウィンの真意であったが、往々にして進化は
上昇的なものとして理解される場合が多い（62 頁 9.1.3
参照）。
　もう一つはっきりさせておきたいことは、宇宙の進化
という場合と生物の進化という場合の進化の含意する意
味が異なることである。
　宇宙の進化は宇宙の誕生直後に揺らぎはあったもの
の、その後の進化は物理法則に従ったものである。また
星の進化もその星がどのような質量をもっているかとい
うことによって決定される（3 参照）。すなわち、天文
学で使われる進化という言葉には、「予測可能で定方向
的な現象を支配する必然的な法則」という意味が含意さ
れている。

　一方、生物の進化は、「偶然起こる変異がたまたま出
会う環境との相互作用の結果、引き起こされる変化」で
あって、「必ず再現される現象とは限らない予測不能な
でき事」である。例えば、地球と同じ環境をもつ惑星で
生命が誕生したとしても、同じような生命の進化が起こ
るとは限らない。恐竜が世界を支配していた時に隕石が
落下（31 頁 3.2 参照）していなければ、地球でも生命の
進化は全く異なったものになっていたはずである。
　このようなことを踏まえてダーウィンは『種の起原』

（10）の最後に、「この惑星が確固たる重力法則に従って
回転するあいだに、かくも単純な発端からきわめて美し
くきわめて驚嘆すべき無限の形態が生じ、いまも生じつ
つあるというこの見かたのなかには、壮大なものがあ
る」と、述べている。それは宇宙の変遷と生物の変化の
仕組みが全く異なることを強調したものであると考えら
れる。
　地球の誕生以来 46 億年間に起こった変化についても
進化という言葉が一般的に用いられる。しかし、本論で
は生物の変化を意味する進化と、地球の進化には原理的
に大きな違いがあることを区別するために、地球の大陸
移動など 46 億年間に起こったことは変遷と表現し、進
化という語は予測不能な原理に支配される生物の変化に
限定して用いることにする。
　以下に 40 億年間に及ぶ生命の誕生・進化を理解する
上に必要最低限の基礎的事項を整理する。

1.2　生物とは
　生物の定義は必ずしも簡単ではないが、ここでは一
応、①自己複製をする 3。②高度に組織化された体制を
もっている。③外界からエネルギーと原材料を絶え間な
く取り入れている。④恒常性を維持できる。⑤環境（刺
激）に応答する。⑥進化を通じて適応することができる
ものである、としておく（12）。
　太古の昔、地球には生物は存在しなかった。最初の生
物は、生物を構成する様々な化学物質が寄り集まって誕
生したと考えられている。すなわち非生物から生物が化
学進化したのである（66 頁 9.2 参照）。最初に誕生した
生物は原始生命体と呼ばれている。
　現生の生物あるいは過去に存在した多様な生物の祖先
を辿っていくと共通の祖先に辿り着くというのが現代的
な生物進化の理解である。そのような祖先は「most 

2 ゲノムサイズ（4 頁 1.3.2 参照）は 16 万塩基対、遺伝子の数は 182 である。
3 ウィルスも生物と同様に遺伝情報を持っている。しかし、ウィルスは宿主に感染しその細胞の助けを借りなければ自己複製

できないので生命ではない。一般的なウィルスの遺伝情報量を示すゲノムサイズは数万塩基対であるが、最近、ゲノムサイ
ズが 250 万塩基対をもつ巨大なウィルスも見つかった（11）。これは、自己複製をする生物の最小のゲノムサイズ（16 万塩
基対、本頁、脚注 2 参照）と比べると多くの情報量をもっているが、あくまで自己複製できないウィルスである。
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recent common ancestor（最も新しい共通祖先、最近
共通祖先）」、あるいは「last common ancestor（最後の
共通祖先）」と呼ばれている。本論では時代を遡って辿
り着くこのような祖先を「最後の共通祖先」と表すこと
にする。系統関係に注目した最後の共通祖先と生物の誕
生に的を絞った原始生命体は概念的に異なるものであ
る。原始生命体から最後の共通祖先に至る道はよく分か
らないというのが実情である（11 頁 1.5.2 参照）。

1.3　生物を構成する主要成分とその働き
　生物は細胞により成り立っている。細胞の様々な機能
を理解することは生物学の基礎であるがここでは全て割
愛し、①生物を構成する物質である核酸とタンパク質に
ついて、②遺伝情報とはどのようなもので、その情報が
どのように実体化されるかについてまとめる。③生体成
分の糖・脂質については一言だけ付け加える。
　1.3.1　核酸の構造とDNAの複製：核酸は、塩基と五
炭糖が結合したヌクレオシドにリン酸が結合したヌクレ
オチドを基本単位として、ヌクレオチドがいくつも結合
した高分子である（図 1）。
　核酸にはリボ核酸（RNA）とデオキシリボ核酸

（DNA）の 2 種類がある。五炭糖がリボースであるもの
が RNA、2- デオキシリボース（リボースの 2 の位置の
炭素に水酸基の代わりに水素が付いている）が五炭糖と
なっているものが DNA である。DNA に含まれる塩基
はアデニン・グアニン・シトシン・チミンの 4 種であ
る。一方、RNA ではチミンの代わりにウラシルが含ま
れている。
DNA は二重らせん構造をとっている（図 2）。
　二本の DNA 鎖は、塩基の間に水素結合ができるため
にらせん構造をとる。アデニンとチミンの間には二つ、
そしてグアニンとシトシンの間には三つの水素結合が形
成される。そのために向かい合う組は必ずアデニンとチ
ミン、グアニンとシトシンという組み合わせになる。そ
れは相補的な結合と呼ばれる。細胞が分裂する前には
DNA が複製される。らせん構造をもつ二本鎖がほど
け、それぞれの一本の鎖に相補的な塩基による新たな一
本鎖が作られ、まったく同じ二重鎖が二本複製されるの
である。このような仕組みは、DNA の半保存的合成

（74 頁 9.8.7 参照）と呼ばれる。DNA には遺伝情報が担
われている（5 頁 1.3.4 参照）。DNA は原始生命体から

複製が繰り返され、現生の生物の DNA に至っている。
つまり、現存する生物の DNA の中には最初の生命が誕
生した 40 億年前からの生物の歩みが刻まれているので
ある。

　1.3.2　ゲノム：細い糸のような DNA は、タンパク
質とともに幾重にも巻き込まれ染色体を構成している。
ヒトには常染色体が 22 対、性染色体が 1 対ある。対を
なしているものは二組みあるいは二倍体、その半数は一
組あるいは一倍体と呼ぶ。
　ゲノム 4 とはそれぞれの生物種がもっている全 DNA
に含まれる全ての塩基配列情報である。例えば、ヒトの
ゲノムの全解読が行われたというのは、ヒトの一組の染
色体（30 億の塩基対からなる DNA）の全塩基配列を明
らかにしたということである 5。ヒトの一つの細胞に含

図 1　核酸の基本的な構造。

五炭糖

塩基

塩基

リン酸

五炭糖

リン酸

図 2　フランシス・クリック（74頁 9.8.7 参照）が息子に手
紙で知らせたDNAの二重らせん構造。文献 13.
doi:10.1038/496013a. より許可を得て一部を転載。

4 ウィルスの一部には RNA がゲノムとなっている例外的なものがある。
5 生物種の中でヒトのゲノム（30 億塩基対）が最大ではない。植物には、ゲノムサイズの大きなものが多い。例えばコムギ
（ヒトの 6 倍）・ユリ（ヒトの 40 倍）などがあるが、既知の生物種で最大のゲノムサイズを持つ種はキヌガサソウでヒトの約
50 倍である（14）。最小のゲノムは 16 万塩基対である（3 頁、脚注 3 参照）。
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まれる DNA は伸ばすと全長で 2m 程になる。ヒトの細
胞数を 60 兆とし、そのうち 35 兆の細胞に DNA がある
とすると 6、その全長は約 700 億 km となる。これは地
球と太陽の距離の約 470 倍である。DNA の二重らせん
が如何に細いかが分かる。そのために、DNA はちぎれ
やすく、時として他の細胞に取りこまれることがある。
それがグリフィスの見つけた形質転換の仕組みであった

（74 頁 9.8.7 参照）。
　1.3.3　タンパク質：タンパク質は 20 種類のアミノ酸
がつながった高分子化合物である。アミノ酸には立体配
置が異なる光学異性体の L 型と D 型がある（図 3）（66
頁、脚注 94 参照）。
　タンパク質は L 型アミノ酸から構成されている（生
体物質には、ごく稀に D 型アミノ酸を含むものがある

（20 頁、脚注 33 参照）。タンパク質が機能を発揮するた
めには、特定の構造をとることが必須であり、その為に
はタンパク質が同一の型のアミノ酸で構成される必要が
ある。なぜ L 型が採用されたかは、生命が誕生した地
球初期の環境では L 型が多く存在していたためなどで

あると推定されている（詳細は 18 頁 2.4 参照）。
　タンパク質の主な機能は、①触媒作用（酵素）8（食
べ物を消化するなど体の中で起こる様々な反応を常温で
スムーズに行わせる）、②構造要素（コラーゲンなど、
体の皮膚や骨といった構造の基盤を形成する）、③免疫
作用（グロブリンなど）、④輸送体（酸素を運ぶヘモグ
ロビンなど）、⑤運動を司る（筋肉のアクチンなど）な
どである。すなわち、タンパク質は生命を生命たらしめ
る重要な化合物である。
　1.3.4　DNAの情報に基づいたタンパク質合成：生物
の様々な機能は生命の維持には欠かせないが、最も重要
なものの一つは DNA の情報に従ったタンパク質合成で
ある。それは現在セントラル・ドグマという以下に説明
する仕組みで起こっていることが分かっている（図 4）。
　タンパク質合成は、先ず DNA の二重鎖の一部がほど
け一方の鎖に対して相補的な塩基をもつメッセンジャー
RNA（mRNA）が作られることから始まる。mRNA の
合成は、DNA の情報の読み取りである。mRNA は真核
細胞 9（8 頁図 5 参照）では核の中で作られ、次に細胞

図 4　タンパク質の合成過程（セントラル・ドグマ）と調節
作用。（本文参照）

mRNAの生成

転写

リボソームでタンパク合成

翻訳

DNAの二重らせんの
一部がほどけ、その1本から

タンパク質・RNA
による調節

タンパク質・RNA
による調節

図 3　光学異性体。図の中央の白丸は炭素である。その炭素
に結合している 4 つの原子または原子団を異なる一
つの丸で示した。左右の二つの分子は化学的な性質や
融点・沸点などは同じである。 中央の点線は鏡で、
一方が他方の鏡に写った像となっている。両者を重ね
合わせることはできない。 このような二つの化合物
は互いに鏡像体と呼ばれる。このようなものの一方を 
L 型、他方を D 型と呼び区別している 7。

6 25 兆ほどある赤血球は成熟すると DNA を失う。
7 図 3 の中央の炭素のように 4 つの異なる原子または原子団が結合しているような炭素を不斉炭素という。フィッシャーの投

影式と呼ばれる規則に基づいて化合物を炭素鎖を上下に並べて表したときに、不斉炭素の右側に官能基がついているものを
D 型、左についているものを L 型と呼ぶ。アミノ酸のグリシン｛H2C（NH2）COOH｝の炭素原子（C）は水素原子が 2 カ所
で結合しており、同じ原子が重複しているために不斉炭素ではない。したがってグリシンには D/L 型は存在しない。その
他のアミノ酸には D/L 型が存在する。

8 触媒とは化学反応をスムーズに運ばせるものである。例えば過酸化水素（H2O2）2 分子が反応すると、2 分子の水と 1 分子
の酸素が生じる。その反応が起こるためには 2 分子の過酸化水素が活性状態となる必要がある。そのような活性状態にする
ために必要なエネルギー（活性化エネルギー）は、触媒の白金が存在するとその働きによりなにも存在しない時の 70％程
に低下する。またカタラーゼというタンパク質でできた酵素が存在するとそのエネルギーは 8％に低下する。生体では様々
な化学反応が、常温・常圧の下で起きている。それは高い活性エネルギーを得る必要がある化学工場の高温・高圧の下で起
こる反応とは大きく違っている。生体内の反応がそのようにマイルドな条件で起こるのは、タンパク質が触媒として働き、
活性化エネルギーを低下させるためである。
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質に運ばれる。そこで、mRNA はリボソームに結合す
る。リボソームでは遺伝情報に基づいてタンパク質が合
成される。リボソームは、タンパク質と RNA からなる
大小二つのサブユニットでできている。リボソームに結
合した mRNA の塩基の配列は三つ一組として一つの情
報（コドン）として読み取られる。それぞれのコドンは
一つのアミノ酸に対応させられる。それを行なうのはト
ランスファー RNA（tRNA）10 である。tRNA には二つ
の重要な部位がある。一つの部位は mRNA の塩基のコ
ドン配列を認識し、別の部位は特定のアミノ酸を結合す
る。例えば、特定の tRNA は mRNA に並んでいるウラ
シル─ウラシル─ウラシルという塩基配列（コドン）を
一つの部位で認識し、他の部位に結合したフェニルアラ
ニンというアミノ酸をリボソームに運んでくる。次に、
その次のコドンが別の特定の tRNA により認識され、
別のアミノ酸が運ばれ既に運ばれてきていたアミノ酸と
結合する。アミノ酸が結合し終わるとリボソームで読ま
れる mRNA の位置がずれ、次のコドンが認識される。
このような過程が繰り返されて、次々にアミノ酸がリボ
ソームに運ばれ、多数のアミノ酸が結合したタンパク質
が合成される。
　コドンには、どこから mRNA を読み始めるのかとい
う開始コドンと、アミノ酸の結合をやめる読み終わりを
示す終始コドンと呼ばれる特定のコドンがある（75
頁、脚注 101 参照）。その結果、特定のアミノ酸が順番
に結合したタンパク質が、DNA の遺伝情報に基づいて
作られることになる。例えば、ヒトのヘモグロビンは
141 個のアミノ酸が順番につながった高分子化合物であ
るが、それは遺伝情報に基づいてリボソームで合成され
るのである。
　塩基は 4 種類しかなく、それが多様な遺伝情報を包含
するということが信じられない時期があった（74 頁
9.8.7 参照）。しかし、三つ並びのコドンは、4 × 4 × 4
の 64 種類となり、多くの情報を宿すことができる（75
頁、脚注 101 参照）。
　DNA から相補的な mRNA をつくる過程は転写、
mRNA からアミノ酸を順番に並べてタンパク質をつく

る過程は翻訳と呼ばれている（5 頁図 4 参照）。DNA の
情報に基づいて、タンパク質が作られることを、遺伝情
報がオンになるという。
　生殖細胞（一倍体）と殆どの細胞（二倍体）（73 頁
9.8.5、5 頁、脚注 6 参照）には、それぞれ一組、二組の
ゲノムが備わっている 11。しかし肝臓でオンになる情報
と心臓でオンになる情報には違うものがある。また乳児
でオンになる情報と成人でオンになる情報にも違うもの
がある。すなわち、DNA から転写によって mRNA を
つくるかどうか、あるいは翻訳を行なうかは巧妙に調節
されている。そのような遺伝情報の発現調節がどのよう
に行われるかを明らかにすることは生命を理解する上で
重要であり、多くのことが分かってきている。例えば、
DNA の遺伝情報を mRNA に転写する過程を DNA に
結合することで促進したり、抑制したりする転写因子と
呼ばれるタンパク質の一群がある（5 頁図 4 参照）。そ
の他に、タンパク質ではない RNA が遺伝情報の発現の
調節を行なっていることも分かっている。しかし、
RNA による遺伝情報の発現調節の研究は、現在急速に
進展している分野であり、その全貌はまだ明らかにされ
ていない（例えば 16, 17）。
　1.3.5　RNAの機能：上述したように RNA には、ゲ
ノムに含まれている情報をタンパク質に実体化するため
に重要な働きをする mRNA、tRNA、そしてタンパク質
合成工場のリボソームの構成成分の一つであるリボソー
マル RNA（rRNA）と遺伝子発現の調節を行う RNA が
ある。
　ところで、リボソームは rRNA とタンパク質からな
っているが、リボソームでアミノ酸を順番につなぐ機能
はタンパク質ではなく RNA が担っている。すなわち、
リボソームでは RNA が触媒（酵素）として働いている
ことが明らかにされている（18）（18 頁 2.4 参照）。
　1.3.6　遺伝子：ゲノムとは DNA の全ての塩基配列
の総体を指す言葉である。一方、遺伝子はゲノムの一部
である。遺伝子は、狭義には、タンパク質をつくる情報
を含んでいる（コーディング）領域をさす 12。広義の遺
伝子には、タンパク質をつくる情報となる mRNA をつ

9 生物は大きく真核生物（遺伝情報を担う DNA を含む染色体が核膜に取り囲まれた核に存在する。核の他にミトコンドリア
やゴルジ体などの細胞内小器官をもっている）と原核生物（細胞に核などの細胞内小器官が存在せず、DNA は一本のリン
グ状の構造を取っている）に大別される（8 頁 1.4.2、図 5 参照）。原核生物では、mRNA の合成・リボソームでのタンパク
質合成がともに細胞質で起こる。

10 tRNA は 73 ～ 93 の塩基を持つ RNA で DNA の情報に基づいて作られる。
11 発生や成長の過程で細胞が分裂する際には DNA が複製される。ほとんど同じものが複製されるが、時として一部で相補的

な複製が行われない場合などがある（11 頁 1.5.3 参照）。生殖細胞でそのようなことが起これば、それが進化の原動力になる
可能性がある。体細胞でそのようなことが起こると病気の原因となる可能性もある。すなわち、ヒトの全ての体細胞の遺伝
情報は同じであるとは限らない（15）。
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くるかどうかの調節をする DNA の領域や、tRNA や
rRNA、更に遺伝子の発現を調節する RNA の情報を担
っているノンコーディング DNA の領域も含まれる。
　ノンコーディング領域の機能については不明な点が多
く、それを含む広義の遺伝子をどのように定義するかは
未確定である。すなわち、われわれはヒトのゲノム情報
のごく一部を理解しているだけであるというのが現状で
ある（例えば、19）。
　ヒトのゲノムのうち狭義の遺伝子の割合は 2％弱であ
り、残りの 98％は遺伝子ではなくごみ溜めのようなも
のだと言われていた。しかし、上述したように遺伝子の
発現調節をする RNA などがあることが分かり始め、現
在ではヒトゲノムの 80％は遺伝子の発現調節を含めた
機能があるのではないかと推定されている（75 頁 9.8.8
参照）。
　1.3.7　糖・脂質：生体を構成する成分としては糖と
脂質も大変重要である。糖は体を構成する成分ともなる
が、ご飯に代表されるようにそれはエネルギー源となっ
ている。
　糖を分解することでエネルギーを得るプロセスは主に
二つある。一つは解糖系でアルコール発酵などが含まれ
る。それは酸素が無くても起こる過程である。地球は長
い間ほとんど酸素が無い状態が続いた。解糖系・発酵は
そのような時代の主なエネルギー生成過程である。現在
でもこの過程は酒づくりを含めて重要な機能を果たして
いる。他の一つは、酸素を必要とする過程である。それ
は真核生物のミトコンドリアという細胞内器官などで行
われる。これは 20 数億年前に真核生物が生まれたこと
と大きな関係がある（22 頁 2.9 参照）。
　生体に含まれる糖は DNA の五炭糖を含め、ほとんど
すべて D 型である。同一の型の糖を構成成分とするこ
とは DNA などの機能のある立体構造をつくるために欠
かせない。
　脂質もエネルギー源あるいは体の構成成分となるが、
脂質は特に細胞の仕切りとなる生体膜（細胞膜・細胞内
小器官の膜など）の基本骨格として重要な機能を果たし
ている。
　1.3.8　物質の透過性：生物は水と油でできている。
また物質も、油には溶けないが水に溶けやすいもの、そ
の反対のもの、あるいは両方に溶けるものがある。水に
溶けやすいブドウ糖のような物質は主に脂質でできてい
る生体膜を透過することはできない。しかし、生体膜に
は特定のものを通す水路のような働きをする特殊なタン

パク質（輸送体など）がある。それを介して、多様な物
質が細胞内外・細胞内小区画を巧妙に行き来すること
で、生命活動は維持されている。
　真核細胞では細胞内に膜で囲まれた様々な器官があ
り、特定の器官で特定の反応が起きる分業が成り立って
いる。これは、部品を製造する工場に機械は留まり、工
場からは中間完成品だけが選択的に最終工場に運ばれ、
そこで最終製品が完成するようなイメージと重なる。細
胞や細胞内小器官の膜が脂質の二重層でできていること
は、生命が維持される重要な要素の一つである。生物
は、このように DNA の働きで自己複製をしたり、外界
から取りいれた物質（糖・タンパク質・脂質・核酸・金
属など）によって体の成分を作ったり、生命を維持する
エネルギーを生み出したりしている。更に、生物の活動
は高度に組織化された体制（タンパク質・糖・脂質など
でできている）の中で行われている。また、タンパク質
は環境の刺激を感知しそれに応答することにも深く関与
している。進化を通じた環境変化などへの適応は、主に
DNA を通じて成し遂げられている。
　このように生物は、重要な生体物質の働きにより維持
されているのである。

1.4　種
　1.4.1　種とは：生物には多様な種が存在する。種の
定義はどのようなものだろうか？
　イヌとネコは見かけがはっきり違う。大雑把にはその
ような形態の違いに基づいて、同じような一群を種とし
て分類していると言える。しかし、種の完全な定義は定
まっていない。
　生物の生殖は、有性生殖と無性生殖の二つに大別され
る。無性生殖では、一つの個体が分裂して、次の世代が
生まれる。分裂時の DNA の複製に際して変異が生じた
場合に、その変異がどの程度大きければ新たに生まれた
個体を別の種とするかは恣意的な判断によらざるを得な
い。
　一方、有性生殖の生物の種の定義は、はっきりしてい
る。例えば、自然状態では出会うことがないトラとライ
オンを人工的に交配させると、タイゴンと呼ばれる子供
が生まれる。しかし、タイゴン同士を掛け合わせてもそ
の子供は生まれない。このように、有性生殖をする生物
では、雌雄で交配した場合に不妊の子供しか生まないも
のは別の種とする。つまり、孫まで生まれる雌雄は同じ
種と定義できる 13。

12 転写された mRNA の一部が除かれ、残りが整然と並びそれがタンパク質をつくる最後の情報となるような場合もある。詳
細は割愛するが、そのような過程はスプライシングと呼ばれている。
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　ラバは雄のロバと雌のウマから生まれる交雑種である
が、ラバには子は生まれない。ロバとウマは別の種であ
る。ラバは人にとって都合の良い家畜なので、その都度
交雑させている。
　イヌの雑種はわれわれに馴染み深く、イヌの雑種から
は多くの子孫が生まれていることもよく目にする。しか
し、生物学的に言うと、例えば、柴犬もシェルティーも
同一の種である。つまり、犬の雑種というのは日常語で
あり、生物学的な表現ではない。それら形態がはっきり
違う犬は、同一種の下位分類である犬種が違うというこ
とになる。
　ところで雑種が生まれ、それが新たな種となる場合は
ないのだろうか？
　例えば、トラやライオンは、精子と卵子からそれぞれ
一組の遺伝情報を得た二倍体の細胞をもっている。トラ
の遺伝情報を AA、ライオンのそれを BB と便宜的に表
すと、その交雑種は AB という遺伝情報をもつことにな
る。そのような生物でも受精卵から分裂が繰り返され成
体となる。成体は、AB 二組の遺伝情報をもつ二倍体の
体細胞より構成されている。AB という組合せでも、体
細胞分裂は順調に起こる。しかしそのような成体は、一
倍体をもつ精子あるいは卵子｛体細胞分裂とは異なる減
数分裂（26 頁 2.11.1 参照）という独特の過程で形成さ
れる｝をうまく作ることができず、不妊となってしま
う。すなわち、孫は生まれないのである。
　ところが、このような AB という二倍体をもつ個体で
も、遺伝情報の複製が起こり、AABB という状態にな
った後に、細胞分裂が起こらない場合がある。そのよう
な生物は AABB という遺伝情報をもつ四倍体と呼ばれ
る。四倍体になると二倍体（AB）から成る正常な精子
と卵子ができるようになり、交配種は子々孫々を残すこ
とができるようになる。それは新たな種である。
　このように倍数化した新たな種は植物には多く見られ
る 14。例えば、われわれがパンに利用しているパンコム
ギは AABBDD の六倍体である。それは、自然の中で
野生の一粒系コムギ（AA）、野生のクサビコムギ

（BB）、タルホコムギ（DD）が順次交雑し倍数化した結

果、誕生した。われわれの祖先は、そのように自然に生
じた新たな種が多くのタネをつけることに目をつけそれ
らを増やし、栽培化したのである（5 参照）。
　1.4.2　生物の分類と種数：生物は、大きく原核生物

（原核細胞からなる）と真核生物（真核細胞からなる）
に二分される。それぞれの生物は原核細胞と真核細胞か
ら成り立っている（図 5）。

　原核生物は、細胞核やミトコンドリアなどの細胞内小
器官がほとんど発達していない小さな細胞（通常数μm
以下）の単細胞生物 15 である。DNA は一本のリング状
で、細胞分裂に際しては生体膜に付着し、複製された後
に新たな細胞に配分される。分裂時に紡錘体（次頁参
照）は現れない。その為に無糸分裂と呼ばれることもあ
る。原核生物のリボソームは 50S16 サブユニットと 30S
サブユニットの大小サブユニットから成る 70S リボソ
ームである。
　原核生物は真正細菌（sn- グリセロール -3- リン酸の
脂肪酸エステルより構成される細胞膜をもつ）と古細菌 17

（sn- グリセロール -1- リン酸のイソプレノイドエーテル
より構成される細胞膜をもつ）に二分される。真正細菌
はバクテリアのことである。本論で“バクテリア”と表
現する場合には真正細菌と古細菌を含む原核生物を指す

13 人類は化石の形態により多くの種に分類されている。近年化石の骨の DNA の分析が進みネアンデルタール人とわれわれと
の関係の知見が増えている。それによると過去のホモ・サピエンスとネアンデルタール人の間に子供・孫が生まれたことが
明らかにされている（20）。種の分類はリンネに始まる二名法で行われるが、これらのことを考えると、われわれはホモ・
サピエンス・サピエンス、ネアンデルタール人はホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシスと同じ種の亜種として分類す
るのが適当である。

14 植物は、動物に比べて倍数体が多い。そのために植物にはゲノムサイズが大きな種が存在する（4 頁、脚注 5 参照）。
15 マット状の群体を形成することもある。
16 S は沈降定数の略号である。細胞を磨砕した懸濁液を、密度の異なるショ糖溶液を層状に重ねた溶液の上に積み、その後に

高速で遠心分離を行なうと、細胞内の様々な要素は特定の密度の所に集まる。そのように、細胞内の諸要素をそれぞれ単離
し、その機能を明らかにする研究手法がある。リボソームもそのような方法で、精製されその機能が明らかにされた。沈降
定数は、そのように分離が起こる際の決定的な因子で、単位遠心力場における沈降速度である。それは、特定の要素の密度
や形状などにより決まる。その為に 50S と 30S からなるものが 70S となりうる。

図 5　原核細胞と真核細胞の概略。真核細胞は、細胞壁・葉
緑体の有無で動物・菌類・ 植物と藻類の三つのタイプ
に大別される（本文参照）。

DNA

リボソーム 細胞膜

細胞壁

核

リボソーム
ミトコンドリア

葉緑体

原核細胞 真核細胞菌類 植物・藻類

動物

ゴルジ体
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ものとする。
　一方、真核生物は、細胞核・ミトコンドリア・ゴルジ
体などの細胞内小器官をもつ細胞からなる。また光合成
をおこなう陸上植物や藻類の細胞には葉緑体が見られ
る。細胞の大きさは原核生物に比べて格段に大きい。真
核生物には、単細胞生物と多細胞生物が存在する。細胞
分裂に際して、DNA はタンパク質とともにコンパクト
な染色体となる。染色体は紡錘体により細胞の両端に引
っ張られ新たな娘細胞に分離される。このような細胞分
裂の様式を有糸分裂という。リボソームは、60S サブユ
ニットと 40S サブユニットからなる 80S リボソームで
ある。生殖は主に有性生殖 18 で、一倍体の卵子や精子
のような配偶子が合体し二倍体の個体が誕生する場合が
多い。
　生物の分類は真核生物を 4 つの界に大別し、更に原核
生物のモネラ界と合わせて生物全体を 5 界に分類するこ
とが一般的である。
　真核生物の 4 つの界は、動物界（多細胞からなり運動
性を有し従属栄養生物で、細胞壁を欠いている）、植物
界（多細胞の非運動性・独立栄養生物で、細胞壁をもつ
陸上植物）、菌界（細胞壁のある多細胞性の従属栄養生
物）とその他の原生生物界（単細胞である動物性の従属
栄養生物の原生動物や植物性の藻類など）である。
　本論の目的の一つは、生命が 40 億年の間にどのよう
に進化し、種の誕生と絶滅を繰り返しながらその多様性
を増してきたのかを辿ることである。われわれは様々な
ものを分類し、グループに分ける性癖をもっている。例
えば他人を敵と味方に分けるなど二分法的な認識をして
しまうのが常である（79 頁 10.1 参照）。そのような習性
のために、われわれは進化という概念をもつ以前から生
物を分類してきた。ここでは、生物の分類 19 について
最低限のことを述べる。
　現在では、生物の界を更に門、綱、目、科、属、種に
細分している。われわれは、動物界の脊索動物門の哺乳
綱の霊長目のヒト科 20 のヒト属の一つの種（ホモ・サ
ピエンス）である。
　このような分類の他に多細胞生物である動物は、脊椎
動物と無脊椎動物に大きく二分される。
　しかし、脊椎動物（魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺

乳類）は、動物の一つの門である脊索動物門｛脊椎動
物・頭索類（ナメクジウオなど）・尾索類（ホヤなど）
からなる｝のサブ・グループの一つに過ぎない。動物全
体は、30 以上の門に分類される。すなわち、動物の多
様性は無脊椎動物によりもたらされているのである。
　無脊椎動物の代表は、節足動物門（昆虫類・甲殻類な
ど）である。その他、軟体動物門（貝類・ナメクジ・イ
カ・タコなど）・腕足動物門（シャミセンガイなど一見
すると二枚貝に似ているが、それとは体制が大きく異な
っている）・環形動物門（ミミズ・ヒルなど）・棘皮動物
門（ウニ・ヒトデ・ナマコなど）・刺胞動物門（クラ
ゲ・イソギンチャクなど）・海綿動物門などが含まれる。
　陸上植物については本論で論ずる進化を理解するため
には、便宜的に①原始的な前維管束植物（クックソニア
など）、②シダ植物、③コケ植物、④前裸子植物（アル
カエオプテリスなど）、⑤シダ種子植物（グロッソプテ
リスなど）、⑥裸子植物（マツ・ソテツ・イチョウな
ど）、⑦被子植物（現生の植物の大部分を占めている。
昆虫により受粉が行われる目立つ花をつけるものが多
い）に大別すれば十分である（6 参照）。
　それぞれの生物を別の種とするか同一の種のサブタイ
プとするかなど、分類の規準にははっきりしない部分も
ある。そのために、現在記載されている種の総数は 150
～ 200 万種と幅がある。現在受け入れられているおおよ
その種の数を生物の大きなグループ別に見ると、“ バク
テリア ”（7 千）、動物（110 万）、植物（26 万）、菌類

（10 万）、原生動物（7.5 万）となる。
　種の多様性という点からいうと動物の昆虫が 75 万種
以上、花を咲かす被子植物が 22 万種以上で、この二つ
の多様性が突出している。それは多様な形の花が蜜で昆
虫を誘い、受粉を媒介してもらうからであるとされてい
る。このように生物が互いに影響し合いながら進化する
現象は共進化と呼ばれている（詳細な議論は 39 頁 5.3
参照）。
　上述したように既知の種の数は 150 ～ 200 万と言われ
ている。しかし地球には、われわれの知らない種が多数
存在している。その総数は数千万あるいは 1 億以上にも
上ると言われている。それは様々な方法で推定されてい
る。例えば、熱帯雨林の木の上から殺虫剤を撒き、落ち

17 リボソームの小サブユニットに含まれる RNA の類似性から古細菌が一つのグループとして分類された（21）。古細菌は生
命の誕生と深くかかわっていると思われる熱水噴出孔で見つかった。そこで最古の生命という期待を込めて命名された。し
かし、最古の原始生命体がどのようなものであったかは分かっていない（18 頁 2.4 参照）。

18 原核生物の中にも有性生殖を行なうものが知られている（22）。
19 生物の分類は、研究者により異なっており必ずしも定かなものではない。特に化石種の場合には解釈が大きく異なる場合が

ある。
20 ヒト科は更に、ヒト亜科（ヒト属、チンパンジー属、ゴリラ属を含む）とオランウータン亜科に二分される。
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てきた昆虫などを調べると既知のもの以外にどの程度未
知のものが存在するかを推定できる（23）。同様に、あ
る特定地域に棲息する線虫や“バクテリア”についての
サンプル調査により、未知の種数を類推できる。
　生物は 40 億年前に誕生しその多様性を増してきた。
化石で見つかっている生物種はおよそ 25 万種であると
言われている（24）。一方、40 億年間には 300 億～ 4 兆
の生物種が存在していたと推定されている。しかし、そ
の 99％は絶滅してしまったと考えられている（25）。
　例えば三葉虫は、5 億 2 千万年前（カンブリア紀の初
め）から 2 億 5 千万年前（古生代最後のペルム紀末）ま
で生息していた。三葉虫はその化石の形態から多くの種
が誕生・絶滅していったことがよく分かっている。平均
すると一つの種の寿命は数百万年である（26）。勿論、
種によってはこれより短いものも長いものもある。例え
ばストロマトライトという化石を構成しているシアノバ
クテリアは 30 億年まえ前後には現れ（21 頁 2.7.3 参
照）、今なお生存している。また、ゴキブリ・イチョ
ウ・シーラカンス（35 頁 4.4 参照）も数億年前から存続
している。もちろん、これらの現生の種と最初に誕生し
たそれぞれの種がどの程度似ているのかなど細かいこと
は分からない。
　ここでは、① 40 億年前に誕生した原始生命体から最
後の共通祖先が生まれそこから多くの新たな種が誕生し
てきたこと、しかし、②そのほとんどは絶滅してしまっ
たこと、ところが、③全てが絶滅することはなく幸運な
種が大きく変わる地球環境の中で命のリレーをしてきた
ことを強調しておきたい。

1.5　進化
　1.5.1　進化とは：「生物の進化」は、最後の共通祖先
である生物種から多様な種が形成されていったとするも
のである（図 6a参照）。それは、世代を経る中で種の
中で形質が変化したものが生まれ、その中のごく少数の
環境への適応度を増した個体が局所的な場で自然淘汰に
耐え繁殖し、時とともに別の種となることで多様な種が
生み出されてきたと考えるものである。すなわち種は、
不変ではなく、変化し新たに多様な生物種へと生まれ変
わるのである。
　進化の原動力は主に二つある。①適応度を増した個体
が生まれることと、②変異をもった個体の中で配偶者に
好まれたものが増える性淘汰である（65 頁 9.1.6 参照）。
　しかし、それ以外に、中立的なものもあることを強調
しておきたい。それは例えば赤い玉と白い玉が 50 個ず
つ入っている袋から 50 個の玉を取り出すことを考えて
みよう。その時に色は見えず、触っても両者には何も変

わりがないとする。選ばれた玉は赤と白が 25 個ずつと
なるとは限らない。次に選んだ 50 個を同じ色の玉で 2
倍にする。そこからまた 50 個を選ぶ、そのようなこと
を繰り返したとしよう。すると、次第に袋の中の赤と白
の玉の割合は偶然に支配され様々な場合が生まれること
は容易に想像できる。ある場合には白い玉あるいは赤い
玉がほとんどを占める場合もある。このようなことが進
化でも起こりうることを示したのが木村資生（1924- 
1994）である。彼が提唱した中立進化という概念は、分
子レベルの遺伝子の変化は自然選択に対して有利でもな
く不利でもない（中立的）というものである（27）。こ
のように中立的変異をもつ個体は、偶然に左右されて個
体群の中での存在割合が変化する。このような現象は遺
伝的浮動と呼ばれ、現在ではそれが生物進化の重要な要
素であることが広く受け入れられている。
　すなわち進化は、偶然に支配される遺伝的な変異に支
配されるとともに、たまたま起こった環境変化にも影響
される。このように進化は、予測可能な事柄ではないと
いうことを再度強調しておきたい。
　また、ある場所のある環境で進化により生まれた種は
必ずしも最高の適応度をもつ種ではなく、たまたま他の
種よりは適応度が高かったという場合もある。例えば、
オーストラリア大陸で長い間繁栄してきた有袋類の大半
は、その後、他の大陸からもち込まれた有胎盤類にその
地位を奪われてしまった（41 頁 6.3 参照）。このこと

図 6　生物進化の系統樹。a. 垂直伝播のみによる従来の進化
の考えに基づいた系統樹。この図における一番下に属
するものが最後の共通祖先である。b. 生物種を真核生
物・原核生物（真正細菌・古細菌）に大別したもの。
c. 水平伝播もしばしば起こる系統樹。d. 初期の生命進
化段階では遺伝情報の伝播が盛んに起こり、共通の生
命群（円環で表示されている）が存在したとする説。
文献 29,doi:10.1038/431134a より許可を得て転載。
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は、有袋類がオーストラリ大陸の環境に対して最高の適
応度をもつ生物であったのではないことを示している。
　1.5.2　進化の系統樹：進化を考える場合には系統樹

（図 6a）に沿って考えると理解しやすい。系統樹が示す
生物の進化の重要な概念は、それが梯子を上るように一
つの方向を目指す直線的なものではないということであ
る。そうではなく進化は、幹から枝が生じそこから更に
細い枝がのび、ある枝は枯れ落ちてしまうという、ダー
ウィンが提唱したような灌木のイメージとして捉えるべ
きものである（61 頁、図 12 参照）。進化は、一つの種
が別の種へとしだいに変化するのではなく、古い種が消
えて新しい種へと置き換わっていくのである。
　一方、このように枝どうしは分かれて行くだけで途中
で癒合することはないという当初の系統樹の概念は、近
年では修正されている。それは、親から子に遺伝情報が
伝わる垂直伝播という様式の他に、親子関係にはない別
種の間で遺伝子が水平に移動することが分かったためで
ある。そのような様式の遺伝情報の伝達は水平伝播と呼
ばれる（図 6c, d）（例えば 28, 29 参照）（23 頁 2.10.1 参
照）。
　最後の共通祖先は、一種類の生物種（図 6a）なの
か、遺伝情報を共有しうる生物種の集団（図 6d）であ
るのかは明らかではない。遺伝情報の水平移動が初期に
は頻繁に起こったことを示唆する証拠を考えると、共通
祖先は現在の種という概念が当てはまらいような集団で
あった可能性も強い。また、違う遺伝子・タンパク質・
形質に従って系統樹をつくると、同じ系統樹に収束しな
いこともある。このように、特に初期の生物進化の実体
については分からない事が多く残されている（30-34）

（18 頁 2.4 参照）。
　はっきりしない部分は残るが、最後の共通祖先が存在
していたことが現存する生物の遺伝情報を比較すること
で示唆されている（35-37）21。
　40 億年前に誕生した原始生命体と最後の共通祖先は
原核生物であると考えられている。その後 10 数億～ 20
億年近く経ってようやく真核生物が誕生した。真核生物
と原核生物の類縁関係を調べた結果、真核生物の細胞内
に存在するミトコンドリア（呼吸・エネルギーの生産な
どの重要な機能をもっている）と葉緑体（光のエネルギ

ーを利用し二酸化炭素から糖を合成する）は、もとは独
立した真正細菌であったものが別の細胞と共生し最終的
に真核生物の細胞内小器官となったことが明らかにされ
た（23 頁 2.10.1, 25 頁 2.10.3 参照）。すなわち、これは
遺伝情報の水平伝播が起こった実例の一つである。しか
し、ミトコンドリアを取り込んだ宿主の細胞はどのよう
なものであったかは分からない（24 頁 2.10.2 参照）。葉
緑体を取り込んだ宿主細胞は、ミトコンドリアをもった
真核細胞であると考えられている（25 頁 2.10.3 参照）。
　真核生物と真正細菌と古細菌の類似性の比較は、先ず
リボソームなど遺伝情報を実体化する成分である情報遺
伝子についてなされた。その結果、真核生物と古細菌と
の類似性が高いことが示された（21）。その結果、図 6a
のように真核生物と古細菌の類似性が強調される系統樹
が一般的に採用されている。しかし、現在では真核生物
の膜成分や代謝などを司る運用遺伝子は、古細菌よりは
真正細菌と似ているものが多いことが示されている

（38, 39）。これらの知見を考慮すると、①真核生物は真
正細菌と古細菌からキメラ状にできたものであること、
②遺伝情報は垂直伝播以外にも水平伝播によりもたらさ
れたこともあったことが明らかである（38-41）。
　1.5.3　進化を生み出す仕組み：進化を生み出す形質
変化は突然変異によりもたらされる。その仕組みとして
は、大きく分けて以下の二つがある。
　垂直伝播の場合には、①染色体レベルと、②塩基レベ
ルの突然変異である。
　前者の場合には、以下の 4 つの仕組みなど大きな部分
が変化するものがある（26 頁 2.11.1 参照）。i）染色体の
一部がちぎれて別の所に入る（挿入）。ii）ちぎれたもの
が逆さに元の所に入る（逆位）。iii）切れたものが失わ
れてしまう（欠失）。iv）二本の染色体が途中で交差
し、入れ替わる（転座）。
　後者の場合の代表的な変異の仕組みは以下の 3 つであ
る。i）一つの塩基が変わり違うアミノ酸がタンパク質
の構成要素となるミスセンス 22。ii）塩基（ヌクレオチ
ドとして）が一つ余計に入ったり失われたりすると、三
つずつ読むコドンがずれてしまい全く違ったアミノ酸か
らなるタンパク質ができてしまうフレームシフト。iii）
アミノ酸をコードしていたコドンが終止コドンとなり成

21 18 世紀の人々の中に既にこのように考えていた人もいた。ダーウィンは『種の起原』の中で共通祖先の可能性をはっきり
と述べている（59 頁 9.1.1 参照）。

22 このような突然変異で病気が発症する場合がある。鎌状赤血球症は遺伝性の貧血病である。それは正常な赤血球がドーナツ
のような形をしているのに対し、鎌のような形の赤血球となり壊れやすく貧血を起こすことから病名がついていた。その病
気の原因解明から、初めて遺伝病の仕組みが明らかにされた。患者のヘモグロビンのアミノ酸配列には 1 ヵ所だけ正常なヘ
モグロビンとは違う所があった。本来グルタミン酸であるべき所がバリンに置き換わっていたのである。遺伝子の塩基が一
つ置き換わり、アミノ酸が一つ変化することでヘモグロビンの酸素の運搬機能が低下してしまうことが明らかにされた。
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熟したタンパク質ができないナンセンス突然変異。
　この他進化を生み出す仕組みには、上述したようにミ
トコンドリアと葉緑体の誕生のような水平伝播もある。
その場合には、一つの生物の全遺伝情報が水平に伝播し
たことになる（詳細は 23 頁 2.10.1、25 頁 2.10.3 参照）。
また、生物がまるごとではなく、DNA の一部が水平に
移動する場合もある（24 頁 2.10.2 参照）。もちろん 4 倍
体などの倍数体の雑種形成も進化をもたらす（7 頁 1.4.1
参照）。
　1.5.4　突然変異の頻度：突然変異はどの程度の頻度
で起こるのだろうか？　一つの目安としては、ヒトの場
合には 1 世代当たり数千万から 1 億塩基について 1 つ程
度の突然変異が見られると言われている（27 頁、脚注
49 参照）。一方、生きている化石と言われるシーラカン
スでは突然変異の頻度は極めて低いことが最近明らかに
された（35 頁 4.4 参照）。このように突然変異の頻度に
ついては一概に言えないが、極めてまれである。
　生命の特徴は正確に自己複製をすることである。正確
な自己複製だけが行われていれば、新たな種が生まれる
チャンスは少ない。二種の生物の合体や遺伝情報の水平
移動はその少ないチャンスに当たる。それらに加えて上
述したような染色体・塩基レベルの突然変異がごく稀に
起こり進化が生み出される。まれな現象であっても、そ
れは 40 億年という長い時間の中で多様な生物種を誕生
させたのである。生物の生存は、正確な複製と時々起こ
る突然変異という相矛盾する二つの要素に支えられてい
る。
　1.5.5　分子時計：生物種がどのように進化してきた
かは、それぞれの生物種のもつ遺伝情報、あるいはタン
パク質のアミノ酸配列を比較することで跡づけることが
できる。たとえば、赤血球に含まれ酸素を運ぶ重要な機
能をもつヘモグロビンは、ヒトを始め多くの動物に含ま
れている。そのアミノ酸の配列（ヒトのヘモグロビンは
141 個のアミノ酸からなる）をくらべると、ヒトとチン
パンジーは全て同じある。一方、ヒトとウマでは 18 カ
所で、ヒトとコイでは 71 カ所で違っている。これらの
生物が祖先を含めていつの時代に分岐してきたかを化石
の証拠から推定した時代を横軸に、縦軸にはアミノ酸の
違いの頻度を取り、グラフにプロットすると直線関係を
示すことが分かった。それはアミノ酸の配列に変化をも
たらす塩基の置き換えが、一定の確率で起こることによ
るためであると考えられている。このような関係が一端
求められると、例えば、現生のある生物の祖先の化石の

証拠が無くても、ヒトとその現生の種のヘモグロビンの
アミノ酸配列の違いを既に得られている直線にあてはめ
ると、ヒトの祖先とその生物の祖先がいつの時代の共通
の祖先から分岐したかが推定できる。このように代表的
な種間における同一タンパク質のアミノ酸配列の違いと
種の分岐時期の関係から得られた直線関係を分子時計と
呼んでいる。これは 1965 年にライナス・ポーリング

（1901-1994）らが提唱したもので（42）、進化研究の強
力な手法の一つとなっている。しかし、以下に述べるよ
うな点に注意する必要がある。
　このようなタンパク質のアミノ酸配列あるいは DNA
の塩基配列を比較することで生物間の系統関係や分岐の
時期を明らかにする分子系統の研究が現在盛んになって
いる。ところが、①この方法は従来の形態を比較するも
のとは基準が異なっているために、化石から明らかにさ
れる形態がはっきりと違う種として確立する時期とゲノ
ムの変化が生じた時期は一致するとは限らない。②また
限られた数のデータから求められる分子時計には誤差が
つきものである（76 頁 9.8.9 参照）。
　1.5.6　最初にできたであろう小さな翅で蝶は飛べた
か？：生物のもつ様々な形態は突然変異により進化した
と考えられている。ところで、蝶は初期にもつようにな
った翅でいきなり飛ぶことができたのだろうか？　現生
昆虫の祖先と目される化石昆虫がもつ背胸部の出っ張り
部分（翅の原型）は現在の蝶の翅の基部の三分の一ほど
である。そこでダグラス・マシュー（1949-）はモンキ
チョウの翅の大きさを色々にトリミングし、その影響を
調べた。基部側の三分の一の翅を残した蝶と翅を全て切
り落とした蝶の体温を比較すると翅を残した蝶の体温の
方が 55％高いことが分かった。これは、そのような蝶
が翅を太陽の方に向けて広げることで熱を吸収した結果
であると考えられた。翅の大きさがある程度の大きさに
なると温度調節としての作用は飽和してしまう。一方、
飛翔に役立つ空気力学的な効果は小さな翅では見られな
いが、翅がある程度の大きさになると急速にあらわれる
ことも分かった。そこで彼は、最初の翅には飛ぶ機能は
なかったが、温度調節器として働き、そのような器官を
進化させた個体は環境適応度を増したと推論した。この
ように蝶の翅は、最初は飛翔能力のないものとして生
れ、その後に飛翔という新たな能力を獲得したものと思
われる 23（43-45）。
　重要なことは「生物が備えている器官が現在果たして
いる機能を最初から獲得していたとは限らない」ことを

23 最近では、翅の進化に及ぼす転写因子の影響の解析などの研究も始まっており、飛翔の進化に関する研究が進んでいる
（46）。
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考える必要があることである。
　それでは、レンズを備えシャープな像を捉えることが
できる目のような巧妙な器官はどのように生まれたのだ
ろうか？
　1.5.7　進化における収斂と相似・相同：例えば、タ
コもヒトもレンズを備えた目をもっている。タコとヒト
の共通の祖先は、進化を簡潔に表現した系統樹（10
頁、図 6a 参照）に沿って考えるとある種の線虫であっ
たと考えられる。その線虫にはちゃんとした目は無かっ
た。このことは、タコとヒトは共通の祖先から分岐した
後に、それぞれ別個に目を獲得したことを示している。
このように別々に生まれた同じような形態・機能をもつ
器官は相似器官であり、そのような器官の誕生は収斂進
化と呼ばれる。一方、共通の祖先の段階で既にある器官
が生まれ、その後、分岐により新たな種がそのような器
官をもっている場合それらは相同器官と呼ばれ、一般に
相似器官と区別されている。
　このような観点に立つと、目は独立に 40 回、飛行は
少なくとも 4 回（昆虫・翼竜・鳥・コウモリ）、それぞ
れ独立に収斂進化したと言われている。目や翼・翅は偶
然に支配された突然変異の積み重ねで生ずる。しかしそ
れらが、見る・飛翔する機能を果たすためにはある様式
をもったものに収斂的に進化せざるを得ない。でき上が
ったものを見るとそれはあたかも設計図に従って作られ
たように見えるが、実際には長い時間をかけた偶然の積
み重ねの結果である。
　最近では目のレンズの構成タンパクであるクリスタリ
ンには 11 種類あることが分かっている。例えばショウ
ジョウバエのクリスタリンは、視覚とは関係のない働き
をしていることも明らかにされている。また脊椎動物の
眼にはそのうちの 3 種類だけが見つかっているに過ぎな
い。その他のものは、肝臓・肺・脾臓・皮膚・小腸・脳
で全く異なる機能を果たしている。これらのことは、目
のレンズは既に存在していた別の用途に使われていたタ
ンパク質を流用することによりできたものであることを
示している。一方、光を受容する働きをもつロドプシン
は全ての目に含まれている。それは無脊椎動物と脊椎動
物の二つのタイプに分けられるが、それがどのように進
化してきたかは不明である。しかし、目の形成に重要な
働きをする転写因子（5 頁 1.3.4 参照）である Pax6 と呼
ばれる遺伝子は、脊椎動物でも無脊椎動物でもよく似て
いることが分かっている。これらのことは、収斂と考え
られている相似器官の中にも、相同的な要素があること
を示している。進化における相似と相同は、必ずしも画
然と区別できるものではないかもしれない（47）。目の
最初の原型は、藻類で生まれたという説も提唱されてい

る（48）。目の進化については更なる研究が必要である。
　目がどのように進化したのかを明らかにすることは、
進化を受け入れるかどうかに大きな影響を与えている。
詳細は、55 頁 8.28 を参照していただきたい。ここで
は、例えば、ぼんやりした像しか結ばない中途半端な目
を発達させた個体は、明暗は区別できるが何も像を結ば
ない“目”をもっている個体よりも適応度を増し、より
繁殖する可能性が高いことは明らかであることを指摘す
ることに留めておく。
　1.5.8　移行化石：進化は徐々に起こった変化が積み
重なるものである。進化が起こり、ある種から次の種に
変わるのであれば、その途中に生存した移行的な種の化
石が見つかるはずである。進化を信じない人々があげた
進化を否定する根拠の一つは、移行化石が見つからない
ことであった。しかし、最近では移行を示す多くの化石
が見つかっている（49）。以下にクジラへの進化を、移
行化石をもとに紹介する。
　　1.5.8.1　クジラの進化：18 世紀にリンネ（52 頁
8.21 参照）は、クジラを哺乳類として分類した。また、
チャールズ・ダーウィン（59 頁 9.1 参照）は、1856 年
の『種の起原』の初版でクマがクジラのような動物に進
化する可能性があると記していた。しかし、彼は後の版
ではそのことに触れなくなった（49）。
　1832 年に現在ではムカシクジラの仲間であることが
分かっているバシロサウルスの化石がリチャード・ハー
ラン（1796-1843）によって米国のルイジアナ州で発見
された。彼はそれを爬虫類に属するものとしてバシロサ
ウルスと命名した。バシロサウルスが爬虫類とされたの
は、19 世紀に海生爬虫類であるイクチオサウルスの化
石が見つかっていたからである（71 頁 9.6.1 参照）。
　爬虫類の歯はどの歯もみな同じ形をしている。一方、
哺乳類の歯には形の異なる犬歯・門歯・臼歯がある。と
ころが、ハーランの見つけた化石の顎にはサイズ・形の
異なる歯が生えていた。史上最大級と目される爬虫類の
化石に、なぜ哺乳類のような歯が生えていたのかはハー
ランを始め多くの人を悩ませた。しかし、謎は解けなか
った（49）。
　古生物学の権威のリチャード・オーウェン（59 頁
9.1.1、71 頁 9.6.1、72 頁 9.6.3 参照）は、ダーウィンの提
唱した進化論には反対であったが、彼の述べたクジラの
祖先は陸上の哺乳類であるという考えには興味を示して
いた。また彼は、バシロサウルスが哺乳類であると判断
し、それをゾイグロドンと名づけた。しかし、学名は最
初に命名されたものを使う規則があるために、その生物
は現在でもバシロサウルスと呼ばれている。
　19 世紀の終わりにウィリアム・フラワー（1831-
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1899）は、バシロサウルスの頭骨は、アザラシよりも古
代の「ブタに似た有蹄類」の方に、共通する点が多いと
判断した。そのような観察により次第にバシロサウルス
の評価が変わっていった（49）。
　現在では、多くの化石の発見や現生動物の遺伝情報を
比較する分子系統の研究から、クジラはカバの仲間が進
化したものであることが明らかになっている（50-52）。
その結果、現在ではクジラと偶蹄目（ウシ・イノシシ・
ラクダ・カバなどを含む）は、統合され鯨偶蹄目という
一つの目として分類されている。
　今ではクジラが陸生の哺乳類から進化したことが明ら
かにされている。それは 1970 年代以降フィリップ・ギ
ンガリッチやハンス・テーヴィスンらが、エジプトやパ
キスタンなどからクジラの祖先と思われる数多くの移行
化石を発見したことに負っている（53, 54）。以下に移
行化石に基づいて、クジラの進化を経時的に辿る。
　　1.5.8.2 インドヒウス：インドヒウスは古第三紀の
始新世（約 4,800 万年前）にインド北部のカシミール地
方に生息していたマメジカに似た動物で、ラオエラ科に
属する絶滅した生物種である。耳および小臼歯の構造、
四肢の骨密度、および歯の安定酸素同位体組成がクジラ
類に近く、他の偶蹄類とは異なっていた。そこでインド
ヒウスは、水中生活に適応した形質を獲得していたクジ
ラの祖先の候補として挙げられた（55）。しかし、これ
については、そのような関係を示唆した分子系統的なデ
ータの解釈に問題があることが指摘されている（56）。
提唱者の反論（57）もなされているが、インドヒウスが
クジラの祖先であるということは定説にはなっていな
い。
　　1.5.8.3　パキケトゥス：パキケトゥス（図 7）は、
始新世（約 5,000 万年前）の水陸両域に生息していたオ
オカミ位の大きさの四つ足の哺乳動物で、クジラの祖先
として認められている（58, 59）。
　パキケトゥス類の歯は三角形をしており、それはメソ
ニクス類の歯に似ていた。歯の形について考えれば、メ
ソニクス類 24 をクジラの祖先としたリー・ヴァレン

（1935-2010）の 1966 年の予測は正しかったと言える
が、現在ではメソニクス類はクジラの祖先ではなく、そ
れと似ていたグループであると考えられている（49）。

　パキケトゥスの手足は相対的に短く、水を掻くのには
適した形ではなかった。また足の距骨は偶蹄類に似てい
た。耳の構造は水中の音を聞くことができるクジラのそ
れとは違っており、クジラのような潜水中の水圧に耐え
るような構造もしていなかった。その耳は、陸上哺乳類
の耳に似ていたとされている。更に、化石の酸素同位体
分析の結果は、彼らの生息環境が海水ではなく淡水と関
係が深かったことを示していた。実際、化石の発見場所
は、川が古代の海に流れ込むところであったと推定され
ている（49, 58, 60-62）。
　これらのことから、パキケトゥスは蹄をもち、淡水の
水辺で暮らし犬かきのような仕方で泳ぐことができ、と
きおりワニのように目と鼻を水上に出しながら水中に潜
み、淡水に生息する小動物などを捕食していたと推測さ
れている。パキケトゥスが陸上生活と水中生活をどのよ
うに組み合わせていたのかはよく分からないが、水中生
活に移行するごく初期の段階であったことは確かであ
る。（49, 58, 60-62）。

　　1.5.8.4　アンブロケトゥス：アンブロケトゥスは
4,900 万年前頃の（始新世）のテチス海（以下参照）の
沿岸部や河口部に生息していた体重 300kg ほどの動物
であったと推定されている。広がった手足には水かきが
あり、カワウソのように背骨をしなやかにうねらせなが
ら、四肢で水をかいて水中を自在に動いていたと考えら
れている。この種は淡水域から海へ進出しつつあったと
思われている（49, 60, 61, 63）（図 8）。
　テチス海はパンゲア大陸 25 の分裂が始まった約 2 億
年前頃からローラシア大陸 26 とゴンドワナ大陸 27 に挟

図7　クジラの祖先と考えられているパキケトゥス科の化石。
オオカミと同じ大きさのPakicetus attocki （a）と、キ
ツネと同じ大きさの Ichthyolestes pinfoldi （b） 文献 59, 
doi:10.1038/35095005 より許可を得て転載。

24 新生代の初期（6,550-5,580 万年前）に誕生し、古第三紀に絶滅したオオカミに似た肉食獣である。
25 2 億 5,000 万年前頃から、ローレンシア大陸（グリーンランドを含む北アメリカ大陸の主要部分と、スカンジナビア半島を

中心とするヨーロッパ大陸の一部）・ゴンドワナ大陸・バルティカ大陸（ユーラシア大陸の北西部）・シベリア大陸など全て
の大陸が次々と衝突して誕生した超大陸。

26 ローレンシア大陸・バルティカ大陸・シベリア大陸やカザフスタニア・シナ地塊からなる大陸。
27 アフリカ大陸・南アメリカ大陸・インド亜大陸・南極大陸・オーストラリア大陸や、アラビア半島・マダガスカル島が融合

した大陸。
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まれた海域で、古地中海とも呼ばれるかつて存在した海
である。クジラの祖先と考えられているアンブロケトゥ
スが生息していた頃にはインド半島は、まだユーラシア
大陸には衝突しておらず、ユーラシア大陸とインド半
島、更にアフリカ大陸に挟まれたテチス海が存在してい
た（77 頁、脚注 103 参照）。テチス海がクジラの誕生し
た所であると考えられている。それは、クジラの祖先の
化石がかつてのテチス海であったと考えられているイン
ド、パキスタン、エジプトの一部で多く見つかっている
ことに拠る。テチス海はその後収縮し、カスピ海、黒
海、アラル海がその名残であると考えられている。

　　1.5.8.5　レミングトノケトゥス：レミングトノケト
ゥス類はおよそ 4,900 ～ 4,300 万年前（始新世中期）の
南アジアの海に生息していた（化石は北・中央パキスタ
ン、西インドから出土している）。レミングトノケトゥ
ス類は淡水に依存しておらず、水分摂取は海中で行い、
四肢は短くなり尾の振り下ろしで泳いでいたと推定され
ている（61, 64, 65）。
　　1.5.8.6　プロトケトゥス：プロトケトゥス類は
4,800 ～ 3,500 万年前（始新世）にかけて現在ではアジ
ア・ヨーロッパ・アフリカ・北アメリカ大陸となってい
る古代の海に生息していたインドケトゥスやロドケトゥ
スなどを含む多様なグループである（65）。
　インドケトゥス・ラマニはおそらく陸上でも水中でも
役に立っていたと思われる大きな後ろ脚をもち、陸上で
も自分の体重を支えることができたと推定されている。
それは 4,800 万年前頃に生きていた水陸両生生物であっ
たろう。その化石が出土した所はインドとパキスタンに
ある浅海堆積層であった。そのことは、彼らが浅い海の
岸辺と海中で生活していたことを示唆している（60, 
66）。
　一方、ロドケトゥスは推定体長 3m で、4,650 万年前

頃に生きており、深海にもかなり進出していたと考えら
れている。陸生の哺乳類の背骨のうち一番下の骨盤とつ
ながっている部分は仙骨と呼ばれる。そこでは複数の椎
骨（仙椎）が融合して一体化している。ところが、カバ
の仲間から進化したと考えられているロドケトゥスの仙
椎は分離しており、背骨をより柔軟に動かすことができ
るように進化し、泳力が次第に増したと考えられてい
る。しかし、ロドケトゥスの仙椎はまだ股関節とは一体
化しており、クジラになると分離している形態とは違っ
た移行的な形態をもっていた（49, 60, 67）。
　およそ 4,000 ～ 3,400 万年前に生息していたゲオルギ
アケトゥスは、比較的大きな櫂状の後肢をもっていた。
一方、背骨と股関節は分離しており、支えのない後肢
は、しっかりと水をかくことはできないが、方向を決め
る舵の役目をしていたと考えられている。この仲間は、
初期にクジラが進化したと考えられている現在のパキス
タンからは何千 km も離れたアメリカで発見されてお
り、遠洋を横断する泳力があったと考えられている。
　仙椎がすべてばらばらになり後肢もとても小さくなり
更に遠洋航行が可能になったのは、次のバシロサウルス
の段階であったと考えられている（49, 65）。
　　1.5.8.7　バシロサウルス：バシロサウルスは、19
世紀前半に爬虫類と間違えて命名された種であるが、現
在ではドルドン亜科とともに哺乳類のバシロサウルス科
に分類されている。
　この仲間は 4,100 ～ 3,500 万年前（始新世後期）に浅　
い海に生息していたと考えられている。バシロサウルス
は、全長 20m 以上に及ぶヘビのような長大な生物であ
った。エジプトで発掘されたバシロサウルス・イシスの
後ろ脚は立派なもので、解剖学的には完全な構造をして
おり、体側から突き出すこともできた。しかし、それは
体長のわずか 3％の長さしかなく、歩行や泳ぎの役には
立たなかった。勿論、現生クジラ類の痕跡的な後ろ脚と
くらべると大きく違っている。一方、前肢は、ひれ状で
泳ぎの役に立っていた（68）。
　現生のクジラは、前頭部にあるメロン体から音波を出
し物体から跳ね返った音波を下顎でキャッチし、周囲の
状況を把握するエコロケーションの能力がある。バシロ
サウルスにはメロン体がなく、この能力はなかったと考
えられている。
　バシロサウルスが爬虫類と間違えられたのは、前述し
たように、19 世紀の初めにはイクチオサウルスと命名
された海生爬虫類の完全な化石が見つかっていたからで
ある（71 頁 9.6.1 参照）。イクチオサウルスは、代表的
な魚竜の一つで、2 億 4,500 万年前（ジュラ紀）から
9,000 万年前（白亜紀）に生息していた。

図 8　アンブロケトゥスの化石。陸上で立っているところ
（A）、水中で足を一杯に伸ばし泳いでいた姿（B）を
再現した。文献 63 より許可を得て転載。
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　陸生の爬虫類は曲がった両足を体の両側に出し、地面
を這うようにして動く。魚竜は爬虫類であるので、陸生
の爬虫類が体を左右に振りながら歩くその動きを水に入
ってからも継承したと考えられている。
　一方、クジラは平べったい尾ひれを上下にキックして
泳いでいる。それは陸生の哺乳類が背骨をしなやかに上
下させることで走行している性質を受け継いだと考えら
れている。
　バシロサウルスは長細いので尾全体をくねらせて泳い
でいたと考えられるが、彼らも体を左右に振るのではな
く上下に振っていたと考えられている（49, 60）。
　バシロサウルスの仲間であるドルドン類の体は、やや
小さく全長 5 m 程であった。このグループは熱帯～亜
熱帯の海域にひろく分布を拡げたムカシクジラの最後の
仲間であった。
　　1.5.8.8　クジラの進化のまとめ：およそ 5,000 万年
前にオオカミに似たパキケトゥスが犬かきのような仕方
で、水の世界に進出したと考えられている。それから完
全に水生のバシロサウルスあるいは遠洋航行が可能とな
ったゲオルギアケトゥスが誕生したのは、今からおよそ
4,000 万年前のことであった。陸上の哺乳類が水の世界
に進出し始め遠洋を横断する能力を身に付ける進化は、
およそ 1,000 万年で達成されたことになる。
　更に後肢が著しく退化した現代的なクジラの種、メロ
ン体でエコロケーションを行なう種、ヒゲクジラのよう
に濾過摂食をする種が現れたのは、更に 600 万年以上経
った 3,400 ～ 2,800 万年前頃であると推定されている

（69, 70）。
　陸生の哺乳類が海生の哺乳類に進化する過程で潜水へ
の適応がどのように変化したのかについての研究が行わ
れた。それは現生の 130 種の哺乳類のミオグロビン（酸
素を運搬する役割をもっているタンパク質）を比較し、
系統樹を基に絶滅した種のミオグロビンの構造や血中濃
度を推定するものであった。その結果、潜水の能力は、
ミオグロビンの構造変化と血中濃度の増加により増して
いったことが示唆された（71）。このことは、2 億年前
に生存していたミズトガリネズミからクジラに至る 2 億
年の進化の間に酸素を運搬するミオグロビンも大きな変
容をとげていたことを示している。
　人類の進化は、熱帯雨林から二足歩行を始めながら草
原に進出した猿人からホモ・サピエンスの誕生までに、
600 ～ 700 万年かかった。

　生命が誕生してからおよそ 40 億年経過しているが、
その間に多様な生物種が進化してきたことを示す移行的
な化石がクジラの他にも見つかっている（49）。
　生物の多様性をもたらした原理は、ここで述べたよう
な移行化石の発見・遺伝情報とタンパク質の類縁関係の
研究・コドンの共通性などから、「進化」が現在では唯
一無二のものであると言える（81 頁 11. 参照）。

2．地球・生命の誕生とカンブリア爆発以前
の地球の変遷・生物の進化

　地球の歴史は大きく 4 つの時代に区分される。冥王代
（45.7 ～ 40 億年前）は、地球の形成に始まり、地殻・海
の成立、そして原始生命体の誕生へとつながる時代であ
る。次の始生代（40 ～ 25 億年前）は、原始生命体の中
から最後の共通祖先が誕生し、原核生物が多様性を増し
た時代である。始生代の終わりには真核生物が登場した
可能性が高いが、真核生物の誕生の時期は特定されてい
ない。20 数億年前としておくのが妥当であろう。原生
代（25 ～ 5.41 億年前）は、単細胞の真核生物が多様性
を増し、多細胞生物が出現した時代である。これらの三
つの時代は先カンブリア時代とひとくくりにされること
もある。
　肉眼で見えるような生物が明らかに多くなる時代が顕
生代（5.41 億年前～現在）である。それはカンブリア紀
に始まる（72）。

2.1　地球の誕生
　太陽系は先ず星間分子雲が自己重力で収縮し、原始太
陽と原始太陽系円盤ができ、それらがさらに成長し微惑
星、原始惑星ができたことに始まると考えられている

（3 参照）。現在でも地球には太陽系形成の初期にできた
小天体が隕石として落ちてくる。地上に落ちた隕石の最
も古いものはアエンデ隕石などで、それらは 45.68 億年
前（73）、45.66 億年前（74）にでき宇宙にただよってい
たものとされている 28。その頃、地球は成長中であった
と考えられる。地球がほぼでき上がったのは今から 45.4
億年前と推定されている。

 その後、地球に火星ほどの大きさの惑星が衝突し、
飛散した物体から月ができたと考えられているが、（75, 
76）不明の点も多くぶつかった惑星の大きさなどを巡っ
て論争中である（76’）。月の岩などがアポロ計画により

28 放射性元素のウラン 238 の半減期はおよそ 44.7 億年で、それは最終的には鉛 206 に変わる。また放射性元素のハフニウム
182 の半減期は 890 万年で、それは最後にはタングステン 182 となる。隕石に含まれるこのような元素の存在比の分析から
その隕石が形成された時期を特定することができる。
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もち帰られ、その岩の形成年代が分析された。その結
果、月は地球誕生より少し遅れた 45.27 億年前頃に生ま
れたと推定されている（77, 78）。
　でき上がった地球はマグマ・オーシャンから成ってお
り、地殻ができるまでには時間がかかったと考えられて
いる。また、地球の原初の地殻は、現在ではプレートテ
クトニクス（78 頁 9.9.4 参照）により地球の内部に陥入
してしまってほとんど残っていないと考えられている。
現在見つかっている最も古い岩は、その成分であるジル
コン 29 の分析から 44 億年前にできたものであるとされ
ている（79）。しかし、それはジルコンが形成された時
代であり、44 億年前に作られた成分（ジルコン）がよ
り若い岩に取り込まれた可能性もある。原初の地球の地
殻の形成に関しては、より詳細な研究が必要である

（80）。
　地球や月には、それらが形成された後も多くの隕石が
衝突した。それは月に見られる多くのクレーターの跡か
ら明らかである。地球には月には見られない風雨・プレ
ートテクトニクスがある。それらが作用した結果、地表
は長い間に大きく変化した。そのために、地上のクレー
ターの跡は殆ど消え失せてしまった。
　月のクレーターの分析から、後期重爆撃期と呼ばれる
隕石が盛んに落ちた時期は、41 億年前から 38 億年前の
ことであったことが分かっている（81）。

2.2　原始海洋の誕生
　微小な結晶であるジルコンを分析するとそれが形成さ
れた時の温度が推定できる。古代に形成されたジルコン
の分析から、既に 44 億年前の地球には液体の水が存在
していたことが示された（79, 82, 83）。
　発見されている最古の地殻を形成した安定的な花崗岩
質はカナダのスレイブ地域に分布するアカスタ片麻岩で
それは 40.3 ～ 39.4 億年前のものである（例えば、84）。
　海洋ができると堆積岩が形成されるが、グリーンラン
ドのアキリアから 38.5 億年前の堆積岩が見つかってい
る（85）。また噴出したマグマが水中で冷えると外側が
急激に冷やされるために枕状溶岩という特有な溶岩が形
成される。現在見つかっている最古の枕状溶岩は、グリ

ーンランドのイスア地方で発見された 38 億年前のもの
である（例えば、86）。
　2.1 で述べたことも踏まえて、地球には今から 44 億年
前頃には地殻と海洋が誕生していたと推定されている。
海洋ができると原始大気 30 に豊富に含まれていた CO2

が海洋に溶け込み温室効果が減少し地球の温度の低下に
は拍車がかかり、地殻と海洋の形成が加速したと考えら
れている。
　形成された最古の地層の多くはプレートテクトニクス
により地球の内部に陥入してしまったと考えられるので
初期地球を調べる地質学的証拠は必ずしも多くはない。

2.3　生体物質の合成
　マグマ・オーシャンからなる原初の地球に生命は存在
していたとは思われない。最初の生命は、地球が冷却さ
れた後に非生命の化学物質である生体物質が集まった化
学進化により誕生したと考えられている（3 頁 1.2 参
照）。
　生命を構成する生体物質であるアミノ酸・タンパク
質・糖・核酸・脂質などは地球の大気中（脚注 30 参
照）あるいは水中（18 頁 2.4, 19 頁 2.5 参照）で紫外
線・放電・放射能・地熱などをエネルギー源に作られた
か（88-93, 76 頁 9.8.10 参照）、宇宙で生成されたものが
隕石など（94-101）によって地球にもたらされたと考え
られている。
　1969 年にオーストラリア・ビクトリア州のマーチン
ソンに落下したマーチソン隕石は 100kg 以上と大きい
ために、その隕石に含まれる有機物の分析が詳細に行わ
れている。そこからは、アミノ酸（94）・炭化水素

（94）・糖（96）・塩基（98）などが見つかっている。ま
た 2012 年に落下したサターズミル隕石からは酸素を含
んだ芳香族化合物と脂肪族化合物が検出された（101）。
更に、宇宙空間には、ホルムアルデヒド・アンモニア・
酢酸・メタン・ギ酸・ベンゼンなど様々な分子が存在す
ることも確かめられている。
　重要な生体物質であるタンパク質は L 型アミノ酸、
DNA の糖は D 型と同一のタイプを構成成分とすること
で、初めて機能を果たしうると考えられる（5 頁 1.3.3, 

29 ジルコンはケイ酸塩鉱物でその化学組成は ZrSiO4 である。ジルコンはウランなどを含んでおり（鉛は最初にジルコンが形
成されるときには含まれていない）（39）、その崩壊を調べることで、それが形成された年代を特定することができる。

30 原始地球の一次大気の成分は、主にヘリウムと水素であったと考えられている。しかし、これらの軽い成分は、次第に失わ
れてしまった。その後地殻ができた頃には、二次原始大気が生まれたと考えられている。その成分は、盛んな火山活動によ
り放出された二酸化炭素とアンモニア、その他水蒸気と多少の窒素であったと推定されている。その大気には酸素はほとん
ど存在していなかったと考えられている。その二次原始大気は、現在の金星の大気（二酸化炭素 96.5％、窒素 3.5％、二酸
化硫黄 0.015％、水蒸気 0.002％、酸素ごくわずか）に近いものであったと推定されている。上層大気では水が光分解され酸
素が生じていたと考えられるが、20km 以下の大気圏では酸素はほとんど存在していなかった（87）。
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39 参照）。L 型アミノ酸・D 型糖が利用されたのは、自
然界に両者が多くあったため、更に無数の組み合わせの
中から最適なものが選択されたなどが要因として考えら
れている（2.4 参照）。
　マーチンソン隕石に含まれるアミノ酸は L 型のアミ
ノ酸が多いことも明らかにされた（99, 100）。これらの
ことは、宇宙からもたらされた化合物が生命の誕生に大
きく関わった可能性もあることを示している。
　地球の最古の地殻の一つであるグリーンランドのイス
ア地方に存在する 38 億年前の地層中からアミノ酸と炭
化水素が見つかっている（39, 102）。このことは太古の
地球に生体を構成する物質が存在していたことを示して
いる。

2.4　生命の誕生
　生命を構成する化合物が宇宙あるいは地球で生成さ
れ、それらが地球に次第に蓄積し、生体物質の濃厚なス
ープが形成されたと考えられる。次に生体物質が外界と
物理的に区分された小胞あるいは泡のようなものの中に
濃縮され、それが生命の誕生につながったと推定され
る。
　外界とはっきり区分される小区画ができた場所および
それを手助けした成分の候補としては以下の 4 つが挙げ
られている。①潮間帯、あるいは小さな沼の周囲のよう
な乾燥と湿潤が繰り返される場所で脂質の二重層からな
る泡が生成された 31。②吸着力が強い粘土質が豊富な環
境でそこに生体高分子が多量に吸着した小胞が形成され
た。③熱水噴出孔などで鉄と硫黄からなる小胞がつくら
れ、そこに生体物質が蓄積し、そこから自由に浮遊する
脂質の二重層に囲まれた泡が誕生した。④場所は定かで
ないが、ポリペプチド（アミノ酸が多数結合したもの）
や糖類からなるコロイドが生体高分子を包み込んだ泡を
つくった（38, 103-108）（19 頁 2.5 参照）。これらの仮説
は、①最初に形成されたものは自由に浮遊できる泡でそ
こに生体物質が含まれそれが原始生命体となったという
説と、②最初は浮遊できない鉱物質でできた小胞に生体
物質が濃縮され、次にそれらが脂質の二重層に囲まれ自
由に浮遊できる原始生命体となったという説に大きく二
分される。
　いずれにしても、小さな小胞・泡は無数にでき、その
小胞・泡の中身は多種多様であったはずである。そのよ

うな無数の中で、たまたま L 型アミノ酸と D 型糖を含
み、それらから機能をもちうるタンパク質や核酸を合成
することができるようなうまい組み合わせをもった小
胞・泡が原始生命体の祖先となった可能性が高い（例え
ば、39）。
　勿論 D/L 型が混在する中から、D 型あるいは L 型が
選択的に選別された仕組みが存在していた可能性もあ
る。例えば、①隕石に含まれていたアミノ酸は L 型に
富んでいた（17 頁 2.3 参照）。②鉱物に吸着する場合に
選別が起こった（109）。③初期に触媒作用を発揮した物
質が立体構造を識別する機能を備えていた（110）こと
などが指摘されている。このような条件も作用しながら
多くの組み合わせの中から、原始生命体が誕生し、後期
重爆撃期（16 頁 2.1 参照）など過酷な初期地球環境に耐
え生き永らえたと推定されている（111）。
　全ての種の最後の共通祖先はいつごろ誕生していたか
は分からないが 40 億年まえ前後であると推測されてい
る（20 頁 2.6 参照）。そのような祖先から、過去に誕生
し絶滅した種と現生の種である全ての生物が進化により
生まれたと考えられる。その主な根拠は、生物の特徴で
ある自己複製・遺伝情報からタンパク質が合成される仕
組みが全生物で共通であるからだ。例えば、64 種類の
コドン（5 頁 1.3.4、74 頁 9.8.7 参照）が規定するアミノ
酸などの情報はほとんど同一である。
　どのように生命が誕生したかは大きな謎に包まれてい
るが、その一つのシナリオをウエブ上のビデオで見るこ
とができる（112）。生命の誕生のイメージが出来るので
是非見ていただきたい。
　濃厚な生体物質のスープから生命が誕生するまでの過
程についての一つの有力な仮説を図 9に示した。この
仮説の特徴は、先ず RNA が重要な機能を担う RNA ワ
ールドが展開したという点である。その根拠は、RNA
が触媒作用（リボザイム）をもつことが明らかにされた
ことに端を発する（113, 114）。その他 RNA の重要な機
能も明らかにされている（例えば、115, 116）。また、タ
ンパク質の合成を行なうリボソームの触媒部位は RNA
からなるリボザイムであることも詳細に明らかにされて
いる（18, 117）。
　すなわち RNA ワールド仮説は、RNA が核酸であり
情報を伝達する機能をもつ他に、触媒作用ももち、一人
二役を演じることが可能であったことを根拠としてい

31 生体高分子である核酸やタンパク質は脂質の膜を透過することはない。脂質と生体高分子が混在する状態で水が失われ乾燥
し再び水が加わると、脂質から構成される小胞の中に高分子が取り込まれることが実験的に示されている（39）。核酸やタ
ンパク質が初期生命誕生の際にどのような過程で脂質の二重膜で構成された小胞に取り込まれたかは分からない。しかし、
この実験結果は、乾燥と湿潤の繰り返しにより、既にでき上がっていた生体高分子が脂質の二重膜で囲まれた小胞に取りこ
まれることが可能であることを示している。
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る。またランダムにできた無数の RNA のうち特定のも
のが、選択的に増幅された可能性が試験管内の再現実験
で示唆された（118）。このことは、RNA ワールドの中
でも淘汰による進化が起こり、生命へ至った可能性が高
いことを示している。
　どのように非生命から生命が誕生したのかについては
まだ多くの謎があり、われわれが実像にどこまで迫るこ
とができるかは分からない。しかし多くの人は、RNA
ワールドの次に、アミノ酸が結合したタンパク質がつく
られ触媒機能が増えた時期、次に、DNA が RNA に代
わって遺伝情報を担うようになった時期を経て、原始生
命体が生まれそこから最後の共通祖先が誕生したという
シナリオ（図 9）を受け入れている。
　以下に述べるように原始生命体は 40 億年前頃には誕
生していたと思われている。

2.5　熱水噴出孔
　生命が誕生した所は分からないが、1970 年代後半に
見つかったブラックスモーカーと呼ばれる熱水噴出孔の
一種が注目を浴びている（119）。

　熱水噴出孔は、活発な火山活動により地熱で熱せられ
た水が噴出している所である。また、深海は水圧が高い
ので、水の沸点は高くなる。噴出する熱水の温度は、
300℃以上にも達することがある。そのような熱水噴出
孔周辺には古細菌・チューブワーム 32・二枚貝・エビな
ど多様な生物種を含む生態系が展開している（120-
122）。噴出される熱水には硫化水素などの様々な化合物
が含まれ、それらが現存の熱水噴出孔近辺の生態系を支
える基盤になっていると考えられている。
　特に熱水噴出孔で古細菌が見つかったことで、そこが
生命の誕生した最も有力な候補地となっている（121, 
123）。
　熱水噴出孔では鉄と硫黄で構成される小胞内で、CO2

から生体内の代謝において重要な役割を担うアセチル補
酵素 A が生成されうることが示された（124-128）。ま
たそこでは、代謝系の主要な化合物の一つであるピルビ
ン酸（129）あるいは重要な生体物質である炭化水素

（130）・アミノ酸とペプチド（131-133）・ヌクレオチド
（134）が合成されうることも示されている。
　これらのことを考慮して熱水噴出孔で原始生命体が鉄
と硫黄でできた固定された小胞の中で生まれ、次に脂質
の二重膜で囲まれた自由に浮遊できる生命へと展開して
いった説が唱えられている（38, 135-137）。
　この説では、最初の生命は CO2 から必要な有機物を
合成しうる独立栄養的生物が想定されている。このよう
に原始生命体は独立栄養生物であったかもしれない（例
えば、138 参照）。しかし、原初の生物は、外界に存在
する濃厚な有機物を取り入れ生命体を構成するととも
に、それをエネルギー源としていた可能性もある（例え
ば、39, 108）。すなわち、原始生命体が独立栄養生物で
あったか従属栄養生物であったかは目下のところ断定で
きない。
　いずれの場合でも、問題となるのは、生命体は外界と
区分された区画の中に遺伝情報・触媒作用を担う高分子
を保ちながら、外界と様々な物質の交換を行ったはずで
ある。そのような選択的な物質交換をどのように実現さ
せたのかが重要な点である。現在の生体膜は脂質の二重
層に様々な物質を透過させる働きをもつチャンネルや輸
送体と呼ばれるタンパク質を埋め込むことにより、脂質
の二重層を透過できない様々な物質 33 を選択的に透過
させている。原初の生命体がどのような物質をどのよう
に透過させることができたかは謎である。独立栄養生物
であれば、外界の物質に対する依存度は低いことになる

図 9　生命進化の有力な仮説。（本文参照）

アミノ酸・糖・脂質・塩基
などの濃厚スープ

RNAワールド

タンパク質合成

DNAワールド

最後の共通祖先

多様な生物への進化

原始生命体

32 環形動物門に属し、口・消化管・肛門などの消化器官をもっていない。細胞内には硫黄酸化細菌が共生しており、それらに
硫化水素を供給し、細菌の放出する有機物を利用している生物である。
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が、遺伝情報や触媒作用を担う生体高分子の素材をどの
ように取り込んだのかを明らかにすることは重要な課題
である。その点で、最初の区画は脂質の二重層でできて
いたのではなく、無機物でできていたという仮説は興味
深いものである。
　触媒作用を発揮したものはタンパク質ではなく無機物
であった可能性も存在することを付け加えておきたい

（38, 135, 139）
　熱水噴出孔が原始生命体の誕生の場であることは、現
在そこに古細菌から始まる生態系が存在していることか
ら提唱された。現在熱水噴出孔などで見つかる古細菌に
はどのようなものが多いのだろうか？　古細菌には好熱
性の微生物が多い。例えば生育の至適温度が 100 ～ 105
℃であるメタン菌が知られている（140）。
　最初の生命がどこで誕生したかは明らかでないが、生
命が誕生した頃の平均的な海水温は高温で 55 ～ 100℃
と推定されていることと、原始的な生命に好熱性生物が
多く含まれることは、原始生命体が好熱性であったこと
を示唆している（80, 141-143）。もちろん熱水噴出孔か
ら噴出された高温の熱水は、周辺の海水と混ざることで
冷やされる。その結果噴出孔の周辺には中温域も存在し
ている 34。

2.6　初期生命の痕跡
　2.6.1　過去を辿る方法：原始生命体は今から 40 億年
まえ前後に誕生したと推定されているが、その証拠はど
のようなものなのだろうか？
　生物の存在、あるいは新たな種への分岐を調べる方法
は幾つかある。
　最も一般的なものは、①化石を見つけ、そこから生物
が生息していた時代を特定する。i）体化石： 生物の形
をとどめており直接生物の存在を示す。ii）生痕化石： 
間接的に生物の存在を示唆する化石。例えば猿人が、火
山灰が降り積もった所を雨が降った後に歩き、その足跡
を残したとする。その後、その跡が固まり、その直後に
また火山灰が降ると足跡が化石として残ることは容易に
想像できる。そのような足跡が 1976 年にラエトリで見

つかった。それは火山灰の分析から 360 万年前の足跡で
あることが明らかにされた。当時そのあたりに生息して
いた二足歩行をしていた動物は、アウストラロピテク
ス・アファレンシス以外には想定できず、彼らが二足歩
行をしていたことが裏付けられた（148）。このようなも
のが、生痕化石である。iii）バイオマーカー：生物に特
有の成分が残っているもの（例えば、細胞膜に特有なコ
レステロールに由来するステランなどの古い地層からの
発見、22 頁 2.9 参照）。
　②他の一つは現存する生物の類似性を比較するもので
ある。近年では同様のタンパク質のアミノ酸配列の比
較、あるいは遺伝情報を比較し、比較したものが共通の
祖先から分岐してからどのくらいの時間が経過したのか
を分子時計により推定できる。ただし、遺伝情報が分岐
し始めた時期と形態変化を伴う種に分岐する時期は必ず
しも一致するとは限らないことには注意しなければなら
ない（12 頁 1.5.5 参照）。
　2.6.2　炭素同位体分別：現在発見されている最古の
生命の痕跡は、バイオマーカーの一種である炭素同位体
を特異な比率で含有する炭素化合物の存在である。
　炭素には、中性子を 6 個もった 12C と 7 個もった 13C
の 2 種類の安定同位体が存在する。天然の存在比
は 12C：13C ≒ 99：1 である。
　12C と 13C を含んだ化合物で反応が起こる場合には、
それらが区別される場合と区別されない場合がある。例
えば、カルシウムと炭酸から無機的に炭酸カルシウムが
できる時には 12C を含んだ炭酸と 13C を含んだ炭酸は同
じように反応すると考えられる。ところが例えば、植物
は空気中の CO2 を取りこみ光合成で糖を合成する。そ
の時に重要な働きをするルビスコと呼ばれる酵素は 12C
を含んだ CO2 を好んで取りこむ。このように酵素には
炭素同位体を識別するものがある。そこで、炭素を含む
様々な物質に含まれる 13C/12C の割合を国際的に統一さ
れた標準試料と比較する分析が行われている。そのよう
な分析から 13C を排除するような同位体識別が起こった
かどうかを調べる。一般に、13C を排除するような同位
体識別が認められる炭素化合物があると、その生成には

33 極性のない二酸化炭素などの気体やエタノールなどの低分子物質は、脂質の二重層に対する透過性は高い。水は僅かに透過
する。一方、電荷を持った K＋や Cl－などのイオンやアミノ酸など、あるいは電荷は持っていないが大きな分子のブトウ糖
なども透過性がない。グラミシジンと呼ばれるアミノ酸 15 個（珍しい D 型アミノ酸を含んでいる）でできた化合物が膜に
取り込まれると、膜を透過することができなかった物質が膜を透過するようになる。それは、土壌細菌が生成する有毒物質
で、抗生物質として抗菌作用を示す。菌がグラミシジンに晒されると、グラミシジンが菌の生体膜に取り込まれ細胞内に保
たれていたイオンが流出してしまう。その結果、細菌は死滅してしまう。

34 生命が誕生したころの海水温は 40℃以下であるという推定（144,145）、あるいは原始生命体が好熱性の生物であったことに
疑問をもつ研究者も存在する（146,147）。原始生命体が好熱性生物であったと考える研究者が多いが、まだ不明な点が残っ
ている。
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生物が関与したと判断するのである 35。このように炭素
の安定同位体を識別することを分別と呼ぶ。
　グリーンランド南西部のイスア、アキリア地方には
36 ～ 39 億年前の地層があり、そこから見つかった炭素
化合物には炭素同位体分別が認められ、それは生命活動
によりできたものであると主張された（150, 151）。し
かし、それらを含む岩は、最初に形成された後に変成作
用を受けており、生物の存在を示すものが最初に岩が形
成された時にそこに存在していたのか、変成作用を受け
た時に存在していたのかを区別できないという問題が指
摘されている。その為に、上述の二つの発見は、38 億
年以前の生物の存在を示す確証ではないとされている

（149, 152）。
　しかし、グリーンランドで見つかった 37 億年前の炭
素化合物の炭素同位体分別の結果（153）は、生物の存
在を裏付ける可能性が高いとされている（149）。これは
最古の生物の痕跡の一つであると言えるであろう。
　またグリーンランドでは 38 億年前の緑色岩帯から縞
状鉄鉱床が見つかっている（149）。現在のわれわれは鉄
鉱石に頼った生活をしているが、それは太古に形成され
た縞状鉄鉱床を利用できるからである。太古の地球では
水に溶けやすい性質をもった Fe2 ＋が大量に海洋に存在
していた。それは次第に酸化され水に溶けにくい Fe3 ＋

となり、それが酸化鉄などの形で沈殿し、縞状鉄鉱床が
形成されていったと考えられている 36。
　縞状鉄鉱石床は 40 億年前頃から形成され始め、27 億
年前から形成速度が加速し、17 億年前頃まで盛んに、
その後は断続的につくられたことが分かっている（154, 
155）。Fe2 ＋が Fe3 ＋に酸化される仕組みとしては、その
頃に酸素が発生し始めたこと｛太古の地球には酸素はほ
とんど存在していなかった（17 頁、脚注 30 参照）｝を
含め主に三つの可能性が考えられている。①紫外線によ
る水の分解あるいは紫外線が関与し鉄が酸化された

（156, 157）。②非酸素発生型の光合成生物が鉄の酸化か
ら電子を得ていた（158）。③酸素発生型の光合成生物

（22 頁 2.9 参照）の誕生により発生した酸素により鉄が
酸化された（159-161）。
　このように縞状鉄鉱床の形成は、光合成による酸素発
生以外の要因が作用した可能性もあるが、光合成による
酸素発生の関与を断定的に否定することはできない。ま

た、その形成の機構は時期や場所により同じとは限らな
い。太古の生物の痕跡を酸素発生型の生物の存在を含め
探し続けなければならない（149, 159, 162-164）。
　2.6.3　最古の体化石：同じくグリーンランド南西部
から 38 億年前の微生物の体化石を発見したという報告
がなされた（165）。しかし、その化石は生物起源のもの
ではなく、岩ができた時にたまたま細胞のような形とな
ったものであるという指摘がなされ（166, 167）、それ
は最古の体化石ではないとされている（149）。
　2.6.4　原始生命体の出現時期：最古の生命体の出現
時期は特定されていないが、ここでは上述した内容を踏
まえて、一応 40 億年前頃としておく。

2.7　35 ～ 25 億年前の生物の痕跡
　35 億年前以降になると多くの人が生物の痕跡である
と認める証拠の数が顕著に増え始めている。
　2.7.1　微化石：始生代（40 ～ 25 億年前）の生物の存
在を裏づける証拠の一つは微生物（長さ数～ 20 μm 程
度）の化石である（168）。幾つか具体例を挙げると、35
億年前の糸状細菌に似た微化石（169）、30 億年前

（170）、34 億年前（171）、32 億年前（172）、33 ～ 35 億
年前（173-176）37 の微化石が見つかっている。
　2.7.2　バイオマーカー：34.6 億年前のメタン菌が生
成したメタンを検出したという報告もなされている。そ
れは 34.6 億年前に形成された岩石の中に残っていた気
泡から得られたメタンの炭素の同位体比を分析した結
果、それを生物由来と結論したものである（177）38。
　一部疑問も呈されているが、このように 30 数億年前
以降には生物が存在していた確たる証拠がある。当時の
生物は原核生物であった。真正細菌と古細菌がどのよう
に誕生したかは必ずしも明らかではないが（10 頁図 6
参照）、両者が分離したのは、タンパク質を比較する分
子時計の結果から 40 ～ 30 億年前であったと見積もられ
ている（180）。
　2.7.3　ストロマトライト・微生物マット：ストロマ
トライトは群生した微生物の死骸と泥・砂などからなる
層状の構造をもつ化石で 35 億年前からおよそ 5 億年前
にそのほとんどが作られた（181）。その化石は世界各地
から見つかっている。例外的に、オーストラリアのシャ
ーク湾では現在もストロマトライトが形成されている。

35 非生物的にも炭素同位体の分別が起こる場合もあり注意しなければならない（149）。
36 現在の海水中の可溶性の鉄の濃度は極めて低い。ある海域では 31 × 10－ 12mol/l で、それは太古の 1 億分の 1 である
（39）。如何に多くの鉄が太古の海で沈殿したかが分かる（39）。

37 173,174 の研究については、生物の微化石ではなく岩が形成される時に非生物的に作られた形状のものであるという疑念
（175）と、あくまで生物由来であるとする主張（176）が相前後する頁に掲載された。

38 これについても、生物由来でないという疑問が投げかけられている（178）。しかし、上野らはそれに反論している（179）。
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そのシャーク湾のストロマトライトには光合成を行う原
核生物であるシアノバクテリア（2.9 参照）が含まれて
いることが 1960 年頃に見つかった。その後、そこに含
まれる生物相の詳細な研究が行われ、ストロマトライト
の理解が深まった（182）。また、ストロマトライトがど
のように作られるかも明らかにされた 39。
　化石のストロマトライトの多くはシアノバクテリアを
はじめとした微生物が関与して形成されたと考えられて
いる。しかし、中には非生物的に形成されたものも存在
していることが報告されている（184）。
　最古のものと言われているオーストラリアのピルバラ
で見つかった 34.96 億年前のストロマトライト（185）
を構成する生物種は必ずしもシアノバクテリアではなか
ったと推測されている（168）。一方、34.70 ～ 34.16 億
年前のストロマトライトはシアノバクテリアの関与が示
唆されている（168, 186, 187）。
　ストロマトライトは 35 億年前頃から形成され始めた
が、それが顕著に形成されるようになったのは 27 億年
前頃からである（188）。その頃のストロマトライトの形
成にはシアノバクテリアが大きく関わっていたことが示
されている（189）。
　このように始生代の 35 億年前以降になると、ストロ
マトライト・体化石・炭素同位体分別など生物が存在し
ていたことを示唆する証拠が格段に増えていることは確
かである。しかしそれらの中には、非生物的に形成され
た可能性を排除できないものもあるので、生物の痕跡
は、慎重に検討されなければならない（80, 168, 190, 
191）（21 頁、脚注 37, 38 参照）。
　なぜここでシアノバクテリアの誕生の時期について注
目したのかというと、シアノバクテリアの光合成は酸素
を発生し、それが地球の大気の酸素濃度を上昇させ、
24.5 億年前頃に新たな世界を形成したと考えられている
からである。シアノバクテリアが浅い海で太陽光を利用
し、盛んに酸素を放出した活動がストロマトライトには
多く残されていると考えられている。
　ストロマトライト以外にも 30 数億年前以降の微生物
が群生しマット状の構造となった微生物マットの存在を
示すものが見つかっている（168）。微生物マットを形成
した生物は化学合成独立栄養生物・酸素を発生しない光
合成細菌・酸素発生をする光合成を行うシアノバクテリ
アなどが考えられる（2.9 参照）。

2.8　地磁気の誕生
　太陽から放射される高エネルギー粒子は生物に大きな
悪影響を与える。現在の地球には磁場があり、高エネル
ギー粒子は、高層の磁力線により弾かれ地上にはほとん
ど到達しない。その結果、地上で多くの生物が安全に暮
らしている。ところで、オーロラは両極地方だけで見ら
れる。それは、磁力線の出入り口である両極地方では高
エネルギー粒子がある程度入りこみ大気圏中で酸素や窒
素にエネルギーを与えそこから光が発するためである。
　地球に磁場が存在するのは地球の内部に液体の鉄があ
り、それが地球の自転などで電磁石のように働くからで
あると考えられている（例えば、192）。初期の地球はそ
のような状態にはなく磁場が発達していなかった。また
現在の火星の内部は固化しているために磁場は存在しな
い。
　初期の地球には磁場が形成されておらず、生物は高エ
ネルギー粒子の影響を回避するために水中の深い所で生
息していたと推測されている。太陽の光は、水面下
100m では海面のおよそ 1％になると言われている。太
古の地球では、高エネルギー粒子が降り注いでおり生物
が浅海に進出し太陽エネルギーを利用することは難しか
ったと考えられている。
　地球に磁場が形成されたのは 34.5 億年前頃で、その
後、27 億年前には磁場が強力になったことがわかって
いる（192-194）。このことは、35 億年前頃からストロマ
トライトがみられるようになり、その形成頻度が 27 億
年前頃に高くなっていることと辻褄があう。
　以上のことから、地球の磁場が強くなるに従い、生物
は高エネルギー粒子の降り注がない浅海に進出し、そこ
で太陽光を利用する光合成生物が増えていったと考えら
れる。

2.9　酸素濃度の上昇
　地球の原始大気には酸素はほとんど含まれていなかっ
た。本論考で地球の酸素濃度という場合には、主に生物
が生息する海水中と地上 1 万 m ほどの大気圏における
酸素濃度を指していることを注意しておきたい（17
頁、脚注 30 参照）。
　38.5 億年前の酸素濃度は現在の濃度の 10 万分の 1 程
度であったと考えられている。その後、およそ 24.5 億
年前の酸素濃度は 0.02 ～ 0.04 気圧と有意に上昇した。
それは「大酸化事変」と呼ばれている（154）。
　太古の生態系では、海中深い所で、硫化水素・硫黄・

39 シアノバクテリアは、海水に運ばれた砂に一端埋まる。しかしシアノバクテリアは、光を求めて再び砂の表面に現れる。そ
のようなことが繰り返されて層状のストロマトライトが形成される（183）。
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鉄（Ⅱ）・水素・アンモニアなどの化学物質からエネル
ギーを得ることにより有機物を合成する能力をもった化
学合成独立栄養生物が主流であったと考えられている

（38, 39, 195）。
　独立栄養生物には光合成をおこなう光独立栄養生物も
含まれる。地球環境が地磁気の誕生を含め次第に穏和に
なると、浅海に進出し光のエネルギーを利用する生物も
誕生したと思われている。光合成は一言でいうと、光の
エネルギーをクロロフィルなどの色素で吸収し、それを
化学エネルギーに変換し、その化学エネルギーを利用し
CO2 から糖類を合成する過程である。光エネルギーを化
学エネルギーに変換する過程には二つの系がある。それ
を系Ⅰと系Ⅱと呼ぶことにすると、真核生物で光合成を
行なうものは系Ⅰと系Ⅱをもっている。また原核生物の
真正細菌 40 には、シアノバクテリアのように系Ⅰと系
Ⅱを備えているものと、紅色光合成細菌のように系Ⅱの
みをもっているものと、緑色硫黄細菌のように系Ⅰのみ
をもっている光合成生物が存在している。系Ⅰと系Ⅱの
両方をもっている場合にはそれらが直列につながり連続
的に働くことにより水を分解し酸素を発生する。しか
し、どちらか一つのみしかもっていない系では、酸素は
発生しない。酸素を発生するかどうかは、地球環境へ大
きな違いを及ぼす。大気中の酸素濃度の上昇は、酸素を
発生する光合成生物が大きく関わった。
　最初に誕生した光合成生物は非酸素発生型の細菌であ
ったと考えられている。その後、二つの異なった系をも
つ生物が合体あるいは、遺伝情報が一方の生物に水平に
移動するなどして酸素発生型の原核生物であるシアノバ
クテリアが誕生したと考えられている（159, 162, 196）。
　酸素発生型の光合成生物の誕生した時期は、上述した
ように 35 億年前頃の誕生を示唆する発見もあるが、論
争も残っている（197）。上述した以外に 29 億年前のシ
アノバクテリアの生存を示唆する沈殿物（198）、また
25 億、27 億年前の地層からシアノバクテリアに特有な
成分が見つかっている（199, 200）。しかし、それらの
成分はシアノバクテリアに特有であるとは言い切れな
い、あるいはそれらの成分が後の時代に混入した可能性
が高いという反論もなされている（38, 201）。この反論
はシアノバクテリアの存在を断定できないというもの
で、シアノバクテリアの存在を否定するものではない。

この他 27 億年前の塩湖で酸素発生型の生物によりスト
ロマトライトが形成されたことも知られている（202）。
　上述したようにシアノバクテリアによるストロマトラ
イトや縞状鉄鉱石床の形成を示す証拠が 27 億年前以降
に増えている。酸素発生型の光合成がいつ始まったかは
定かでないが、本論ではその活動が活発になった時期
は、一応、今から 27 億年前頃としておく。
　27 億年前頃にはシアノバクテリアの光合成による酸
素発生量が増加したが、それらは水中で鉄の酸化に消費
され大気中の酸素濃度の上昇にはつながらなかったと考
えられる。その後、海水中の可溶性鉄分など酸素と反応
する成分が有意に減少し大気中に拡散する酸素が増え、
24.5 億年前に急に酸素濃度が上昇し、「大酸化事変」が
もたらされたと思われる（154, 203）41。
　「大酸化事変」の 5,000 万年前から大気中の酸素濃度
が有意に上昇し始めていた証拠も示されている（205）。
最近、南アフリカの約 30 億年前の地層を分析したとこ
ろ、当時の大気中の酸素濃度は現在の 3 × 10－ 4 倍より
も高かったという報告がなされた（205’）。「大酸化事
変」に至る酸素濃度の上昇がいつ頃から始まったのかは
今後に残された課題である。

2.10　真核生物の誕生
　生命は 40 億年前に誕生し、その後 10 数億～ 20 億年
近くは原核生物だけが存在していた。真核生物の誕生に
は酸素濃度の上昇が大きく関係したと考えられている。
　真核生物の誕生時期は、真核生物に特有なバイオマー
カー・体化石の発見あるいは現存の真核生物の遺伝情
報・タンパク質を比較しそれを分子時計にあてはめるこ
となど、幾つかの方法で推測されている。しかし、真核
生物がどのように誕生したかについても幾つかの説があ
り、分からないことが多い。またその誕生時期について
も確定していない（例えば、206）。
　2.10.1　ミトコンドリアの由来と共生進化：真核生物
の特徴の一つはミトコンドリアをもっていることであ
る。ミトコンドリアは酸素を利用して有機酸を代謝し多
くのエネルギーを産出する真核生物の細胞内器官であ
る。
　ミトコンドリアには、①独自の遺伝情報である DNA
と、②遺伝情報を実体化するリボソームが存在してい

40 古細菌は光合成を行わない。
41 大気中の酸素濃度の上昇は地球環境に大きな変化を与えた。そのひとつは、大気中に含まれていた強い温室効果をもつ多量

のメタンが酸化され、メタンに比べると弱い温室効果をもつ二酸化炭素になったことにより、地球が寒冷化したことであ
る。それは、ヒューロニアン氷河期（24 ～ 21 億年前）で、その後期には全球レベルで地球が凍結したスノーボール・アー
スが現出した（204 参照）（28 頁 2.13 参照）。
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る。またそのリボソームは 70S の原核生物型である 42。
③細胞が分裂する時にはミトコンドリアも分裂し新たな
細胞にミトコンドリアが分配される。その分裂様式は、
原核生物と同じ無糸分裂である（8 頁 1.4.2 参照）。④真
核生物の細胞膜にはコレステロールが含まれているが、
ミトコンドリアの内膜にはそれが含まれていない 43。こ
れらのことは、ミトコンドリアがかつては独立した原核
生物であり、それが真核生物に取り込まれ、消化されず
に共生し最終的には一つの生物体となったことを示して
いる
　このように真核生物が二つの生命体から生まれた仕組
みは共生進化と呼ばれている。それはリン・マーギュリ
ス（1938-2011）が 1967 年以来力説したしたもので 44、
現在定説となっている（208, 209）
　ミトコンドリアとなった元の生物は、ミトコンドリア
に含まれている遺伝情報を現生の生物と比較することな
どから、αプロテオ細菌（真正細菌）であると考えられ
ている（210, 211）。αプロテオ細菌のゲノムサイズは
100 万塩基対である。一方、われわれホモ・サピエンス
のミトコンドリアのゲノムサイズはおよそ 16,500 塩基
対に過ぎない。ミトコンドリアは酸素呼吸を担う重要な
細胞器官でおよそ 3,000 種の酵素やタンパク質が機能し
ている。ところが、これらのうち、ヒトのミトコンドリ
アの DNA に情報があるものは 13 に過ぎない。すなわ
ち、ミトコンドリアのほとんどのタンパク質は、核の遺
伝情報に基づいて細胞質の 80S リボソームで合成され
た後にミトコンドリアに輸送されている。これらのこと
はαプロテオ細菌に含まれていたゲノムは共生進化の後
に宿主のゲノム（DNA）に取り込まれ、現在のミトコ
ンドリアには殆ど残っていないことを意味している。
　ところで、牛の胃には植物の細胞壁を分解できる微生
物が生息している。その結果、牛は植物から多くの栄養
を取ることができる。この場合には、その微生物はまだ
独立した生物でそれを単独で培養することもできる。わ
れわれにも多くの腸内細菌が共生しており、アミノ酸の
生成など重要な役割を担っている。われわれは 60 兆の
細胞から成り立っているが、体内にはその 10 倍の微生
物が生息していると言われている（212）。人間の腸内細
菌にはビタミン B2・B6・B12・ビタミン K などを合成

するものもあり、われわれはその恩恵を受けている。こ
のように独立した生物が共に生きているような関係を共
生という。
　真核生物は、このように二種類の生物が共生関係を始
めたものが、いつしか合体し一つの生命体となり誕生し
たというのが共生進化の考え方である。
　ミトコンドリアがどのように誕生したかについては、
幾つかの可能性が考えられており（2.10.2 参照）、論争
中である。
　太古の地球には酸素は存在せず、生物は嫌気性であっ
たと考えられている。現在でも絶対嫌気性菌が生存して
いるが、それは酸素に晒されると死んでしまう 45。
　真核生物の誕生の一つのシナリオは、酸素濃度の上昇
が引き金となったというもので、そのプロセスとしては
以下に示すようなものが考えられている。①大気中の酸
素濃度の上昇に伴い、太古の嫌気性生物の中から、酸素
に耐性をもつもの、あるいは酸素を積極的に利用する生
物が進化した。現生の好気性原核生物は酸素を有効に利
用し、ミトコンドリアと同様に多くのエネルギーを産出
している。②そのような時に、酸素に耐性がない生物の
なかに、分泌物などを供給することで酸素を利用する生
物をおびき寄せ、酸素を消費してもらい、自身の生息環
境の酸素濃度を減少させるような共生関係を築き始めた
ものが現れた。③酸素濃度が増加するに従い、単に酸素
を利用できる生物を身近に保っておくだけではなく、よ
り密接な関係、すなわちその生物を積極的に細胞内に取
り込み消化することなく共存し始めたものが誕生した。
④次に、細胞が分裂する際にはその直前に酸素を利用で
きる生物も分裂し、それらは、新たに誕生した細胞の細
胞内小器官となった（例えば、213）。
　2.10.2　ミトコンドリアをもつようになった宿主細
胞：それでは、αプロテオ細菌を取り込み、それを細胞
内小器官のミトコンドリアとしてもつようになった宿主
細胞はどのような生物であったのだろうか？
　核膜をもつ真核生物の中には鞭毛虫のジアルジア 46

のようにミトコンドリアをもたない生物がいることが知
られていた。そこで、先ずミトコンドリアをもたない真
核生物が誕生し、それが宿主となりαプロテオ細菌を取
り込み、ミトコンドリアをもつ真核生物が誕生したと考

42 真核生物の独自のリボソームは 80S で、ミトコンドリアのリボソームとは別のものであり、細胞質に存在している。
43 ミトコンドリアは二枚の膜で取り囲まれている。内側の膜は独立した生物として生存していた時のものである。ミトコンド

リアは他の生物の細胞膜により包み込まれるように取り込まれたためにその外側の膜は取り込んだ生物由来のもので、二枚
の膜成分は異なっている。もちろん現在の膜成分は最初に共生進化が起こった当時のものと同じではないだろう。

44 古くはコンスタンティン・メレシェコヴスキー（1855-1921）が 1905 年に同じような考えを発表していた（207）。
45 通性嫌気性菌は酸素があっても生育できる、あるいは酸素を利用することもできる細菌である。
46 ジアルジアは寄生性の生物である。それが人の腸内に寄生し増殖すると、下痢性の腸炎が起こる。
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えられていた。
　ところが、ジアルジアを詳細に調べたところ、ジアル
ジアには膜構造が発達した典型的なミトコンドリアは存
在しないが、二重膜に囲まれた小器官にミトコンドリア
特有のタンパク質が存在していることがはっきりと証明
された（214）。典型的なミトコンドリアは呼吸などの重
要な機能を果たすために、複雑な膜構造が発達してい
る。ジアルジアは腸内などに寄生する生物であり、単純
な生活を営むことが可能で、ミトコンドリアを退化させ
ても生存できる真核生物であることが明らかにされた。
すなわち、ミトコンドリアをもっていないとされた真核
生物は、実は退化したミトコンドリアをもっていたので
あった。現存する真核生物でミトコンドリアを欠いてい
る生物は存在しないこととなった。この発見により、ミ
トコンドリアをもたない真核生物がαプロテオ細菌を取
り込んだという説の現代的根拠はなくなった。しかし、
このことは、過去にそのような生物が存在した可能性を
否定するものではない。
　すなわち、真核生物誕生のシナリオは、原点である以
下の二つの可能性に戻ってしまったのである（215）。①
ミトコンドリアを欠く真核生物が誕生し、それに原核生
物が取りこまれた。あるいは②二種の原核生物が合体
し、核とミトコンドリアをもつ真核生物が生まれた。
　真核生物の酵母の遺伝子の 75％は、真正細菌由来で
ある（216）。一方、真核生物の rRNA は古細菌と類似
性が高い（21）。これらのことは、真核生物の遺伝情報
は古細菌と真正細菌のキメラであることを示している

（11 頁 1.5.2 参照）。真核生物の進化を考える場合には、
二種以上の生物種の合体、あるいは一部の遺伝情報が水
平伝播したなど多くの可能性を考える必要がある（38, 
40, 215, 217-220）。
　更に注意しておきたい点がある。それは、酸素濃度の
増加と真核生物の誕生には強い関係があったと考えられ
ているが、当時生物が棲んでいた環境の全てが好気的な
ものであったとは考えられないことである。海洋では循
環がまんべんなく起こりどこでも成分が同じとなること
はない。嫌気的な環境で生息する生物は現在でも存在し
ている。また、24 億年前に「大酸化事変」が起こった
時の大気の酸素濃度は 0.02 ～ 0.04 気圧で現在の数分の
1 であり、当時の嫌気的な環境は現在よりも広汎に及ん
でいたと考えられる。これらのことは、真核生物の誕生
の引き金に関して考える時には、酸素濃度の上昇以外の
要因についても考慮する必要があることを喚起してい
る。
　真核生物にはミトコンドリアに由来するヒドロゲノゾ
ーム（215, 221, 222）・マイトソーム（215, 223）をもつ

ものがある。これらの細胞内器官は嫌気的エネルギー代
謝に関係している（215）。このような細胞内器官が存在
するということは、嫌気的な環境で核をもった真核生物
が誕生した可能性もあることを示している（224）（26
頁、脚注 47 参照）。
　原核生物であるメタン菌と真正細菌の二つが共生関係
に入り真核生物が誕生したという水素説がある。嫌気性
の古細菌であるメタン菌は、外界から水素と二酸化炭素
を取りこみ生育するとともにメタンを発生する。一方、
真正細菌は嫌気条件で糖類を分解しエネルギーを産出す
るとともに二酸化炭素と水素を発生することができる。
一方、原始地球では豊富に供給されていた水素の供給は
次第に少なくなったそのような水素も酸素もほとんどな
い環境で、メタン菌が真正細菌の生成する水素に依存す
るような形で共生関係に入った可能性が考えられる。そ
の後、メタン菌が宿主となり真正細菌を取りこんで真核
生物が誕生したというのが水素説である（38, 215, 
225）。
　2.10.3　葉緑体の由来：葉緑体は光合成を営む真核生
物の細胞内小器官である。葉緑体もミトコンドリア同
様、DNA・70S リボソームをもち、無糸分裂を行い、
二重膜に取り囲まれている。それらのことから、葉緑体
も元は独立した生物であったと考えられている。遺伝情
報などの比較から葉緑体は、系Ⅰと系Ⅱを併せもった酸
素発生型の光合成を行う原核生物であるシアノバクテリ
アに由来するとされている。シアノバクテリアを取り込
んだのは、ミトコンドリアをもつ真核生物であったであ
ろう（226 参照）。
　井上勲（1950-）らは、鞭毛虫が藻類（真核生物）を
取り込み、それを消化せずに細胞内に維持していること
を見つけた。彼らは、その生物にハテナという名前をつ
けた。鞭毛虫に取り込まれた藻類は独立して生存してい
る時に比べて一部が退化し、葉緑体が大きくなってい
た。しかし、ハテナでは、鞭毛虫が分裂する時に取り込
まれた藻類は分裂しなかった。その結果、一方の分裂細
胞は藻類を欠いたものとなっていた（227）。これは共生
進化が進行中の状態と考えることができる。
　ここで注意しておきたいことがある。それは、ハテナ
のような共生は、原初のシアノバクテリアを取り込んで
誕生した葉緑体をもつ真核生物の誕生とは違うことであ
る。ハテナの場合には二次的な共生で、ハテナが取り込
んだのは葉緑体をもった真核生物の藻類である。その結
果、その葉緑体を主成分とする細胞内の器官（?）は、
四重の膜（ハテナの細胞膜＋藻類の細胞の膜＋葉緑体の
二枚の膜）で囲まれている。
　生物の中には更に三次的な共生をしたものも存在して



─ 26 ─

臼田秀明：知は地球を救う　7．地球・生命の誕生とその後の変容

いる。二次・三次の共生は何度も起こり続けている。し
かし、一次的な共生進化（ミトコンドリアや葉緑体をも
つ生物の誕生）は、その遺伝情報の比較などからたった
一回のでき事であったと考えられている（211, 226, 228
参照）。
　“バクテリア”は 40 億年近くに亘って互いに協力した
り競合したりしてきたが、ミトコンドリアをもつ真核生
物を生み出したのはたった一度である。そのミトコンド
リアの誕生がその後の生物の進化を決定づける重要な瞬
間であったことは特記すべきことである（229）
　2.10.4　真核生物誕生の時期：真核生物がいつ誕生し
たかも、はっきり特定することは難しい。真核生物に特
有と考えられているバイオマーカーが 27 億年前に存在
していたとされている（199）。体化石としては真核生物
のグリパニアに似た生物の 21 億年前の化石が見つかっ
ている。それは直径がおよそ 1cm 程度あることから、
原核生物ではありえず真核生物とされている（230）47。
　一方、当時の地球は、酸素濃度の上昇に伴い温室効果
ガスのメタンの濃度が減少し、地球が全球凍結をしたと
も言われているヒューロニアン氷河期（24 ～ 21 億年
前）であった（23 頁、脚注 41、28 頁 2.13 参照）。多
分、真核生物は極寒になる前には誕生していたと想像さ
れるが、真相は闇の中である。
　その後、15 億年前頃に多様な真核生物が進化したと
言われている（215, 232）。しかし、化石になりやすい
殻をもったような生物が進化するのは 5.5 億年前頃であ
り、多様に進化し始めた真核生物の全貌を知ることは難
しい。また分子時計による真核生物誕生の時期について
の解析も遺伝子の水平移動など様々な要因があり、誕生
の時期を狭い範囲に特定するには至っていない（206）。
　われわれの手にすることができる証拠は豊富ではない
が、一般に水中の酸素濃度が上昇し始めた 20 数億年前
には真核生物が誕生していたと考えられている。
　ここでは、生命誕生後およそ半分弱の期間は原核生物
のみの世界であったことを強調しておきたい。

2.11　有性生殖・多細胞生物の誕生
　次に注目したいことは、有性生殖と多細胞生物の誕生
である。これについても時期を特定することは難しい。
　2.11.1　有性生殖における細胞分裂：有性生殖とは、
一組のゲノムセットをもつ一倍体（n）の配偶子同士が
接合し二組のゲノムセットをもつ二倍体（2n）の個体

を産み出すことである。配偶子には精子と卵子のように
形が大きく異なる配偶子をもつ場合と同形の場合があ
る。
　一方、無性生殖では、1 つの個体が、遺伝情報を複製
し、それを新たな娘細胞に分配することで次世代が形成
される。
　有性生殖はわれわれホモ・サピエンスを含むほとんど
の真核生物と例外的に僅かの原核生物（233）に認めら
れる。
　われわれの精子と卵子には、22 本の常染色体（1 ～
22 番と呼び区別している）と性染色体が 1 本含まれて
いる。精子は X か Y の性染色体をもっている。一方、
卵子は Y 染色体をもつことはなく、X 染色体のみを含
んでいる。そのような卵子（n）と精子（n）が受精
し、受精卵（2n）が形成される。性染色体 XY をもつ
ものが雄に、XX をもつものが雌となる。
　二倍体の受精卵（2n）の遺伝情報は、細胞分裂の直
前に複製され（4n となる）次に細胞分裂が起こり、新
たな細胞（2n）が二つ生まれる。このような細胞分裂
を体細胞分裂という。分裂の仕組みを考える時には相同
染色体が重要である。相同染色体とは、精子由来の 1 番
と卵子由来の 1 番の染色体のように形や大きさが同じ対
応する染色体のことである。
　体細胞分裂の場合には染色体が複製されたのちに、複
製された 4 本の相同染色体はもとのものと複製されたも
のの 2 本が 1 組となり動原体と呼ばれる部分によって結
合し、向かい合う。重要なので、繰り返すが、複製され
た相同染色体は別々の 2 組となり向かい合うのである。
その後動原体は分離しそれぞれの染色体は紡錘体により
細胞の両端に引き寄せられ、新たな細胞に同数の染色体
が収まることになる
　ところが、精子や卵子を生み出す減数分裂と呼ばれる
細胞分裂は、体細胞分裂とは二つの点で大きく異なって
いる。①減数分裂では複製された 4 本の相同染色体が 1
組として向かい合う。次に、2 本の相同染色体は動原体
により結合したまま、細胞の両端に引き寄せられ、一回
目の細胞分裂が起こる。この時、生じた細胞は 2n であ
る。次に動原体が分離した 2 本の相同染色体は、別々と
なり二回目の細胞分裂が起こる。その結果、最終的に一
倍体（n）の細胞が 4 つ生まれることになる。② 4 本の
相同染色体が向かい合ったところで、特別な現象である
染色体の乗り換えが起こる 48。染色体の乗り換えとは、

47 32.3 億年前の直径 300 μm の細胞の化石が見つかっており、それが真核生物の原生動物である可能性が指摘されている
（231）。酸素濃度が低い時代に真核生物が既に誕生していた可能性もなくはないが、現在この化石となった生物がどのよう
なものであったのかはよく分からない（24 頁 2.10.2 参照）。
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相同染色体の間で染色体が交差し、部分的な交換が起こ
ることである。その結果、新たに生じた染色体は精子と
卵子由来の部分が混ざり合ったモザイク状のものとなる

（図 10）。乗り換えは常染色体全てと X 染色体が対合し
た時に起きる。しかし、XY 染色体が対合した場合には
起こらない 49。
　2.11.2　有性生殖のデメリット・メリット：有性生殖
のデメリットは、①遺伝情報を二組作るために多くのコ
ストがかかること、②二つの一倍体が出会い接合・受精
する必要があることである。
　一方、メリットは、遺伝的な多様性を生み出すこと
と、遺伝子の修復を可能にする点である。
　多様性は二つのレベルで起こる。①精子や卵子が形成
される時に、一つの配偶子に含まれる染色体（例えばヒ
トの場合では 22 本の常染色体）は、母方と父方由来の
ものを基にした染色体がランダムに混ざったものであ
る。つまり、配偶子には、222 通り以上のものがあると
計算できる。②更に減数分裂の時に乗り換えが起こるの
で 1 本の染色体がモザイク状となる。その結果、一つ一
つの配偶子のもつ遺伝情報の多様性は更に膨大なものと
なる。そのような多様な配偶子同士が接合して生まれる
新たな個体の遺伝的な多様性は、無性生殖のように同じ
情報が複製されて生まれる個体のそれとは比べ物になら
ない。遺伝的な多様性は新たな環境変化に適応するチャ
ンスを多く生み出す源泉となりうる。
　遺伝情報には時として変異が生じるが、その変異に
は、致命的あるいは不都合なものもある。生物にはそれ
を修復する機構 50 が備わっている。そのような機構の
一つに DNA の組み換えがある。それは二組の DNA の
二重鎖が一部の二重鎖を交換（あるいは一方的に失う、
獲得する場合もある）することにより、変異を生じた部
分を生じていない部分で補い修復することを可能にする

仕組みである。このような仕組みは染色体をもつ真核生
物のみならず、環状の一倍体の DNA をもつ原核細胞に
も見られる。減数分裂の場合には染色体レベルで乗り換
えが起こる。それは DNA の組み換えが大規模に起こる

48 体細胞分裂の場合にも稀に染色体の乗り換えは起こる。しかし、その場合には複製された同じ遺伝情報をもつものの間で組
み換えが起きるので、遺伝的な多様性にほとんど変化は見られない（図 10 説明参照）。

49 性染色体 X と Y は、元々は同一のものであった。ホモ・サピエンスの場合には、1 億年前の祖先の段階から Y 染色体は次
第に短くなり、現在では X 染色体のおよそ 1/3 程となっている（234）。XY 染色体は一部の相同な部分で対合するが、染色
体の乗り換えほとんど起こらない。即ち Y 染色体は、男系の間で直線的に伝播されている。ホモ・サピエンスの男系の祖
先は Y 染色体を比較することで辿ることができる。一方、ミトコンドリアの遺伝情報は、受精卵において精子の DNA がほ
ぼ消化されて消滅してしまうために女系で直線的に伝播されている。そのことを利用して、人類の母系の祖先であるミトコ
ンドリア・イヴが明らかにされた（4 参照）。

　　また、乗り換えが起こりにくい Y 染色体を調べることで、突然変異の頻度を推定できる。13 代前に共通の男系の祖先を
もつ二人の男性の Y 染色体の比較がなされた（235）。その結果は、1 世代あたり 1 億塩基当たり 3 カ所程の塩基が置き換わ
っているというものであった。ホモ・サピエンスについての他の研究では数千万～ 1 億塩基について 1 ヶ所という結果も得
られている（236）。何れにしても突然変異は極めて稀に起こり、その積み重ねで進化が実現するのである。

50 例えば DNA に紫外線があたると、DNA の隣り合う二つの塩基のチミンに特別な結合が生じ、そこから正常な遺伝情報を
読み取ることができなくなる。ところが生物には、そのように結合した二つのチミンを含む部分の DNA の二本鎖の一本を
切り取り、残った 1 本を基に相補的な塩基を補うことで元通りの DNA の 2 本鎖を作り直す仕組みが存在する。しかし、損
傷が多くなると、修復が間に合わなくなり皮膚ガンなどが発生する頻度が高くなる。

図 10　減数分裂における乗り換え。図の左は染色体の複製
が 起こった直後の様子を模式的に示した。白色の染
色体は父親由来、 斜線の染色体は母親由来を表してあ
る。相同染色体は中央付近の 動原体（楕円で示し
た）が結合することで、2 本ずつまとまっている。ま
た、4 本の相同染色体は対合している。この状態の時
に、 相同染色体の間に乗り換えが起こる。図の右は乗
り換えが起こった後の二回目の分裂後の様子である。
動原体が分離し（○で示した）、それぞれの染色体
は、個別のものとなっている。乗り換えは一つの染色
体について平均 10 カ所ほどで起こると言われてい 
る。父親由来と母親由来の相同染色体に含まれる遺伝
情報は同じではないので組み換えにより新たに生じた
染色体は異なった遺伝情報の組み合わせをもつことに
なり遺伝的な多様性が増大する。図は概念的なもので
ある。詳細は本文参照。
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ことであり、不都合な突然変異を修復するチャンスが広
がることにつながる。
　またそもそも倍数体ということは、少なくとも同じ遺
伝子が二つあるということである。それは、一方が損傷
を受けても、正常なものが一つ残り致命的にならないチ
ャンスがひろがるというメリットを生み出す。
　2.11.3 有性生殖の誕生の時期：原核生物でも DNA の
組み換えが起こる。それを有性生殖の一つの要素と考え
ると、有性生殖が生命の進化のごく初期から生まれてい
たと想像できる（237）。事実、少数の原核細胞の中には
有性生殖と見なせる方法で繁殖している生物が存在する

（22）。もちろんそのような有性生殖がいつ確立したかは
不明である。
　有性生殖を行なっていたと思われる真核細胞の最古の
化石は 12 億年前のものが報告されている（238）。

2.12　多細胞生物の誕生
　原核生物の中にも集団として群がっていたものが存在
していたことはストロマトライトなどから伺い知ること
ができる。またシアノバクテリアの一種であるアナベナ
などは多数の細胞が連なった糸状体をつくる。アナベナ
は酸素を発生する光合成を営む。一方、ニトロゲナーゼ
という酵素の働きで空気中の窒素からアンモニアを合成
することもできる。ところが、ニトロゲナーゼは酸素に
弱い。アナベナにはヘテロシストと呼ばれる特殊な細胞
が分化している。そこでは酸素を発生する光合成は起こ
らず、ニトロゲナーゼが働いている。このように、糸状
体は光合成を行なう普通の細胞とヘテロシストの間で光
合成の産物である炭素化合物と窒素化合物を互いに都合
し合うことで、窒素源が少ない環境でも細胞の連なった
糸状体として暮らしている。
　現存の真核生物である単細胞緑藻のボルボックスは群
体をつくることが知られている。多細胞生物は真核生物
の細胞が群体をつくり、次にそれらが一つの生命体とな
り、更に細胞に分化が起こり違う機能を果たす多様な細
胞からなる生物となったと考えられている。
　単純な多細胞生物であるカイメンには、襟と鞭毛をも
つ襟細胞がある。襟細胞に似た単細胞生物の襟鞭毛虫と

いう生物が存在しているので、それらが群体をつくりい
つしか多細胞生物へと進化した可能性が考えられている

（例えば、239）。
　カイメンは多細胞生物であるが、器官などの分化は見
られない。それは、単純な動物で初期胚の卵割に際して
異なる胚葉を形成しない 51 側生動物である。
　一般にアナベナのような糸状体あるいはボルボックス
のような群体は多細胞生物とは言わない。多細胞生物の
誕生の時期も定かではない。しかし、上述した有性生殖
を行なっていたと考えられる 12 億年前の真核生物は多
細胞生物であったとされている（238）。
　また、体化石ではないが 11 億年前の生痕化石が見つ
かっている。その跡はどう見ても単細胞生物がつけられ
るものではなく、かなり大きな生物が這い回ったものと
考えられる。これも多細胞生物が生存していた証拠の一
つである（240）。
　これらのことから、真核の多細胞生物は、既に 10 億
年前頃には誕生していたとされている。生命の長い進化
史を考えると、生命誕生から多細胞生物の誕生までにお
よそ 30 億年が経過したことになる。つまり、生命進化
史のおよそ 75％の時間が過ぎ去って初めて多細胞生物
が生まれたことを強調しておきたい。

2.13　スノーボール・アース（全球凍結）
　ホモ・サピエンスは 20 万年前に誕生し、氷河期と間
氷期が繰り返される寒暖の差が激しい時期を生き延びて
きた。およそ 2 万年前の最終氷期最寒冷期の頃にネアン
デルタール人は絶滅した。当時はニューヨークも氷河で
覆い尽くされた。現在のセントラル公園にある大きな石
は、その時の氷河により運ばれたものである。そのよう
な石は迷子石と呼ばれる。当時は高緯度地帯で氷河が拡
大したが、標高の低い低緯度地域は温暖で、氷河は存在
しなかった。
　ところが、そのような氷河期とは違って、過去の地球
では全球凍結のような極端な氷河期が存在していたとい
う説が唱えられた（24152-243）。
　1998 年にポール・ホフマン（1941-）らはアフリカの
ナミビア（現在およそ南緯 25 度）のおよそ 7 億年前の

51 初期胚が卵割により内胚葉・外胚葉の二胚葉性を示す動物は、イソギンチャク・クラゲ・サンゴ虫・クシクラゲなどの放射
相称動物である。さらに中胚葉を加えた三胚葉性の動物は、左右相称動物で、旧口動物（初期胚に形成された原口がそのま
ま口となって発生する動物で、節足動物・軟体動物・環形動物など）と新口動物（原口が口にならず肛門となり、口は別に
形成される動物で脊椎動物・原索動物・棘皮動物など）に大別される。

52 モーソンはオーストラリアの古い地層に氷河の跡があることから広大な地域に氷河が形成されたと考えた。しかし、当時は
大陸移動についての理解が浅く、その氷河が形成された時のオーストラリアの位置を正しく理解することはできなかった。
実は、その氷河が形成された時にオーストラリア大陸は高緯度地方に位置していた。その氷河は、彼が考えたように全球凍
結の証拠ではなかったことが現在では分かっている。また、スノーボール・アースという言葉はジョセフ・カーシュビンク

（1953-）が初めに使った。
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地層に迷子石が含まれていることを見つけた。また当時
のナミビアは南緯 12 度付近の位置を占めていたと考え
られた（244-246）。その結果に基づいて、赤道付近まで
氷河に覆われるスノーボール・アースが存在していたと
いう説が改めて提唱された。
　かつてのスノーボール・アース説に対する反対の根拠
は、地球がいったん全球凍結し真っ白になると太陽光を
反射し、地球は温まることはなく全球凍結から脱出する
ことは不可能であるというものであった（例えば、
247）。
　ところが、全球凍結の間にも火山活動が継続し大気中
に CO2 が蓄積したことを示唆する事実が見つかった。
すなわち、次第に CO2 が蓄積し、温室効果が増大し氷
河が解けたと考えられている。6 億年ほど前の地層にキ
ャップ・カーボネイトと呼ばれる炭酸塩岩が豊富に見つ
かった（245, 248）。その存在は、増大した大気中の CO2

による温暖化で氷河が溶けた後に、大気中の膨大な量の
CO2 が海洋に溶け大量の炭酸塩岩がその時期に堆積した
結果であると考えられた。当時の大気中の CO2 濃度
は、スノーボール・アースの時代に次第に高くなり、ス
ノーボール・アースの終わった 5 億年前頃には、再びス
ノーボール・アース以前の 8 億年前頃のレベルまで低下
したと推定されている（249）。
　また縞状鉄鉱床は、スノーボール・アースの時期には
形成されていない。そのことは、当時の海水の酸素濃度
がきわめて低かった結果であると考えられている。当時
形成された地層には氷河堆積物であるドロップ・ストー
ンと有機物が酸化されずに形成された黒色の地層が混在
しているものが見つかっている。その地層の上には再び
赤褐色の縞状鉄鉱床が形成されていた。そのことは、ス
ノーボール・アースが解消されると、酸素を発生する光
合成生物の活動が盛んとなり、海水中の酸素濃度が再び
増加し縞状鉄鉱床がつくられた結果であると考えられて
いる。このことも、スノーボール・アースの存在を支持
している（246, 250）
　このような結果に基づいて、7 億年前頃に地球はスノ
ーボール・アースとなったことが一般的に受け入れられ
るようになってきている（251, 252）。しかし、地球の
一部は凍結を免れていたというスラッシュボール・アー
スを考えている研究者もいる（253）。この時期に生物は
絶滅することはなく、どこかで（火山活動のさかんな所
の周辺あるいは凍結した氷の下の水中）で生き延びたこ
とは確かである。
　ここで述べたスノーボール・アースは、原生代末期の

スターチアン氷河期（約 7.2 ～ 6.6 億年前）およびマリ
ノニアン氷河期（約 6.5 ～ 6.35 億年前）に出現したもの
である。この他、原生代初期のヒューロニアン氷河期

（約 24 ～ 21 億年前）（26 頁 2.10.4 参照）の後期にもス
ノーボール・アースが現出したとされている。

2.14　エディアカラ生物群
　エディアカラ生物群は、原生代後期のスノーボール・
アースを含むクライオジェニアン紀（約 8.5 ～ 6.35 億年
前）の直後に出現し、カンブリア紀の始まる直前にほぼ
全滅したと考えられている。その生物群が生存していた
時期は原生代の最後の時期（6.35 ～ 5.42 億年前）でエ
ディアカラン紀と呼ばれている（254, 255 参照）。エデ
ィアカラ生物群と呼ばれることになる化石は、1933 年
にナミビアで見つかっていた（256）。その後、1940 年
代後半にオーストラリアのエディアカラの丘で発見され
た生物群が有名となり、それにちなんで名前がつけられ
た（257）。
　エディアカラ生物群の化石は、主に浅海の陸棚（化石
は汎地球的に見つかっている）と深海底の扇状地（主に
南北アメリカ）であったと思われる所（両者合わせて
20 ヶ所以上）から見つかっている（255, 258-260）。
　エディアカラ生物群の形態上の多様性は、200 近くに
達すると言われている。しかし、エディアカラ生物群の
詳しい実像は不明である。それは、それらが絶滅してし
まったことと、それらに似た生物が現存していないため
である。
　代表的な化石のいくつかを紹介する。
　ディキンソニアは、殻や骨格をもたず柔組織だけでで
きている直径数十 cm にも及ぶような軟体性生物種であ
った。それは口も肛門もなく、また循環器ももっていな
かった。そのために、外界との物質交換や体内の新陳代
謝を拡散により行なわざるをえず、扁平な体をしていた
と考えられている。
　それに対してキンベレラは、海底でマット状に広がっ
て繁殖していた微生物をひっかいて食べていたと考えら
れている（261）。一般にキンベレラは左右相称動物（28
頁、脚注 51 参照）で軟体動物に似ていたと考えられて
いる（262）。一方、キンベレラには鉱化作用 53 によら
ない骨格が発達していたことを示す化石も見つかってい
る（263）。しかし、キンベレラの実像を再現するために
は現存の軟体動物をモデルとして探るのではなく、多く
の化石を比較する必要があることが指摘されている

（264）。

53 生物鉱化作用とは、炭酸カルシウムやリン酸カルシウムのようなカルシウムを含む物質から殻などをつくることである。
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　その他、注目すべき化石としては、①卵割の様子が分
かる胚の化石（265）、②はっきりと左右相称の構造を取
っていることが分かる化石（266）が見つかっている。
　これらのことからエディアカラ生物群は三胚葉性動物
を含む多様な生物群であったと考えられている（267, 
268）。
　化石からはエディアカラ生物群の多くが、軟体性の動
物であったことが分かる。彼らが絶滅した原因は、他の
生物を積極的に捕食するハンターの登場であるとされて
いる。
　ハンターは捕食をするために、①獲物を認知するため
の高性能センサー・脳・神経系、②獲物を捕獲するため
の筋肉組織、③それらを機能させるための高い呼吸活
性・循環系、を発達させ始めたと想像されている。それ
らの機能が発達したのは、スノーボール・アースの後
に、酸素濃度が一段と高くなったことが大きく作用した
と推測されている（154, 269）。
　このようなハンターが登場したことは、鉱化作用によ
り生じた殻をもつ生物の化石がエディアカラ生物群の絶
滅したエディアカラ紀の最終期から初めて見つかったこ
とが根拠となっている（270）。
　一方、鉱化作用による骨格の形成は、生物の大型化を
もたらした要素ともなった（271）。

2.15　有殻微小化石動物群
　有殻微小化石はアイスクリームのコーンのような形を
した数 mm ～数 cm ほどの微小なものが多い。それ
は、およそ 5.42 億年前のエディアカラ紀の晩期からカ
ンブリア紀（5.41 ～ 4.85 億年前）の最初の時期の 5.29
億年前までの地層から見つかっている。
　1989 年にそれらの化石の一つであるミクロディクチ
オンと呼ばれていた微小化石は、全長 8cm ほどの蠕虫
状の動物の体を覆っていた小片であったことが明らかに
された（272, 273）。同様に、有殻微小化石とされてい
たハウキエラは最高 7cm の蠕虫のような動物が小さな
200 個ほどの骨片に分かれたものであったことが、新た
な化石の発見により明らかにされた（273-275）。

3．顕生代の時代区分と大絶滅

3.1　カンブリア紀以降の地質時代とそれを分かつ生物
　　 の大絶滅
　カンブリア紀以降は多数の化石が産出され、生物界の

変容について多くのことを知ることができる。そのため
に 5.4 億年前以降の時代は顕生代と呼ばれている。それ
は古生代（カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デ
ボン紀・石炭紀・ペルム紀）（5.41 ～ 2.52 億年前）・中
生代（三畳紀・ジュラ紀・白亜紀）（2.52 億年～ 6,600
万年前 54）・新生代（古第三紀・新第三紀・第四紀）

（6,600 万年前以降）に大別される（72）。
　顕生代の化石を調べることで二つのことが明らかとな
った。それは、①カンブリア紀以降生物の多様性が増え
続けたことと、②時として大絶滅が起こったことであ
る。すなわち上述した地質時代は、大絶滅が起こったこ
とにより指標となる生物化石が大きく変わることから分
けられたのである（図 11）。

　生物の進化を見る前に絶滅についてまとめておく。
　ところで、生物は常に新たな種の誕生と種の絶滅を繰
り返している（26, 277-279）。大絶滅とは通常起きてい
る絶滅の度合いを大きく上回る絶滅がもたらされた場合
を指している。図 11 に示すようにカンブリア紀以降に
は五大絶滅が起きたことが分かる。それは次の 5 つであ
る（括弧内の数字は、全生物種に占める推定されている
絶滅した種の％であり、科を指標とした図 11 とは異な
る指標で絶滅を評価したものである）。約 4 億 4,370 万
年前のオルドビス紀 / シルル紀境界（57％）、約 3 億
6,700 万年前のデボン紀後期（50％）、2 億 5,100 万年前
のペルム紀 / 三畳紀境界（古生代 / 中生代の境界、83％ 

図 11　顕生代における生物多様性の変化。生物の多様性
は、化石から明らかにされた海生の脊椎・無脊椎動物
の科の数として表されている。図中の数字は五大絶滅
を表している。括弧内の数字は絶滅した海生の脊椎・
無脊椎動物の科を % で表したものである。文献 276 
より許可を得て転載。

54 2012 年の国際的な地質年代の取り決めである（72）。恐竜を絶滅させた隕石の落下の時期は 6,550 万年前頃と推定されてお
り、目下のところ中生代の終わりと一致していない（31 頁 3.2 参照）。今後取り決めが見直される可能性もある。
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史上最大規模の絶滅事件）、1 億 9,960 万年前の三畳紀 /
ジュラ紀境界（48％）、6,600 万年前の白亜紀 / 古第三紀
境界（中生代 / 新生代の境界、50％）である（276, 
280）。
　化石として残っている生物種は、およそ 25 万種と言
われている（24）。化石の記録からは今までに誕生した
種の 99％以上は絶滅したことが分かる。まさに生物
は、誕生と絶滅を繰り返しながら進化してきたのであ
る。しかも、化石に残る種の数は、全体の 1 万分の 1 未
満と概算されている。今までに地球には 300 億～ 4 兆の
生物種が存在していたのではないかと推定されている

（25）。

3.2　大絶滅を引き起こす要因
　大絶滅を引き起こす要因は大きく三つに分けられる。
　①地球的要因による環境の変化あるいは生息域の減
少。例えば、マグマの活発な活動（大量の溶岩の流出に
よりできる洪水玄武岩の存在などにより裏付けられる）
や大陸の分離・融合などがある。その結果、i）大量の
火山灰により太陽光が遮られ植物に始まる食物連鎖が崩
壊する（例えば、192, 281）。ii）亜硫酸ガス・硫化水素

（282）などの有毒ガス、あるいは二酸化硫黄や窒素酸化
物が水に溶けた酸性雨が原因となり多くの生物が死に絶
える。iii）火山活動で噴出した二酸化硫黄が上空の水蒸
気と反応し硫酸エアロゾルの雲ができ、それが日照を遮
り生物の生存を脅かす寒冷化を引き起こす。
　このような要因が五大絶滅の中でも最大の絶滅と言わ
れているペルム紀末の大絶滅を引きおこしたと考えられ
ている。ペルム紀末の海洋で作られた地層は、有機物が
酸化されずに残った黒色の地層であった。一方、その前
後の地層は、酸素の存在を示す酸化鉄を含む赤色であっ
た。すなわち、このように大きな違いをもつ地層が形成
されたのは、ペルム紀末に海中の酸素濃度が特異的に低
下したことを示していると考えられる。このような海洋
の酸欠状態はおよそ 2,000 万年（超酸欠状態は 500 万年
程度）継続したと推定されている（192, 283, 284）。
　シベリアで見つかった洪水玄武岩は、およそ 200 万
km2 の範囲に形成された 300 万 km3 に及ぶものであ
る。それは、ペルム紀末の数十万年間に亘る火山活動に
由来するものである（285-287）。当時の火山活動・地殻
変動がいかに大きなものであったかが分かる。
　その他の地球的要因としては、地殻変動あるいは寒冷
化によりもたらされる海水面の低下がある。海水面が低
下すると、多様な海生生命圏を支える大陸棚の面積が減

少し、水生生物の多くは生息域を失い、大きなダメージ
を受ける。このような海水面の低下は、五大絶滅全てに
関わっていたとされている（288）
　②宇宙的要因：巨大隕石が落下すると、直接的なダメ
ージ・森林火災・津波などの様々な異変がもたらされ
る。更にその際に巻き上げられた塵や灰により太陽光が
遮られ、植物の光合成に始まる食物連鎖が滞ってしまう
ような影響も現れる。恐竜が絶滅したのは、6,500 万年
前頃におよそ直径 10km の隕石が落下したことが原因で
あったことが提唱された（289）。その説の発表時には、
多くの支持は得られなかった。しかし、その後、隕石は
当時のユカタン半島近くの海 55 に落下したことなどが
明らかにされた。現在では、その時期が 6,550 万年前頃
であったことを含め隕石落下が大絶滅を引き起こしたこ
とが、多くの人に受け入れられている（290）（39 頁 5.4
参照）。
　③生物的要因：五大絶滅の要因とは考えられていない
が、生物的な要因が大絶滅を引きおこしたこともあると
考えられている。太古の地球には酸素はほとんど存在し
ていなかった。生物は長いあいだ嫌気的な条件で進化し
た。太陽光を利用し酸素を発生する光合成を行う生物が
27 億年前頃から増加したことにより、徐々に酸素濃度
が上昇した（22 頁 2.9 参照）。その結果、絶対嫌気性菌
の多くは絶滅し、一部は酸素のない環境へ逃げ延びたと
考えられる。通性嫌気性菌はなんとか生き延びたのだろ
う。
　酸素発生型の光合成生物の誕生によりもたらされた酸
化的な環境が、いつ頃どの程度の大絶滅を引き起こした
かは知るすべはない。しかし、絶対嫌気性菌が壊滅的な
打撃を受け、真核生物の誕生というあらたな世界を創出
したことは間違いない。
　また、エディアカラ生物群が絶滅した要因は、更なる
酸素濃度の上昇を一つのきっかけとしたハンターの登場
であったと考えられている（29 頁 2.14 参照）。
　この他に、生物的な要因による大絶滅としては、現代
人による第六の大絶滅が危惧されている。それは、地球
史的な問題として捉える必要がある（43 頁 7. 参照）。

3.3　大絶滅からの回復
　大量絶滅を引きおこした要因がなくなり、新たな平穏
な環境が戻ると、生物の存在密度の低い領域に新たな生
物相が展開し始める。大絶滅の後に新たな生物相が拡が
るのには数百万年程度の時がかかったと言われている

（291, 292）。大絶滅を生きのびた種が、新たな展開の源

55 現在では陸地となっている。



─ 32 ─

臼田秀明：知は地球を救う　7．地球・生命の誕生とその後の変容

となったので、40 億年の生命のリレーは途絶えること
がなかった。

4．生物の多様性が飛躍的に増大した古生代
の生物進化と地球の変遷

　大陸は分裂と融合を繰り返している。約 6 億年前に
は、11 ～ 7.5 億年前に誕生した超大陸のロディニア大陸
が分裂し、大きなゴンドワナ大陸（14 頁、脚注 27 参
照）と小さなシベリア大陸・ローレンシア大陸・バルテ
ィカ大陸が誕生した。古生代の最初の時代区分であるカ
ンブリア紀（5.41 ～ 4.85 億年前）にはこれらの大陸は
主に南半球に存在していた。

4.1　カンブリア紀
　カンブリア紀には、三葉虫・バージェス動物群・フデ
イシ類・頭足類（イカやタコの仲間）など動物の祖先が
ほとんど出そろったと考えられている。
　カンブリア紀の第一期はマナカイ期（5.41 ～ 5.29 億
年前）である。その時期の指標となる化石の一つは、生
痕化石の Treptichnus pedum である（例えば 293）。
　4.1.1　カンブリア爆発：カンブリア爆発と呼ばれる
時期は、生物の多様性が爆発的に増加した時期である。
それは、マナカイ期の次のトモティ期（5.29 ～ 5.21 億
年前）とアトダバン期（5.21 ～ 5.14 億年前）にまたが
っている。
　カンブリア爆発の間に、現生の魚類・両生類・爬虫
類・鳥類・哺乳類を含む脊椎動物の祖先である原索動物
を含め様々な動物のグループの祖先がほとんどそろった
とされている（例えば、255, 294）。以前は、現生の動物
門では唯一苔虫動物門がオルドビス紀の始めになって現
れたと言われていた（例えば、295）。しかし現在では、
それは 4.9 億年前のカンブリア紀の最終盤には現れてい
たことが、明らかにされている（296）。
　カンブリア爆発の期間はどのくらいであったのだろう
か？上述したようにカンブリア紀が 5.41 億年前に始ま
ったと特定されたのは最近のことで、カンブリア紀の開
始年代はおよそ 6 億年前から 5 億 3,000 万年前という幅
で考えられていた（72, 297, 298）。
　このような知見を踏まえると、ほとんどの動物門の祖
先が出そろう動物の多様化がもたらされたカンブリア爆
発（トモティ期とアトダバン期）は、長くておよそ
1,500 万年、短ければ 500 万年ほどの間のでき事であっ
たと考えられる。すなわち、動物の多様化が起きたのは

長い生命の歴史 40 億年間の極めて短い時間に爆発的に
起こったことが改めて確実なものとなっている。まさに
カンブリア“爆発”であった。
　また生物の多様化が推し進められたカンブリア紀全体
の長さも、従来考えられていたような 9,000 万年間では
なく 5,600 万年間であったというのが現在の理解であ
る。
　古生代を代表する節足動物の三葉虫が現れたのはアト
ダバン期である。エディアカラ紀の節足動物とされてい
るスプリッギナが三葉虫の祖先であるとする考えもある
が定かではない。
　三葉虫は小さなものは約 1cm から大きなものは全長
60cm 程に及ぶきわめて多様な群集である。それは 170
以上の科の 1 万を超える種に分類されている。三葉虫に
関しては、多種多様な化石が多くの地域の様々な地層か
ら出現するために、色々なことが分かる（例えば、
299）。例えば、それぞれの種の寿命の長さも明らかにさ
れている（8 頁 1.4.2 参照）（26）。
　また浅海域に生息した三葉虫の化石の地理的分布と類
似度を比較することから大陸移動などの様子を知ること
もできる。カンブリア紀の中頃には、北米から東南アジ
ア・ヨーロッパ、モロッコ・南米とオーストラリアの三
地域となった海域にはそれぞれ異なった三葉虫の群集が
生息していた。このことは、それらの地域が離れてお
り、それぞれの地域で独自の種が進化していた結果であ
ると考えられる。その後シルル紀になると、北米とヨー
ロッパでは共通の三葉虫の群集が見られるようになっ
た。このことは、古生代初期の古大西洋と考えられるイ
アペタス海 56 がシルル紀には閉じて、北米とヨーロッ
パの浅海の地理的隔離が解消したことを示している

（300）。
　4.1.2　カンブリア爆発に先立つ準備：このような多
様化が進んだカンブリア爆発はどのように準備されてい
たのだろうか。最近では、現生の生物のリボソーム
RNA の塩基配列やタンパク質（呼吸に関わるチトクロ
ーム c など多くの生物に共通に存在する）のアミノ酸配
列を比較することで、それぞれの生物種の祖先の分岐の
時期を明らかにする研究が行われている。それらは基本
的に分子時計の概念に基づいている。分子時計は万能で
はないが（12 頁 1.5.5, 35 頁 4.4, 76 頁 9.8.9 参照）、その
研究からは多くの興味深い結果が得られている。
　それらによると、今から 12 ～ 10 億年前（301）、ある
いは 6.7 億年前頃（302）から遺伝的な多様化 57 が始ま
っていたことが推定されている（例えば、305）。

56 ローレンシア大陸とバルティカ大陸の間に広がっていた海洋。
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　しかしこのような多様化が、どのように始まりスノー
ボール・アースの時代をどのように生き永らえて来たの
か、あるいは多様化はスノーボール・アースの後に一挙
に加速したのかなどについては分かっていない。それ
は、化石が少ないこと、あるいはエディアカラ生物群が
現生の生物とどのような関係にあるのかが解明できてい
ないことが原因である。また繰り返しになるが、遺伝子
レベルで多様化が始まった時期と形態の変化を伴う種が
確立した時期は必ずしも一致するとは限らないのであ
る。
　生物の 40 億年の歴史の中で多様化が実際の形となっ
て現れたのはおよそ 5 億年前であった。その時までに生
物の歴史の 9 割弱の時間がすでに過ぎ去っていたのであ
る。それを用意した遺伝子レベルの変化は、カンブリア
爆発のおよそ 2 億年以上前から準備されていたことと、
その爆発的な多様化の具現はおよそ 1,000 万年程度の比
較的短い時間に起こったことを再度指摘しておきたい。
　4.1.3　バージェス動物群：1909 年にチャールズ・ウ
ォルコット（1850-1927）はカナディアン・ロッキーの
バージェス山付近の頁岩の中から奇妙な動物の一群の化
石を発見した（例えば、306）。それは体の軟体部が化石
となっていたことで多くの新たな知見を提供したので、
その地層はバージェス頁岩、そこで発見された化石はバ
ージェス動物群と呼ばれている。その後ハリー・ウィッ
チントン（1916-2010）らが 1960 年代後半からそれらに
ついて詳細な研究を行った（307, 308）。彼らはバージ
ェス動物群が現生の動物とは大きく異なっていることを
強調した。スティーヴン・グールドはそれらの研究を基
に、バージェス動物群を「奇妙奇天烈」な動物として紹
介した（306）。多くの人が、その本に魅せられグールド
の解釈が広まった。
　しかし、その後の詳細な研究によりそれらの動物群
は、現生の動物とは関係が薄い「奇妙奇天烈」な動物で
は必ずしもないことが示されている（例えば、309）。バ
ージェス動物群が現生の動物とどのような関係にあるか
については、総じてまだ多くの謎が残されていると考え
るべきである。
　バージェス動物群の化石は、カンブリア紀のアトダバ
ン期の初期からオルドビス紀後期（約 4.61 ～ 4.44 億年
前）の地層から見つかっている（309）。それが出土して

いる所は、カナディアン・ロッキーの他に中国の雲南省
の澄江・グリーンランド・ポーランド・南アフリカなど
世界各地に広がっている。
　その代表的なものを以下にいくつか取り上げる。
　①アノマロカリス：最初に見つかった化石がエビの後
半身に似ていたために、「奇妙なエビ」という意味の

「anomalo-（奇妙な）＋ caris（エビ）」と命名された。
それとは別にクラゲに似た化石も見つかり、ペユトイア 
という別の動物とされた。しかしその後、それら二つが
つながった化石が見つかった（例えば、306, 309）。
　このことは、二つのことをわれわれに教えてくれる。
一つは生物の体はバラバラの化石として見つかる場合が
あるということと、われわれは見つかったものを現生の
生物から推測し再現しがちであるということである。
　最終的には、アノマロカリスはエビに似たような二本
の触手とクラゲに似たような口をもつ数十 cm から 2m
に及ぶ当時の最大の動物で、生態系の頂点に君臨する捕
食者であったことが分かっている（310）。それが現生の
動物とどのような関係にあるかは明らかにされていな
い。しかしそれは、従来考えられていた「奇妙奇天烈」
な動物ではなく、節足動物に属するものであるというこ
とを主張する研究者が増えている（309, 311）。
　②ハルキゲニア：0.5 ～ 3cm ほどの細長い動物であ
る。その体の腹と背側には刺のような細い脚あるいは触
手のようなものが数本ずつ付いている。その姿は先ず
1970 年代後半に再現された（312）。しかし、その再現
された姿は間違っていたことが後に明らかにされた。当
初考えられていた背と腹は、実は逆であった。背側の触
手と思われたものには爪に似たものがあり、それは脚で
あったと考えられるようになった。ハルキゲニアは、現
生のカギムシなどの有爪動物の仲間であるとされている

（313）。
　③ピカイア：体長 4cm ほどのナメクジウオに似た脊
索動物で、およそ 5.05 億年前のカンブリア紀の中期の
地層から見つかった。それは脊椎動物の直接的な祖先が
カンブリア紀に既に出現していた証拠として注目を浴び
た（314 参照）。しかし、その後、以下に紹介する二種
の生物がピカイアより古い時代に生息した脊椎動物の祖
先であることが明らかにされた。その結果、ピカイアは
脊椎動物の最古の祖先の地位を失った。

57 異なる生物種間における同様の遺伝子に由来するアミノ酸配列の違いの程度は、遺伝子により大きく異なっている。分子時
計の針の進み方は遺伝子により大きく異なっているのである。動物の胚発生の初期において組織の前後軸および体節を決定
する Hox 遺伝子と呼ばれるものがある。それは発生に重要な役割を演じる転写因子でヒトからショウジョウバエ、線虫の
一種のカエノラブディティス・エレガンスなど多くの動物に共通に見られる。その遺伝子は転写因子として作用する重要な
部位など種間の違いが少ない保守的なものの代表である（303）。Hox 遺伝子は、真正後生動物（側生動物である海綿と分岐
して胚葉から真の組織をもつ生物）に初めて出現したと推定されている（304）。
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　④ミロクンミンギア：約 5.24 億年前のアトダバン期
の海に生息していた 3cm ほどの脊索動物の一種で、最
古の魚に似た生物であったと考えられている（315）。
　⑤ハイコウイクチス：これも 2.5cm 程度の魚に似た
生物で 5.3 億年前頃に生息していた（316, 317）。

4.2　オルドビス紀（4.854 ～ 4.434 億年前）
　オルドビス紀は、オウムガイに代表される軟体動物・
三葉虫のような節足動物・腕足動物 58・フデイシのよう
な半索動物・造礁サンゴ・棘皮動物 59 が栄えた。ま
た、この時代には原始的な植物が上陸を果たした（6 参
照）。
　カンブリア紀には魚に似た生物が誕生していた。カン
ブリア紀の最終期には、ヌタウナギやヤツメウナギのよ
うな顎のない魚に似た種であるクリダグナサス 60、ある
いはオストゥラコデルムという無顎類が生まれた。それ
らは、オルドビス紀に多様性を増した。そのほとんどの
種はデボン紀末期に絶滅した。オルドビス紀の後期には
顎をもつ魚類も登場した。顎のない生物は餌を吸い取る
ことしかできない。しかし、顎が発達すると獲物をかじ
って小さくできるようになる。その結果、様々な大きさ
の餌を取れるので適応度を拡げることができる。顎の発
達は画期的なでき事であった。
　オルドビス紀は、比較的温暖湿潤な時期で、ゴンドワ
ナ大陸・バルティカ大陸・ローレンシア大陸が存在して
いた。しかし、その後期にはゴンドワナ大陸は南下し現
在のアフリカにあたる地域には巨大な氷河が形成され
た。オルドビス紀の終期は寒冷化が進み浅い海は後退し
た。オルドビス紀は、それが一因となり、全海洋動物種
の少なくとも半分が姿を消したと言われている五大絶滅
の一つで幕を閉じた（30 頁 3.1 参照）。
　4.2.1　陸上生物界の繁栄の始まり・オゾン層の形
成：大気中の酸素濃度は、酸素発生型の光合成により上
昇し始め 24.5 億年前の「大酸化事変」と呼ばれている
時期には 0.02 ～ 0.04 気圧となり、真核生物の誕生の要
因の一つになったと考えられている（22 頁 2.9 参照）。
スノーボール・アースが終わった 6 億年前頃には酸素濃
度は現在（0.2 気圧）の数分の 1 から現在と同程度とな
った（154, 320）。そのことが一大要因となって、エデ

ィアカラ紀最終盤にハンターが登場し、次のカンブリア
紀にその多様性が増大していったと考えられている（29
頁 2.14 参照）。
　オゾン（O3）はどのように生成されるのだろうか？　
成層圏で酸素（O2）は 240nm 以下の波長の光を吸収
し、酸素原子（O）に分解される。そこで酸素原子と酸
素が反応し、オゾンが生成される。オゾンは生物に有害
な 280nm 以下の波長の有害紫外線を吸収し、酸素原子
と酸素に分解される。すなわち、成層圏ではオゾンの生
成と分解が繰り返されている。その濃度は酸素濃度が上
昇するに従い増加していった。およそ 5.5 億年前頃には
生物にとって致命的な紫外線を吸収するのに十分な濃度
のオゾン層が形成されていたと考えられている（6 参
照）。
　4.2.2　最古の陸上植物：生物は水中に留まっていれ
ば、水が有害な紫外線を吸収してくれるので安全であ
る。生物は長い間、主に海の中に生息していた。
　しかし、陸地の水圏にも、かなり早い時期から生物が
生息していたと考えられている。27 億年前（202）・26
億年前（321）・24.8 億年前（322）の陸地の水圏に微生
物が生息していたことを示唆する化石あるいは地球化学
的な分析が報告されている。また 10 億年前の非海水に
生息していた真核生物の存在を示すと考えられる化石も
見つかっている（323）。あるいは先カンブリアの終盤に
陸地に藻類が進出し、緑の水圏が現出していたと考えら
れる地球化学的な分析証拠も示されている（324）。
　この他、最初の生命が誕生した場所として、陸地の小
さな池をその候補として考えている研究者もいる（例え
ば、39）。このように陸地の水圏にも 20 億年以上前から
原核生物による微生物マットの形成、あるいはカンブリ
ア紀以前の真核生物の生息が示唆されている（202, 321-
325）。
　最近ではエディアカラ生物群の中に陸地の水圏に生息
していたものもいたと考える研究者が現れているが

（326）、その真偽のほどは定かでない（327, 328）。
　動物が一時的に海から陸に上がり、這い回ることは可
能であったろう。そのように動物が陸を這い回ったよう
な 5.3 億年前の生痕化石も見つかっている（329）。
　動物が水中を離れ陸上だけで暮らすためにはその食物

58 シャミセンガイ・チョウチンガイなどのような 2 枚の殻を持つ海産の底生無脊椎動物で、カンブリア紀に出現し、古生代を
通じて繁栄した。しかし、現生のものは少ない。一見すると二枚貝に似ているが、その体制は大きく異なっており、貝類が
属する軟体動物とは違う門である。

59 ウニ・ヒトデ・ナマコが属する門である。体は五放射相称のものが多く、棘や殻で覆われている。その仲間は先カンブリア
時代から現在まで存在している。

60 カンブリア紀から三畳紀の地層からコノドントと呼ばれる歯のような一群の微化石が発見されている。そのあるものは、ク
リダグナサスの歯であるされている（318,319）。
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連鎖のスターターである独立栄養生物の陸上での存在が
欠かせない。成層圏のオゾンの濃度が高くなった後のオ
ルドビス紀初期の 4.75 億年前には胞子で増殖する原始
的な植物が上陸を果たし、地上の多様な生物界が発展し
始めたと考えられている（6 参照）。
　4.2.3　オルドビス紀末の大絶滅：オルドビス紀は、
約 4 億 4,340 万年前に腕足類やコケムシ類が大きな打撃
を受けた大絶滅で幕を閉じた。海生の生物種の 85％が
死滅したとも言われている。その原因についてはよくわ
かっていないが、海水面の低下（288）の他、宇宙線の
増加（330）あるいは、火山活動（331）の可能性も考え
られている。
　オルドビス紀の絶滅では、例えば、フデイシ 61 はそ
のほとんどが絶滅したとされている。しかし、シルル紀
にはフデイシが再び繁栄した。それはオルドビス紀末の
絶滅を生き延びたわずか 1,2 種のフデイシから多様なフ
デイシ類が回復したためであると考えられている

（332）。フデイシの他にも三葉虫など多くの生物グルー
プが打撃を受け、多様性を減じたが、その後、再び多様
性を復活させた。

4.3　シルル紀（4.434 ～ 4.192 億年前）
　シルル紀には、クックソニアなどの前維管束植物が誕
生し次第に陸上生物界の多様性が増大し始めた（6 参
照）。海にはオルドビス紀に繁栄した三葉虫・フデイ
シ・腕足類・造礁サンゴ・棘皮動物などが戻っていた。
魚ではサメ・エイ・ギンザメの仲間を含む、全身の骨格
が軟骨で構成されている軟骨魚類と、硬い骨をもつ硬骨
魚 62 がシルル紀の終わりには出現していた（333, 334）。

4.4　デボン紀（4.192 ～ 3.589 億年前）
　デボン紀の初めには、ローレンシア大陸やバルティカ
大陸などが衝突し、ユーラメリカ大陸が赤道直下に誕生
した。そこでは大陸の衝突により巨大山脈が出現した。
その結果、大気の流れが変わり降雨量が増した。それ
が、植物の生育を促した要因の一つとなったと考えられ
ている（335）。

　デボン紀には気孔をもつ原始維管束植物も現われた。
また、カビやダニ・トビムシのような小さな昆虫も現わ
れ、植物に始まる食物連鎖に支えられた地上生態系がで
き始めた。その後、河川に沿って前裸子植物の代表であ
る 10 ～ 20m にもなるアルカエオプテリスも誕生し、森
林も形成され始めた。
　デボン紀の最終期であるファメニアン期（3.722 ～
3.589 億年前）には、原始的四肢動物である両生類のイ
クチオステガが生息していた。それは体長 1 ～ 1.5m 程
で、最古の両生類の一種であると言われている（336）。
これらの最古の両生類は肺魚などの近接種から進化した
とされているが、それは完全には陸上の生活に適応しき
れなかったと考えられている。
　このように地上には、昆虫類の他に両生類も加わった
豊かな生態系が形成されていった（6, 337 参照）。
　一方、海では頭足類 63 のアンモナイト 64 が繁栄し始
めた。魚の祖先はオルドビス紀に誕生していたが、デボ
ン紀には様々な魚類が誕生し繁栄した。そのためにデボ
ン紀は、魚類の時代と言われている。中には板皮類 65

の一種でダンクルオステウスと呼ばれる体長は 6 ～
10m、体重は最大で 3.6t に及ぶものもみられた。このよ
うな板皮類はシルル紀に誕生しており、デボン紀には大
繁栄を遂げた。それらの多くはデボン紀末の大絶滅によ
り絶滅し、その後石炭紀前期には完全に全滅したと言わ
れている。またデボン紀に繁栄した魚類には、肺魚も含
まれていた。
　硬骨魚のシーラカンスもデボン紀に誕生していた。シ
ーラカンスは中生代の白亜紀末の大絶滅の時に絶滅した
と考えられていた。しかし、1938 年に南アフリカの沖
合で現生種が確認された。そのためにそれは、生きてい
る化石と言われている（339 参照）。近年、現生種のシ
ーラカンスのゲノム解析が行われた結果、シーラカンス
のゲノムの変化のスピードは極端にゆっくりであったこ
とが分かった（340, 341）。そのことは、シーラカンス
が数億年に亘ってあまり変化しない環境のもとで生息し
続けてきたためであると考えられている。
　デボン紀も五大絶滅の一つで終焉を迎え次の石炭紀と

61 主としてカンブリア紀中期から石炭紀前期にかけて生息した半索動物に属する特殊な動物群である。
62 広い意味での硬骨魚類は硬骨魚の他に四肢類（両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類）を含んでいる。
63 頭足類は軟体動物門に属するイカ・タコ・オウムガイ・コウモリダコなどを含むグループである。その体は胴・頭・足に分

かれている。また、目や神経系・筋肉が発達し、優れた運動能力を備えている。
64 アンモナイトはデボン紀に誕生し、デボン紀末の大絶滅を生き延びた。それは、恐竜が絶滅した中生代白亜紀末の大絶滅ま

でのおよそ 3 億 5,000 万年間、海洋に広く分布し繁栄した多様な生物群である。平らな巻き貝の形をした殻を持っているの
が特徴である。中には殻の直径が 2m にも及ぶ大きなものも生息していた。

65 板皮類は最初に顎に骨を備えた脊椎動物で、中には胎生で子どもを産むものもある。それは脊椎動物の最古の胎生であると
されている（338）。
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なった。絶滅の原因は特定されていない。

4.5　石炭紀（3.589 ～ 2.989 億年前）
　石炭紀は多くの石炭を含む地層が形成されたことによ
り命名された。この時代には木生シダ｛幹の直径は 1m
以上で高さ 30m を越えることもあるリンボク（レピド
デンドロン）が特に有名｝・シダ種子植物（南極からも
化石が見つかるグロッソプテリスが有名）・コルダボク
などの裸子植物・巨大トクサなど何れも絶滅した多様な
植物から成る大きな熱帯林が成立した（6 参照）。石炭
はそれらが腐食・分解されずに土中に蓄積し形成された
ものである。この他、3.2 億年前の最古のコケ植物と思
われる化石が出土しているが、コケ植物の誕生の時期は
定かではない（6 参照）。
　デボン紀には大気中の CO2 濃度は、現在の 10 倍程度
であった。石炭紀になると鬱蒼とした森林が形成される
ほど光合成が盛んとなった。しかも、その産物が分解さ
れなかったので、大気中の CO2 濃度は現在の濃度の 1
～ 2 倍ほどに激減したと推定されている（342-344）。
　温室効果をもつ CO2 濃度の低下により地球の気候は
寒冷となった。石炭紀には、ゴンドワナ大陸は南半球に
位置し、その一部は南極地域に及んでいた。そのために
そこに氷河が発達し、およそ 3.35 億年前から氷河期が
始まった。それはペルム紀の 2.6 億年前頃まで継続した

（345, 346）。そのような寒冷化が一因となり膨大な熱帯
林が崩壊し、土中に蓄積したと考えられている。
　その一方で、酸素濃度は上昇し 30 ～ 35％に達したと
考えられている（347, 348）。高い酸素濃度が生物に飛
翔能力をもたらす要因の一つとなり、石炭紀に翼長
70cm の巨大トンボなど、初めて翅をもった昆虫が出現
した。
　またデボン紀に登場した湿った環境に適した両生類に
はペデルペスのように陸上生活に適応したものも生ま
れ、それらが繁栄していった。
　石炭紀には体表を鱗で覆い、殻をもった卵を生み乾燥
に強い爬虫類が両生類から誕生した。最古の爬虫類は、
体長が約 30cm の現生のトカゲによく似たヒロノムスと
されている。これは最初期の有羊膜類 66 と考えられて
いる。肉食の爬虫類（ペトロラコサウルスなど恐竜や現
生爬虫類の祖先となる双弓類など）や、更に後期にはエ
ダフォサウルスなどの哺乳類の古い共通祖先である哺乳
類型爬虫類の単弓類も登場した。海にも魚類のクレトキ

シナなどの脊椎動物と多くの無脊椎動物が生息してい
た。
　石炭紀がどのような原因によって終焉を迎えたかは分
からない。倒れた木の細胞壁に含まれるセルロース・ヘ
ミセルロース・リグニンは分解されにくい化合物であ
る。ところが、リグニンを分解するために必須な酵素を
もつ担子菌門に属する白色腐朽菌が現れ、木材を分解し
始めたことが作用したのではないかという仮説が出され
ている（349）。その仮説を提唱した研究では 12 種類の
木材腐朽菌を含む 31 種の真菌のゲノムの比較がなされ
た。31 種の真菌の中では 12 種の白色腐朽菌だけがリグ
ニンを分解できる。そこで、そのグループが誕生した時
期を分子時計の手法により推定した。その結果、リグニ
ン分解能をもった白色腐朽菌が誕生した時期が石炭紀末
期頃とされたのである。

4.6　ペルム紀（2.989 ～ 2.522 億年前）
　ペルム紀の初期には、まだ、ゴンドワナ大陸の一部が
南極地域にあり寒冷な時代が続いていた。しかし、ゴン
ドワナ大陸は、次第に北上し南極地域を脱した。その結
果、氷床は融解し、気温は上昇した。このような要因に
よりペルム紀は全体としては顕生代では最も温暖な時期
となった。当時の地球の平均気温は現在よりおよそ 2℃
ほど高かったと言われている。
　北上してきたゴンドワナ大陸は赤道付近に存在してい
たユーラメリカ大陸と衝突し、パンゲア大陸を形成し
た。更にパンゲア大陸は北半球に存在していたシベリア
大陸に衝突し、超大陸が形成されていった。
　生物相を見ると、植物では既に誕生していたシダ・ト
クサ・シダ種子植物・裸子植物が繁栄していた。動物は
巨大な両生類や爬虫類が生息していた。それらには草食
の大型爬虫類であるエルギニアやスクトサウルス、全長
9m にもなったと推定される史上最大の両生類とされる
プリオノスクスも含まれていた。
　石炭紀に誕生していた双弓類や単弓類も繁栄し、陸上
の生物相は豊かになっていった。海にも軟体動物・棘皮
動物・腕足動物、更に魚類では硬骨魚と軟骨魚の両方の
特徴を併せもつアカントーデス（350）を含む棘魚類 67

など多様な生物が生息していた。
　ペルム紀末の大絶滅は 2.514 億年前の 50 万年間とい
う地球史的に見て比較的短時間に起こったことが明らか
にされている。それは中国の四川省眉山の地層から産出

66 四肢動物のうち、発生の初期段階に胚が羊膜を持つグループで爬虫類・鳥類・哺乳類が含まれる。
67 シルル紀に出現し、デボン紀には世界の淡水域を中心に最盛期を迎えたがペルム紀末に絶滅した古生代に繁栄した原始的な

魚類。
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する化石の詳細な調査により、海生生物種（162 属 333 
種）の 90％以上が絶滅した期間が判明したことを根拠
にしている（351-353）。
　このペルム紀末の大絶滅では、ゴンドワナ大陸の森を
単独で形成するなど当時最も繁栄した植物と言われてい
るグロッソプテリスもほぼ絶滅するなど陸上の生物も大
きなダメージを受けた（354）。この絶滅では、陸上の大
型動物種の 2/3 以上も死滅し、植物種も 90％以上が絶
滅したと言われている。これが史上最大の大絶滅であっ
た。
　オルドビス紀末の大絶滅でも多くの科に含まれる僅か
の種だけが生き残り、次の時代に再び多様性が回復した
のであったが、ペルム紀末の大絶滅について幾つかの例
を見てみたい。
　ペルム紀末に完全に絶滅したグループとしては、①カ
ンブリア紀に現れた古生代を代表する無脊椎動物である
三葉虫（節足動物門の三葉虫綱）、②シルル紀からペル
ム紀にかけて栄えたウミツボミ（棘皮動物門のウミツボ
ミ属）、③オルドビス紀後期に誕生し、シルル紀には海
中における頂点捕食者であったと言われているウミサソ
リ（節足動物門のウミサソリ目）、④シルル紀に出現
し、デボン紀には世界の淡水域を中心に最盛期を迎えた
原始的な魚であるアカントーデス（脊索動物門の棘魚
綱）などが挙げられる。このようなものを含む 90 数％
の海生の種が絶滅したと言われている。
　一方、生き延びた少数の種から再び多様性を回復した
ものには、①古生代シルル紀末期に誕生し、中生代白亜
紀末までのおよそ 3.5 億年間繁栄したアンモナイト、②
オルドビス紀に出現し急速に浅海から深海まで生息域を
拡大したウミユリ（棘皮動物門のウミユリ綱）、③カン
ブリア紀に出現した軟体動物である巻貝の仲間の腹足綱

（軟体動物門）が含まれる。
　ウミユリは中生代には多様性を増し、現在まで生き残
っている。それは、生きている化石の一つである。ま
た、腹足綱は、本来は巻貝をもつものであるが、ナメク
ジなど貝殻を失った種も含まれる。現生の腹足綱は軟体
動物の中ではもっとも種類数が多いグループである。
　ペルム紀の大絶滅の原因は、マグマの活発な活動や超
大陸パンゲアの形成などにより（192, 281, 285-287）、大
きな環境変動が起こったことであるとされている。環境
変化としては、特に海洋における酸素欠乏（283, 284）
があげられているが、有毒ガス（282）・酸性雨・寒冷
化・浅海域の減少なども含まれる複合的なものであった
と推定されている（31 頁 3.2 参照）。
　その他、現在のオーストラリアのベッド・アウトに落
下した隕石も影響した可能性が指摘されているが、その

影響の程度は不明である（355-357）。
　ペルム紀末の大絶滅のピークは比較的短い時間であっ
たとされているが、ピークの前後の数百万年間にも絶滅
の頻度が高い時期があったことが示されている（352）。
また 2.6 億年前頃にはペルム紀末とは区別されている別
の中程度の絶滅が起こっていたことも知られている

（358）。
　また海洋の酸欠状態は 2,000 万年（超酸欠状態は 500
万年程度）に亘り継続していたことも明らかにされてい
る（283）。
　これらのことは、ペルム紀末の大絶滅には①数十万年
間というピークが存在していたこと、②その前後にも地
球環境が大きく変化し、生物に多大な影響を与えた時期
があったこと、③大絶滅の後に平穏な地球環境が戻り、
生物の多様性が回復するのには百万年のオーダーの時間
がかかったことを示している。

5．恐竜が繁栄し、原始的な鳥類・哺乳類・
被子植物が出現した中生代

　古生代はカンブリア爆発に始まる生物の多様化が始ま
った時期である。古生代に生息した動物は三葉虫などカ
ンブリア紀に繁栄し、オルドビス紀以降に衰退したカン
ブリア動物群、オルドビス紀からペルム紀にかけて繁栄
したウミユリなどの古生代型動物群と、巻貝の仲間など
古生代末の大絶滅を生き延び中生代以降に多様性を増し
現生の生物につながる三種に大別される（359）。古生代
後期の石炭紀は南半球に存在したゴンドワナ大陸の高緯
度地方に氷河が広がり寒冷であった。ペルム紀には超大
陸パンゲアの形成に至る大陸移動が起こり、低緯度に存
在する陸塊が増え地球は次第に温暖となった。
　中生代の第一期は三畳紀と呼ばれるが、それはその時
期の地層として見つかった南ドイツの地層が赤色砂岩・
白色石灰岩・茶色砂岩の異なる 3 層が重畳したものだっ
たことに由来している。中生代は、三畳紀、その次ぎの
恐竜の時代であるジュラ紀、そして被子植物の多様化が
進む白亜紀に三分される。

5.1　三畳紀（2.522 ～ 2.013 億年前）
　ペルム紀末の大量絶滅の後、生物が空白となった環境
が平穏になるとその場を占める新たな生物種が現れた。
海生生物では、六放サンゴ（刺胞動物門）・さまざまな
二枚貝（軟体動物門）・ウニ類（棘皮動物門）などが繁
栄していった。陸上に生息していた爬虫類の一部が海に
進出しイクチオサウルスなどの魚竜が誕生した（15 頁
1.5.8.7, 71 頁 9.6.1 参照）。魚類ではサメの仲間の軟骨魚
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は、ペルム紀末の大絶滅の打撃からの回復は限定的であ
った。一方硬骨魚は、パキコニフォロス・ホリドホル
ス・淡水魚のペレイダスなど多様性を著しく回復した。
　陸上では爬虫類が繁栄した。最古の恐竜とされている
エオラプトル（360）は、2.314 億年前には出現していた

（361）。トカゲやヘビの仲間は現生の爬虫類の 95％以上
を占める有鱗目である。それは爬虫類の中では新しく進
化したグループで、三畳紀後期に誕生した。
　両生類は爬虫類を避けるように暮らしていたと考えら
れている。その中には最大 6m にも達したとされるマス
トドンサウルスや最古のカエルとされている体長 10cm
ほどのトリアドバトラクス 68 も含まれていた。
　また最古の哺乳類とされている現生のトガリネズミの
ような外見であったと思われるアデロバシレウス（推定
体長＝ 10 ～ 15cm）は 2.25 億年前には誕生していたと
考えられている（362）。また、陸上植物ではトクサやロ
ボクを含むシダ植物やキカデオイデアなどの裸子植物が
繁栄した。
　三畳紀は哺乳類の祖先である哺乳類型爬虫類の単弓類
が絶滅するなどおよそ半分の種が絶滅したと言われる五
大絶滅の一つで幕を閉じた。その絶滅は数千年間という
短い間に起こったとされおり、その原因については多く
の関心が寄せられている。隕石の落下・パンゲア大陸の
分裂・活発な火山活動・浅海域の減少など様々な要因が
考えられているが、詳細は不明である（例えば、363）。

5.2　ジュラ紀（2.01 ～ 1.45 億年前）
　三畳紀に分裂し始めていた超大陸パンゲアはジュラ紀
中期の 1.8 億年前頃には再びローラシア大陸とゴンドワ
ナ大陸に分裂した。
　ジュラ紀には三畳紀末の絶滅を生き残った生物が栄え
た。その最たるものは恐竜で、ジュラ紀は恐竜の時代と
言われている。ジュラ紀は温暖多湿で、動植物とも多様
化・大型化が進んだ。一方、小型の生物であるカエルが
世界中に分布を広げたのもこの時期であった。
　海洋では再びアンモナイトが繁栄した。その他イクチ
オサウルスや体長が 20m 以上であったと推定されてい
る史上最大の硬骨魚であるリードシクティス・プロブレ
マティカスなどが生息するとともに新たなプランクトン
も誕生していたとされている。

　陸上植物は引き続き、シダ植物・裸子植物が繁栄して
いた。1.25 億年前には被子植物 69 とされているアルカエ
フルクツスが誕生していた（364）。
　鳥類に関しては、始祖鳥の化石が 1861 年に見つかり
多くの人の興味を集め続けている（72 頁 9.6.3 参照）。
始祖鳥の出現時期は、従来 1.51 ～ 1.49 億年前と言われ
てきた。ところが、最近、始祖鳥よりも古い鳥の化石が
中国の遼寧省の 1.65 ～ 1.53 億年前の地層から見つかっ
た。それはアウロルニスで、全長およそ 50cm で羽毛の
痕跡をもつ原始的な鳥とされている（365）。
　一方、鳥とは違う羽毛恐竜としては、およそ 1.6 億年
前にアンキオルニスが生息していたことが分かっている

（366）。またその羽毛の色は、赤茶色の冠羽を除いて、
黒と白であったことが明らかにされた（367）。また始祖
鳥の羽の色は黒であったことが示唆されている（368）。
羽の色は、化石のメラニンを含む部分を調べることによ
り推定されている。鳥は羽毛をもつ恐竜から進化したと
考えられている（369 参照）。
　羽毛は、最初は飛翔には役立たず、保温・断熱効果あ
るいは装飾 70 など違う機能をもっていたと考えられて
いる（371-374 参照）（12 頁 1.5.6 参照）。羽毛布団が軽
くて暖かいことを考えれば、羽毛のもつ保温・断熱効果
は容易に理解できる。鳥が恐竜と深い関係にあること
は、ハックスリーが予想した通りであった（375, 72 頁
9.6.3 参照）。現在では多くの証拠により、そのことがよ
りはっきりしてきている（例えば、374, 376）。
　羽を用いて鳥がどのように飛び始めたのかについて
は、地上走行説・樹上飛行説がある（例えば、374）。し
かし、最近では傾斜したところを駆け上がる時に水平の
羽が飛び上がるための駆動力と操縦性を高めたという第
三の説が提唱されている（377）。それは、初期の羽が
F1 レーシングカーの後方にある水平翼が車に安定走行
をもたらしているのと同じような機能をもっていたと考
えるものである。
　中生代は恐竜の時代で、哺乳類は小型のものが主体で
あったと考えられている（例えば、378）。しかし最近で
は、中型の動物を含む多様な種が生存していたことが明
らかにされている。多様な種には、①シマリスほどの大
きさのシロアリを食べていたと推定されるフルイタフォ
サー（379）、②雑食性で樹上生活をしていた多丘歯目 71

68 マダガスカルで 1 種が出土した絶滅種である。跳躍はできなかったと推定されている。
69 最古の被子植物の誕生時期については三畳紀に遡れるという可能性が指摘されているが定かではない（6 参照）。
70 白亜紀の初期に生息していた羽毛恐竜のミクロラプトルの羽毛は玉虫色で光沢があったことが示された。このことは羽に装

飾的な機能があったことを示唆している（370）。
71 多丘歯目はジュラ紀中期に出現し、白亜紀後期には哺乳類の中では最も繁栄し、白亜紀の大絶滅を生き残った。しかしそれ

は、3,500 万年前に絶滅してしまった。その名前は歯の尖りが列をなしていることに拠っている。
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（380）、③ビーバーに似て水中生活も営んでいたと考え
られる数十 cm の体長をもつカストロカウダ（381）、④
体長数十 cm の樹上性ハラミヤ類（382）、⑤地上で歩行
し、アルマジロやケープハイラックスなどの現生陸上哺
乳類に似ている草食性の動物（383）などが含まれてい
る。また 1 億 6,000 万年前には有胎盤類と有袋類が既に
分岐していたことを示す化石も見つかっている（384）。
　このように初期の哺乳類と思われる様々な化石が見つ
かり、哺乳類の多様化がジュラ紀の間にある程度進んで
いったことが次第に明らかにされている（385）

5.3　白亜紀（1.45 億～ 6,600 万年前）
　白亜紀の名は、ドーバー海峡を望む断崖のその時期の
地層が白い石灰岩質（チョーク）でできていることに由
来している。それは、ジュラ紀中期に誕生し白亜紀に生
息域を大きく拡大させた浮遊性有孔虫やココリスなどの
ナノプランクトンの遺骸から形成されたものである。
　ジュラ紀にはゴンドワナ大陸は、西ゴンドワナ大陸

（現在のアフリカ大陸・南アメリカ大陸などを含む）
と、東ゴンドワナ大陸（南極大陸・インド亜大陸・オー
ストラリア大陸を含む）に分裂していった。白亜紀に入
ると、更に大陸の分裂が進み、西ゴンドワナ大陸はアフ
リカ大陸と南アメリカ大陸に分裂し、その間に大西洋が
できた。また、東ゴンドワナ大陸は、インド亜大陸及び
マダガスカル島と、南極大陸及びオーストラリア大陸に
分裂し、次第に現在の地球の姿に近づいていった。白亜
紀には多くの大陸ができ、それぞれの大陸で特異な生態
系も形成されていった。
　初期にはシダ植物や裸子植物が繁栄していたが、次第
にモクレンやイチジクなどの被子植物が勢力を増し白亜
紀末には植生の 70％前後を占めるようになった（例え
ば、386）。現在の生物の多様性は昆虫と被子植物に負う
ところが多い（8 頁 1.4.2 参照）。
　花には様々な形があり、昆虫は蜜を吸うために多様性
を増やしたと考えられている。例えば、マダガスカルラ
ンの蜜は 30cm 近い細い管の先にある。その蜜を吸うこ
とができる変わった昆虫が進化しているはずであるとダ
ーウィンは考えた。しかし、当時はそのような昆虫は見
つからなかった。1903 年に、長い口吻をもった、マダ
ガスランの送粉者のガが見つかりキサントパンスズメガ
と命名された。
　昆虫にはこのように特定の種の花の受粉を媒介するス

ペシャリストと、多くの種の花の受粉を助けるジェネラ
リストの両方が存在する。同様に花にも多くの昆虫によ
り送粉されるジェネラリストと特別な昆虫に頼るスペシ
ャリストがある。
　昆虫の多様性と被子植物の多様性は互いに影響し合っ
て増加した共進化の結果であると考えられている。しか
し、昆虫はデボン紀には誕生しており、石炭紀にはその
多様性を増大させていた。つまり、昆虫の多様性の増加
は、被子植物が誕生する前から見られていた。このこと
は、多様な昆虫が生まれた要因は被子植物との共進化だ
けではないことを示している（295, 387-389）。
　陸上ではティラノサウルス・レックスを始めとした大
型恐竜など多様な恐竜が繁栄していた。恐竜が白亜紀を
通して地球の支配者であったが、優勢なグループは時に
より変化し、多くの新種が出現していた。
　哺乳類はすでにジュラ紀に多様化が始まっていたが、
その多くは小型で、恐竜が寝静まった夜に活動している
ものが多かったと考えられている。白亜紀に入るとその
多様性は更に増えた。現生哺乳類への移行の鍵を提供す
る一つである正三錐歯類の化石も見つかっている

（390）。多様性を増した種には、①恐竜の子供も食べて
いたレペノマムス（胃内容物に角竜類恐竜であるプシッ
タコサウルスの幼体が含まれている化石が見つかった）

（391）や、②ムササビのように滑空することができた種
（392）も含まれていた。
　空では、世界最大とされる翼竜 72 が滑空し、鳥類が
急速に多様性を増やしていた。海には現生の魚類の大多
数を占める浮き袋をもつ魚の仲間（真骨類 73）が三畳紀
に現れ、白亜紀に繁栄した。このグループは硬骨魚類の
一つである。初期の硬骨魚類は淡水に生息していたと考
えられている。そのために現生の海生の硬骨魚の体液の
塩分濃度は約 0.9％で、現在の海水の塩分濃度（3.5％程
度）よりかなり低くなっている。一方、淡水の生活を経
験していない軟骨魚類の体液の塩分濃度は、現在の海水
のそれに近いことが分かっている。

5.4　白亜紀末の大絶滅
　白亜紀は、巨大隕石の落下を主因とする大絶滅（恐竜
などが絶滅した）により幕を閉じた（289, 290, 31 頁 3.2
参照）。しかし、この白亜紀末の大絶滅の要因について
も、デカン高原に洪水玄武岩をもたらしたような火山活
動・地殻変動も影響を与えたことが指摘されている。ま

72 翼竜は爬虫類の一種で恐竜とは三畳紀の中頃に分岐した別のグループである。コウモリの翼に似た構造の翼で滑空していた
と考えられている。

73 真骨類は 2 万種以上に及び現生の魚類（2.5 ～ 3 万種）の多数を占めている。
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た隕石が落下したとされている 6,550 万年前以前から絶
滅が始まっていたことも明らかにされている（393, 
394）。ちなみにデカン高原の洪水玄武岩は 50 万 km2 の
範囲に形成された 50 万 km3 に及ぶもので 3 万年ほどの
活発な火山活動により形成されたものであると言われて
いる。

6．哺乳類と鳥類が繁栄し人類が登場した　
新生代

　中生代に超大陸パンゲアは分裂し、各大陸は移動し始
めていた。しかし、新生代の始めにはオーストラリアと
南極大陸はまだつながっており南半球にあった。一方、
東ゴンドワナ大陸の一部であったインド大陸は分裂し北
上していた。約 4,000 万年前にインド大陸はアジア大陸
に衝突しヒマラヤ山脈やチベット高原の上昇が始まっ
た。約 3,800 万年前に東ゴンドワナ大陸を形成していた
オーストラリア大陸と南極大陸は完全に分離した。
　このような大陸の分裂により新生代には、ユーラシ
ア・アフリカ・南米・北米・オーストラリア・南極大陸
は海により隔てられていった。一方、約 350 万年前に南
北アメリカ大陸の間にパナマ地峡ができて、それまで北
米と南米大陸が分かれていたためにつながっていた大西
洋と太平洋が分離された。
　新生代の始めの頃の気候は温暖で、生物にとっては過
ごしやすい気候であった。ところが 5,500 万年前頃から
次第に寒冷化と乾燥化が進んでいった。現在に至るこの
寒冷化は、暖期をはさみながら徐々により低温になる方
向で推移している。また寒暖の振幅の幅は、次第に大き
くなっているという特徴が見られる（395-397 参照）。
新生代は、生物がこのような大きな気候変動に影響され
ながら進化し続けている時代である。その中で、多様性
を増し繁栄しているのは哺乳類と鳥類で、人類はそのな
かの一種として誕生したのである。

6.1　古第三紀（6,600 ～ 2,300 万年前）
　白亜紀を支配した恐竜は、白亜紀末の大絶滅で姿を消
し、翼竜や海の巨大爬虫類もいなくなった。哺乳類は主
に陸上で多様性を増し繁栄した。三畳紀に誕生した哺乳
類が時代とともにどのように多様性を増したかに関して

分子時計と化石のデータを考慮した研究成果が発表され
た（398）。まだ議論が残る部分はあるが（399, 400）、
新生代に哺乳類が大きく展開したことは確かである。
　われわれが属する霊長目となった祖先は、白亜紀の末
には誕生していた。彼らは森に進出し、新生代に多様性
を増したと考えられている（401-403 参照）。霊長目は
約 15 の科に分かれる。そのうちのヒト上科 74 とオナガ
ザル上科が分岐したのは、2,800 万年から 2,400 万年前
頃と推定されている（404）。
　イネ科の草は既に白亜紀に誕生していた（405, 
406）。新生代になると乾燥化が進み、湿潤を好む樹木の
一部が死滅し、代わりに乾燥に強いイネ科を中心とした
草が繁栄していった。その結果、地上の様相は大きく変
化した。つまり、森林が減少し草原や疎林が形成されて
いったのである。
　そのような環境に適応したウマの祖先であるヒラコテ
リウム（体高 25 ～ 45cm）が 5,200 万年前頃に北米大陸
で誕生した。ウマの進化については、歯や指がどのよう
に変化したのかあるいは生息域がどのように変化したの
か（次の新第三紀に北米から旧大陸に進出した。北米大
陸に残っていたウマはおよそ 1 万年前に絶滅した。コロ
ンブスのアメリカ再発見の後にウマが北米にもたらされ
た 75。）など詳しいことが明らかにされている（45, 408, 
409）。
　空では競争相手がいなくなった鳥が、多様性を増し王
者の地位を確保していった。海では白亜紀の巨大なモサ
サウルスやプレシオサウルスが滅びた後に、サメが支配
者となった。 一方、海に進出した少数の哺乳類からク
ジラへの進化もはじまった（13 頁 1.5.8.1 参照）。その他
イカなどの軟体動物である頭足類・新しいタイプの有孔
虫・ウニなど現在に至る生物が繁栄するようなった。
　また、海岸地域を始めとした多くの温暖な地域では小
型の爬虫類であるカメ・ヘビ・ワニ・トカゲが勢力範囲
を増していった。

6.2　新第三紀（2,300 ～ 258.8 万年前）
　この時期は、更に気候の寒冷化・乾燥化が進んだ。草
原の拡大は草食動物の繁栄をもたらした。草食動物の中
には厚いエナメル質で覆われた頑丈な歯をもつウマや、
反芻消化をすることで効率よく草を分解する機能を備え

74 ヒト科（ヒト・チンパンジー・ゴリラ・オランウータンから成る）とテナガザル科が含まれる。
75 もともと新大陸で誕生したウマはそこでは絶滅し、旧大陸で多様なウマが誕生した。新大陸の原住民はウマを知らずに暮ら

していた。少人数のスペインの征服者のピサロ達がインカ帝国を滅ぼした一因は騎馬を自由に扱った為であると言われてい
る。また西欧の人は長い間、家畜と暮らしていたためにそれらの動物が媒介する病気に対する抵抗力があった。しかし、そ
のようなことが少なかった（リャマは家畜として利用されていた）新大陸の多くの原住民は、西欧人が持ち込んだ病に倒れ
た。そのことが、西欧人が新大陸で現代文明を構築した要因の一つであったと考えられている（407）。



帝京大学教育学部紀要　第 2 号（2014 年 3 月）

─ 41 ─

るものも繁栄していった。
　またこの時期には乾燥化と大気中の CO2 濃度の低下
が続いた。そのような環境条件下で、乾燥に強く、低い
CO2 濃度で効率よく光合成を行なう C4 植物 76 が誕生し
た。C4 植物がアフリカのサバンナなどで繁栄していっ
たのはおよそ 1,000 万年前以降であった（410, 411）。C4
植物が特にアフリカのサバンナで繁栄したのは、全地球
的な環境変動に加えて、同じ頃にアフリカで起こった活
発な地殻変動による大地溝帯の形成が大きく影響したと
考えられている。アフリカでは大地溝帯が形成されたこ
とにより、西側から吹いてきた湿った空気は高地に当た
り雨となり、西側には熱帯雨林が残された。一方、東側
には乾燥の進んだ植生の貧弱な地域が形成され、そこで
乾燥に強い C4 植物が繁栄していったと考えられてい
る。
　人類も 700 ～ 600 万年前頃にやはり木がまばらになっ
た新たな環境に熱帯雨林の中から進出したグループであ
ったと考えられている（4 参照）。現在でも霊長目の殆
どの種は、森の中で暮らしている。新第三紀には様々な
猿人が誕生していたが、それらの種の生息域は全てアフ
リカに限定されていた。
　諸大陸の位置は新第三紀の初期にはほぼ現在と同じ位
置となっていた。一部では大陸同士がなお活発に衝突し
あい、インド大陸はアジア大陸を押し続けていた。それ
が現在まで続くヒマラヤ山脈の大規模な造山運動の始ま
りであった。この造山運動によりアジア特有のモンスー
ン気候が形成され、稲作を中心とした独特の文化が生ま
れる原動力の一つとなったと考えられている。
　また約 350 万年前頃には南米大陸が北上し、南北アメ
リカ大陸がパナマ地峡でつながった。パナマ地峡の形成
により北米の哺乳類が南米に移動し、南米の動物の多く
を絶滅に追い込んだというのが定説である。しかし、実
際の様相はもっと複雑であったことが分かり始めてお
り、従来の説は必ずしも正しくないことが明らかにされ

ている（412 参照）。
　新第三紀には、このような気候変動による生息環境の
変化・海面の低下あるいは地勢的な変化に見舞われた動
物たちが、快適な生息環境を求めて大陸間を移動してい
った。
　ゾウや類人猿はアフリカからユーラシアへ渡った。逆
に、ウサギ・ブタ・サーベルタイガー・サイなどはアフ
リカへ向かった。この時代にウマはベーリング海峡を渡
って北米からユーラシア大陸に向かったのである。
　ヒト科のオランウータン・ゴリラ・チンパンジーがど
のように進化したのかを示す 1,000 万年まえ前後の化石
は少なく、類人猿がアフリカとユーラシアの間をどのよ
うに移動したのかの詳細は分からない。しかし、現生の
オランウータンが東南アジアだけに生息していること
は、彼らがアフリカを離れた類人猿の子孫で、その地に
留まったためと考えられている。一方、ゴリラ・チンパ
ンジー・ヒトはアフリカに留まり続けたあるいはアジア
からアフリカに戻った類人猿から誕生したのである（4
参照）。

6.3　第四紀（258.8 万年前以降）
　第四紀は更に寒冷化が進み南北両半球に大規模な氷床
が形成された時期と、それが縮小する温暖な時期を周期
的に繰り返している。その周期はおよそ 100 万年前まで
は 4.1 万年で、この 100 万年は 10 万年であることが明
らかにされている。このような周期は、地球の公転軌道
と地球の自転軸の揺らぎが原因で太陽からの日射量が変
化することが大きな要因となっていると考えられてい
る 77。特に南北の高緯度地方の日射量の変化は氷床の量
を大きく変化させる。白い氷床は太陽光を反射するの
で、その量の違いは、地球全体の太陽光の吸収量に大き
な影響を与える。そのことは、気候変動の大きな要因の
一つであると考えられている（413 参照）。
　人類の進化は、このような第四紀の特徴である気候変

76 植物は光合成の炭酸固定の様式により、三つのグループに大別されている。日中に気孔を開けて外気から CO2 を取り込
み、光合成によって先ず炭素 3 つでできている C3 化合物を生成するグループが C3 植物である。一方、C4 植物では、光合
成により CO2 から最初に合成される化合物は炭素 4 つからなる C4 化合物である。三番目のグループは CAM

（Crassulacean acid metabolism、ベンケイソウ型有機酸代謝）植物である。それは CO2 を主に夜間に取り込み、先ず C4 化
合物を生成している。CAM 植物は、昼間は気孔を閉じ蒸散を抑えることで、乾燥に強い性質を持っている。CAM 植物の
光合成（光のエネルギーを利用し糖類を合成する）は、昼間に葉内で C4 化合物から内生的に発生した CO2 を利用してい
る。C3 植物は陸生植物（26 ～ 30 万種）の 90％を占めイネ・ムギ・ホウレンソウなどが含まれる。原始的な植物は C3 植物
であったと考えられている。C4 植物は比較的新しいグループで、単子葉 3 科、双子葉 15 科の約 8,000 種でサトウキビ・ト
ウモロコシなどである。CAM 植物は陸生植物の 16,000 ～ 20,000 種でサボテン・パイナップルなどが含まれる。CAM 植物
は 2 億年前頃に誕生していたと推定されているが定かではない。

77 地球の公転軌道は楕円軌道であり、その離心率が変動する。地球の自転軸は 22.1°～ 24.5°の間を 4.1 万年の周期で変化して
いる。また地球は、歳差運動と呼ばれる止まりかけたコマの軸が円を描くような動きを伴って自転している。その一回転の
周期は 2.6 万年である。このような周期的な変化が地球の気候変化に周期性をもたらしていると考えられている（3 参照）。
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動により多大な影響を受けたと考えられている。第四紀
の始めに大きな脳をもったホモ・ハビルスが誕生したこ
ともその一つであるという説がある。それはホモ・ハビ
ルスが厳しくなった気候への適応として石器を使い、肉
食動物の食べ残した骨の骨髄を食べ始めたというもので
ある。その説によれば、肉食の比重が増加したことで、
腸が短くなり、消化に使われるエネルギーが少なくな
り、余ったエネルギーが脳の拡大を支えたというのであ
る（4 参照）。
　その後誕生したホモ・エレクトスは、180 万年前頃に
初めてアフリカを出て、ユーラシア大陸などに進出し
た。その子孫がジャワ原人や北京原人であると考えられ
ている。またヨーロッパにも 120 万年前頃にはヒトが進
出し、数十万年前以降にはハイデルベルク人・ネアンデ
ルタール人などわれわれホモ・サピエンスとは異なる種
が生息していた。
　ところがアフリカを離れ各地に進出したホモ・サピエ
ンス以外の全ての種は、ネアンデルタール人が 2 万数千
年前に滅亡してしまったことを含め絶滅してしまった。
一方、20 万年前にアフリカで誕生したホモ・サピエン
スは数万年前から世界各地に展開し、ネアンデルタール
人が滅びた困難な時代を生き延び現在の世界を席巻して
いる（2, 4 参照）。
　この数万年間は特に気候変動が激しく生物は大きな影
響を受けた。ネアンデルタール人の滅亡の原因の一つは
トナカイなどの大型獣の減少（414 参照）であったと考
えられている。
　マンモスやバイソンなどは激しい気候変動の中、巨大
化し毛足の長い毛皮を備え寒冷化に適応していた。しか
し、数百万頭生息していた北米のバイソンは、37,000 年
前頃からその生息数を著しく減少させてしまった

（415）。それは新たな気候変動による環境変化により食
料が欠乏したことなどに依ると考えられている。その頃
には、人類は北米には進出していなかったので、当時の
バイソンの生息数の減少は、人の影響によるものではな
かった。
　しかし、バイソンはその後も減少し続け 19 世紀末に
は 1,000 頭未満に激減したと言われている。それは西欧
の人がもち込んだ馬と銃を使った狩猟による人為的なも
のであった。幸い現在ではバイソンの生息地が保護さ

れ、その数は数十万頭に回復している（6 参照）。
　また 1 万年前頃にマンモスはほぼ絶滅した。その要因
は人による狩猟と気候変動の両方が作用したと考えられ
ている（6, 416-418 参照）。
　一方、オーストラリアでは有袋類 78 である大型のカ
ンガルーを含む大型獣の多くが 46,000 年前頃に絶滅し
た。その時期はオーストラリアに初めてホモ・サピエン
スが進出し始めた時であり、その絶滅は人為的なもので
あったと考えられている（419）。
　モーリシャス島に生息していた飛ばないように進化し
た巨大な鳥のドードーは、長いあいだ人間と遭遇するこ
となく暮らしていた。しかし、大航海時代以降、上陸し
た人間の食糧にされたり、人間がもち込んだイヌ・ブ
タ・ネズミなどに雛や卵が食べられたりしてしまい 17
世紀末には絶滅してしまった。
　ホモ・サピエンスは 2 万年まえ前後の厳しい時代を草
の実などに目を向けながら生き延びた。その経験を生か
しながら 1 万年前頃には一部の地域で農業を始め、狩猟
採集生活の頸木から解き放たれた。その結果、多くの人
口を養えるようになり文明・国家を築いた（4, 5 参
照）。人口増加は産業革命により拍車がかかり、更に最
近では化石燃料に支えられながら暮らしは豊かになり、
人口はさらに急増している。その結果、われわれは地球
そのものに大きな負担をかけ様々な問題を生み出してい
る（2, 6 参照）（その一つは人間活動の気候変動への影
響であるが、それについては次回考察する）。
　このような人間活動の地球そのものへの影響を踏まえ
て、新たな地質時代として「Anthropocene（人間中心
世）」を設定する必要性が提唱されている。まだ定着し
ていないが産業革命が開始された時期を画期とすること
などが議論されている（420）。
　地球は誕生以来 46 億年近く、様々な漸進的変化・天
変地異に晒されながら水をたたえた温暖な惑星として存
続し続けている。その地球に 40 億年前に原始生命体が
誕生し、その後多様な生物が進化した。原始地球から存
在している“バクテリア”は目立たないが 40 億年間
営々と生き続けている。一方、誕生した多様な種の殆ど
は絶滅してしまった。それらの代表格は、エディアカラ
生物群・バージェス動物群・三葉虫・アンモナイト・恐
竜などである。生物界の主役は、大絶滅などの影響を受

78 有袋類は 1 億 6,000 万前には誕生していた（38 頁 5.2 参照）。有袋類の化石は世界中から見つかることから、有袋類はかつて
世界中の広い地域に生息していたことが分かる。しかし、有袋類は現在ではオーストラリアに生息するカンガルーやコアラ
などと、南北アメリカに生息するオポッサムに限られている。オーストラリアで有袋類が繁栄したのは、オーストラリア大
陸が比較的長い間孤立した大陸で有胎盤類の進出が妨げられたためである。南米もそのような状況が続き、長い間多くの有
袋類が繁栄していた。しかし、パナマ地峡が形成され、北米からから侵入した有胎盤類の繁栄を要因として南米の有袋類中
心の生態系は崩壊した。生き残ったのはオポッサムだけであり、オポッサムは逆に北米にも進出したことが分かっている。
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け交代してきたのである。40 億年の間には生物にとっ
て危機的な時代もあった。しかし生物全体としては、40
億年間、命を途切れさせることなく引き継いできたので
ある。

7．人類は第六の大絶滅を引き起こして　　
いるのだろうか？

　このシリーズではわれわれホモ・サピエンスが発展す
る中でどのように自然に負荷をかけてきたかについて、
狩猟採集時代の大型獣への影響・農業を開始した時から
現在に至るまでの森林の伐採・そして戦後の急速な発展
にともなう宇宙船地球号の疲弊について具体例を交えて
考察した（2, 4-6）。
　特に戦後のわれわれの自然に対する負荷の未曾有の量
的拡大は、地球の環境・生物の多様性に大きな影響を与
えている。それが人間中心世の提唱の根拠になってい
る。既に論じたようにわれわれの生物多様性に対する影
響は看過できないものである（2, 6 参照）。それはわれ
われが史上六回目の大絶滅を引き起こしていると言われ
ることにつながっている。
　繰り返しになるのでここでは簡略に要点だけを述べて
おきたい。国際自然保護連合は 2010 年に、絶滅のリス
クがある種が 47,677 種、絶滅の恐れのある種が 17,291
種あるとリストをつくった。絶滅の恐れのある種の割合
は、例えば現在 1,021 種が記載されている裸子植物では
その内の 32％、同様に 6,433 種の両生類ではその内の
29％、5,490 種の哺乳類ではその内の 21％、そして
9,998 種の鳥類ではその内の 12％となっている（421）。
このような割合の種がもし数十年～百数十年という地球
史から考えると圧倒的に短い間に絶滅すれば、それはか
つてない大絶滅ということになってしまう。
　そのようなことを避ける試みとして 2010 年愛知で開
かれた第 10 回の生物多様性条約の会合では愛知ターゲ
ットとして多くの目標が掲げられた。その中には水圏を
含む陸域と海域それぞれに野生動物の生息を確保する保
護区域を増やすというものも含まれていた。それは、
1990 年、2000 年、2010 年の陸域（海域）の保護区域
が、それぞれおよそ 8％（1％）、11％（2％）、12.5％（4
％）であったことを踏まえて、2020 年の保護区域の目
標値を陸域は 17％、海域は 10％と定めたものであった

（422）。しかし、残念ながらその目標の達成は楽観視で
きないものとなっている。
　特に海域では漁業の影響を受け、生物の多様性が大き
く損なわれている（例えば、423）。一例を挙げると、カ
ナダのニューファンドランド沖のタラの生息数は 1992

年に従来の 1％程に落ち込み、タラ漁も壊滅してしまっ
た。このタラの激減は生態系に大きな影響を与えたばか
りでなく、その地の主要産業であった漁業の崩壊を招き
社会的な混乱も引き起こしてしまった（424）。
　生態系は、食物連鎖の上位を占める種が崩壊すると、
大きく変質してしまう。その例としてオオカミなどのキ
ーストーン種の果たしている生態系における重要な役割
について、イエローストーン国立公園へのオオカミの再
導入を含め、既に考察した（6 参照）。
　われわれは 40 億年前に誕生した原始生命体の無数の
子孫の一種で、生物としての連続性・類似性の宿命を負
い、それに規定されている。しかしわれわれの営為は、
生物的な遺伝の他に文化の伝播によっても支えられてい
る。ヒト以外にも文化を伝承する動物も存在する。しか
しヒトの文化の量は他を凌駕し、その量的な違いはヒト
に他の生物とは質的に違う要素を加えている。われわれ
が地球の変遷と生物の進化について現在的な理解に到達
したこともそのようなことの一例である。
　以下に、われわれは地球の変遷と生物の進化について
どのように考えてきたか、あるいは如何に固定観念を打
ち破ってきたのかを振り返る。そして、最後にそれらを
踏まえて地球における人類の立場を総合的に捉え、第六
の大絶滅を避けるような「知は地球を救う」とは一体全
体どのようなことなのかを考察したい。

8．地球の誕生・変遷と生物の誕生・進化に
関するダーウィン以前の研究史

8.1　はじめに
　本論はここまでに 46 億年の地球・生命誌について述
べた。生物の進化が如何に驚くべきものであったかとい
うことを強調した。この節では、進化という概念を提唱
したダーウィン以前の人々が、地球と生物についてどの
ように考えていたのかを、主にチャールズ・シンガー

（1876-1960）の『生物学の歴史』（425）とガブリエル・
ゴオー（1934-）の『地質学の歴史』（426）を参考に振
り返る。
　ゴオーは「ある時代の思想はそれに固有の目標と一貫
性を有しており、現在の知識を準備するためのものでは
決してない」と述べている。また彼は、真の歴史は自然
の法則から演繹されるのではなく、偶然的要素をその中
に包含できなければならない、また地球の歴史における
偶然性とは「自然の古記録」に具現されるものであると
考えていた（426）。
　歴史を振り返る場合には、過去の人々を現在達成され
た事柄を「導いた殊勲者」と、それらの達成に「抵抗し
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た頑迷な人びと」に二分するようなホイッグ史観 79 を
取るべきでないことは、ゴオーを含め多くの人が指摘し
ている重要なことである。
　それは、人々がともすればホイッグ史観の簡明さの罠
にはまりやすいことに対する警告である。過去の人々が
どのように考えたのかを現代の後知恵から一方的に批判
する見方からは、われわれは何も学ぶことはできない。
また、同様にわれわれも、限定的な知の中で考えている
に過ぎないことを肝に銘じるべきである。過去の人々が
どのような状況の中でどのように考えたのかを知ること
が、歴史を振り返る意味であり、われわれはそれを他山
の石として活かさなければならない。全ての人は「時代
の子」であることをしっかり意識しながら地球・生物に
関する過去の思索を辿る。もしもその説明にホイッグ史
観的な印象をもたれたとしたらそれは筆者の力不足であ
り、本意ではない。

8.2　BC6 ～ 1世紀
　8.2.1　自然哲学：本論はとくに生物の進化について
注目している。その際に、自然現象には目的があるか否
かについてどのように考えるかが分かれ道となる。それ
は、われわれがあらゆることに目的を見いだすことによ
り安心しやすいという性を進化的に獲得したこととも関
係するややこしい問題で、本論で考察したい課題の一つ
である（79 頁 10 以降参照）。
　アリストテレス（BC384-BC322）は、世界で起こる現
象には「質料因」・「始動因」・「形相因」・「目的因」があ
ると考えた。彼が「目的因」を考えたのは、正にわれわ
れの性と思われる。
　一方、タレス（BC624-BC546 頃）らのミレトス学派
は、例えば「水」は自ら運動すると考え、水の運動につ
いては「質料因」と「始動因」だけを考えた。彼らはア
リストテレスより前の時代の人々であるが、彼らは「形
相因」と「目的因」に考えが及ばなかったのではなく、
それをあえて理性的に排除したのである。柄谷行人は、
両者の違いはそれぞれの社会の基盤が違うことが大きく
影響したと論じている。ミレトス学派を産んだイオニア
の社会はイソノミア（無支配）を基に構築されていた。
一方、アリストテレスが活躍したアテネはデモクラシー
を標榜した社会で、「目的」を語ることが求められてい
たと捉えられた（427）（3 参照）。

　しかし、アテネと深く関わっていた人の中にもアリス
トテレスとは違う考え方をした人々もいた。原子論の創
始者であるデモクリトス（BC460 頃 -BC370 頃）の後継
者であるエピクロス（BC341-BC 270）はその一人であ
る。彼は多作であったと言われているが、その著作はほ
とんど残っていない。しかし、ローマのルクレティウス

（BC 99 頃 - BC55 頃）はエピクロスの自然観を詩の形で
紹介した。かろうじて残ったその写本が 15 世紀の初め
に復刻され、エピクロスの思想が現在まで伝えられてい
る。
　彼の主張のなかで本論に関係するものは、主に以下の
5 つである。①宇宙や生物の存在は、創造者・設計者に
依存したものではない。②この世界は、人間を中心に創
造されたものでもない。③種としての人類が永遠に続く
と信じる理由はない。④繁栄する種もあれば、姿を消す
種もあることは明白である。⑤われわれ以前には、別の
生物がいたが、それらはもはや存在しない。われわれの
後にも別の生物があらわれるだろう。そのときにわれわ
れの種は姿を消している。（428,429）。このような彼の
思想は他の人々と同様思弁的なものであり、彼は当時の
常識を覆すような自分の思想を裏付ける事実を突きつけ
ることはできなかった。彼の思想は、長い間一般にはほ
とんど知られることもなく、受け入れられなかった。し
かし、今から振り返ると、彼は慧眼を備え、そのまなざ
しは「生物の血統の保存ではなく個体の生成に向けられ
ていた」ことが分かる（426）。
　8.2.2　創世記：現在でも米国の 40％近くの人は、生
物は進化によって多様性を増したのではなく神がそれぞ
れの生物を創造したと信じている（430）80。そのよう
な人々の一部は原理主義者と呼ばれる人々である。キリ
スト教原理主義者は聖書に書かれていることが一言一句
すべて正しく歴史的な事実を記述していると頑なに信じ
ている（82 頁 11.2 参照）。
　口伝されていた『創世記』（神が 6 日で世界を創造
し、そのあと大洪水でノアの方舟に乗っていたノアの家
族と動物たちが生き残り新たな世界が展開した等）と

『出エジプト記』（モーゼが紀元前 13 世紀頃に虐げられ
ていたヘブライ人を率いてエジプトから脱出した）など
が著わされたのは紀元前 5 世紀の中頃とされている。そ
れらの旧約聖書に加えて新約聖書が広く流布し始めたの
は紀元 1 世紀の後半になってからであった。

79 17 世紀の後半イギリスでは王位継承問題や名誉革命をきっかけにドーリー党とホイッグ党の二派が生まれた（57 頁、8.32
参照）。ホイッグ史観とはホイッグ党が英国史を自派に有利に解釈・記述したことに由来する。

80 その世論調査で、進化が正しいと答えた人は 40％程、進化が正しいかどうか分からないと答えた人は 20％であった。イス
ラム諸国では進化が事実であると思っている人の割合はさらに低い。例えばエジプトでは 10％以下であるという調査報告
がある（431）。
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　これらに関して本論で注目する点は、多様な生物の誕
生の仕組みと、過去の人々が①世界は不朽で永遠である
と考えたか、②あるいは世界は創造に始まり破滅に向か
うとしたのか、③地球に始まりがあったとするならば地
球の年齢は何歳であると考えたかなどである。これらつ
いて追々触れる。
　8.2.3　生物学の父：「医学の父」と言われているヒポ
クラテス（BC 460 頃 -BC370 頃）は、迷信や呪術的要
素をもつ医術を経験科学的な医学へと変貌させた。彼
は、4 体液説（人間は血液・粘液・黄胆汁・黒胆汁から
なる）にもとづいて病気の原因を考え治療を行った。
“ 生物科学 ” は医療との関連で始まったと言われてお
り、彼は「生物学の父」ともされている（425）。
　8.2.4　生物の階層・生命の自然発生：「万学の祖」と
言われるアリストテレスは観察と理論から生物について
も深く考察した。彼は、生物を植物（栄養・成長・生殖
を行なう）・動物（更に感覚・運動能力をもつ）・人間

（それらに加えて理性をもち運動も思考によっている）
が一つの序列をもった「自然の階段」をなしているもの
と考えた。
　彼は、脊椎動物を胎生のもの（ヒト・クジラ・四足
獣）・完全な卵をもつもの（鳥類・両生類・爬虫類な
ど）・不完全な卵をもつもの（魚類）に分類した。更に
無脊椎動物を、完全な卵をもつグループ（頭足類・甲殻
類）・特殊な卵をもつもの（昆虫・クモなど）・粘液や芽
から発生するあるいは自然に発生する仲間（軟体動物・
棘皮動物など）・自然に発生するもの（カイメン・腔腸
動物など）に分けていたとされる（425）。
　テオフラストス（BC371 頃 -BC288/285 頃）は、植物
の生殖様式の差異に重点を置き、単子葉類と双子葉類を
区別した。彼は植物や下等動物では自然発生があると信
じていた（425）。
　8.2.5　世界は永遠？：アリストテレスは、地球は浸
食を受けるが、その傷跡は修復されるので世界は永遠だ
と考えた。
　一方、ストア派 81 の人々は、世界は滅びるように定
められていると考えていた。すなわち彼らが観察する衰
退の徴候は、終末の証拠であるとした。そして彼らは全
てを原初の火に還元する世界的な火災のあとで、世界は
もう一度生まれ変わり再生すると考えた。すなわち、彼
らは「こうして存在と事件の永遠の回帰が見られる」と
したのであった（54 頁 8.26 参照）。このような考え方は

激変説と呼ばれる。また、上述したエピクロスらは、世
界は偶然に支配されて周期的に滅びそして改革されると
考えた。つまり、偶然に左右されるので、同一の事件が
繰り返されることはないと結論した（426）。
　プラトン（BC427-BC347）は、アトランティスと呼ば
れる大陸がかつて大西洋に存在しそこで王国が栄えてい
たが、その大陸は沈降してしまったと記している。それ
はストア派の激変説よりは比較的穏やかなものであった
とされている。しかし彼の興味は人間にあり地球には向
かっていなかった。そのために、激変説は、一般的には
ストア派あるいはエピクロス派に淵源を辿れると言われ
ている（54 頁 8.26 参照）。
　これらの地球の成り立ちについての対立する二つの考
え方を巡っては今なお論争が続いている。アリストテレ
スの世界観は、変化は重なり合った多くの周期から構成
され、それらは互いに補償し合い、地球は全体として均
衡を保っていると考える近代の斉一説に通じている。斉
一説はストア派に始まる激変説と対峙する説である。

8.3　紀元 1世紀の博物学
　古代ギリシャが衰退しローマが勢力をのばすと、多く
の科学分野は弱体化していった。しかし、実用的な医学
は重要であり、薬草を同定する必要からクラテウアス

（BC50 年頃）やディオスコリデス（1 世紀の中頃）は植
物図を描いた。また、ローマの大プリニウスことガイウ
ス・プリニウス・セクンドゥス（22/23- 79）は、地
理・天文・動植物・鉱物など多くの分野を網羅する全
37 巻の『博物誌』を著した。彼は動物も植物も鉱物も
皆、人間の役に立つためにつくられたという信念をもっ
ていた。ハエやイラクサが、人間が地上に現れる前から
存在していたなどとは夢にも思わなかった（425）。

8.4　紀元 2世紀の医学
　天文学で大きな足跡を残したプトレマイオス（3 参
照）とほぼ同時代のガレノス（129 頃 -200 頃）は、生
きた動物を使った実験と臨床医としての経験を生かし
17 巻からなる『人体の諸部分の有用性』や解剖学に関
する本を著した。彼は、ヒポクラテスの医学を引き継ぎ
体系的な医学を確立した。

8.5　紀元 3世紀のキリスト教における世界の創造
　キリスト教の教義の一つ（神が 6 日で世界を創造し大

81 ストア派はゼノン（BC335-BC263）に始まった。彼らは、宇宙論的決定論と人間の自由意思との関係、あるいは、自然と一
致する意志について考えた。その結果、彼らは、「道徳的・知的に完全」になることにより正しい判断ができるようになる
と考えた。
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洪水の破壊と絶滅を生きながらえたものが現在に至って
いるというもの）は、アリストテレスの「世界は永遠で
ある」という考え方とは相いれない。そこで、3 世紀初
めに活躍した教父オリゲネス（185-254）は、完全に抽
象的な「不動の動者」により支配されるというアリスト
テレス主義ではなく、人格を備え意志を行使する神が世
界を統べるというキリスト教に近いプラトン主義を採用
し、古代ギリシャの考え方とキリスト教の教義を融合さ
せた。それは世界が創造と破壊の連続により成り立って
いるというストア派の考えを、ただ一回の創造と破壊の
行為によって置き換えたものとも言える（426）。

8.6　  紀元 4 ～ 11 世紀のローマ帝国の斜陽と西欧キリ
スト教社会の低迷

　395 年の東西ローマ帝国への分裂と 476 年の西ローマ
帝国の滅亡は、西欧キリスト教社会を低迷へと導いてい
った。
　8.6.1　紀元 7～ 15 世紀のイスラム世界の勃興：ムハ
ンマド（570-632）により始まったイスラム教を信奉す
る勢力が 7 世紀から拡大し始めた。8 世紀半ばにはイス
ラム世界は、西はスペインから北アフリカ全域、北はコ
ーカサス地方まで、東はペルシャからアフガニスタンま
で、すなわちスペインのトレドからアフガニスタンのカ
ブールに至る広大な地域に及んだ。
　イスラム社会には伝統的なギリシャ文化が継承された
だけでなく、独自の文化が発展した。それらは、イスラ
ム社会の隆盛とともにトレドなどで大きく展開した。ま
たギリシャで発達した学問の伝統は西ローマ帝国の流れ
を汲むヨーロッパのキリスト教社会ではなく、東ローマ
帝国の一時期を画すビザンツ帝国にも受け継がれた。ビ
ザンツ帝国はキリスト教に根ざしていたが、イスラム社
会とも積極的な交流を行なった。このようにビザンツ帝
国やイスラム社会に継承されたギリシャ文化と、その
後、主にイスラム社会で改良された天文学を含む成果が
共に、ヨーロッパ社会へと時間をかけて伝授されていっ
た（3 参照）。
　8.6.2 紀元 10 世紀の水成（ネプトゥヌスの）説と火
成（プルトンの）説：地球の起伏形成の原因について、
アラブ世界では水成説と火成説が対立していた。（426）
　水成説は地球の起伏形成の原因をローマ神話の海の神
ネプトゥヌスに由来した堆積作用に求めるものである。
一方の火成説は、その原因を地球内部の現象、特に火山
性の活動に重きを置くもので、地獄の主プルトンの名を
取っていた。
　水成説では浸食が絶えず山を破壊しつづけ陸が平にさ
れると同時に、海には堆積物が溜まり海面が上昇する。

ある瞬間に、海はその窪みから外に出て陸地にあふれ出
す、すなわち「平原が海に変化し、海が平原に変貌す
る」と考えられた。しかし、この説の場合にも、堆積物
に満たされた海が隆起するか陸が沈降するような垂直の
力が必要であることも指摘されていた（426）。
　勿論当時は両説を実証的に検討することはできなかっ
た。当時の水成論者は数万年の周期で海と陸が変貌して
いると考えた。それは既にヒッパルコス（BC190 頃～
BC120 頃）が地球は 26,000 年の周期をもつ歳差運動を
していることを明らかにしていたことを受けている（3
参照）。すなわちこのような長い地球の年齢は、聖書の
解釈から生まれる 6,000 年という「若い地球」という概
念とは対立するものである。しかし、その頃には地球の
年齢について、大きな違いのある概念のどちらが正しい
のかを明らかにする手立てはなかった。
　8.6.3　紀元 11 世紀以降のスコラ哲学：スコラ哲学と
は、11 世紀以降に主に西方教会のキリスト教神学者や
哲学者などにより実践された問題を理性的に捉えようと
する学問のスタイルのことである。彼らはヒポクラテ
ス・アリストテレス・ガレノスなどの文献に目を向けた
が、現実の観察には向かわなかった。

8.7　紀元 13 ～ 15 世紀の近代科学の萌芽
　スコラ哲学を批判する知識人であるロジャー・ベーコ
ン（1219 頃 -1292 頃）が現れた。彼はフランシスコ会
の活動を指導する代表的な人物で、スコラ哲学を担った
ドミニコ会の神学があまりに思弁的かつ「非実践的」に
過ぎることを批判した少数派の一人であった（3 参
照）。彼は、経験知や実験観察を重視し『大著作』（1267
年）で数学・光学・化学に関して記載した。また水の入
ったグラスで光のスペクトルを観測していた。そこで彼
は、近代科学の先駆者の一人とされている。
　またドイツのキリスト教神学者のアルベルトゥス・マ
グヌス（1193 頃 -1280）は『動物論』で、鳥と魚の卵発
生の違いを観察から明らかにした。また『植物論』で
は、例えばオレンジの葉の葉片と翼状の葉柄とのなす節
は、まるで末端に一枚葉をつけた複葉のように見えるな
ど細かい観察結果を示した（425）。
　更に、1,000 年以上も中断されていた人体解剖が 1,300
年頃にはボローニャ大学で復活した。また、紀元前 5 世
紀頃の古代ギリシャで舞台美術として用いられていた遠
近法が 15 世紀にはフィリッポ・ブルネレスキ（1377-
1446）、レオン・アルベルティ（1404-1472）、ピエロ・
フタンチェスカ（1412-1492）により洗練され、一般に
普及していった。その結果、三次元の世界を二次元の平
面に表す技術が確立され、観察を詳細に表すことができ
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るようになった。（425）。
　研究成果を広めることには印刷が大きな役割を果たし
た。中国では 7 世紀頃には紙（2 世紀頃発明されてい
た）に木版印刷が行われていたと言われている。一方、
ヨーロッパでは、1450 年頃にヨハネス・グーテンベル
ク（1398 頃 -1468）が金属活字を用いた活版印刷技術を
発明した。その結果、印刷が急速に広まっていった。
　また 15 世紀にはフランチェスコ・ペトラルカ（1304-
1374）に始まる人文主義者が増えていった。彼らは神学
的な概念の他に、古典研究を通して、神や人間の本質な
どについてより自由に考察するようになり、西欧のユマ
ニスト（Humaniste）の伝統を築いていくことになっ
た。このような西欧の人文主義を受け継ぐ人材が、今な
お西欧の知の構築には重要な役割を果たしている。今回
進化について多くを参照したスティーヴン・グールド

（1941-2002）も人文主義の重厚な歴史のなかに身を置い
ていた一人であると評価されている（432）。

8.8　紀元 10 ～ 14 世紀の中世の温暖期
　ローマ帝国の斜陽化により人口が減少していたヨーロ
ッパは、10 世紀頃から温暖な気候にも恵まれシトー会
などにより開墾が行われ食料が増産され人口が増加し
た。14 世紀初めには 2 世紀頃の人口とほぼ同程度まで
回復した（433）。

8.9　紀元 14 ～ 19 世紀の小氷期
　温暖期は長くは続かなかった。14 ～ 19 世紀は、太陽
の活動が弱まったことなどにより地球が寒冷化し

（434）、社会に大きな影響が現れた時代であった。
　1300 年頃から既に寒冷化が始まり、社会は転換期に
入っていた。ダンテ（1265-1321）の『神曲』（1307 年
頃からを書きはじめ、死の直前 1321 年に完成した）、
1340 年代に描かれたピサのカンポ・サント教会蔵のフ
レスコ画『死の勝利』や当時強調された「死を想え」

（メメント・モリ）という言葉はそのような時代を反映
したものであった。更に、1347 年から蔓延した黒死病
は、数年でヨーロッパの 1/3 の人を病死させたと言われ
るほど大きな被害を与えた。ジョヴァンニ・ボッカッチ
ョ（1313-1375）の『デカメロン』（1350-1353）は、ユー
モアと艶笑に満ちた話でそのような社会に対抗したもの
である。
　15 世紀半ばになると気候は穏やかになり、社会は回
復基調に入った。そのような時代の風潮は、例えばヤ
ン・ファン・エイク（1395-1441）が 1434 年に描いた

『アルノルフィニ夫妻の肖像』の醸し出す穏やかな雰囲
気に現れている。ミケランジェロ・ブオナローティ

（1475-1564）がシスティーナ礼拝堂の天井に『創世記』
を題材にしたフレスコ画を描いたのは 1477-80 年、サン
ドロ・ボッティチェリ（1445-1510）の『ヴィーナスの
誕生』は 1483 年頃の作品である。
　しかし、穏やかな時代は長くは続かず、1521 年には
マルティン・ルター（1483-1546）がローマ教皇により
破門され、宗教改革の波がヨーロッパに広がった。更に
16 世紀半ばから 17 世紀半ばまでは、ピーター・ブリュ
ーゲル（父）（1525/30 ～ 1569）の『死の勝利』（1562
年頃）に象徴されるように死の不安がヨーロッパ社会の
人びとを捉え続けていた。また気候が再び寒くなったこ
とは、ピーター・ブリューゲル（父）の『雪中の狩人』

（1565 年）、17-18 世紀の小氷期の頃には冬になるとテム
ズ川は頻繁に凍結したと言われること、あるいは 1695
年 2 月にはベルサイユ宮殿で王の食卓のワインと水が凍
ったと言われることからも分かる。
　社会は気候変動の影響を大きく受けるが、人々はダメ
ージを受けると新たな方途を探り始める。15 世紀半ば
から大航海時代が始まり新大陸からジャガイモなどが導
入され、アイルランドなどの寒冷地での農業生産を増進
させるなどの新たな展開が始まった。更に 17 世紀には
科学革命が、そして、18 世紀になると産業革命が始ま
り社会は大きく変貌していった。
　このように 14 ～ 19 世紀の西欧社会では人々は小氷期
による大きな痛手を受け、苦境に苦しみ、時代に翻弄さ
れる一方、新たな息吹を生みだしていったのであった。
　人類は、例えば 2 万年前頃から狩猟採集生活に困難が
生じ始めると、小さな草の実に目を向けざるを得なかっ
た。ところがそこから、長い時間をかけて次第に農業が
展開した。このように新たな画期は、難局に立ち向かう
ことで始まる場合が多い（5 参照）。
　この時代に始まった科学革命は、人類史の中でも大き
な画期の一つである。その後の社会は科学・技術の恩恵
を受けると同時にそれに翻弄される面を合わせもつよう
になった。科学・技術の発展は、「人間中心世」を生み
出す一大要因ともなったのである。

8.10　  紀元 15 ～ 16 世紀のレオナルド・ダ・ヴィンチ
（1452-1519）の生物と化石への興味

　ダ・ヴィンチは芸術ばかりでなく科学の分野でも多く
の成果を残した。人体・動物の解剖を行い生物にも関心
をもち、心臓の働き・鳥の飛翔についても研究を進め
た。また彼の描写した多くの植物画も残されている

（425）。
　それだけではなく、彼は化石についても深く考察し
た。当時、化石 82 は、古代生物の遺骸ではなく岩石内
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の可塑的な力が生み出したものである、あるいは動物・
植物・鉱物からなる自然界の調和を象徴的に例示するた
めに星からの放射で生物そっくりな物質が複製された結
果であると主張する人が多かった。そのように考えれば
山の上に貝殻のような化石が埋まっていても何ら奇異で
はないことになる。
　そのような時代にあって彼は、貝殻の化石にも一年ご
との成長の跡が見られるので、それは実際に生活し成長
した動物の遺骸であると考えた。更に貝殻の化石が規則
的な層をなして見つかり、そのような海生の化石が見つ
かる場所はかつて海で覆われた場所であることから、そ
れらは生物の遺骸が海底に堆積した後にできたものと推
論し天体影響説に反駁した。
　更に、二枚貝の二つの殻が化石層にいっしょに埋まっ
ていることなどから、化石となった生物は大洪水の濁流
の中でバラバラになって滅びたものではないとした。つ
まり彼は聖書に記載されている大洪水により化石ができ
たという説明にも疑いを差し挟んだのである。加えて、
彼は、山に貝殻が存在することはかつての海底が地表に
現れているのであり、海と陸の転換がどのように起こる
かについても思いを巡らし、地球上では隆起と陥没によ
り地形が変わりうると考えたのであった（426, 435）。
　鉱山や鉱物に関する著述を残したゲオルク・アグリコ
ラ（1494-1555）も 1548 年に『化石の本性について』の
中で、化石は生物の遺物であるとした。またコンラー
ト・ゲスナー（1516-1565）は 1565 年に『化石につい
て』の中で石化したハート型のウニが現在のウニに似て
いることなどを示し、化石が生物起源であることを主張
した（436）。

8.11　  紀元 15 ～ 17 世紀の動植物の観察・動植物園・
博物館

　オットー・ブルンフェルス（1488 頃 -1534）、ヒエロ
ニムス・ボック（1489 頃 -1554）らは、遠近法・印刷術
を自在に用い正確な植物図を描き、それを出版した。ヴ
ァレリウス・コルドゥス（1515-1544）の名著『植物
誌』は、死後の 1561 年に出版された。そこには 66 もの

「新」植物も含まれた多くの植物が詳しく記載され、新
たな時代が開かれた（425）。
　ピエール・ブロン（1517-1564）は、魚（1551 年）と
鳥（1555 年）に関する本を書き、鳥とヒトの骨格を較

べた。またコンラート・ゲスナーの『動物誌』全 5 巻
（1551-1558）は、近代動物学の先駆けとされている
（425）。
　生物学を科学として成り立たせるためには生物を体系
的に蒐集する必要がある。古くから珍しい動物としてゾ
ウなどが王侯たちのもとに集められていた。紀元 800 年
頃カール大帝ことシャルルマーニュ王（742- 814）のも
とにゾウが贈られたことは有名である。ルネッサンスの
好奇心と贅沢趣味により生物の蒐集には拍車がかかり、
15 世紀には多くの王子たちが生きている動物の蒐集を
行なった。リスボンには 1513 年にはじめてサイがもち
込まれた。画家のデューラーは、それをスケッチに残し
た。
　また植物の科学的な蒐集は、1545 年のパドヴァ大学
付属の植物園の創設に遡ることができる。16 世紀には
新大陸からタバコ・トマト・トウモロコシ・カボチャ・
リュウゼツランなどがもち込まれ馴化されていった（5, 
425）。
　博物館は紀元前 3 世紀のアレクサンドリアの学校と図
書館に始まると言えるが、その後、15 世紀のメディチ
家の蒐集を経て 17 世紀にヨーロッパで広がっていっ
た。例えば、イギリスで教育的価値のある最初に設立さ
れた博物館は、王立協会の博物館である。そこでは立派
な目録がニアマイア・グルー（1641-1712）によって
1681 年に刊行された（425）。

8.12　紀元 16 ～ 17 世紀になされた生物の分類
　生物の分類の基礎となる種の定義は現在でも確定でき
ないが、人は事物を分類することにより理解しようとす
るのが常である。アリストテレスは種の概念をもってい
た。しかし、膨大な数の種を満足に整理する方法はなか
った。マティアス・ローベル（1538-1616）は葉の形を
根拠に、あるいはアンドレア・チェザルピーノ（1519-
1603）は花と実によって分類を試みた。ギャスパール・
ボーアン（1560-1624）は、約 6,000 種の植物を属と種と
いう二つのカテゴリーによって分類しようとした。彼ら
の分類法はジョン・レイ（1627-1705）等に引き継がれ
た。レイは動物については歯と蹄に注目し分類をした
り、分類のカテゴリーについては属よりも更に大きなグ
ループにあたる目を考えたりした。それらがカール・リ
ンネ（1707-1778）の二名法として大成されることにな

82 ギリシャのクセノパネス（BC570 頃 -BC475 頃）は、化石はかつて海中で死んだ生物の遺骸が地上に現れたものであると考
えた。しかし、多くの人は、化石は天体の力などの特殊な力によって石の中に生まれたもので、非生物的なものであるとい
うアリストテレスの考えを受け入れていた。中国では酈道元（469-527）が『水経注』の中で化石の存在を指摘し、宋代（10-
13 世紀）には化石が発見される山は水中で形成されたと考えられていた（426）。



帝京大学教育学部紀要　第 2 号（2014 年 3 月）

─ 49 ─

る（425）。

8.13　紀元 16 世紀に現れた近代解剖学の父
　ヴェサリウス（1514-1564）は『人体の構造』を 1543
年に著した。それは人体解剖では最も影響力のあった本
と言われ、彼は近代解剖学の父と呼ばれている。彼は既
に中枢神経が白質と灰白質でできていることを認めてい
た。
　しかし、一方で、彼は時代の子として、神こそ芸術家
であり人間は神の偉大な芸術的所産であるとした。すな
わち、彼にとって人体は神の偉大な摂理にのっとった

「工房」であり、彼は人体がつくられた目的や意図を考
えずにはいられなかった。そのようなヴェサリウスと現
代の生物学者を対比させて、シンガーは、前者は生命の
目的に注目し後者は生命の起源に思いを馳せると評価し
た（425）。

8.14　  紀元 16 ～ 17 世紀のフランシス・ベーコン
（1561-1626）

　ベーコンは「知は力なり」という名言を残したことで
有名である。彼はまた「科学的発見」に際して、物事に
まつわる誤解や誤った自然観をもつ危険性を四つのイド
ラとしてまとめ人々に警告を発した。それは、①「種族
のイドラ」（生得的な人類一般の誤りで、実際にそこに
ある以上の秩序が自然の中にあると思いたがる）、②

「洞窟のイドラ」（個人的な特性に固有の誤りで、個人的
で固有な偏見）、③「劇場のイドラ」（受け入れた思想の
体系から生じる）、④「市場のイドラ」（言葉だけから受
ける影響より生じる誤り）であった。彼はスコラ哲学の
方法の害悪を認め、「あらゆる理知を糾合する鐘を鳴ら
した」のだと評価されている（425）。

8.15　紀元 16 ～ 17 世紀に考えられていた地球の年齢
　聖書の創世記に記されている神による地球と生命の創
造はおよそ 6,000 年前のことであると信じられてきた。
1650 年にジェームズ・アッシャー大主教（1581-1656）
は、天地創造は紀元前 4004 年の 10 月 23 日（日曜日）

の前夜 83 に起こったことと、ノアの洪水が起きたのは
紀元前 2348 年のことであったという計算結果を断定的
に発表した。このアッシャーの年代学は 19 世紀初頭ま
で英語の公式版聖書のほとんどに記載されていた

（426）。
　地球の始まりを紀元前 4004 年と 17 世紀に推定したア
ッシャーの試みは、全人類史の年代記を完成させようと
いう当時の人々の重要な目標に、聖書やユダヤ暦などそ
の頃手に入る人々が残したあらゆる記録を統合すること
で迫ったものである。その推定は、多くの学者の推定と
きわめて近いものであった（437）。

8.16　紀元 16 ～ 17 世紀の顕微鏡を用いた研究
　顕微鏡は、1590 年にオランダの眼鏡職人であるサハ
リアス・ヤンセン（1580 頃 -1638 頃）と父のハンス・
ヤンセンにより初めて作られた。ガリレオ・ガリレイ

（1564-1642）は、顕微鏡による観察に基づき昆虫の複眼
を描いた（425）。“Microscope”という名称は、彼の友
が 1625 年に命名したとされている。ガリレオも会員で
あった山猫アカデミーに属するフランシスコ・ステリュ
ティ（1577-1652）は、ミツバチを顕微鏡で観察した絵
を版画印刷した本を 1630 年に出版した。山猫アカデミ
ーは 1630 年の会長の死により崩壊し、顕微鏡を使った
体系的な仕事は中断した。その後の仕事は散発的であっ
たが、1660 年代から顕微鏡による観察が再び活発にな
った。
　マルチェロ・マルピーギ（1628-1694）は解剖学に顕
微鏡を使い始めた最初の組織学者と言われている。彼
は、1661 年にカエルの肺で動脈と静脈をつなぐ「毛細
血管」が存在することを報告した 84。またロバート・フ
ック（1635-1703）は 1665 年に『Micrographia（顕微鏡
図譜）』を発表した。彼はその中で、コルクの構造を蜂
の巣になぞらえ、cellulae で成り立つと記した（425）。
これが最初に細胞を認識した記録であった。
　更にアントニ・レーウェンフック（1632-1723）は、
微生物（1674 年）や精子（1677 年）を発見した。彼は
生涯を顕微鏡の改良に費やし、最終的には約 300 倍の倍

83 天地創造の光が創造されたのは「第一日目の中間点」ということから 10 月 23 日の正午とした。一方、彼は、地球の創世に
は光が創造される前に「形がなく、空疎」な物質の創造が必要であったと解釈し、物質をそっと入れる最初の創造は 10 月
22 日の夜に行われたと推定した。日曜としたのは、神は 6 日間で天地の創造を行い 7 日目に休息（ユダヤ教の安息日は土
曜日）したことに基づいた（437）。

84 ミシェル・セルヴェ（1511-1553）は、右心室から送り込まれた血流と吸い込まれた空気とが肺で混ざって動脈血がつくら
れると、血液が循環していると考えた。ウィリアム・ハーヴェイ（1578- 1657）は脈拍が心拍と同時に起こることを見出し
た。更に彼は、血流は一方向に流れるばかりでなく、絶え間なく起こっている血液循環についてよりはっきりした考えを展
開した。それはアリストテレスに始まりガレノスら多くの人が主張した血液は潮の満ち干のようなものであるとする説が信
じられた時代には全く新しいアイデアであった。ハーヴェイと同世代の哲学者で最初の生理学教科書を書いたデカルトは循
環説を受け入れたが、まだゆっくりした灌漑という古い言葉でそれについて語っていた（425）。
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率をもつ顕微鏡を作った。しかし、彼の使った顕微鏡は
単レンズであった。顕微鏡が複合レンズをもったものに
大きく改良されるのは 19 世紀に入ってからのことであ
った。1830 ～ 40 年頃には「色消し」装置や油浸系が導
入された。更に、載物台の下にコンデンサーのついた便
利で近代的な顕微鏡が発売されたのは 1888 年のことで
あった（425）。

8.17　紀元 17 世紀のルネ・デカルト（1596 -1650）
　デカルトは、『方法序説』（1637 年）に「我思う、ゆ
えに我あり」と述べた。彼は、理性によって真理を探求
していこうとする近代哲学を切り拓いたとして「近代哲
学の父」と呼ばれている。彼は、物事を還元主義的・数
学的に捉えるために 4 つの原則を設けた。それは、①明
証的に真であると認めたものだけを受け入れる。②問題
をできるだけ細分化して分析する。③最も単純なものか
ら始め、複雑なものに向かって総合していく。④全てを
枚挙し、見落とすことなく吟味することであった。
　デカルトは生理学についても著述を行なった。それは
彼の死後の 1664 年に『人間論』として出版された。そ
の中で彼は、動物は内燃機関をもつ自動機械であるとし
た。彼の機械論的生命観は当時の知識人の間に大きな影
響を与えた。しかし彼は、ヒトは動物と違い理性をもっ
ている点において両者をはっきり区別していた（425）。
　彼は宇宙や地球の成り立ちについても考察し、独自の
宇宙観を 1647 年の『哲学の原理』で発表した 85。彼
は、地球の成り立ちについても宗教的な創造論ではな
く、具体的な仕組みを考えた。中心に火をもつ地球では
地殻の陥没などにより起伏に富んだ地形が形成されると
いう彼の考えは、図とともに展開されていた。しかし一
方で、デカルトは 1637 年に『方法序説』を出版した
が、その年に行われたガリレオに対する二度目の異端審
問を意識し、宗教との距離感を充分考えていた。そこで
宗教との軋轢を避けるため、彼は「世界が初めに現在の
ような完全さをもって創造されたことを疑わない」と明
言していた（426）。

8.18　紀元 17 世紀における学会・学会誌の誕生
　フランシス・ベーコンにより弾みをつけられた科学

（当時は自然哲学であったが）について意見を交わす人
のための団体が組織され、1609 年には「山猫アカデミ
ー」がつくられた。更にデカルトらの影響を受け、フィ

レンツェ（1657 年）・ロンドン（1662 年）・パリ（1666
年）・ベルリン（1700 年）に、次々に科学アカデミーが
できた。学会誌としては、1665 年 1 月にフランスで最
初の科学定期刊行物の『学者の雑誌』、同 3 月にはイギ
リスで『王立協会哲学会報』が発行された（425）。『王
立協会哲学会報』は今なお続いており、生物学を始めと
した自然科学の論文が掲載されている。それはまさにタ
レスらのミレトス学派、アリストテレスから始まる自然
哲学が現在の自然科学につながっていることを示してい
る。この雑誌名は、現在の細分化が進む自然科学も、と
もすれば忘れがちな全体的思考を含む『哲学』の一分野
であるという重要な基本をわれわれに思い出させてくれ
る。

8.19　  紀元 17 世紀に現れたニコラウス・ステノとトマ
ス・バーネット

　ステノ（1638-1686）は科学者であり、ルイ 14 世の支
援によって設立されたパリの科学アカデミーで実験をし
ていた。その後、彼は 1665 年にフィレンツェに移り、
地質学に大きな貢献をすることとなった（425）。彼は、
1666 年 10 月に捕らえられた大サメの口の中を調べたと
ころ、そこにヘビの舌をおもわせることから「グロッソ
ペトラ」（舌石）と呼ばれていた化石によく似た歯があ
ることを見つけた（426）。
　上述したようにダ・ヴィンチは、通念に反して化石は
生物の遺骸であると考えていた。また、ベルナール・パ
リシー（1510-1589/90）は、「アメンの角」（アンモナイ
ト）を観察したとき、それと同じ生物が現存しないこと
に気づいた。そこで、彼は、それは採りすぎたために

「その種は失われてしまった」と結論した。この「失わ
れた種」という言葉は印象深く、18 世紀の末まで多く
の人が「失われた種」を語り続けた（426）。
　しかし、ステノの時代は化石の生物起源説はまだ確立
していなかった。マーティン・リスター（1639-1712）
を始め多くの人が、まだ化石は岩石の中で形成された

「独特の石」で、動物の一部であったことは決してない
と考えていたのであった（426）。
　そのような時代風潮の中ステノは、1669 年に「地中
から掘り出されるあらゆる点で動植物の一部に似ている
物体（化石）は、その動植物の一部がつくられたのとま
ったく同じ方法によって、同じ場所で作られたのであ
る」と『固体の中に自然に含まれている固体についての

85 彼の考えは渦動説と言われている。彼は、地球は風や櫂によって動かされる船ではなく、潮の干満に応じて少しずつ移動す
る船のようだと考えた。そのことによって彼は、地球が回転しているとしたら、鳥が飛ぶ速さは、飛翔が回転の方向に行わ
れるか逆の方向に行われるかによって異なるという議論に終止符をうった（426）。



帝京大学教育学部紀要　第 2 号（2014 年 3 月）

─ 51 ─

論文への序論』の中で断言した（426）。
　ローバート・フックやゴットフリート・ライプニッツ

（1646-1716）も化石を生物の遺骸であると考え、それぞ
れ「原初から存在したのではない新しい種も今日存在す
る」と予想したり、「地球がこうむった大規模な変化の
中で、多くの存在が形態を変えた」と述べたりしてい
た。しかし、彼らはそのことを中心に考えたのではな
く、他のことを論ずる文中で言及しているに過ぎずそれ
を現代的な「生物変移論」と同一視はできないとゴオー
は総括している（426）。
　化石が生物の遺骸であることは 18 世紀の半ばのビュ
フォン（52 頁 8.22 参照）による再証明により一般的に
なった（426 参照）。
　ステノは化石から地質学に興味をもち上述の『序論』
の中で地球の変遷についても深く考えた。彼はトスカナ
地方の地層を例に取り、地層は以下の 6 段階によって形
成されると説明した。①水没した地域に堆積層が形成さ
れる。②次いでその地域は露出し、下部の層の内部が浸
食され空洞になる。③上部の堆積層が陥没する。④海が
戻り、最初の陥没でできた窪地に新しい堆積層が形成さ
れる。⑤水が再び引き、新しい堆積層の内部が浸食され
空洞になる。⑥第二の陥没が起こり、前の周期のときに
陥没した古い地層と新しい地層が混ざり合い、のちに傾
斜不整合と呼ばれるものが形成されるという説明であっ
た。更に彼は、最も古い地層には生命の痕跡が欠けてい
ると指摘していた。一方で彼は、聖書に忠実であること
を明言しており、地球の成り立ちについての考えは今日
的な理解とは異なっていた。
　しかし、彼は地層の傾斜や変化の問題を推測の対象で
はなく、観察の問題としたのであった。彼のそのような
研究方法は、そこから地球の歴史に対する飛躍的な展開
が始まったものとして高く評価されている（426）。
　一方、神学者で地質学者であったトマス・バーネット

（1635 頃 -1715）は『地球の聖なる理論』のなかで聖書
に書かれている創造・大洪水と地質学的な地球の歴史を
結びつけようと試みた。
　スティーヴン・グールドは地質学の先達のバーネッ
ト、ハットン（54 頁 8.26 参照）、ライエル（57 頁 8.32
参照）の考え方を「時間の矢」と「時間の環」という二
つの観点で捉えた。「時間の矢」とは、歴史を反復しな
い事象の一方向の連鎖と捉える考え方を示している。一
方、「時間の環」という概念では、事象は、偶発的な歴
史に因果的な衝撃を及ぼす個別のでき事としては何の意
味ももたないもので、根本的な状態は、時間に内在し常
に存在するが決して変わらないとして捉えたのである。
更にそこでは、見かけ上の運動は反復する環の一部であ

り、さまざまな過去が、未来で再び現実のものとして繰
り返され、時間は方向性をもたないものであることが含
意された（438）。
　時間の矢とは、聖書で語られる歴史についての最上の
隠喩である。神は、一度だけ地球を創造し、たった一艘
の方舟に乗って一回だけの洪水を乗り切るようにとノア
に命じ、そして終末が訪れるというものである。一方、
古代の人々は、時間の特質は循環的であると信じてい
た。スティーヴン・グールドは「時間の矢」と「時間の
環」という概念は、それぞれが生み出された背景となる
文化に縛られているだけでなく、錯綜したさまざまな態
度の差異に留意せず一括りにしてしまうようなガラクタ
入れとして単純化されてもいることを意識しながらも、
その視点を整理することが歴史あるいは地球の成り立ち
を捉える上で重要であると考えた。それは時間とともに
発展する過程の意味を探るためには、歴史的に一回しか
起こらない特異性と、法則のように潜在する構造の両方
を明らかにすることが必要であると考えたからである。
つまり、彼は生命の歴史である進化も、ある特別な一つ
から別の一つへと系統が展開してゆく物語（時間の矢）
であると同時に、特異的なでき事の連鎖に広い意味での
予見性を移植する反復的な過程（大量絶滅・生態学的秩
序の規則・陸塊の離散集合・海の前進と後退など）の物
語（時間の環）が関わっていると考えたのである（437, 
438）。
　さてバーネットであるが、彼は、歴史は記録文書でも
ある聖書に記されている事項だけが正真正銘の事実であ
るとした。そこで彼は、地表面の下層に同心円状に地球
を取り巻いて存在する水の層を考え、元々の地殻が割れ
た結果、大量の水が地球の中から湧き出て洪水が起こっ
たと考えた。洪水の原因は、降り続いた雨でも、陸が海
に呑み込まれたことでもないと結論した。彼はまた、そ
のノアの洪水によって地形が変更されたのだとした。
　これに対し同時代のニュートンは、現在の地球の地形
は原始の混沌状態から形成されたものそのままであっ
て、ノアの洪水で形成されたわけではないという推測を
述べた（438）。
　バーネットの地球の変遷観は、将来キリストが邪悪な
力との最終戦争に勝利し、最後の審判が下され、正義は
天国へと上り人間の住む地球は最終的には不要となり、
星になるというものであった。彼が地球の変遷を表した
図には、神による地球の創造から終末までの六つの地球
がキリストの足元で円環をなして描かれている。バーネ
ットは、永遠の不変あるいは永遠なる繰り返しというア
リストテレスの概念に反対し、方向性をもった歴史とい
う立場を強調した。しかし、スティーヴン・グールド
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は、バーネットの考えは円環をなしている図から聖書に
象徴される時間の矢だけでなく時間の環をも包含したも
のと考えた（438）。
　すなわちグールドは、「近代地質学の先駆者」と評価
されているステノと往々にして対立的に捉えられる「形
而上学的な思弁の愚考」の象徴とされているバーネット
の二人が共に、地球の歴史をいくつもの周期の集合とみ
なす「時間の環」と、歴史における反復はそのつど異な
った方向性をもっているという「時間の矢」の二つの要
素の魅力的な混合として捉えていたと結論したのである

（438）。

8.20　紀元 17 世紀の山の生成についての考察
　分類学に貢献したレイ（48 頁 8.12 参照）は、1692 年
に山の生成とその効用についても言及していた。またル
イス・ブルゲ（1678-1742）は、「旧世界の瓦解」という
バーネットの理論に対抗し山の秩序を強調した。これら
の人々は、ジョン・ウッドワード（1665-1728）も含め
て山が偶然にできるわけはなく、その形成された力を地
球の溶解というアイデアを含めて検討しようとしていた
のである。しかし当時は、その問題に肉薄することはで
きなかった（426）。

8.21　  紀元 18 世紀のカール・リンネ（1707-1778）に
よる生物の分類

　リンネは花を指標に植物の分類を行い、『自然の体
系』（1735-58）で動植物を二名法（属と種）で分類する
方法を確立した。1753 年の『植物の種』では約 7,300 種
に名称がつけられた。そのほとんどは、今でも使われて
いる（425）。
　種に分類することで、生物の観察が詳細に行われるよ
うになった。例えば、オーギュスタン・カンドール

（1778-1841）は、異なる種が、類似する環境のもとで、
同じような性質を発達させる「相似」（13 頁 1.5.7 参
照）と現在では呼ばれている進化の現象を見出したり、
種の間の「自然の戦争」の考え方を示したりした。それ
は、ダーウィンに影響を与えたと言われている。
　その後、分類は成体の形態の比較だけでなく発生過程
にまで目を向けてなされるようになった。現在では生物
の遺伝情報の比較も分類の重要な指標となっている（76
頁 9.8.9 参照）。
　ちなみに、彼は 1758 年版の『自然の体系』で、動物
を 6 つのグループに大別した。それは脊椎動物である哺
乳類・鳥類・爬虫類・魚類と無脊椎動物の昆虫類と蠕虫

類（昆虫以外の無脊椎動物すべて）であった（439 参
照）。現在では無脊椎動物は 30 以上の門に大きく分けら
れている 86。

8.22　  紀元 18 世紀、ジョルジュ・ビュフォン（1707-
1788）

　ビュフォンは地球と生物に目を向けた。彼の 55 年を
費やした名著『博物誌』（1778 年）は、それらの分野に
新たな視点を加えた。彼は、サルは退化したヒトであ
り、ロバは退化したウマであると考えた。つまり、ある
種は別の種の退化したもので、種は固定的なものではな
いという考えをはっきり打ち出したのである。また彼は
生理学的な機械論者ではなく、多くの面に目を向け、リ
ンネ達が注目した種間の微妙な差異ではなく、生物の共
通なあるいは普遍的な要素に関心を向けた。そのような
観点から生殖について積極的に研究を行った（425）。
　更に、『博物誌』の中の『自然の諸時期』で太陽系の
惑星は、太陽に彗星が衝突して形成されたという説を述
べ、地球の大きさの鉄の球が冷却する時間から地球の年
齢を 75,000 年と推定した。それは、アッシャーの地球
の年齢が 6,000 年であるという説を否定するものであっ
た。ビュフォンの地球はやがて「熱的な死」を迎えると
いうこの考えは、18 世紀末から 19 世紀の人々には魅力
的ではあるが反発もしたくなる見解として大反響を呼ん
だ。その結果、その考えは多くの詩や演劇、絵画のテー
マとして取り上げられることとなった（439）。
　彼は、最初は山が海底での堆積に由来するものである
という水成論者であった。しかし彼は、『自然の諸時
期』では火成論者に変身し、現象の可逆性を語ることは
なくなり、もろもろのでき事の非可逆的展開を強調する
ようになった（426）。ビュフォンの時代にはシベリアで
ゾウの仲間の化石が見つかっていた。彼は、それは非可
逆的に冷えていく地球上で、寒くなった北国から移動し
そびれたものの遺骸であると考えていたのであった。
　彼の活動は精力的で、フランスの自然史博物館を発展
させ、世界屈指の自然史学者となる三人（後述するラマ
ルク、キュヴィエ、ジョフロア）をキュレーターに任命
し、フランスの自然学史の隆盛を築いた。
　同じ頃、ジョン・ニーダム（1713-1781）は 1769 年に

「地球の表面までに達している中心火」が地殻をもち上
げる「内部膨張力」を生みだしているという考えを発表
した。彼の独創的な点は、地球を「蒸気の力や極端に希
薄化された乾燥空気の力」によって働く「機械」になぞ
らえたことである。このモデルが興味深いのは、トーマ

86 分類のグループ化は学者により異なり、門の数も分類学者によって大きく違っている。
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ス・ニューコメン（1663-1729）が 1712 年に鉱山の排水
用の蒸気機関ポンプを製作し販売していたからである。
勿論、彼はワットの蒸気機関は知らなかった。ジェーム
ズ・ワット（1736-1819）が失敗に帰する最初の蒸気機
関の実験を行ったのも 1769 年であった（426）。

8.23　紀元 18 世紀の前成説・後成説論争
　多くの人は、最初の生物は神によって創造されたと考
えていた。後続の生物は、前世代を目で見ることができ
る場合にはその前世代から次世代が誕生するように、生
物から誕生すると誰もが考えていた。一方、前世代を見
ることができないような小さな生物は、自然に発生する
と考えられていた（66 頁 9.2 参照）。
　また生物の形がどのように作られるのかについては、
あらかじめ決まっているとする前成説と、そうではなく
て発生の段階で次第に作り上げられるという後成説の二
つの説があった。古代ギリシャの時代からそれぞれの説
を支持する人がいた。アリストテレスは後成説を支持す
る代表格であった。
　前成説の根拠は、植物の種子の中には小さな植物が入
っていたり、卵の中に小さな子どもを見つけられたりす
るように成体の構造が生まれる前からでき上がっている
ということであった。すなわち、前成説では、そのよう
な構造が目に見えない場合でも、類推によりタネや卵の
中に見ることができない小さな成体と同じようなものが
入っていると考えたのである。例えば 17 世紀に顕微鏡
を使い初期の胚発生を観察していたマルピーギ（49 頁
8.16 参照）も、前成説の信奉者の一人であった。彼は発
生のきわめて初期の卵を観察したつもりで、その説を信
じた。しかし、実際にはそれは胚発生がある程度進行し
たものであり、彼は勘違いをしたと言われている

（425）。
　またシャルル・ボネ（1720-1793）87 はアリマキのメ
スが単為生殖をすることから卵の中に既に小さな成体

（ホムンクルス）が存在し、その小さな成体の中にはま
た小さな成体が入れ子構造になっていると考えた。それ
はロシアのマトリョーシカ人形のようなものである。
　当時は地球の年齢は 6,000 年程度であると考えられて
いたために、前世代の数はある範囲内に収まり、そのよ
うな考え方を支持する人々も多かったのである。ボネは
卵子の中にホムンクルスを想定したが、精子の中にそれ
を想定した人々もいた（425）。
　一方、カスパル・ウォルフ（1733-94）は、1759 年に

『発生論』の中でニワトリ卵では最初から器官の形が存

在するのではなく小さな別の形をした原基から諸器官が
作られることなどを明らかにした。次第に後成説の根拠
が積み重なり、前成説は 18 世紀には一端葬られた

（425）。
　しかし、現世代は前世代からもたらされた遺伝情報に
規定されている面があるという現代の生物学の成果は、
ある意味では生物の構造は前世代から前成的に作られる
ことを支持していると考えることができる。このことに
関する現代的理解を簡略に整理しておきたい。
　前成説と後成説を考えることは即ち、人は「氏と育
ち」にどのように左右されるかを考えることに通ずる。
人が遺伝情報に根ざし前成的に形成されることは、

「氏」が重要であることを示している。しかし一方で、
前世代からもたらされた遺伝情報がいつオンになったり
オフになったりするかは胎児の時も含めた環境の影響を
受けることも分かっている。また一つの神経細胞は数百
から数万の他の神経細胞と連絡網を発達させることで機
能しているが、どのような連絡網が構築されるかは、主
に胎児の時から幼児期にかけての環境条件にも影響され
ることが明らかにされている。このことは、後成的な

「育ち」も、人の成長には重要な役割を果たしているこ
とを示している。すなわち、生物の発生・成長は「氏と
育ち」の両方に依存しているのである。
　勿論、神経細胞がそのような性質をもっていたり、遺
伝情報のオン・オフが巧妙に調節されたりする性質は遺
伝情報自体の中に組み込まれているはずである。すなわ
ち、「生物は遺伝だけによって決定されないように遺伝
的に決定されている」と言うこともできる。
　現在ではヒトの遺伝情報は 30 億の塩基（4 頁 1.3.1 参
照）の並びにより成り立っていることが明らかにされて
いる。塩基を文字に例えると、われわれの遺伝情報は 1
頁 1,000 文字で 1,000 頁の本が 3,000 冊に相当する膨大
なものである。その並びは明らかにされたが、その文字
列にどのような段落をつけるか、あるいはその文字の並
びが何を意味しているか解読できない部分が多く残され
ている。また意味のないと思われていたものにも意味が
あることも分かり始めている（75 頁 9.8.8 参照）。将来
に亘ってわれわれは、その膨大な文字列の本当の意味を
全て明らかにできるかどうかは定かでない。

8.24　  紀元 18 世紀、アントワーヌ・ラヴォアジエ
（1743-1794）

　当時は現在のように科学が細分化・分業化されるとい
うことはなく、多くの人が様々な自然現象に興味を抱い

87 ボネは水草に光が当たると気泡（植物が光合成により発生した酸素）が生ずることを 1754 年に観察した。
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ていた。
　ラヴォアジエが質量保存の法則（1774 年）を確立し
たり、幾つかの元素の発見をしたりすることで化学の分
野に多くの功績を残したことは周知のことである。しか
し、彼が地質学を始め様々なことに興味をもっていたこ
とはあまり知られていない。彼は 1763 年にはジャン・
ゲタール（1715-1786）の計画していた「フランス鉱物
地図」作成のための野外調査に加わった。1788 年には

『海によって堆積させられた最近の水平地層と、その配
置から引き出すことのできる地球の古さに関する結論に
ついての一般的観察』という題の論文を発表した。ゲタ
ールは、資源開発をめざし石灰岩や建築用石材やさまざ
まな鉱石を探索するのに役立つ情報を求め、種々の性質
の岩層帯の水平的な位置関係を明らかにすることで満足
していた。一方、ラヴォアジエはそれだけでは飽き足ら
ず、地層の垂直的な位置関係、すなわち地層の重なりの
順序に関心を抱いていた。彼は、「鉱物地図」の余白に
地層の断面図を付け加えた。それは、彼がすでに層序と
いう概念を意識していたことを語っている（426）。
　このことは、18 世紀の初めの通説であった地球の年
齢は僅か数千年であるということを見直し、地球の年齢
は計り知れないほど古く、その歴史は地層中に継時的に
記録されているという考えを多くの人が受け入れていく
素地の一つであった。
　しかし残念なことに、彼は旧体制の徴税に関わってい
たということでフランス革命の際に断頭台で処刑され
た。その多彩な才能は、更に咲き誇ることなく散ってし
まった。1789 年の革命前夜、彼は生涯唯一の重要な地
質学論文を発表した。それは上述したゲタールと共に地
質図の作成に携わっていた間に到達した結論に立脚した
ものだったと言われている。
　1820 年には、イングランドとフランスの一部地域に
ついての詳細な地質分布図が刊行された。また両国の全
域についても地質の概要が得られ、地質学が発展してい
った（439）。

8.25　紀元 18 世紀の生物学
　ニコラス・ソシュール（1767-1845）は光の下で植物
が吸収する気体と発生する気体の成分を量的に比較し
た。その結果、吸収される CO2 の量と発生する O2 の量
が同じであることが 1804 年に見出された。このことは
植物が CO2 を取り込み栄養を得て成長する一方、水を
分解し酸素を発生する光合成という過程の研究の嚆矢の
一つである。このように生物の機能に注目する研究分野
は、生理学である。当時の多くの人の関心は形態・解
剖・発生を比較することによる生物の分類・由来に向か

っており、生理学的な研究はほとんど行われなかった。
ジョン・ハンター（1728-1793）が形態の分析を生物の
機能を念頭に置きながら行なっていた研究も、例外的な
ものであった（425）。

8.26　  紀元 18 世紀、ジェームズ・ハットン（1731-
1802）

　ハットンは 1795 年に出版した『地球の理論』で地球
の過去についての自説を世に問うた。しかし、それは難
解であったため理解されなかった。ところが友人である
ジョン・プレイフェアー（1748-1819）の『ハットンの
地球理論の解説』（1802 年）により、彼の考えは多くの
人の知るところとなった（426）。
　ハットンは、地形は絶えざる浸食と隆起によって、造
られては壊されるという無限の周期を繰り返していると
考えた。彼は、地下の火あるいは地下の熱の作用に基礎
をおき、火成論を強調した。彼が根拠としたのは、花崗
岩には成層構造が見られないことと、花崗岩の中に見ら
れる鉱物が、ジェームズ・ホール（1761-1832）が実験
的に高圧のもとで溶融させた物質を冷却した時にできた
鉱物と似ていたことであった（440）。また彼は地球の歴
史は極めて古く、「世界の秩序には始まりの痕跡も発見
できないが、終末も予測できない」とし、事の始まり

（起源）につては関与しないことを宣言していた。これ
らの考え方は神による創造に始まり終末を迎えるという
キリスト教的な「若い地球」観を否定するものであっ
た。彼は融解した花崗岩が上昇すると、海底に堆積した
地層は圧縮され、次いで褶曲・隆起が起こり、それが山
脈として陸上に出現し、更に山脈が浸食作用を受ける考
えた（426）。
　ステノが述べたテクトニクスの原理を取り入れたハッ
トンに始まるこのような考え方は、アリストテレス的な
永遠不朽の世界に別れを告げ、激変する世界を想定する
ストア的思想へ回帰するものとみることもできる

（426）。
　ハットンも化石が出るのはほとんど水成岩であること
を認めていたが、花崗岩は火山性のものであると考えて
いた。ラッザロ・モーロ（1687-1764）も当時起こった
火山の噴火をもとに火成論を展開していた。しかし、18
世紀には、花崗岩は原初の混沌とした海の中で水によっ
て形成されたとする水成説を多くの人がまだ信じていた
のであった。そのような時代にあってはハットンの火成
説は大胆なものであったといえる（426）。
　スティーヴン・グールドは、ハットンの提起した視点
の中で以下の二点が特に重要であると指摘している。①
ハットンはアリストテレスが自然現象の検討にもち込ん
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だ「目的因」を無生物である地質の変動の分析に適応す
ることをきっぱりと否定し、バーネットと違って宗教に
とらわれずに、地球の変遷を考えた。②彼は時間の環と
いう隠喩のもとで、すべてが再び巡り来るのであり、個
別的なものなど一つもありえないと考えた。またグール
ドは、ハットンがいかなる物質の起源についても触れる
ことはなく、ただ事物が辿ってきた変化を述べているだ
けであることを重要視した。更に彼は、ハットンがわれ
われの存在している地点を単独で指定できる事件は存在
しないという非歴史的な世界を想定したのは、地球機関
が完璧であるという強い確信に支えられていたからであ
ると述べている（438, 441）。

8.27　  紀元 18 世紀、エラズマス・ダーウィン（1731-
1802）

　チャールズ・ダーウィンの祖父であるエラズマス・ダ
ーウィンは、ハットンと同時代の人であるが、彼は生物
種が時代を経てこうむる変化は外部から個体に及ぼされ
る影響によるもので、それらの変化が子孫に伝えられる
と主張した。これはジャン・ラマルク（1744-1829）に
始まる「獲得形質の遺伝」の考え方の先触れである

（425）。また彼は、生物の祖先を辿ると一つの生物種に
行き着くこともありうるのではないかと 1795 年に考え
ていた（442）88。

8.28　  紀元 18 世紀、ウィリアム・ペイリー（1743-
1805）

　ペイリーは 1802 年の『自然神学』（副題は「自然の現
象から集めた神の実在と属性の証拠」）の中で「ヒース
の荒野を歩いているとき、石に足をぶつけて、その石は
どうしてそこにあることになったのかと尋ねられたとし
よう。私はおそらくこう答えるだろう。それはずっと以
前からそこに転がっていたとしか考えようがない、と。
この答えが誤っていることを立証するのは、そうたやす
くはあるまい。ところが、時計が一個落ちているのを見
つけて、その時計がどうしてそんなところにあるのかと
尋ねられたとすると、こんどは石について答えたよう
に、よく知らないがおそらくその時計はずっとそこにあ
ったのだろう、などという答えはまず思いつかないだろ
う。（中略）その時計には製作者がいたはずである。つ
まり、いつかどこかに、（それが実際にかなえられてい

ることがわれわれにもわかる）ある目的をもって時計を
つくった、つまり時計の作り方を知り、使い方を予定し
た考案者（たち）が存在したにちがいない。（中略）時
計にみられるあらゆる工夫、あらゆるデザイン表現が自
然の作品にも見出される。ただ、自然の作品は、測り知
れないほど偉大で豊富である点が時計と異なってい
る。」と述べた。更に目のような巧妙なものはデザイナ
ー（神）の設計に基づいて作られたとしたのである

（105）。
　このことに対してリチャード・ドーキンス（1941-）
は、『盲目の時計職人』で目の不自由な職人が設計図を
見ることなく行き当たりばったりにいじっている間に、
時計ができることがあり得ると論じた。彼は、生物の進
化における時計職人は一人ではなく何万世代もの多くの
職人が関わったことを念頭に置いていた。またドーキン
スは目についてもデザインに基づいて短時間でできたの
ではないと考えた。最初は、単に光を感じる細胞がで
き、それが網膜の原形となり、それが少し窪むと集光の
効率が良くなり、更に窪みが深くなるとピンホールカメ
ラのようにレンズなしでも像を結ぶことが可能になると
考えた。中途半端なものでも、光を感じたり、ぼんやり
した像から外界の状況を把握できるので、そのような機
能を発達させた個体はそのようなものをもっていないも
のに較べて有利に生き延びることができると推測した。
そのようなことが積み重なり、次第に目ができたと彼は
結論したのである（105）。
　ペイリーの主張はロバート・ボイル（1627-1691）や
アイザック・ニュートン（1643-1727）らが考えた完璧
な自然法則は神が調整したものであるという伝統を受け
継ぐものであった。ペイリーの提示した生物の優れたデ
ザインは神の目的 89 を表したものであるという考え
は、長い間西欧の人々に大きな影響を与えた。ドーキン
スが『盲目の時計職人』という標題を選んだことから
も、ペイリーの「時計職人」というたとえが深く浸透し
ていたことが分かる。

8.29　紀元 18 ～ 19 世紀の自然哲学
　多くの人は、18 世紀の自然哲学は生物学と大きくか
かわっていたと捉えている。その一人であるシンガー
は、生物の構造は生まれる前から決まっているという前
成説の主唱者の一人であるボネ（53 頁 8.23 参照）が教

88 1740 年代にピエール＝ルイ・モロー・ド・モーペルテュイ（1698-1759）、1790 年にイマニエル・カントも同様のことを考
えていた。

89 ここでも自然現象に「目的因」を探しがちであるということもアリストテレス以来のわれわれの性癖であると考えられる
（87 頁 11.8 参照）。
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会に大きな影響を与えたと述べている。彼は、その例と
してボネの追随者の一人が「すべての生物はただ一つの
プランの上に企てられ、かつつくられて、そのプランの
無限の階段を刻む変異であった。その原型こそヒトであ
り、ヒトの発生段階は生物の最高の形へむかってかくも
多くの段階をたどる」と表明したことを取上げた。更
に、彼はそのような人々が無意識のうちに、自然哲学が
盛んであったドイツで非常に人気を博す立場へと移って
いったのであったと結論した（425）。
　19 世紀の自然哲学では、イマニエル・カント（1724-
1804）、ヨハン・ゲーテ（1749-1832）、ロレンツ・オー
ケン（1779-1851）らが現象の世界・自然界・経験的世
界など科学者の決定論的世界から出発して、知性や自由
や、目的の世界へと主眼を次第に移行していった。カン
トは科学と目的は対立するものでも、両立しえないもの
でもないと考えた。機械論と目的論とを融和する根本的
な隠れた原理が存在し、目的論に従って考えることによ
ってのみ、生物について理解できるというカントの考え
が 19 世紀の生物学者の多くにとっての実践哲学であっ
た。
　更にゲーテの理念は、カンドル（52 頁 8.21 参照）や
後の学者たちにとっての規範となった。それはプラトン
のイデアとさほど違わないものであるとシンガーは指摘
した（425）。

8.30　  紀元 18 ～ 19 世紀、ジャン・ラマルク（1744-
1829）

　ラマルクは 1778 年に『フランスの植物誌』を出版し
たが、それがビュフォンの目に留まりパリの植物園に職
を得た（52 頁 8.22 参照）。1793 年のフランス革命によ
る機構改革のために、彼は 50 歳で動物学に転身せざる
を得なかった（425）。
　リンネの体系では無脊椎動物は昆虫類と蠕虫類に分け
られていただけであった（52 頁 8.21 参照）。ラマルク
は、1793 年の最初の講義ですでに、リンネの蠕虫類と
いうガラクタ入れから新たに三つの門を独立させ、無脊
椎動物を進歩向上の程度によって軟体動物・昆虫・蠕
虫・棘皮動物・ポリプ類（サンゴやクラゲ）の五段階か
らなる階梯へと拡張していた。更に 1799 年に甲殻類、
1800 年にクモ形動物（クモやサソリ）を設定し、1809
年には無脊椎動物を 10 の門に分類した（439）。ラマル
クもこの時代の例にもれず多くのことに興味をもち、地
軸が徐々に移動することなど地質学の分野についても
1802 年の『水文地質学』の中で考察した（426）。
　彼は 1800 年までは、種の不変を信じていたが、多く
の動植物の研究から一連の動植物相が相互にどこかで連

続しているはずだという生命の連続性という観念をもつ
ようになった。そのように種は変化すると確信した彼
は、その大筋を 1809 年の『動物哲学』の中に記した。
　彼の提唱した種が変わりうるという概念は、生物学に
大きな影響を与えた。彼の考え方は一般に用不用説と呼
ばれる。それは、①種は外界からの影響の変化に応じて
変異する。②多様性を示す種の根底には基本的な統一性
がある。③種は累進的に発達する傾向にあるというもの
であった（425）。
　ラマルクが唱えた生物が連続性を持ちながら変化する
という生物変移説では、「単純な形態の生物は自然発生
をする」更に、「人間は動物に由来する」ことがと主張
された。そのことは、信仰至上主義者たちを傷つけた

（426）。
　このような生物変移の考え方は、ジャン・スラヴィ

（1751-1813）が『南フランスの自然誌』（1780-1784）の
第一巻で、「太古の大理石の中に発見することのできな
い最近の科は、（中略）原初の科の子孫である」と述べ
たものにも見ることができる。しかしスラヴィの「いく
つかの種の変容」という思想はただちに断罪された。彼
は文章の変更を余儀なくされ、この異端的な言葉を取り
除いた新しい版がすぐに発表された（426）。
　またジャン・ドリュック（1727-1817）は、生物変移
説によって動物相の連続を説明した。彼は、生物変移説
が、神の被造物が自然の力によって変更されうると考え
る点で正統的信仰に抵触するとしても、それは種の自然
発生というもっと急進的な議論を回避するためで、自然
発生という視点に反駁するためであったと釈明した

（426）。このように生物多様性の誕生の仕組みを考える
場合には、「神の創造」という定説が大きな支配力をも
っていたことが分かる。
　ラマルクの生物の変移についての考えの評判を大きく
害したのは年下の同僚のキュヴィエであった。キュヴィ
エは、弔文でラマルクの進化論的な考え方を劇画化した
うえで、経験主義に立つ自らの堅実な方法論と対比させ
ることで愚弄した。彼は「このような（進化論の）原理
を受け入れたところで、単細胞動物や（刺胞動物の体の
構造のひとつである）ポリプを確実に徐々にカエル・コ
ウノトリ・ゾウへとかえてゆくための時間と条件だけが
たりないことがただちに明らかとなる。（中略）そのよ
うな基盤に立った体系は、詩人の想像力を楽しませるこ
とならできるかもしれない。形而上学者ならば、そこか
らまったく新しい体系を引き出すかもしれない。しか
し、手を解剖したことのある者、あるいは羽毛を詳細に
調べたことのある者の精査には、一瞬たりとも耐えられ
ない」と述べた（439）。
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　ラマルクが種は変わりうると考えたことと、動物門の
分類を直線的なものから分岐的なものへと変更したこと
は、根本的な変更で、高く評価されるべきである。

8.31　  紀元 18 ～ 19 世紀、ジョルジュ・キュヴィエ
（1769- 1832）

　キュヴィエは比較解剖学に多大の貢献をし、その研究
の中から種の間の部分相関に重きを置いた。彼は古生物
学、特に絶滅した海生爬虫類の化石の研究では多くの成
果を残した。
　彼は進化論者ラマルクを目の敵にし、種は不変である
ことをかたく信じていた。彼はラマルクとは対照的に

「自然の階段」とは縁を切ろうとした。彼は激変的な洪
水などの天変地異により、ある生物種は絶滅し、生き残
りが地上を占めたのであって、地質年代ごとに新種が出
現したのではないと考えた。それが実証されていないの
は、まだ地質学者の探査が行き届かない地域があり、そ
こには新たに生まれたと思われる種が以前から生息して
いたのであって、それが新たな地域に移動してきたので
あると推測した。彼は、その考えを 1812 年の『四足動
物の化石の研究』で展開した（425, 426）。
　更に彼は、ペーター・パラス（1741- 1811）がシベリ
アのレナ河支流の岸辺で発見したサイの遺体（1772
年）や瞼も腐敗していないようなマンモスの全身遺骸

（1803 年）の存在を踏まえて、サイやマンモスは北国の
気候に適応した動物だったが、激変した気候により死滅
し、氷がそれを包み、皮や毛や肉のついた遺骸が今日ま
で保存されたのであると考えた。そこで動物が死んだの
と、その生息地域が凍結するほど寒くなったのは同時で
あったと彼は 1825 年に結論した（426）。
　現代的な激変説はキュヴィエのこのような考えに始ま
る。しかし、彼の後継者は、彼が主張した新たな動物相
の出現は移動の結果であり、それぞれの動物相をある一
定の時期に関連づけることはできないという点には満足
できなかった。彼らは、種の破壊は全体的であり、その
あとで新たな創造が行われたのだと考えるようになっ
た。
　そのような考え方が生まれたのは、当時の時代状況を
反映したものであった。その状況とは、多くの化石が発
見された結果、異なった岩層が出来た時代を特定するた
めに岩の種類を指標とする岩相層序学に代わって、岩層
をそこに含まれる特徴的な化石（絶滅した生物種・新た
に誕生した生物種）によって特定する生層序学が支持さ
れていくようになったことである（68 頁 9.4.2 参照）

（426）。
　キュヴィエの提唱した激変説は、変移（あるいは進

化）説とはことなるが、われわれ人類も含むすべての系
統が化石に現れるようになるのは偶然に翻弄され予測不
能な出来事の結果であることを含意していた。その予測
不能ということは、多くの人が認めたがらない考え方で
あった。
　その後ライエルにより強調される斉一説は、哺乳類は
徐々に台頭して当然の成功を収めたという従来の考え方
と心地よく調和するのである。この二つの考え方につい
ては、現在に至るまで多くの論争が続いている（例え
ば、295）。

8.32　  紀元 19 世紀、チャールズ・ライエル（1797-
1875）

　ライエルはウィリアム・バックランド（1784-1856）
（69 頁 9.4.4 参照）の鉱物学の講義に魅了され、地質学
の道に進んだ。1828 年にはロドリック・マーチソン

（1792-1871）（69 頁 9.4.4 参照）と共にオーヴェルニュ地
方を歩き回り、薄層から成る淡水成層に特に関心を抱い
た。彼は、一年間で堆積する地層は 1mm にも満たない
とすると、全体の層（230m）が形成されるためには数
十万年が必要であることに気づいた（426）。そこで彼
は、多くの地質学的に興味のある現場に赴き、その観察
を基に斉一性を強調する『地質学原理』3 巻の初版を
1830 ～ 33 年に著した。それはキュヴィエらの激変説に
対抗するものであった。
　当時は地球の歴史について、キリスト教的な「若い地
球観」と「悠久の地球観」の対立が大きな問題となって
いた。フランス革命は、キリスト教に対峙し宗教の影響
を少なくしようと永年に亘り精力的に努めてきたフラン
スの知識人を活気づけるとともに、信心深い人々と彼ら
の間の軋轢を増していった。
　一方、イギリス社会では選挙改革と英国教会の廃止を
唱えるホイッグ党と保守勢力の間に対立があった。ライ
エルは、保守的な家族や先生の期待を裏切らないように
努める一方でホイッグ党員としての自覚ももちながらデ
リケートな問題に立ち向かった。彼は、保守的な人々や
地質学が反聖書的・反キリスト教的であると恐れている
人々に対し、地球や生命の変遷について、それらを対象
とする科学は宗教と相容れない物質主義とは無関係であ
ることを納得させようという立場から論じた。特にラマ
ルクの提唱した「人間は動物に由来する」という進化に
は強く反論した。つまり彼は、科学と神学の間には何ら
固有の矛盾があるとは考えず、その境界を再定義しよう
としたのであった（440）。
　彼の著作は、改訂を重ね 1875 年には第 12 版が発表さ
れた。それは、ダーウィンを含む多くの人に大きな影響
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を与えた。例えば 1832 年にホイッグ党の週刊誌『スペ
クテーター』には「ライエル氏の本を熟読した後われわ
れは謙虚な気持ち、精神の高揚、高みを目指す思想など
の、いつも忙しく日々の生活に追われている人にとって
はあまり縁のない感情を新たにしたことを告白するもの
である。（中略）精神的に圧倒されて、心は慈善と同情
にあふれ、虚栄は消え失せ、悪事は忘れられ、過ちは許
され、偏見は消え去る。現在が真の価値を現す。美徳は
永遠の前で試される。小石に教えが記され、小川に歌が
あふれる。しかしそれには説明してくれる人が必要であ
る。そして説明してくれる人は目覚めた地質学者であ
る。ライエル氏はそういう人である」という書評が掲載
された（440）。
　ライエルは『地質学原理』の中でプレイフェアーの

『ハットンの地球理論の解説』から「地球の革命的変動
の中で自然界の秩序は一定だった。そしてその法則だけ
が変化を免れていた唯一のものだった。河川や岩石、海
洋や大陸は至るところで変化した。しかしそれらの変動
の法則だけは常に同一のままだった」を引用することで
輪廻的な循環の立場をとった。しかし彼は、ハットンが
地下深い所の熱に始まる激変的な要因が地球の歴史につ
いて大きな役割をもつとしたことには批判的であった

（440）。
　それは彼が目にすることができる観察に基づいて原因
を探求する帰納的科学として地質学を位置づけようとし
たからであり、知り得ない空想的な激変的要因に原因を
求めることを拒否したためである。
　彼はイタリアのナポリ近郊のポッツオーリにあるロー
マ時代のセラピス神殿を『地質学原理』の口絵に載せ
た。その図は、彼の主張をわれわれに明確に伝えてい
る。それは 1750 年に発掘されたもので、当時は神殿の
円柱と思われていた（現在では市場の門の柱であるとさ
れている）。その大理石の円柱は高さが 12.5m あり、台
座から 4m 程はすべすべであったが、それより上の 3m
程の部分は、二枚貝が開けたと思われる無数の孔があっ
た。そこでライエルはもともとの円柱はもちろん海より
上に建てられていたが、その後、そこで沈下が起こり、
高さ 4m までは火山灰に埋まり、その上の 3m が海に没
したと考えた。更に彼は、その後起こった隆起により再
び陸上に現れた状態を自分は見ていると推測したのであ
った。つまり彼は、円柱を支える台地にはその都度 7m
ほどの変化があったが、柱は倒れることはなく安定して
存続したと結論した。
　ライエルがポッツオーリを最初に訪れた 1828 年の時
点では、満潮時の水位は、大理石の歩道と同じ高さだっ
たことが口絵から分かる。スティーヴン・グールドはそ

こを訪れ、資料から 1807 年から 1838 年の間に、建築物
がおよそ 60cm も沈降したことを発見した。ポッツオー
リはヴェズヴィオ火山の近くに位置し、1982 年の地震
以来セラピス神殿一帯は立ち入り禁止となった。そのこ
とも、この地域が活発な地殻変動が起こる場所であるこ
とを示している（439, 443）。
　ライエルは、水の作用は地表面の凸凹をなくすよう
に、そして火の作用は逆に凸凹を増やすように働くなど
多くの事例を示しながら地殻変動の原因について『地質
学原理』で論じた。彼は、例えば、1783 年にカラブリ
アで起きた地震による地殻変動や、ギリシャのサントリ
ニ島が火山の火口に相当することなどは火の作用による
地形の変化の例であり、モーゼル川・シメト川・ナイア
ガラの滝などの地形は水の作用を示すものであることな
ど多くの実例を示した（440）。
　彼が提唱した斉一説は四つの要素から成り立ってい
る。①〈法則の斉一性〉自然法則は、時空を超えて一定
である。②〈過程の斉一性〉過去に生じたある現象は現
時点で作用している過程によってもたらされた。③〈速
度の斉一性、あるいは漸進説〉変化の速さは、ふつうは
ゆっくりと定常的で漸進的である。④〈状態の斉一性、
あるいは非進歩説〉地球の歴史は一定不変の方向に向か
う進歩のベクトルに従うわけではなく、常に現在と同じ
様相とふるまいを見せている。すなわち斉一説は現在主
義ということもできるのである（426, 438 参照）。
　ゴオーはこのような現在主義的な考えを取ったライエ
ルは地質学者であって、生物学者ではないことに注意を
促している。すなわち彼ら地質学者が明らかにしようと
していたのは物理世界の安定性であって生物界に主眼を
置いていたわけではないのである。そのような物理世界
にも変異は存在するが、もろもろの運動は相殺されるた
め、それは細部を除いて全体は変化しないという 2,000
年以上も前のアリストテレスの議論に通じたものである

（426）。
　また、ラマルクらが化石の発見に基づき「魚類が爬虫
類より前に現れ、爬虫類が哺乳類に先行していた」とす
る定向的な進歩という考えをとっていたのに対して、ラ
イエルは哺乳類の古い化石はいずれ見つかるだろうと主
張し、ラマルクらの考えに反対した。またライエルはダ
ーウィンが語っていた自然淘汰説もまったく受け入れな
かった。彼は「宇宙の創造神であるブラフマー・宇宙を
維持するビシュヌ・宇宙を破壊するシバというヒンドゥ
ー教の三つの神格の属性を考えるなら、自然淘汰は、最
初の神、すなわち創造神を除いた残りの二神を組み合わ
せたものということになるだろう。それ以外の機能など
考えられない」と述べ、自然淘汰は不適合者の死刑執行
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人としては機能するかもしれないが、適合者を創造する
ことはできないとした。しかし、ライエルは、彼を尊敬
していたダーウィンが『種の起原』を出版した後の『地
質学原理』第 10 版（1860 年）では、最古の化石含有層
の中で哺乳類の化石が発見されるだろうという考えを放
棄し、進化を受け入れた（438, 440）。
　スティーヴン・グールドは、彼が進化を受け入れたの
は、絶滅と創造による進歩という方向性をもった変化を
受け入れると彼の斉一性原理が全て根底から覆されると
考えたからであり、絶滅と創造ではなく変種をつくる力
を備えた時間が働くことによる種の増殖や伸長を示す進
化を受け入れることは、自らの斉一説をできる限りその
ままの形で残すことにつながると考えたからであると論
じている（438）。
　一方ジェームス・シコードは、ライエルはスティーヴ
ン・グールドらが強調するように「時間の環を語る歴史
家」であったのではなく、観察から帰納することで一般
的な原理を確立しようとする研究の方法を確立しようと
したことが画期的なことであったと主張している

（440）。
　ライエルは、激変説は検証できない憶測が跋扈する領
域へと地質学を堕落させる空理空論の体系として棄却す
べきであり、片や斉一説は、現時点で作用している原因
の観察に立脚しており、地質学を厳密で経験的基盤に根
ざした成熟した科学として確立させるものと考えていた

（295）。

9．地球の誕生・変遷と生物の誕生・進化に
関するダーウィン以降の研究史

9.1　  紀元 19 世紀、チャールズ・ダーウィン（1809-
1882）

　9.1.1　ビーグル号の探検から『種の起原』発表ま
で：彼の祖父は、前述のエラズマス・ダーウイン（55
頁 8.27 参照）であった。また彼の父は医師・投資家で
あったロバート・ダーウィンで、彼は裕福な家庭で育っ
た。それは、ダーウィンとともに進化論を発表したアル
フレッド・ウォレス（1823-1913）が、採集した化石を
売って生活費の足しにしなければならないほど貧乏に苦
しんでいたこととは対照的であった。
　ダーウィンは医学を学んだがそれよりも自然界の多様
性に興味をもつようになりジョン・ヘンズロー（1796-
1861）から博物学を学んだ。また、アダム・セジウィッ
ク（1785-1873）（69 頁 9.4.4 参照）のウエールズの地層
調査にも加わった。一方で彼は、ペイリーの『自然神
学』（55 頁 8.28 参照）を読み、生物は神のデザインに基

づいて創造されたという説を信じる創造論者でもあっ
た。彼はケンブリッジのクライス・カレッジに進んだ
が、そこでの彼の宿舎の部屋は奇しくも 50 年ほど前に
ペイリーが住んでいたまさにその部屋であった（444）。
　西欧社会では大航海時代以来、ジェームズ・クック

（1728-1779）、ジョセフ・バンクス（1743-1820）、ロバ
ート・ブラウン（1773-1858）らによる新世界での生物
の観察と蒐集や地質調査などの探査旅行が始まってい
た。ダーウィンも 1831 年にケンブリッジ大学を卒業す
ると、恩師ヘンズローの紹介で、イギリス海軍の測量船
ビーグル号の探検にライエルの『地質学原理』を携えて
加わった。艦長ロバート・フィッツロイ（1805-1865）
は、自らの神経症を心配して、ダーウィンを部下ではな
く話相手として選んだ（439）。ビーグル号は 1831 年 12
月 27 日プリマスを出航し、1836 年 10 月 2 日に帰国し
た。彼らは当初の 3 年の予定を上回る 5 年の間にガラパ
ゴス島など多くの地域の探査を行った。
　彼はガラパゴス島などで鳥や植物などの生物採集や化
石蒐集を行なった。彼がもち帰った化石の研究はイギリ
スのもっとも著名な古脊椎動物学者だったリチャード・
オーウェン（1804-1892）（62 頁 9.1.3, 71 頁 9.6.1 参照）
が引き受けてくれた。また、鳥については鳥類学者ジョ
ン・グールド（1804 -1881）が調査を行った。
　ダーウィンは鳥の分類については習熟しておらず、採
集した多くの鳥がどのような関係にあるのかをはっきり
認識できなかった。そのために彼は、採集した場所など
をほとんど記録していなかった。しかし、帰国前の長旅
のあいだに、彼は採集したゾウガメやマネシツグミのこ
とを整理する中で進化に思いをはせたこともあった。例
えば、1836 年 6 月の鳥類学ノートには異なるマネシツ
グミについて「それぞれ肉眼で見える範囲の島にすんで
いて、自然界の同じ場所を占めつつも、形態は少しずつ
異なるこれらの鳥を見れば、それらは変種にすぎないと
思ってしまう」、「この観察にわずかでも裏付けがあると
したら、群島の動物学は調べてみる価値が大いにあるこ
とになる。そのような事実は、“種”の安定性を揺さぶ
るものだから」と記している（445）。一方、ダーウィン
の考えの変遷をつぶさに調べたスティーヴン・グールド
は、ダーウィンは創造論者としてイギリスを離れ、その
旅で心に浮かんだ異端の説をすぐに否定し、再び創造論
者として母国に戻ったとした（446）。また、ダーウィン
が、後に有名になる鳥のフィンチについて、当初はほと
んど思いを巡らせていなかったことはよく知られてい
る。
　ダーウィンの依頼を受けたジョン・グールドは、1837
年にダーウィンがガラパゴスで採集した 26 種の陸鳥の
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うち 25 種は新種であることを判別し、その結果をダー
ウィンに教えた。ダーウィンはガラパゴス島の鳥の多様
性などを知るようになり、1837 年には「種の変遷ノー
ト」に「単にガラパゴス諸島の鳥類ばかりではなく、人
間を含む生き物において、何らかの変化が起こったに違
いない」という確信を記すようになっていた。また、彼
は、艦長や乗組員などのメモなどを頼りに鳥を採集した
島などを辿り、鳥の分布などの全体像を把握し始めてい
った。しかし、その鳥類はフィンチではなくマネシツグ
ミであったと思われている。それは、そのノートではフ
ィンチについては全く触れられていないことと、1839
年の『ビーグル号航海記』の初版にもごくわずかの記述
しか見られないことが根拠である。1845 年の第二版
に、ようやくフィンチについて「この、たがいに類縁の
近い小さな一群の小鳥のあいだの形態の漸次的移行と多
様性を見れば、ある一つの種が、もとになった少数の個
体から群島内で変形し、そして異なったものになったこ
とを、想像せずにはいられないだろう」と記述されてい
る（446, 447）。このことは、彼がフィンチに注目する
のには数年の時間がかかったことを示している。しか
し、彼はフィンチとは別のきっかけから種が変化すると
いう進化の概念を抱き始めていた。
　そのきっかけは、彼がマルサスの『人口論』を読んだ
ことであった。彼は「1838 年の 10 月、すなわち私が体
系的な探究を始めて 15 ヵ月後、たまたま私は気晴らし
のためにロバート・マルサス（1766-1834）の『人口
論』を読んだ。」更に「1838 年に自然淘汰説を完成させ
ることができた」と述べている（437, 448）。
　マルサスは、1798 年に幾何級数的に増加しうる人口
は算術級数的にしか増加しえない食料の増加によって規
定されること、更に人口は飢餓・疫病・戦争等に大きく
影響されて減少することなどを「人口の原理に関する一
論」として匿名で論じた。
　当時はフランス革命の影響を受け「人権」・「自然法」
といったトピックスが人びとの心を占めていた。またイ
ギリスではアダム・スミス（1723-1790）、ジョゼフ・プ
リーストリー（1733-1804）、ジェレミ・ベンサム（1748-
1832）等を主唱者とした功利主義哲学が大きな影響力を
もっていた。イギリス人の多くは、太平の世に万人が完
全な自由と平等を謳歌する日も間近だと信じていた。そ
のような時に、マルサスの論じた人口過剰から難題がも
ち上がるという主張は異色であり、彼は自らの主張を匿

名で発表せざるを得なかった（425）。
　ダーウィンはマルサスの著作を、例えば魚は多くの卵
を生むが、生き延びるのはごく僅かであることなどと重
ね合わせて、自然淘汰・生存競争・適者生存が生物に大
きな影響を与えると考えたのである。また、彼は動物

（イヌ・ハト・ブタ・ウサギ・ウマなど）の品種改良家
が如何にして新たな品種を作り出していったかについて
の研究も行い、次第に、種は不変ではなく変わりうると
いう考えを熟成していった。
　ダーウィンはマルサスに啓発されると同時に、個人は

「見えざる手に導かれて」経済的な利益を求めて闘争す
るというアダム・スミスの自由放任主義経済学について
も学んだ。個体は繁殖の成功のために闘争するというダ
ーウィンの自然淘汰の考えには、スミスの影響も強く見
て取れる（437）。
　しかし、前述したように当時は神が生物をそれぞれ現
存する形で創造したという創造論が一般の通念で、種が
変わりうるという考えは異端であった。そのために、ダ
ーウィンは自然淘汰による進化というアイデアを早くか
ら抱くようになっていたが、それを公表するために周到
な準備をしたのであった。1844 年はじめには、ダーウ
ィンはビーグル号航海の植物標本の整理を手伝ってもら
っていたジョセフ・フッカー（1817-1911）に「殺人を
告白するようなものですが、種は変化すると確信した」
と伝えていた。一方、フッカーは 1853 年の著書で種は
不変であると述べ、ダーウィンの考えには反対であっ
た。しかし、フッカーは、後にダーウィンの進化論の支
持者の一人となった。またダーウィンは、彼のことを終
生の心を許せるもっとも偉大な友人と述べていた。この
ように二人の親交は長い間続いたのであった。
　ダーウィンに公表を決意させたのは、ウォレス 90 の
存在であった。彼も多くの自然観察からダーウィンと同
じ考えに到達していた。ダーウィンは、ウォレスの成果
と彼がそれを発表することを、ライエルを通して 1858
年に知ることとなった。
　そこでライエルとフッカーは、1858 年 7 月 1 日のロ
ンドン─リンネ協会の会合でダーウィンとウォレスの連
名で『On the Tendency of Species to form Varieties； 
and on the Perpetuation of Varieties and Species by 
Natural Means of Selection』を発表することで二人の
間の取り成しを図った。二人はその場に居合わせること
ができず、その発表はフッカーの代読により行われ、進

90 イギリス人でアマゾン川やマレー諸島で広範囲の実地探査を行った。その結果、彼はマレー諸島の動物相が大きく異なる二
つに分かれていることを見出した。それはその海域に流れの早い海流があり、それが動物の往来を妨げているためであっ
た。現在その生息域を分断する海流はウォレス線と呼ばれている。
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化という考えが広く世に知らされた。それが進化生物学
の嚆矢である。
　50 年後の 1908 年には二人を称えるダーウィン・ウォ
レスメダルが同協会により制定され、進化生物学を大き
く発展させた人物に対して贈られている。
　ダーウィンは、人による飼育栽培についての知見とガ
ラパゴスを始めとする自然観察からそこで起こる変異の
仕組みを考えた。飼育栽培では、飼育動物に生じた変異
の内、人にとって都合の良いものを選択し、それを繰り
返していった結果様々な飼育動物が生まれたと考えた。
また、自然界ではどの種でも周期的に多数の子がうまれ
るが、軽微な変異が有用であればその子が多くの子孫を
残し存続していくと考え、そのような現象を「自然選
択」と呼んだ。すなわち、全ての生物種は共通の祖先か
ら長い時間をかけて変異を蓄積した結果、多様化したも
のであるとしたのである。
　彼は、種は不変ではなく、自然選択を乗り越えた変異
をもつものが新たな種へと生まれ変わるという進化の概
念を、幹から次々に新たな枝が生ずるような図として

『種の起原』（1859 年）の中に示した（図 12）。

　そして彼は『種の起原』で「私は類比によって、かつ
てこの地球上に生存した生物は全て、おそらく、生命が
最初に吹きこまれたある一個の原始形態から由来したも
のであろうと、推論せざるをえない」と述べた。更に冒
頭に引用したが、最後の一文は「生命はそのあまたの力
とともに、最初わずかのものあるいはただ一個のもの

に、吹きこまれたとするこの見かた、そして、この惑星
が確固たる重力法則に従って回転するあいだに、かくも
単純な発端からきわめて美しくきわめて驚嘆すべき無限
の形態が生じ、いまも生じつつあるというこの見かたの
中には、壮大なものがある」であった（10）。このこと
は、現在多くの人が受け入れているように生物は共通祖
先から進化してきたことを見通していたと言える。ま
た、彼は確固たる物理法則に支配される宇宙の進化と偶
然に支配される生物の進化をはっきり対比して考えてい
たことが分かる（3 頁 1.1 参照）。
　9.1.2　『種の起原』の反響：予想通りダーウィンの

『種の起原』は大きな反響を呼んだ。例えば 1860 年 6 月
30 日のオックスフォード博物館におけるダーウィンの
進化論についての論争は「オックスフォード論争」（ダ
ーウィンは参加していなかった）と呼ばれ、伝説となっ
ている。それは、反ダーウィン派の代表格のイギリス国
教会のサミュエル・ウィルバーフォース主教（1805-
1873）と、ダーウィン側のトマス・ハックスリー（1825-
1895）とフッカーなどの間で行われたものであった。
　ウィルバーフォースはハックスリーに「あなたは類人
猿の子孫だそうですが、それはお祖父さんを通じてです
か、それともお祖母さんを通じてでしょうか」と質問し
た。それに対しハックスリーは「祖先が類人猿だったと
しても一向に恥ずかしいとは思いません、優秀な人物が
知りもしない問題に首を突っ込んで、足をとられるほう
が恥ずべきことでしょう」と応酬した。騒然となる中、
ビーグル号の前艦長フィッツロイは聖書を高く振りかざ
し、騒ぎに向かって「自分の船に乗せていた毒蛇ではな
く聖書こそが真実であり申し分なき権威である」と叫ん
だという当時の様子が語り継がれている。
　しかし、スティーヴン・グールドは例えば「ハックス
リーの事態を逆転させる声は聴衆が多く、遠くの人まで
には届かず、聴衆の気持ちをつかむところまではいかな
かった」、「私には、僧正がしてやったりというふうに見
えた」、「僧正に、より効果的な反論をしたのはハックス
リーではなくフッカーであった」など残されている幾つ
かの記録や証言を調べ、伝説となっている話と実話の違
いをまとめた（441）。伝説は当時の雰囲気を象徴的に表
したもので、上述してきたように、長い間、聖書の示す
世界観を信奉してきた人々にとって、新たな科学が示す
ものを受け止め、自分の中で消化し位置づけることは容
易ではなかったことを示している 91。
　スティーヴン・グールドはこの論争を通してハックス
リーは 19 世紀の科学の世界で人気を誇る語り手になっ

図 12　ダーウィンが『種の起原』の中に示した系統樹。　
系統樹は、生物の進化が種が次々と生れ代わり新たな
独立した系統に分かれてゆく過程であることをはっき
り示している。同時に図からは、分かれた枝が再び一
つになることがないことも分かる。
文献 449, Doi10.1038/nature0789 より許可を得て掲
載。

91 これらのことについては最後に「科学と宗教」あるいは「理性と想念」として総合的に考察する（86 頁 11.7.3）。
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ていったが、彼は宗教と科学の自然な同盟を排除するよ
うな壁を打ち立ててしまい、究極的には、人間のほかの
情熱とはかけ離れたものとして科学を囲い込み、彼自身
の偉大な希望を害してしまったと評価した。更にグール
ドは進化をめぐるこの論争に関するエッセイを、ダーウ
ィンにその論争を知らせたフッカーの手紙へのダーウィ
ンの返事で締めくくった。それは「名声・名誉・栄光・
富などといった話題はすべて、愛に比べたらつまらない
ものです」というものであった。それはダーウィンの革
新的な考え方が往々にして誤解されていることへの彼の
慙愧の念を表したものであると考えられる（441）。
　ダーウィンの進化論は自然淘汰・生存競争・適者生存
を通して実現されるもので、往々にして弱肉強食を象徴
するものと一方的に捉えられた。イギリスの詩人のアル
フレッド・テニスン（1809-1892）は 1850 年に友の死と
生物の前進主義 92 に揺れ動く信仰の心と十数年にわた
る自己の思想の成長をも織りこんだ『インメモリアム』
を発表した。多くの人がその詩の中の「血まみれの爪と
牙の自然」という一節をダーウィンの進化にあてはめて
いる。
　その詩は「かひはなくとも　祈りの殿堂を築き立て、

〈神は愛なり、/ 愛こそは　創造の最後の的〉と心に信
じて─ /　自然は、牙を　その爪を強掠の血に真赤に染
めて、/　人の信仰を嘲笑するが─ / 愛は行ひ、限りな
い惨禍に忍従しながら、/　真理のため正義のために戦
った、この人間が、/ 砂漠に吹かれて塵となり、/　む
じひな山に閉じこめられて、化石になって仕舞ふのか」
というものである（450）。
　しかし、ダーウィンは『種の起原』で〈生存闘争〉に
ついて、「わたしは〈生存闘争〉という言葉を、ある生
物が他の生物に依存することや、個体が生きていくこと
だけでなく子孫をのこすことに成功すること（これはい
っそう重要なことである）をふくませ、広義に、また比
喩的な意味にもちいる。（中略）二頭の食肉獣は、食物
をえて生きるためにたがいに闘争するといわれてよいこ
とは確かである。しかし砂漠のへりに生育している一本
の植物も、乾燥にたいして生活のための闘争をしている

といわれる。（中略）ヤドリギの種子は鳥によって散布
されるから、ヤドリギの存続は鳥に依存しているわけで
ある。それゆえ比喩的には、ヤドリギは果実をならせる
他の植物と、他のものより多く鳥をひきつけ果実をくわ
せて種子を散布させるために闘争しているということが
できる。私は、たがいにつうじるところのあるこれらい
ろいろの意味で、便宜のために生存闘争という共通の言
葉をもちいるのである」と明確に述べている（10）。
　このようにダーウィンが指摘した生物は過酷な物理的
環境と闘い、おなじ種の他の個体とは争わないという

〈生存闘争〉の第二の様式は忘れられ、自然淘汰は、闘
争し敵を殲滅することで生き残ろうとする好戦的な仕組
みによってのみ起こると誤解された。例えば第二次世界
大戦前のドイツでは、ダーウィンの考え方を援用して優
秀民族であるドイツ人が世界を支配するための戦争が正
当化された。また、劣等な人が子孫を残さないようにす
るために、例えば、1980 年頃には米国のヴァージニア
州では 7,500 人以上の断種が強制的に行われた。このよ
うな誤った優生思想を生みだしたものは社会ダーウィニ
ズムと呼ばれる（例えば、441, 451）。このような社会ダ
ーウィニズムと生物の進化の原理は明確に区別する必要
がある。
　9.1.3　進化という表現とその含意するもの：ダーウ
ィ ン は 種 が 不 変 で は な い こ と を、 最 初 は 進 化

（evolution）という言葉では表現せず、〈descent with 
modifi cation（変更を伴う由来）〉という語を使って述べ
た。そもそも「evolve」という語の意味は unroll ある
いは develop gradually ということで、そこには改良さ
れるという意味はない。ところが、ハーバート・スペン
サー（1820-1903）が『種の起原』の出版の 7 年前に社
会学者として、「最適者生存」という標語を創るととも
に 進 化 学 説 を「evolution」 と し て 提 起 し て い た

（425）。ダーウィンは「evolution」という語をあまり好
まなかったが、彼は 1871 年に出版した『人間の由来』
において、スペンサーが広めたその言葉を彼の著作では
初めて使った（452）。しかし、『人間の由来』の原題
は、『The Descent of Man, and Selection in Relation to 

92 ダーウィンの『種の起原』は 1859 年に出版された。テニスンは、『インメモリアム』を出版した時には、ダーウィンの進化
については知らなかった。しかし、彼は、キュヴィエが主張した天変地異に対して激変という言葉を最初に使ったウィリア
ム・ヒューエル（1794 -1866）から、当時の先端思想である生物の前進主義（生物は完璧を目指して連綿と続く個々の系統
内の途切れることのない前進をしており、それを如実に示しているのが化石であるという考え方）や地質学の激変説を学ん
でいた。また彼はラマルクの進化論についても周知していた。更に彼は、1844 年に英国で、匿名で発表された『創造の自
然史の痕跡』も読んでいた｛後にロバート・チェンバース（1802-1871）が著者であることが分かった｝。それは、進化論の
擁護を本格的に述べたもので、すさまじいセンセーションを巻き起こした。つまり、彼はそれらから生物の変遷についても
考えていたとされている。そこで、後世の人は彼の詩から「牙と爪を血に染めた自然」という語を取り、進化の生存闘争を
象徴するものとして使っているのである。
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Sex』で、彼は『Evolution of Man---』とは表現しなか
った。また彼は、ascent（上昇）ではなく descent（下
降）という言葉を選んだのである。
　日本語の進化という訳語も不適切である。その理由
は、「evolution」には退化も含まれ、そこには上昇的な
ものも下降的なものも含まれるからである（3 頁 1.1 参
照 ）。 し か し、 種 が 変 わ る と い う こ と に 対 す る

「evolution」の概念としては、スペンサーの含意した上
昇的な意味を重ねてしまうことが一般に浸透している。
また、日本語の進化という訳語もそのことを助長してい
る。
　そのような誤解を生んでいる一因は、ダーウィンの考
え方に誤解を招くような要素が含まれていたからであ
る。それについてスティーヴン・グールドは、1885 年
にニコライ・ダニレフスキー（1822-1885）が提起した
自然淘汰説の根幹をなすのは「万人の万人に対する闘争
であり、競争である。前者はまさにホッブスの政治理論
で、競争というのはアダム・スミスの経済理論 93 その
ものである。それがいま、生存競争という言葉で表現さ
れている。（中略）マルサスはまったく同じ原理を人口
問題に適用した。（中略）ダーウィンは、マルサスのこ
うした部分的な学説を、そして政治経済学者の一般的理
論を生物界に拡張したのである」という説を紹介した

（441）。
　当時のイギリス社会は例えばフリードリヒ・エンゲル
ス（1820-1895）がスケッチも示しながら描いたよう
に、産業革命の歪みが現れ、スラム街には疲弊した人々
が溢れかえり、多くの人が病気や飢餓に苦しみ、生存闘
争を繰り広げていた（453）。ダーウィンの〈生存闘争〉
はこのような中で、ダーウィンを熱烈に支持するハック
スリーの「剣闘士的な」自然淘汰についての見方などに
より喧伝されながら広まっていった。剣闘士のイメージ
は「道徳家の観点からすれば、動物の世界は剣闘士の水
準にある。生物たちは公平に扱われて、剣闘の舞台に立
たされる。その戦いでは、もっとも強く、もっとも軽快
で、もっとも狡猾なものが生き残るが、生き残ったもの
はまた別の日に戦う運命にある。観客は〈手ぬるいぞ〉
といった不満の声をあげる必要はない。この剣闘には情
け容赦など存在しない」というものであった（441）。
　そこで、自然淘汰が起こる自然の営みは、流血の争い
が支配する非道徳的なものであり、そのことと、人間社
会は礼儀正しくあってほしいとする願いは明らかに食い
ちがってしまう（441）。そのような問題設定がダーウィ
ン以来、倫理と進化をめぐる軋轢を生みだしている。し

かし、それは上述したように、ダーウィンが明確に述べ
た第二の〈生存闘争〉が軽視されたためである。
　たとえば、ロシアの革命家のピョートル・クロポトキ
ン（1842-1921）は、イギリスでの亡命生活中に『相互
扶助論』（1902 年）の中で、自分が育ったロシアの環境
に影響された＜生存闘争＞観を展開し、ハックスリーを
批判した。ロシアは広大な国であり、19 世紀の農業生
産力をどう評価してみても、人口は相対的に少なかっ
た。またロシアの領土のほとんどは過酷な条件のもとに
あって、そこでくり広げられる闘争は、生物同士が直接
たがいに血で血を洗って戦うというよりは、環境に対し
て闘うという形態をとりがちであった。そこで、そのよ
うな経験を踏まえて、彼は、生物同士が限られた資源を
めぐって闘争する戦いと、それとは違って、生物が環境
とのあいだで闘争を繰り広げる場合には、生物は同じ種
の仲間と協力する、すなわち相互扶助が最善となる闘い
があることを強調した。すなわち、相互闘争に劣らず、
相互協調もまた自然の法則であると考えたのであった。

（441）。
　現在でも社会性昆虫（アリ・ハチなど）や人に見られ
る利他的な行動がどのように進化したかは興味のある問
題である（例えば、454）。
　このように、ダーウィンの進化論は賛否両論を巻き起
こした。フッカー、ハックスリー、エルンスト・ヘッケ
ル（1834-1919）らはダーウィンの説を信奉しそれを広
めた。
　一方、彼の採集した化石の分析を手伝ったオーウェン
は、生物は進化したという進化論そのものに反対であっ
た。彼はその根拠として中生代に生きていた巨大な爬虫
類の恐竜が既にみごとなデザインを備えていたことを挙
げた。すなわち彼は、滅びてしまった恐竜がその時代の
環境に最も適した姿をしていたことは、生物が前進的に
進化するものではないことを示していると考えたのであ
る。彼は後にはナチュラルヒストリーの指導原理として
進化を喜んで受け入れるようになったが、それでも進化
のしくみとしての自然淘汰説については、外的環境に依
存しあまりにも生物の構造を司る法則を軽視した極端な
ほど唯物論的な理論であると、最後まで否定していた

（437, 455）。
　また、氷河期の発見者で古生物学の大家の一人であっ
たルイ・アガシ（1807-1873）は、「過去に生息したあら
ゆる生物の系列を通して流れている誘導の思想は、これ
ら異なるタイプの現生種の発生段階に、その組合せを新
たにして今一度表わされている。それは、いつの時代で

93 アダム・スミスの『国富論』が発表された 1776 年は、ジェファーソンらによる独立宣言が発表された年であった。
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も、どこにおいても創造の神の御技を明示し、地球の地
表すべてに現われている」と述べ、あくまでも信心深い
創造論者の立場を固守した（456）。
　9.1.4　ダーウィンの考えた遺伝：どのようにして変
異は伝わるのだろうか？　遺伝に関する重要な発見であ
るメンデルの法則は 1860 年代の半ばに発表された。し
かし、ほとんどの人はそれを知らなかった（72 頁 9.8.2
参照）。ダーウィンもその一人で、彼は変異がどのよう
に伝えられるかについてはパンゲン説を唱え続けた。そ
れは「ジェミュール」という情報を蓄えた微小な粒子が
生殖細胞に集まり、それが獲得した形質を含めた様々な
特徴を次世代に伝えるというものであった。
　ダーウィンの種は変わりうるという進化の概念は、20
世紀に入ると大方の支持を受けるようになった。しかし
その仕組みとして、ダーウィンが提示した自然淘汰説を
認める人は多くはなかった。むしろ進化の原因として
は、①獲得形質の遺伝、すなわち、“ラマルキズム”、②
突然の跳躍という遺伝的変化による種の起源、すなわち

“突然変異説”、③生物がそなえている遺伝と発生のプロ
グラムによって設定されている限られた経路に沿った進
化の展開、すなわち、“定向進化説”が取り上げられて
いた。自然淘汰説が一般的な合意を得た説として浮上す
るのは 1930 年代のことであったと言われている

（273）。それは、後述するようなメンデルの法則の再発
見・染色体の挙動の研究・突然変異の発生と遺伝との関
係の解明（73 頁 9.8.5 参照）などに負っている。
　9.1.5　ダーウィン・フィンチ：ダーウィン・フィン
チは主にガラパゴス諸島に生息するスズメの仲間の鳥
で、ダーウィンの進化を示すシンボルとなっている。
　ガラパゴス諸島は南米大陸のエクアドルから西方およ
そ 1,000km 離れた太平洋に浮かぶ島々である。その
島々は火山島で数百万年前にできたと考えられている。
次第に火山島は風化され、そこに風や水によって運ばれ
てきたタネから植物が生育し始め、徐々に動物の住める
環境もでき上がっていったのであろう。そのような時に
南米大陸から強い風に流されてきた一種の鳥がガラパゴ
スにたどり着き、その後その一つの種から現在のオオガ
ラパゴスフィンチ・ガラパゴスフィンチ・コガラパゴス
フィンチなどガラパゴス諸島に生息する 15 種ほどのフ
ィンチが生まれたと考えられている。
　現在ではそれら 15 種の系統関係が形態や遺伝子など
を比較することで明らかにされている（例えば、457）。
　それらの進化については、例えば、キツツキフィンチ
は木の枝を利用し木の穴の中に棲む虫をついばむ、サボ
テンフィンチはサボテンの花や葉を食べる、吸血フィン
チはカツオドリにとまりその血を吸うなど、それぞれが

違う食べ物に依存するような形で多様化し多くの種が誕
生したと考えられている。それは、それぞれの島々が数
十 km 離れて点在しており、別々の島に生息する鳥が日
常的に行き来しながら交配することができる均一の生殖
系を形成しえなかったためである。このような生殖的な
隔離は新たな種の誕生を促す要因の一つである。
　ガラパゴス諸島のガラパゴスフィンチの中には、くち
ばしの大きさが大きく違う 3 種が存在する。大型、中
型、小型のくちばしをもつものが、それぞれオオガラパ
ゴスフィンチ、ガラパゴスフィンチ、コガラパゴスフィ
ンチである。それぞれは食べる実などが違うので同じ島
で共存できる。ある島にはくちばしの大きさが画然と分
かれているこれら 3 種が共存している。一方、例えばガ
ラパゴスフィンチしかいない島のその種のくちばしの大
きさは、その種とコガラパゴスフィンチの 2 種が共存す
る島のそれぞれの種のくちばしの大きさの中間的なもの
になっていた（12 参照）。このことは、別の種が共存し
ない場合には、くちばしの大きさに対して選択圧が強く
働かないことを示している。
　このように、主に食べ物を巡る棲み分けが大きな要因
となり長い時間をかけて多くの種が誕生していったと考
えられる。そのように長い時間がかかる変化の過程をつ
ぶさに観察することは難しい。
　しかしピーター・グラント（1936-）は、1973 年以来
ガラパゴス諸島の一つのダフネ島（0.34km2）でそれぞ
れの鳥にタグをつけ、くちばしの大きさを測定する、あ
るいは家族関係を調べるなど精力的な研究を行い興味深
い結果を得ている（458）。
　その成果の一つは 1973 年から 2005 年までガラパゴス
フィンチのくちばしの大きさを測定したものであった

（459）。1977 年に干ばつが島を襲うと小さくて柔らかい
実をつける植物が少なくなり、比較的大きな実をつける
ハマビシやサボテンが残った。ガラパゴスフィンチの中
で大きなくちばしをもつものはハマビシの実を食べるこ
とができるが、小さなものはそれを食べることができな
い。その年の平均のくちばしの大きさはそれ以前のもの
に比べて有意に大きくなり、その傾向は 1986 年頃まで
続いた。
　その島にはガラパゴスフィンチだけが生息していた。
しかし、1973 ～ 1982 年ごろからオオガラパゴスフィン
チが島を訪れるようになり、1982 年に 2 羽の雌と 3 羽
の雄からヒナが生まれ繁殖を始めた。オオガラパゴスフ
ィンチが住むようになった結果、2004 年にはガラパゴ
スフィンチの平均のくちばしはかつての平均より有意に
小さくなった。
　このようにくちばしの大きさが変わった仕組みは以下
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のようなものと考えられている。①ガラパゴスフィンチ
しかいない場合には干ばつにより食料が制限されると、
小さなくちばしの個体はハマビシなどの実を食べること
ができず、食糧難に陥り、子孫を残すことが困難となっ
た。一方、大きなくちばしをもつ個体は食糧を確保し、
子孫を残した。その結果、ガラパゴスフィンチのくちば
しの平均の大きさは大きくなった。②オオガラパゴスフ
ィンチが住み始めると、大きなくちばしのガラパゴスフ
ィンチは同じ食料源にたよるオオガラパゴスフィンチと
競争しなければならず苦境に立ち、その子孫は減った。
一方、小さなくちばしのガラパゴスフィンチは競争なし
に小さな実を食べることで十分な食糧を得、多くの子孫
を残した。その結果、くちばしの大きさは小さくなっ
た。
　このようにフィンチのくちばしの大きさは、気候や競
争相手の影響を受け、大きなくちばしと小さなくちばし
をもつ個体の適応度が変わり、くちばしの大きさが特定
の方向に変化しうることが示された。
　現在ではくちばしの大きさの違いは、遺伝子の発現調
節が起こり、その遺伝子の産物であるタンパク質の量に
大きな違いが生まれることによりもたらされることが明
らかにされている（460）。
　一般に進化の現場を見ることは難しいが、フィンチ以
外の目撃例などの幾つかを紹介しておこう。①人間の腸
内細菌である大腸菌が 1 万世代で変化を起こした

（461）。②トリニダード島のグッピーは捕食者のいない
場合に進化の飛躍を遂げた（462）。③バハマ諸島エクス
マス群島のトカゲの脚の長さが柔軟に変化する可能性が
指摘された（463）。④バハマ諸島グレートイグアナ島の
陸貝の年代が特定され、1 ～ 2 万年の間に起こった形態
変化が明らかにされた（464）。⑤アフリカのヴィクトリ
ア湖はおよそ 1.2 万年前には干上がり多くの魚類は死滅
した。一部の魚はそこから流れ出す白ナイル川の源流な
どに避難し生きながらえたであろう。それらのごく少数
の種が再び豊富な水を湛えた湖ができ上がった時に戻っ
たと考えらえている。シクリッドはそのような魚の一つ
であり、現在ヴィクトリア湖などで見られる多様なシク
リッドは 1 万年ほどの間に進化したことが遺伝情報の比
較などから明らかにされている（465-469）。
　このような漸進的な変化と絶滅の後に起こるような跳
躍的な進化がどのような関係にあるのかはまだよく分か
っていない。つまり、40 億年の生物の進化は絶え間な
く徐々に起こったのか、あるいはほとんど変化が見られ
ないような進化の停滞の後に、突発的に大規模な変化

（『断続平衡説』）が起こったのか（470）、それともそれ
らの両方が状況に応じて大きな役割を担ったのかを明ら

かにすることが残された課題である。
　ライエルの斉一説とキュヴィエの激変説はダーウィン
の進化論よりも前に地球の形成の過程についてあるいは
生物の多様性の原理として論じられたものである。しか
し、そのような斉一的・激変的な考え方は進化における
漸進的な変異と時々起きる激変的な変異の進化に果たす
役割としても論議が続いているのである。
　進化についてはまだ不明な点は残されているが、それ
は主に遺伝情報に変異が生じ、その変異をもった個体が
生存競争に打ち勝ち、適者が生存するような自然選択が
働くことによって起こると考えられる（10 頁 1.5.1 参
照）。その自然選択の一つの重要な要素は性淘汰である。
　9.1.6　性淘汰：性淘汰とは主に雌がどのような雄を
選び自分の子孫を残そうとするかというもので、ダーウ
ィンも『人間の進化と性淘汰』（1871 年）を著した時
に、そのことを強調した（471）。
　性淘汰は、一般的に雌は数少ない卵を生むために、受
精相手の雄を慎重に選ぶことで起こると考えられてい
る。例えば、尾羽の長い雄を選ぶという好みをもってい
るコクホウジャクの雌は、長い尾羽という外見を選んだ
だけではなく、付随的に長い尾羽をつくるほど栄養状態
がよく、活力に溢れているという形質を備えた雄を選ん
だことになり、結果的に多くの子孫を残すことになる場
合が存在しうる。そのような場合には長い尾羽を好むと
いう雌と長い尾羽をもつ雄の子孫が集団の中で増えてい
くことになる。
　マルテ・アンダーソンは既に雄の尾羽が長くなってい
るコクホウジャクで実験を行った。雄の尾羽の長さを人
為的に変え、雌の好みを調べた。一つのグループは、尾
羽を切って短くした。二つ目は、一つ目のグループで切
った尾羽を接着剤でつけて尾羽を長くした。三つ目は、
尾羽を切ってそれを再び同じ鳥に接着剤でつけた。それ
は接着剤の影響を検討するためであった。人為的操作の
前後で、雄がつくった巣のうち雌を迎えることができた
巣の数の変化を調べた。その結果、尾羽を長くされた二
つ目のグループの雄が多くの雌を引き付けていること、
すなわち性淘汰が起こっていることが示された（472）。
　アリグサンドラ・バソロ（1954-）は、雌の好みに関
する興味深い実験を熱帯魚のプラティを用いて行なっ
た。現在のプラティの雄の尾は特に長くなっているわけ
ではなかったが、彼女は一方の雄の尾を黄色いプラスチ
ックで長くし、他方は透明のプラスチックで長くした。
すると、雌は見ることができる黄色のプラスチックで長
くされた尾をもつ雄を好んだことが明らかにされた。彼
女がこの実験を思いついたのは、プラティの近縁種には
剣尾と呼ばれる長い尾をもった種が存在することを知っ
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ていたからであった。この結果は、プラティの雄は剣尾
をもっていないにもかかわらず、雌が剣尾を好んだこと
を示していた。すなわち、雌の好みが雄の剣尾の出現に
先行していたのであった（473）。
　この他、魚ではより目立つ体色をもった雄が好まれる
ことも知られている。それは目立つ体色をしていること
は、敵に見つかりやすく危険であるが、そのような雄は
多くの色素をつくれるほど活発な代謝機能を備えてお
り、生命力が強くより多くの子孫を残せたからであろう
と考えられている。このように、多くの場合雌による雄
の選択という性淘汰は進化の方向を決める一つの大きな
要素となっている。

9.2　紀元 19 世紀、パスツールの生物自然発生説の否定
　アリストテレス以来、生物は条件次第で自然に発生し
うると考えられていた。生物はどのように生まれるのか
は誰もが知りたいことであった。ハーヴェイ（49 頁、
脚注 84 参照）は「すべての生物は卵から」と『動物の
発生』（1651 年）の中で述べている。彼は顕微鏡で小さ
な卵を見ていたわけではなくその考えは思弁的なもので
あった（425）。
　フランチェスコ・レディ（1626-1697）は肉が腐った
所にウジがわくかどうかの実験を行い、生物の自然発生
について調べた。肉をビンに入れ、一つはカーゼでふた
をし、他は口をあけたままにして放置した。すると、ハ
エが自由に出入りできたガーゼのない瓶の肉にはウジが
わいた。しかし、ガーゼで覆われていたものにはウジが
わかなかった。そこで彼はハエが卵を生まなければウジ
は生まれないと考えた（1668 年『昆虫発生についての
観察』）（425）。
　しかし、ジョン・ニーダム（1713-1781）は 1748 年に
肉のスープをガラス瓶に入れ、コルク栓をした後に加熱
し、冷却したのち数日放置したスープを顕微鏡で調べた
ところ、そこに多くの微生物を見つけた。そこで彼は従
来の自然発生説を強調した（425）。
　その結果に疑問をもったラザロ・スパランツァーニ

（1729-1799）は、ニーダムと同様の実験を、煮沸時間を
変えて詳細に行った。煮沸時間を 0.5 分・1 分・1.5 分・
2 分としたものと、蓋をあけたままにしておいたもので
微生物の発生を比較した。顕微鏡で見たところ、ふたを
開けたままのものには多数の微生物が、0.5 分煮沸した
ものには少数の微生物が存在していた。一方、煮沸時間

が長い他のビンにはごくわずかの生物しか認められなか
った。その後密閉したビンを 30 ～ 45 分沸騰させれば、
その後ふたを開けない限り生物は発生しないことが明ら
かにされた。しかし、生物の自然発生を強固に支持する
人々は加熱することにより空気が損なわれ、その為に生
物が発生できなくなったと考えた。全ての人が、生物が
自然には発生しないということを受け入れることはなく
問題はもち越されていた（425）。
　ルイ・パスツール（1822-1895）は光学異性体 94 を発
見するなど多くの分野で成果を残した 19 世紀の偉大な
科学者の一人である。彼は 1861 年に『大気中に存在す
る微生物について』を著し、従来の「生物の自然発生
説」を否定した。彼が実験に用いたフラスコは「白鳥の
首フラスコ」と呼ばれる単純だがエレガントに工夫され
た形のものだった。それは、肉汁をフラスコの中に入れ
たあとで、フラスコの上部をガラス細工により細い S
字のような管に加工したものであった。肉汁を煮沸する
と、肉汁が加熱殺菌されるばかりでなく、その蒸気によ
り管全体も殺菌された。その後冷やして様子を見たが、
微生物は発生しなかった。管の先は開いており、空気は
外部と自由に行き来できるので、損なわれた空気だけが
残っているという可能性は排除された。一方、空気中か
ら落下してくる微細な成分は S 字管を通って肉汁に到
達することはできなかった。次にフラスコの一つについ
て、管を途中で壊した。するとそのフラスコの肉汁には
微生物が発生した（425, 474 参照）。これは、空気中に
微生物を生みだすタネがあり、それが管の壊れたフラス
コに入り、肉汁を栄養源に増殖したためだと考えられ
た。お餅を置いておくとカビが生えるのは、目に見えな
いカビが餅に落下してそこで増殖するのであって、餅か
ら自然にカビが生えるわけではない。
　この結果を受けて、パスツールの主張した「すべての
生物は生物から」という原理が広く受け入れられるよう
になった。
　しかし、①地球の最初の生物は生物から生まれたので
はなく非生物から化学進化により生まれたこと、②その
ように誕生した原始生命体から、多様な生物種が「生物
は生物から発生する」生物進化により誕生してきたこ
と、③生物の誕生とその後の生物の進化は全く異なる二
つの仕組みによっていることを繰り返し強調しておきた
い（3 頁 1.2 参照）。

94 光の偏光面を回転させることを旋光という。分子式が同じで、立体配置だけが異なる異性体のなかには偏光面を旋光する方
向が異なる光学異性体がある。パスツールは 1840 年代の後半に酒石酸から得られる結晶に非対称な形を持った 2 種類が存
在することを見出した。これは光学異性体で、D/L 型に相当する（5 頁、図 3 参照）。
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9.3　紀元 19 世紀の生物学
　パスツールは発酵についても新たな研究分野を切り開
いた。彼は、アルコール発酵は酵母の働きによりもたら
されることを明らかにした。本論では主に生物の誕生・
進化・多様性について考察しているが、20 世紀にはそ
れ以外の様々な分野の生物学も大きく展開した。その萌
芽は 19 世紀に見られるが、ここでは紙幅の関係でそれ
らについては簡単な紹介に留めておく。
　生体物質に関する研究としては、1838 年のジェラル
ド・ムルダー（1802-1880）によるタンパク質、1862 年
のエルンスト・ヴァーグナー（1829-1889）による糖・
脂質に関する記載があげられる（425）。また、アンセル
ム・パイネ（1795-1878）は 1833 年にジアスターゼとい
う酵素を見つけ、ハンス・ブフナー（1850-1902）とエ
ドゥアルト・ブフナー（1860-1917）兄弟は 1897 年に酵
母の細胞を摩砕した抽出液でもアルコール発酵が起こる
ことを見出した。それは発酵には生きた酵母細胞が必須
であるとしたパスツールの考えを打ち破るものであり、
酵素学の発展をもたらすことになった。
　細胞学としては、アルブレヒト・ケリカー（1817-
1905）が 1844 年に卵を一個の細胞として、卵からの胚
発生の過程を細胞の分裂の結果として扱ったことが注目
に値する。彼は更に、核を遺伝的性質の伝達者と重視
し、細胞分裂の間に核が消失し、娘細胞で再び出現する
ことを最初に唱えた。70 年代には、染色法が導入さ
れ、核が消失するように見えたのは、形を変えたためで
あることが明らかにされていった（425）（73 頁 9.8.5 参
照）。
　ルドルフ・フィルヒョウ（1821-1902）は、1858 年に

『細胞病理学』を表し「すべての細胞は細胞から」と組
織学とは別に細胞学を独立させた（425）。
　発生学では、ダーウィンの進化論を支持したヘッケル

（62 頁 9.1.3 参照）が、「個体発生は系統発生を反復す
る」という「反復説」（Recapitulation theory）という
独自の発生理論を 1860 年代から唱えたことが注目され
る。彼は 1874 年には魚類から人類にわたる 8 種の脊椎
動物の胚発生の段階を示した図を『Anthropogenie 
oder Entwickelungsgeschichte des Menschen』 に 載
せ、例えば、ヒトの初期胚は魚の時代を経ながら発生段
階を進んでいくとした。ヒトの発生を見ると、ヒトの胚
の段階にヒトの祖先にあたる成魚の特徴である鰓裂が見
られる。すなわち彼は、それはヒトの祖先（魚）の成体
の特徴がヒトの個体発生の初期段階に押し込められたも
ので、進化段階の進んだヒトでは魚よりも発育速度が促
進したためであると考えた。彼はそれらのことを個体発
生は系統発生を繰り返すと説明した。

　一方、フォン・ベーアは、それに反対し、ヒトの鰓裂
は発生上のタイミングが変化したものではないと主張し
た。すなわち、それらは、子孫の胚に押し込められた祖
先の成体段階ではなく、単にあらゆる脊椎動物の個体発
生初期に共通する段階を体現しているにすぎないと強調
したのであった（456）。
　現在では、ヘッケルが根拠として示した図は、彼の主
張に沿うように意図的に描かれており、実際の姿を必ず
しも反映していないことが明らかにされている（475, 
476）。また、ヒトの初期胚に見られる鰓裂は羊水の中で
生きることができるように進化したものであって、それ
は相似の器官であると考えられている。しかし、最近の
高校の生物学の教科書にもヘッケルの図が掲載されてい
るものもあり（例えば、477）、個体発生は系統発生を繰
り返すという説は広く一般に浸透している。このような
誤解を正そうとしないのは看過できない問題である。

9.4　紀元 18 ～ 19 世紀における地質年代の確立
　前章ではダーウィンの進化論が生まれる頃までの生物
学の流れを概観した。
　2 ～ 6 章では地質年代に沿って地球と生物の歴史を紹
介したが、ここではそのような地質年代が如何に確立し
たのかについてまとめる。18 世紀になると地質学も地
層とそこに含まれる化石を調べることで新たな段階に入
っていた。
　9.4.1　地層への注目：地層に本格的に目を向け始め
たのは 17 世紀のステノらであった。彼らは地層がどの
ような経過をたどって積み重なっていったのかについて
考え始めていた（50 頁 8.19 参照）。18 世紀になるとジ
ョヴァンニ・アルドゥイノ（1714-1795）は、イタリア
アルプスの地層を調べ、化石の出ない時代の層を第一
紀、現生の生物とは大いに異なる形をもつ化石が出る層
を第二紀、そして現生生物に似ている生物の化石が出る
層を第三紀と分類した。
　地層の研究は実社会からの要請とも大きく関わってい
た。石炭はヨーロッパでは鍛冶屋たちが 9 世紀から使用
していたと思われるが、12 世紀には、開発されすぎた
森林を救うためにも石炭の使用量が増えていった

（424）。1273 年にはイングランドでは石炭が大量に使わ
れ煙害が広がったために、エドワード 1 世が黒煙を多く
出す石炭の利用禁止令を出したほどであった（2 参
照）。更に 18 世紀になると、産業革命による需要の増大
により、石炭をはじめとする鉱山の開発が飛躍的に発展
し始めた。このように地下資源の開発が重要になるに従
い、地層の調査・研究に拍車がかかっていった。
　ヨハン・レーマン（1719-1767）は鉱夫たちの地層に
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関する経験的知識に助けられながら、岩層の中にある
「赤色土」（粗砂と中礫からなる）・「石炭」（炭層は主に
三億年前の石炭紀に堆積したものであることが現在では
明らかである）・「粘板岩」・「石灰岩」・「塩泉」（蒸発
岩、つまり岩塩や石膏）（岩塩は古生代の最後に位置す
るペルム紀のものである）などを区別した。同時代のゲ
オルク・フュクゼル（1722-1773）はそのような地層が
ただ一回の洪水によってではなく、連続的に形成された
ということをはっきり理解していた。そのことは上述し
たように聖書の記述が地球の歴史に関しても事実である
と信じられているような時代背景を考えると注目すべき
ことである（426）。
　更にアブラハム・ヴェルナー（1749-1817）は、岩層
を重なりの順序にしたがって分類・命名するばかりでな
く、その順序によって地層の相対年代を明らかにしよう
とした。このことは、地層の形成の実態に迫ろうという
試みとして特筆すべきことである（426）。しかし、彼は
一方で、玄武岩は火成岩ではないと考えていたという面
も併せもっていた（440）。
　地層の相対年代を明らかにする試みはジロー・スラヴ
ィ（1752-1813）によりなされた。彼は「石灰岩帯」の
さまざまな層準を区分するために化石を利用した。それ
は岩層を、①アンモナイトやベレムナイトのような現在
では類似のものが存在しない形態の化石（消滅した種）
しか含んでいない岩層、②消滅した種と現存する種（ウ
ニ・カキ・バイなど今日でも存在する生物種）の化石が
混合している岩層と、③現存する種の化石しか含んでい
ない岩層の三つに分類するものであった。一方、ボワシ
エ・ソヴァージュ（1710-1795）は 1749 年に縦横 20km
ほどの山地を 10 の「山脈」に分け、それを岩石の種類
と化石動物相によって分類しようとした（426）。
　スラヴィはこのような観察から、自然は単純なものか
ら複雑なものへ移行する、すなわち生物の出現の順序を
主張するようになったのである。スラヴィとアルドゥイ
ノらは、生物の遺骸の観察のみによって岩層の年代を決
定する規則を示し、年代学における化石利用の新たな段
階を切り開いたということができる（426）。
　9.4.2　岩相層序と生層序：岩層ができた時代を特定
する指標として、岩石の種類を標識とする岩相層序を用
いるのか、あるいは含まれている化石・古生物を標識と
する生層序に拠るのかは意見が分かれていた。それは、
われわれの周囲を見渡しても、場所によっては砂あるい
は粘土が堆積しており、一つの時期の岩層が同一である
とは限らない場合もあること、また生物相を見ても、全
地球で同時期の生物相は同一ではないためであった。す
なわち、どちらの説にも弱点があるのであった（426）。

　このような論争とは別に、地層についての多くの観察
が確実に積み重なっていった。
　ジャン・ドリュック（1727-1817）とギョーム・ドリ
ュック（1729-1812）の兄弟は、イングランド南部など
で「白亜層の下を石灰岩層が通り、その石灰岩層の下に
粘土層がある」ことを見つけた。更に、それらの地層は
岩石の性質だけでなくそこに含まれている動物相も異な
ることを 1790 年代に示した。粘土層には「平たいカ
キ」と、ときには「アメンの角」（アンモナイト）（50
頁 8.19 参照）が含まれていた。アメンの角は石灰岩層
の中でも見つかるが、白亜層の中では発見されなかっ
た。そこで白亜層は「アメンの角や他の貝類を滅ぼした
革命よりのちに」形成されたと考えられた（現在ではア
ンモナイトは白亜紀末に絶滅したことが分っている）。
一方、白亜の層には太い棘のあるウニ（キダリス類）
や、「現在のいかなる海でも見ることのできない」種々
の化石が含まれていた。しかし、その層には現在英仏海
峡に大量に生息している「一枚貝」（腹足綱、つまり巻
貝）の化石は見当たらなかった。このような発見からド
リュックらは化石が時代を反映しているという生層序の
立場をとった（426）。ところが、フランコス・ルエル

（1703-1770）達は、化石の違いは気候の違いなどによる
のであり、時代の違いを反映しているのではないと主張
し、両者は対立していた（426）。
　更に時代が下ると、キュヴィエ（57 頁 8.31 参照）と
アレキサンダー・ブロンニャール（1770-1847）は、白
亜層（中生代の最後の地層）とそれを覆うパリ周辺の第
三紀の地層を調べ、そこに含まれる化石が異なることを
見出した。またブロンニャールは白亜層に含まれる動物
相がフランスでもポーランドでも同様であることを示し
た。このことは、白亜層では岩相層序と生層序が一致し
ていることを意味していた（426）。しかし、岩相層序と
生層序が一致しない場合は、どちらがより信頼できるの
かという疑問はあくまで残っていた。このように岩層を
特定する指標については意見が割れていたが、岩層の観
察例が増し、多くの特徴的な岩層に固有の名前がつけら
れるようになっていった。
　9.4.3　石炭層・白亜層などの命名：ウィリアム・コ
ニビア（1787-1857）は、1822 年にイギリスの炭層をは
さんでいる一連の地層である夾炭層を石炭系と名づけ
た。同年オマリウス・ダロワ（1783-1875）は白亜の岩
層を白亜系と命名した。1829 年にはブロンニャールは
ジュラ山脈の石灰岩層を一つにまとめジュラ系とした。
　一方、ジェラルド・デエ（1795-1875）は白亜系の上
に存在するより新しい地層である第三紀を 1829 年に三
つに区別した。その頃ライエルはアルドゥイノが命名し
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た第一紀を古生代、第二紀を中生代、第三紀を新生代と
命名した（67 頁 9.4.1 参照）。更にライエルは 1830 年代
にデエの統計的研究にもとづいて第三紀を四つの時期

（始新世・中新世・古鮮新世・新鮮新世）に分けた。そ
の際にライエルは 、化石の生物相の違いを基準として
採用した（426）。また、ジュール・デスノイヤー（1800-
1887）は、フランスのセーヌ盆地の地層が第三紀よりも
新しいことから、その地層を 1829 年に第四紀とした。
　現在では新生代は古第三紀（暁新世・始新世・漸新
世）・新第三紀（中新世・鮮新世）・第四紀（更新世・完
新世）に区分されている。また 1834 年にはジュラ系の
下にある岩層は三畳系と呼ばれるようになった。
　9.4.4　古生代前半の地層：1830 ～ 40 年代には、石炭
紀以前の岩層（古生代前半の岩層にあたる）についても
多くの観察がなされた。その岩層の研究は先ずイギリス
で始まった。それはブリテン島の大部分の地塊は、古生
代前半のカレドニア造山運動に起因しているからであっ
た。一方フランスの古い地塊は、古生代後半のヘルシニ
ア造山運動に由来していた（426）。
　イギリスでは石炭層の下に旧赤色砂岩によって代表さ
れる時には数千 m にもなる非常に厚い層があった。旧
赤色砂岩より下の岩層についてロドリック・マーチソン

（1792-1871）は動物相によって特徴づけられる四つの連
続的累層を見出した。彼は、その地層をローマ人に対し
て勇敢に戦いを挑んだウェールズのケルトの古民族の一
部族を称えてシルル系と 1835 年に命名した。同じ頃、
ダーウィンに地層について教授したセジウィックは、マ
ーチソンの地層より古いと思われるほとんど化石を含ま
ない地層をカンブリア系と呼んだ。
　ところで、そのセジウィックは、1825 年に聖書と科
学的観察はともに大洪水の存在を証明しているとし、

「独立した根拠に由来するこの二つの結論の間には、全
体的な一致が存在するので、その重要性を否定するのは
非常識であろう」と述べていた。またマーチンソンやラ
イエルの師であったバックランド（57 頁 8.32 参照）
も、「地質学と宗教の関係を説明する」という演題の地
質学講師就任講義を 1819 年に行っていた。この二人は
キュヴィエとライエルのちょうど中間の世代で、地質学
に大きな貢献をした。彼らは従来の科学と宗教について
の通念に従って地質学の研究を行なっていたといえる

（426）。
　1832 年にキュヴィエが死んだとき、生層序学は、岩
層の性質に依拠した古い年代学である岩相層序学に取っ
て代わろうとしていた。この分野においてはブロンニャ

ールの貢献が大きかったことを繰り返しておきたい
（426）。
　1834 年から石炭紀とシルル紀の間の時代についてマ
ーチソンとヘンリー・ベッシュ（1796-1855）の間で論
争が起こった。ベッシュはデボン州の石炭紀の地層の下
のいかにも古そうな砂岩で構成されているグレイワッケ
と呼ばれる岩層の中に化石植物を見つけたと主張した。
しかし、シルル系を発見していたマーチソンは、グレイ
ワッケはシルル系に属するが、そこには植物は含まれる
はずはなく、ベッシュの見つけた化石植物は石炭紀に属
するものであると主張した。その後、エリ・ド・ボーモ
ン（1798-1874）はデボン州の岩層に含まれる動物相は
固有であり、シルル系と石炭系の間の系を 1839 年にデ
ボン系と呼ぶことを提案した（それは上述した二つの造
山運動の間の時期に当たる）。その後ボーモンが見つけ
た独特の動物相をもっているデボン系の地層が世界各地
から見つかった。デボン系は後に「魚の時代」と呼ばれ
るものだが、その名称は 1840 年代に定着していった

（426, 448）。
　1841 年、古生代の最後の時期（新赤色砂岩が堆積し
た時期）がマーチソンによってペルム紀と命名された。
　岩層は次第に細分化されていった。アルシッド・ドル
ビニー（1802-1857）は、岩層を古生系・三畳系・ジュ
ラ系・白亜系・第三系（第三紀にあたる）・現生系（第
四紀にあたる）に分けた。後に、それらを更に 28 の階
に分けた 95（426）。その 28 の階には特徴的な化石が含
まれていた。
　そこで、それらの 28 の動物相が、それぞれが発見さ
れる地層よりも古い地層には存在しないとすると、それ
らの生物が、順々に海を占拠するまでそれらはどこにひ
そんでいたのかという疑問が生じた。その疑問に対して
ドルビニーは「それぞれの地質時代に種の連続的創造が
行われた」と 1849 ～ 1852 年の著作の中で述べた。この
ことは、神によるたった一度の創造という当時の通念と
は相容れないものであり、彼は慎重に「連続的創造に関
連する神秘は何ものによっても明らかにされない」と付
け加えざるを得なかった（426）。
　かつてキュヴィエはこのような変遷を動物が移住する
ことで新たな化石となったことによるものだと考えるこ
とによって、新たな創造は必要ないとしていた。新たな
創造が起こるのであれば、例えばマルセル・セール

（1780-1862）が指摘するように、創造は次第に完全なも
のへ向かいながら続いていくことになり、人間は神の創
造の「最後にして最高の作品」ではなくなってしまうと

95 1874 年ウージェーヌ・ルヌヴィエ（1831-1906）は岩層の区分の総合を図り、今日では 80 の階が認められている。（426）。
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考えられた。そのような考えは当時の多くの人にとって
容認することのできないものであった。このような社会
通念が存在する中でダーウィンの進化論はドルビニーの
死後 2 年目に発表されたのであった（426）。
　シルル系とカンブリア系の間の層についても、それは
カンブリア系に属すると主張するセジウイックとシルル
系に属すると主張するマーチソンの間で論争が長い間続
いた。チャールズ・ラプワース（1842-1920）はその層
が独特の系であることを示し、それをウェールズ地方に
住んでいた古代ケルト系部族の名にちなんでオルドビス
系と 1879 年に名づけた。このようにカンブリア系以降
の顕生代の時代区分が確立していった。
　一方、カンブリア系より古い地層は先カンブリア系と
1840 年頃に命名されたが、それは生物化石を含んでい
ない無生岩層で注目されなかった。
　9.4.5　先カンブリア時代の地層：原初の動物相はい
つ頃まで遡ることができるのだろうか？　ジョアシャ
ン・バランド（1799-1883）は、1852 年から『ボヘミア
中央部のシルル系』という膨大な著作を発表し始めた。
その中で彼は「原初の動物相の層準より古い層準で発見
されるわずかな数の化石は、原初の動物相の先触れをな
す散在的な動物のものである。動物相の名に値するほど
数多くの一連の化石が、われわれが無生岩層と命名する
岩層の中で明らかになる可能性はほとんどない」「原初
の動物相の層準にたどりつけば、散在的な先触れである
いくつかの孤立種しか発見できないであろう」と述べた

（426）。
　しかし、最も古い岩層の中に有機体の痕跡が見られな
くても、必ずしもそれによって生命の不在が証明された
わけではないとも考えられていた。それは、そこに含ま
れていた生物の痕跡が変成作用によって判読不可能なも
のに変化してしまった可能性があるからである。「原初
の動物相」に目を向け生命の起源に注目したバランドの
議論に刺激され、ほとんど変成作用を受けていない先カ
ンブリア時代の岩層を調査する研究者が現れた。ところ
が、彼らは、再びその層がまさしく無生岩層であること
を確かめたのであった。その結果、先カンブリア系は無
生物の時代と見なされることになった（426）。
　しかし 1858 年に、カナダのオタワ河のほとりの先カ
ンブリア時代の岩石の中から、生物の遺骸と思われるも
のが発見された。それを注意深く調査したウィリアム・
ドーソン（1820-1899）はそれを有孔虫の仲間に分類
し、1865 年にそれをエオゾオン・カナデンセと命名し
た。更に彼は先カンブリア時代をアゾイック（無生代）
ではなくエオゾイック（暁生代）と呼ぶように提案し
た。のちにドーソンの見つけたものと同じものがヴェズ

ヴィオ火山の溶岩の中でも発見されたために、エオゾオ
ン・カナデンセは生物起源とは認められなくなった。と
ころが、1894 年にはチャールズ・バロワ（1851-1939）
が、古い岩石のなかから微生物の化石採取した。またフ
ィンランドの黒鉛層の中でも同様のものが発見され、再
び先カンブリア時代にも生物が生息していたことが明ら
かにされた。そこで人々は先カンブリア時代にも多くの
注意を払うようになっていった（426）。
　9.4.6　ライエルの斉一説・キュヴィエの激変説と地
層の関係：ライエルの斉一説は、地球がどのように形成
されたかについて当時の人々のみならず現代の人々にも
大きな影響を与えている。一方、キュヴィエらは時々起
こる天変地異が地球の歴史に大きな作用をもたらしたと
する激変説を採っていた。
　キュヴィエ以来、魚類が爬虫類より前に現れ、爬虫類
が哺乳類に先行していたことが知られるようになった。
また、ウィリアム・スミス（1769-1839）は、1816 年に

『生物化石によって同定された地層』でジュラ紀から第
三紀までの岩層について、17 の層準とそれに固有の動
物相のリストを明らかにした。翌年にはそれより古い
10 の層準を追加し、原初の花崗岩や片麻岩までさかの
ぼることができると主張した。このような中で、最初の
哺乳類はいつ出現したかが斉一説にとって大きな問題と
なった。キュヴィエは 1818 年にイギリスのストーンズ
フィールドの石灰質岩の中で見つかっていた化石を二子
宮類（有袋類）の顎と考えた。その地層はジュラ紀のも
ので、哺乳類は第三紀の始めにならないと出現しないと
いう当時の定説と相容れなかった。しかし、その発見
は、哺乳類が古い動物であることを要求する自然の斉一
説の主張に有利に働いた（現在ではその顎は古い哺乳類
の汎獣類のものであることが分かっている）。一方、ジ
ュラ紀の地層から哺乳類の化石が発見されたと考えたキ
ュヴィエ学派は激変説を唱えるとともに、哺乳類は複数
回あった激変のうちでは比較的新しい激変の後に誕生し
たものであるとしていたので、ジュラ紀の哺乳類は例外
と論じた（57 頁 8.31 参照）。しかし、1831 年にはキュ
ヴィエを含めその化石は、爬虫類か魚類のものであると
いうのが定説となり、哺乳類が誕生したのは比較的新し
いことに当時は落ち着いた（426）（37 頁 5.1 参照））。
　また、キュヴィエとブロンニャールは海成層と淡水成
層が互層を形成することから、海の「反復的」侵入が起
こったことを主張していた。
　一方、コンスタン・プレヴォー（1787-1856）は、ラ
イエルと同様キュヴィエ学派の考えに反対した。彼はパ
リ盆地の丘陵に「同じ地層の中に海の貝殻と河川の貝殻
が同居している」ことを見出し、キュヴィエらの理論を
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疑い始めた。彼は粗粒石灰岩の上の岩層の中で採集され
る海の貝殻は、「再編された」化石にすぎないと考えた
のである。すなわち、それは本来石灰岩層に属していた
のだが、河川によって掘り出され、のちに形成された岩
層の中に封入されたのかもしれないと推測したのであっ
た。
　このように、地層の年代を見誤らせかねない再編は起
こりうる。そこで、現在では、化石に長距離を運搬され
たために生じた摩耗の痕跡がないかどうか、あるいは、
地層のなかに最初の堆積に由来する古い脈石が存在しな
いかどうかなどの検討が行われている。それは、見つか
った化石がその地層の中で化石化したのか、あるいは他
の地層からもち込まれたのかを明らかにするために必要
不可欠な調査である。更にプレヴォーは、河口でも海の
動物相と淡水の動物相の混合が見られることからも、キ
ュヴィエ学派の現在の陸地が「何度も海に覆われた」と
主張する理論に疑いをもち、原初の大洋が全世界的に後
退したという古いアイデアを好んだ（426）。
　現在では、地球は斉一的な仕組みと激変的なでき事の
両方の作用を受け続けていると考えられている。比較的
穏やかな浸食・隆起などの斉一的な連続的作用と、隕石
の落下あるいは大陸の分裂・融合などの激変的な作用が
共に働いていることが明らかにされたからである。

9.5　地球の年齢
　上述したように地球は様々な生物種により特徴付けら
れる多くの地層により成り立っていることが次第に分か
っていった。地球の年齢についてはアッシャーによる
6,000 年というのが一つの通説（49 頁 8.15 参照）であっ
た。地質学者らはどのように考えていたのだろうか？
　ビュフォンは 1778 年に地球の年齢を 7 万 5 千年と算
定していたことは既に触れた（52 頁 8.22 参照）。キュヴ
ィエは 1812 年に『化石骨の研究』のなかで、数千世紀
を想定していた（後の諸版においては時間への言及を削
除してしまったが）。キュヴィエと同じ激変論者であっ
たセール（69 頁 9.4.4 参照）は 1838 年に数百万年と考
えていたようである。またバックランド（57 頁 8.32 参
照）は、地球の年齢を「百万年の数百万倍の年」と推定
し、彼の友人のコニビア（68 頁 9.4.3 参照）は「10 の
24 乗」と見積もった（426）。
　ライエルは、①動物相の完全な更新は古生代の初めか
ら中生代の終わりまでの 8 回と中生代の終わりから現在
までの 4 回あったことと、②動物相の 100％の更新が一
回生じるためには、100 万年続くと推定されていた「氷
河期」の 20 倍の時間が必要であると推定し、地球の年
齢は 2000 万年× 12 の、2 億 4000 万年以上であると推

測した（426）。また、ケルヴィン卿（ウィリアム・トム
ソン 1824-1907）は太陽のエネルギー源を考えることな
どから地球の年齢を 1860 年代には 9,800 万～ 2 億年と
見積もったが、19 世紀の終わりには 2,000 万年程度と推
定した（3, 426 参照）。
　このように当時の科学者は様々な間接的な根拠から地
球の年齢を推し量った。その推定値は、何れにしても従
来の通念の 6,000 年よりもはるかに長いものであった。

9.6　紀元 19 世紀の化石の発見例
　化石は、古来より多くの人｛例えばギリシャのクセノ
パネス（48 頁、脚注 82 参照）、ダ・ヴィンチ（47 頁
8.10 参照）、ステノ（50 頁 8.19 参照）、キュヴィエ（57
頁 8.31 参照）｝が興味をもっていた。ところが化石がど
のように形成されたかについては、生物由来と地質作用
の産物という相反する説明がなされていた。しかし、化
石の研究をする人がふえ、化石は過去の生物に深く関係
していることが次第に明らかにされた。三葉虫（古生代
のカンブリア紀に現れて古生代の終期であるペルム紀に
絶滅した節足動物）の化石が公表されたのは 17 世紀末
であった（299）。化石の発見例が増え、19 世紀には特
有の化石を指標に地質時代を区分することができるよう
になっていった。
　以下に幾つかの化石の発見について紹介しておきた
い。
　9.6.1　爬虫類：中生代ジュラ紀に現在のヨーロッパ
からアメリカに相当する範囲の海に生息していた水棲爬
虫類のイクチオサウルス（全長約 2m）の化石が 1811
年に発見された。
　また、中生代ジュラ紀にヨーロッパ・北アメリカ・ア
ジアなど、広範囲に分布していた肉食恐竜のメガロサウ
ルス（体長 7 ～ 10m）の断片的な化石は既に 17 世紀に
発見されていたが、その全体像が明らかにされたのは主
に 1820 年代のバックランド（57 頁 8.32 参照）らの発見
に負うところが大きい。
　ギデオン・マンテル（1790-1852）は、1825 年に植物
食の巨大爬虫類イグアノドン属（カモノハシ竜）の化石
を、1833 年には、ヒラエオサウルス属（現在の分類で
いう、装甲で覆われた植物食の恐竜アンキロサウルス）
の化石を出土した。
　オーウェンは 1842 年にこれら三つのグループに対し
て、ギリシャ語でトカゲを意味するサウロスに「恐ろし
い」という意味のデイノスを冠し「恐ろしいほど大き
な」「トカゲ類」Dinosaur（恐竜）と一つにまとめて命
名した。「恐ろしい」という意味の「テリブル」という
言葉には否定的に愚弄する意味が込められていると一般
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には言われている。しかしオーウェンは、その生物が巨
大な図体にもかかわらず精緻な形態で王者として君臨し
た生き物としてのすごさと威容さを備えていたことに対
して「畏怖」の念を表すために肯定的な「テリブル」を
つけたのであると、グールドは解釈した（455）（62 頁
9.1.3 参照）。
　9.6.2　人類化石：ネアンデルタール人・クロマニヨ
ン人の化石は、それぞれ 1856 年と 1868 年に発見され
た。ネアンデルタール人が人類史の上でどのような地位
を占めるのかは、発見後 100 年近く経ってようやく正し
く理解され始めた。現在ではネアンデルタール人のゲノ
ムの解析が精力的に行われ、われわれホモ・サピエンス
との関係が次第にはっきりしてきている（4 参照）。
　9.6.3　始祖鳥：ジュラ紀に生息した始祖鳥の最初の
化石は 1861 年に発見された。ダーウィンも進化の観点
からこの化石に大変興味をもった。ハックスリーはこの
化石から鳥類と恐竜類の類縁関係に思い至った（375）。
一方、進化を認めない大英博物館の自然史分館の館長を
していたオーウェンはその化石を購入し、始祖鳥が進化
のミッシング・リンクであることを否定することに努め
た（374）（38 頁 5.2 参照）。
　9.6.4　ストロマトライト：主に 27 億年前から生成さ
れていたストロマトライト（21 頁 2.7.3 参照）の存在は
古くから知られていたが、1883 年に J. ホールはそれを

「クリプトゾーン」と名付けた。しかし、それが生物と
どのような関わりがあるかは分からなかった。1908 年
には、エルンスト・カルコウスキー（1851-1938）が縞
状炭酸塩岩であるそれらの岩石を「ストロマトライト」
と名付けた。また 1956 年にオーストラリアのシャーク
湾で成長中のストロマトライトが見つかり、ストロマト
ライトの全体像が理解されるようになった（478）。

9.7　20 世紀前半の化石の発見例
　9.7.1　バージェス動物：カンブリア紀中期のバージ
ェス動物群の化石は、チャールズ・ウォルコット（1850-
1927）によって 1909 年にカナディアン・ロッキーの
2,300m の高所にあるバージェス山の頁岩の中から見つ
けられた。その後中国雲南省など多くの場所で発見され
ている（306, 309, 33 頁 4.1.3 参照）。
　9.7.2　エディアカラ生物：先カンブリア時代の硬い
組織をもたない軟体性の多細胞生物であるエディアカラ
生物群は、1946 年にオーストラリアのエディアカラ丘
陵からレッグ・スプリッグ（1919 -1994）により発見さ
れた（257, 29 頁 2.14 参照）。
　9.7.3　ガンフリント生物群：エルソ・バーグホーン

（1915-1984）とスタンリー・タイラー（1906-1963）が

20 億年以上前の岩石から単細胞生物の化石を見つけた
と 1950 年代に報告した（479, 480）。この化石（ガンフ
リント生物群）の発見により世界各地の先カンブリア時
代の地層からの化石探査に拍車がかかった。
　このような研究の進展を受けてプレストン・クラウド

（1905-1991）は、生物進化を①化学進化（非生物から初
期生物の誕生）、②原核生物の世界、③単細胞真核生物
の誕生、④多細胞生物の誕生の段階に大別し、それぞれ
を地球の歴史に対比させる作業仮説を 1968 年に示した

（481）。このような知の探求が更に続けられ、現在のわ
れわれの理解が形成されている。
　20 世紀の地質学・生物学は著しい進歩を遂げた。そ
れは多岐にわたり、振り返るのは容易ではない。以下に
本論に関係する主要な点について、19 世紀のメンデル
に遡った後に、ごく簡略にまとめる。

9.8　メンデルの法則からヒトのゲノム解読まで
　9.8.1　メンデル以前の遺伝学：ダーウィンが唱えた
パンゲン説（64 頁 9.1.4 参照）の由来は、紀元前 5 世紀
のヒポクラテス（45 頁 8.2.3 参照）にまで遡ることがで
きる。アリストテレスは父親の精液と母親の月経血が作
用して新しい個体がかたちづくられると考えた。その
後、前成説や後成説が現れた（53 頁 8.23 参照）。しか
し、形質が世代から世代へとどのように受け継がれてい
くかの仕組み、すなわち遺伝の実態は不明のままであっ
た。
　9.8.2　グレゴール・メンデル（1822-1884）：メンデ
ルは 18 歳でギムナジウムを卒業し、苦労しながら大学
を卒業した。21 才で見習い修道士として修道院に入
り、農業生産を高めるために収穫量の多い品種を使った
植物の人工授粉法を学んだ。その後、ブルノの学校の非
正規教員として多忙な日々を送り、28 才の時に教員試
験を受けたが、不合格となってしまい、再受験の準備の
ためにウィーン大学で二年間学ぶこととなった。彼はそ
こで、博物学、あるいはドップラー効果を見出したドッ
プラーから物理学を修めた。そこで身につけた学問の基
礎としての数学的なものの見方が、彼の発見につながっ
たと言われている。1855 年に二度目の教員試験を受け
たが、またしても不合格であった。その後も非正規の教
員として教え続けた。しかし授業時間は少なくなり、
1853 年から始めていた植物交配実験に多くの時間を割
くようになっていった。
　17 世紀にグルー（48 頁 8.11 参照）は、花は生殖器で
あろうと予想した。リンネは、18 世紀の中頃に花の形
態を指標に植物の分類を確立していった（425）。また、
ヨーゼフ・ケールロイター（1733 - 1806）は、18 世紀
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の後半に植物では雄性要素である花粉が、植物の卵に相
当するものに作用し受精が起こることを明らかにした。
また植物の受精には昆虫や風が重要であることを認め、
系統の違うもの 96 を用いて人工的な交配実験を行っ
た。これらを掛け合わせたものは、正確には雑種ではな
いが、ここでは便宜的にそれらを雑種と呼ぶことにする

（本頁では）。彼は、①雑種一代目は、親の株のほぼ中間
の特徴を備えていること、②雑種二代目は、とまどうほ
ど変化に富んだ特徴が現れることを見つけた。彼はそれ
を「〈賢明なる創造主の意図しなかった〉組合せで株の
素材を結びつけた結果だ」と説明した。
　またカール・ゲルトナー（1772-1850）は、植物の交
雑実験から植物の形質にはどの世代にもつづけて現れる
優勢なものと、ある世代では消えてしまい後の世代で再
び現れるものがあることを観察した。しかし、そこにな
んらかの規則性を見いだすことはできなかった（482）。
　メンデルは 1853 年からエンドウの純系を用いた交配
実験を始め、親から子へと受け継がれる形質について数
学的な解析を行った。そこから得られた遺伝の法則を
1865 年に口頭で、1866 年に論文として発表した。論文
は 40 部つくられ、配布された。しかし、袋とじを切る
こともなく読まれないなど、それは正当に評価されず、
1900 年に再発見されるまで忘れ去られてしまった

（482）。
　9.8.3　メンデルの法則：メンデルは、交配実験にお
いて七つの形質｛種子の形（丸、しわ）・子葉の色・種
皮の色・さやの形・さやの色・花のつき方・草丈｝に注
目した。彼が純系のエンドウを用いたことは特に重要で
あった。純系とは、例えば丸い種子をもつ純系同士を掛
け合わせるとその後代の種子はすべて丸くなるような系
統である。丸い種をもつ系統（AA）としわ型の種子を
もつ系統（aa）を掛け合わせるとその雑種第一代

（Aa）は、すべて丸い種子をもったものとなった。その
雑種第一代を交配させると丸い種をもつ個体（AA,Aa, 
aA）が 5474、しわ型をもつ個体（aa）が 1850 であっ
た。その比は 3：1 に限りなく近かった（482）97。
　メンデルの発見した三つの法則は、①タネの形では丸
がしわより優勢であるという優勢の法則、②雑種二代目
には優勢と劣勢の形質が 3：1 に分離する分離の法則。

それと、③彼が注目した七つの形質はそれぞれ互いに影
響することなく独立して遺伝したという独立の法則であ
る。しかし、これらの法則は、世に知られることはなか
った。
　メンデルは 1868 年 46 才の時に修道院長となり、オー
ストリア─ハンガリー政府から修道院に求められた税金
の支払いに反対するなどリーダーとしての仕事に励ん
だ。しかし、オゾンが農作物に被害を与えることから気
象の研究やリンゴと洋ナシの品種改良にも時間を割いて
いた。他界した 1884 年の死亡記事で、彼は真っ先にウ
ィーン気象学会員と紹介され、植物交雑の実験をした自
然科学会の会員だったことには、一言も触れられていな
かった。それは、メンデルの法則がすっかり忘れられて
いたことを如実に物語っている（482）。
　9.8.4　メンデルの法則の再発見：1900 年にユーゴ・
フ リ ー ス（1848-1935）、 カ ー ル・ コ レ ン ス（1864-
1933）、エーリヒ・チェルマク（1871-1962）は、メンデ
ルの発見を知らないままにメンデルと同様の実験を行っ
た。彼らは、自分たちの得た結果がかつてメンデルの見
出した成果と同じであることに気づき、そのことを明ら
かにした。その結果、忘れられていたメンデルの法則が
広く世に知られることとなった。ちなみにコレンスの論
文のタイトルは『変異する交雑種における子孫の性質に
関する G・メンデルの法則』であった（482 参照）。
　遺伝という言葉は、メンデルの法則の再発見後に開か
れた第一回の遺伝学の国際学会で初めて用いられるよう
になった。ウィリアム・ベイトソン（1861-1926）は、
発 生 や 起 源 と い う 意 味 を も つ「genesis」 か ら

「genetics」という言葉を創り、それを親から子に形質
が伝わることや変異を扱う学問領域としたのであった

（482）。
　9.8.5　染色体と遺伝：メンデルの見出した遺伝の法
則を担う実体は何であるかがメンデルの法則再発見後、
問題になっていった。
　一方、1879 年にヴァルター・フレミング（1843-
1905）は、染色体の発見という画期的な観察を行ってい
た。現在では染色体と遺伝の関係が理解されているが、
当時は細胞分裂の研究としてなされていた。
　フレミングは細胞の一部の成分に吸収される染料を使

96 同一の種であるが、花の色が違うなど形質の一部に違いがあるもの。
97 タネの形を決定する要素を A とする。純系の丸いタネを持つ系統は AA（二倍体）と表せるように A を二つ持っている。

その花粉と卵には A が一つ含まれる（一倍体）。それが受粉し生まれる個体はすべて AA を持つことになる。一方、しわ型
を aa とするとその後代は全て aa である。ところが、AA と aa の個体の交配を行うと、生まれてくる個体は全て Aa とな
る。その表現型は A が a に対して優勢であるためすべて A に由来する丸型となる。Aa 同士を掛け合わせると、次の世代
は、A と a の何れかが、A と a のどちらかと受粉することになる。その結果新たな世代は、AA：Aa：aA：aa ＝ 1：1：
1：1 となる。それらの表現型は、前三者が丸、最後の一つがしわ型となる。即ち、3：1 となるのである。
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って細胞の分裂過程などを調べ、染料により染まる物質
をクロマチン（染色質）と名づけた。それは細胞の中心
近くにある膜に囲まれた核の中に存在していた。彼はそ
のクロマチンの細胞分裂時における挙動を観察し、以下
の六つの過程を明らかにした。①クロマチンが集まって
糸状になる。②細胞核を囲んでいた膜が消える。③新し
く星の形をしたもの（星状体）が現れ二つに分かれ細胞
の両端に移動する。④星状体からは細い管が放射状に出
ており、それがクロマチンの糸に絡みついて、ゆっくり
とクロマチンを分裂させる。⑤染色体｛フレミングはク
ロマチンが分裂した糸状のものを染色体（クロモゾー
ム）と呼んだ｝はまもなく細胞の両端に集まる。⑥細胞
の中央部に壁ができて細胞が分裂し、染色体を中心に新
しい細胞核をもつ二つの細胞ができる。すなわち、それ
ぞれの細胞には同じ、完全な染色体が備わっていること
が明らかにされた（425, 482）。
　一方、アウグスト・ヴァイスマン（1834-1914）は
1893 年に完全な遺伝情報は精子や卵子の生殖細胞だけ
に含まれており他の細胞には一部の遺伝情報しか含まれ
ていないとする生殖質説を提唱した。この説を打ち破
り、生殖細胞以外の細胞にも完全な遺伝情報が備わって
いることを証明したのは山中伸也（1962-）とともに
2012 年のノーベル生理学・医学賞を受賞したジョン・
ガードン（1933-）である。彼は核を壊したカエルの受
精卵に腸の細胞の核を移植し、完全な個体を得たことで
それを 1962 年に証明した（483）。
　1902 年にはウォルター・サットン（1877-1916）が、
染色体は母方からのものと父方のものが対をなし、それ
が生殖細胞をつくる時に別々に分かれることを見出した

（484）。
　また、テオドール・ボヴェリ（1862-1915）は 1904 年
にウニの胚が正常に発生するためにはすべての染色体が
必要であることを示した。この二人による遺伝と染色体
に関する研究は新たな時代を画するものとなり、「サッ
トン・ボヴェリの染色体説」と呼ばれている（485）。
　9.8.6　メンデルの独立の法則に従わないハエの目の
色：トマス・モーガン（1866-1945）は、ショウジョウ
バエの交雑実験を行っていた。彼は、突然現れた白眼の
オスと赤眼のメスとの交配をおこなった。すると、白眼

をもつ個体は一匹も現れず、白眼という形質は劣勢であ
ることがわかった（486）。次にその赤眼のオスとメスを
交配した。すると次の世代は赤眼と白眼が 3：1 でメン
デルの法則通りであった。しかし、驚いたことにメスは
すべて赤眼で、白眼はすべてオスであった。彼は、その
ようなことが起こる原因は赤眼の形質を決定する要素と
メスを決める要素とが同じ染色体にあるためであると考
えた。ショウジョウバエには 4 組の染色体がある。その
うち 3 組は同じ大きさである。残りの一組はメスでは大
きさが同じであったが、オスでは一方が明らかに小さか
った。現在ではこのような染色体を性染色体と呼び大き
い方を X 染色体、小さい方を Y 染色体という。
　モーガンは眼の色を決める要素は X 染色体の上に存
在していると考えた。赤眼、白眼の要素もったものをそ
れぞれ X＋、Xw とすると、赤眼のメスの性染色体は X＋

X＋、白眼のオスのそれは XwY である。その子供は、オ
スは X＋Y で赤眼、メスは XwX＋と二つの要素をもつ
が、表現型は赤眼である。そのオス（X＋Y）とメス

（XwX＋）を掛け合わせると、オスは XwY（白眼）と
X＋Y（赤眼）が 1：1 となる。メスは X＋X＋と XwX＋

が 1：1 であるが、表現型は全て赤眼となる。すなわち
この場合には、目の色の要素が X 染色体の上に存在す
るために目の色と性の二つの形質が独立ではなく、同時
に引き継がれていくことが明らかにされた 98。このこと
は、染色体上に存在する要素（現在では遺伝子 99 と呼
ばれる）により形質が次世代に引き継がれることをはっ
きり示したのであった。
　モーガンはショウジョウバエの突然変異を用いた様々
な交雑実験を 1910 年代に精力的に行った。彼は染色体
上の遺伝子の連鎖 100 と呼ばれる挙動を詳しく調べ、そ
れらの成果を 1915 年に『The Mechanism of Mendelian 
Heredity』としてまとめた。
　9.8.7　遺伝子の実体：上述のような研究から次世代
に形質を伝えるものが染色体上にある遺伝子であること
が次第に明らかにされていった。しかし、その物質的実
体は不明のままであった。
　フレデリック・グリフィス（1879-1941）は、病原性
のある肺炎球菌（寒天培地で増殖させるとコロニーの縁
がなめらかな S 型）をネズミに投与するとネズミが肺

98 メンデルが注目した形質を規定する遺伝子は別々の染色体に存在するために、独立して遺伝したのである。
99 1909 年にウィルヘルム・ヨハンセン（1857-1927）が初めて使ったと言われている（487）。
100 同じ染色体上にある二つの遺伝子は同時に次世代に引き継がれる。それは連鎖と呼ばれる。同じ染色体上にある遺伝子が連

鎖をしない場合がある。それは組み換え（乗り換え）が起こった場合である。組み換えは、二本の染色体が交差すると起こ
る（26 頁 2.11.1, 27 頁 図 10 参照）。交差の起こる確率は、同一の染色体上に存在する二つの遺伝子の距離に依存する。二つ
の遺伝子の染色体上での距離が離れれば離れるほど交差の確率は高く、近づけば近づくほど低くなる。モーガンはこの原理
を見出し、その手法を駆使し遺伝子の染色体上での相対的な距離を決めるなど多くの成果を残した。
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炎で死亡することを確認した後、種々の実験を行い興味
深い結果を得た。病原性菌を煮沸した後、ネズミに与え
ても、ネズミは肺炎に罹らなかった。また肺炎球菌には
病原性のないもの（寒天培地で増殖させるとコロニーの
縁がきざきざしている R 型）もあり、それを投与され
てもネズミは健康であった。ところが、病原性の S 型
菌を煮沸したもの（それだけでは病原性を発揮できな
い）と病原性のない R 型菌を混ぜたものを皮下注射す
ると、ネズミは肺炎で死亡した。そのネズミの血液を培
養すると、S 型の病原性肺炎球菌が増殖していた。
　以上の結果から彼は、煮沸された菌は死んでしまった
が、病気を起こす情報は壊されず、それが病原性のない
菌に取り込まれることで、病原性を示す形質が生きた非
病原性の細胞にもち込まれ、病原性の形質を獲得した細
胞が増殖したと考えた。すなわち、彼はそのような現象
を、病原性のない菌が病原性菌に変化したとして、形質
転換と呼んだ。その結果は 1927 年に報告された（488）。
　形質転換を起こさせる物質を明らかにしたのはオズワ
ルド・アベリー（1877-1955）らであった。彼らは病原
性の肺炎球菌の細胞を 65 度に温め、細胞の遺伝情報を
担う物質を分解する可能性がある酵素の活性を失活させ
た後に、細胞の抽出物を得た。それを材料に R 型を S
型に形質転換させる能力がある物質を探索した。あらか
じめタンパク質を分解する酵素を作用させても形質転換
能は維持された。しかし、DNA を分解する酵素を作用
させると、形質転換能が失われた。また多糖類の可能性
もないことも確かめ、形質転換を起こさせる遺伝物質は
DNA であると結論した（489）。
　しかし、彼らの結果は受け入れられなかった。それ
は、タンパク質は 20 種類のアミノ酸から成り立ち多く
の情報を担う遺伝の実体であるというのが当時の通念で
あったからである。一方、DNA は一種類の糖とリン酸
それに 4 種類の塩基からできており（4 頁図 1 参照）、
それが多様な遺伝情報を担うことはあり得ないと考えら
れていた。
　アベリーの実験は、タンパク質の分解酵素処理後にも
微量のタンパク質が残っており、それが作用したのでは
ないかなどの批判にさらされた。しかし、1952 年にア
ルフレッド・ハーシー（1908-1997）とマーサ・チェイ
ス（1927-2003）は別の系を用いてタンパク質ではな
く、DNA が遺伝情報を担っていることをはっきりと確

認した（490）。
　その後、ジェームス・ワトソン（1928-）とフランシ
ス・クリック（1916-2004）により 1953 年に DNA が二
重らせん構造をとること（491）、1958 年にマシュー・
メ セ ル ソ ン（1930-） と フ ラ ン ク リ ン・ ス タ ー ル

（1929-）により、DNA が半保存的に複製されることが
明らかとなった（492）（3 頁 1.3.1 参照）。
　更に、マーシャル・ニーレンバーグ（1927-2010）と
ハインリッヒ・マテイ（1929-）は、試験管の中で再構
成されたタンパク合成系にポリウラシルを加えるとポリ
フェニルアラニンが作られることを 1961 年の国際生化
学会で発表した。それは、最初は少人数の分科会で発表
されたが、クリックが全体会議で発表する場を急遽設定
した。彼らの結果は、DNA ではなく RNA の情報がア
ミノ酸に反映し、タンパク質が合成されることを明確に
示したもので、多くの人の関心を呼んだ。その結果、多
くの人が DNA から RNA を介したタンパク合成の研究
に邁進し、新たな時代が築かれた。セベロ・オチョア

（1905-1993）らのグループも加わり、mRNA の塩基の
三つの並び（コドン）101 が一つのアミノ酸を決め、順
番にアミノ酸がつながりタンパク質ができ上がることが
明らかにされた（493-495）。それらの結果により、
DNA に含まれていた遺伝情報がタンパク質に実体化さ
れる仕組みであるセントラル・ドグマが完成した（5 頁
図 4、1.3.4 参照）。また、コドンが決めるアミノ酸は生
物種により違うことはなく共通であることが明らかにさ
れ、生物の進化の研究にも大きな影響を与えた。
　9.8.8　ヒトゲノム：遺伝情報の解読が進み、ヒトの
遺伝情報をすべて明らかにするヒトゲノム計画が 1990
年から始まった。国際的な協力のもとその大枠が 2000
年に明らかにされ、2001 年に報告された（496）。
　ヒトの遺伝情報は約 30 億の塩基が並んでいる一組

（二重らせんになっている）が、二揃い（一組は父親か
ら、一組は母親から受け継ぐ）ある。その膨大な情報が
何を意味しているかを知ることは簡単ではない。
　遺伝情報のなかでよく分かっているものはタンパク
質・RNA などをつくる情報を担う狭義の遺伝子の部分
である（6 頁 1.3.6 参照）。
　ヒトのゲノム情報（塩基の配列順）は全てわかってい
る。しかし、その意味を解読するのは容易ではない。ゲ
ノムの情報と、①タンパク質のアミノ酸の配列のデータ

101 4 種類の塩基が三つ並ぶと 43 ＝ 64 通りのコドンができる。例えば AUG はメチオニンに対応するコドンであるとともに、
そこからアミノ酸を順番につなげ始める開始点となる情報も含んでいる。また、UAA などはそこでアミノ酸をつなげるの
をやめる終点となっている。また UUU, UUC はフェニルアラニンに対応する（A はアデニン、C はシトシン、G はグアニ
ン、U はウラシルの略号）。
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から類推した塩基配列、②様々な生物で明らかにされた
タンパク質をコードする遺伝子の塩基配列、③機能と構
造が分かっている RNA の塩基配列に相当する DNA の
配列などを、コンピュータで比較することで、意味（遺
伝子）を読み解こうとしている。
　そのような作業によりヒトのゲノム全体の 98％は意
味がない（ジャンク DNA）と最近まで考えられてきた

（例えば、497）。例えば Alu 配列は 282 個の塩基が並ん
でいるが、それは 100 万回繰り返されており、ゲノム全
体の約 11％を占めている。それにどのような働きがあ
るのかははっきりしないが、100 万回繰り返されている
ことが重要であるとはとても思えない。これはジャンク
DNA の一例である。
　ヒトの様々なタンパク質は遺伝子の情報に基づいて作
られるが、全ての細胞でいかなる時も全てのタンパク質
が作られているわけではない。遺伝子の情報がオン・オ
フ（遺伝子発現調節）されることでタンパク質の合成は
調節されている。その調節を担うものには、遺伝子に由
来するタンパク質や RNA があるが、その全貌は明らか
にされていない。特に遺伝子発現を調節する RNA につ
いては分からないことが多い。
　最近ヒトゲノムの 1％にあたる領域について詳しく調
べたところ、ジャンク DNA と思われていた箇所も遺伝
子発現調節などの機能をもっている、すなわち遺伝子と
考えられる部分が多くあることが明らかにされた。その
推定によるとヒトのゲノムの 80％は遺伝子であるとさ
れた（498）。
　遺伝情報の解読は、自動機械が進歩し安価に短時間で
行なえるようになり、数十人のヒトの全ての、あるいは
多くの人の部分的な遺伝情報が解読されるなど、日進月
歩である（499）。その趨勢は病気の治療のための研究と
の関連で留まることはないだろうが、ヒトの遺伝情報の
全てを白日の下に晒すことができるかどうかは分からな
い。
　9.8.9　生物の系統関係：リンネが確立した二名法に
よる生物の分類は基本的に形態に基づいたものとして始
まった。その後、分類の指標には、顕微鏡の発達により
明らかにされた微細構造の比較や化学的な分析による生
体の構成成分の類似性なども加わっていった。
　更に近年では、異種生物間における同一のタンパク質
の類似性やゲノムそのものの比較から生物種の系統関係
を調べる研究が盛んになっている。例えば①ヒトとチン
パンジーの幾つかのタンパク質のアミノ酸配列が比較さ
れた。その結果 141 個のアミノ酸からなるヘモグロビン

αのアミノ酸配列は両者で全く同じであった。また、
153 個のアミノ酸からなるミオグロビンはたった一つの
アミノ酸が違っていただけであった（500）。また両者の
ゲノムのおよそ 99％は同じであることが明らかにされ
ている（501）。②ヒトと近縁の動物種（チンパンジー・
ゴリラ・テナガザル・旧世界ザル）の関係については、
ヒトと旧世界ザル、ヒトとチンパンジーの共通の祖先は
それぞれ 3000 万年前頃、500 万年前ごろに生きていた
ことが分かった（502）。
　生物にとってタンパク合成は基本的な機能であり、そ
の過程に必須であるリボソーム（5 頁 1.3.4 参照）の構
成成分の一つである RNA（異なる生物種でも同様の機
能をもっていると考えられる）の塩基配列の比較が多く
の生物で行われた。その生物種には原初の生物の候補に
挙がっていた好熱性のメタン細菌も含まれていた（21, 
503）。その結果、生物は大きく原核生物（真正細菌、古
細菌）と真核生物に分けられ、古細菌の方が真正細菌よ
り真核生物に似ていると考えられた 102。そのようなリ
ボソーム RNA による生物の系統関係についての研究が
1980 年代から盛んとなっている（例えば、505-507）。し
かし、遺伝情報の伝播は親から子に伝えられるだけでな
く、水平にも伝播されることが明らかにされており系統
関係を明らかにするときにはこのことにも配慮しなけれ
ばならない（11 頁 1.5.2, 24 頁 2.10.2 参照）。
　このように、遺伝情報の比較と分子時計（12 頁 1.5.5
参照）の適用により、生物種の系統関係と分岐の時期が
明らかにされている。一つ注意しておかなければならな
いことは、分子時計は既知のデータから統計的に時間の
進み具合を求めているもので、誤差を伴うものであると
いうことである。事実ヒトの突然変異の研究が進み、ヒ
トの遺伝情報の変化に関するデータが蓄積している。そ
の結果、最近ではその時計の進み方が当初考えられてい
たよりは遅いことを支持するデータが増えてきている

（508, 509）。分子時計が示す分岐時間は一つの目安で、
絶対的なものではない。生物種の分岐を調べるときには
化石のデータを考慮する必要がある。「形態とゲノムの
変化とのあいだに一致があるとは限らない」ことは何度
か言及した通りである。
　9.8.10　生命の誕生についての研究：生命の誕生（18
頁 2.4 参照）についての研究がどのように始まったのか
について一言だけ触れておきたい。
　アレクサンドル・オパーリン（1894-1980）は、1936
年に出版した『生命の起源』（103）の中で、最初の生命
は海水の中でタンパク質などの生体物質が集まってコロ

102 2003 年には古細菌の全ゲノムの解明も行われた（504）。
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イド状の独立した粒子となることで誕生したという仮説
をたて、その粒子をコアセルベートと名づけた。
　原初の地球でどのようにして生体物質が誕生したのか
について再現実験を試みたのはスタンレー・ミラー

（1930-2007）とハロルド・ユーリー（1893-1981）であっ
た。彼らは地球の原初の大気を水蒸気・メタン・アンモ
ニア・水素・一酸化炭素であると想定し、それらを閉じ
込めたフラスコに電極で火花を発生させた。彼らの実験
のすぐれていた所は、そのように太古の空に見立てたと
ころで反応を起こさせる一方、産物がそこに留まって分
解されることを避けるために太古の海に当たる別のフラ
スコを連結させたことであった。実験を一週間ほど続け
ると、海に相当する水溶液の中にはグリシン・アラニ
ン・アスパラギン酸などのアミノ酸とシアン化水素やホ
ルムアルデヒドが作られていることを見出した（89）。
彼らの当初想定した大気組成は、その後の研究で太古の
空気組成とは異なるものであることが分かった（510）。
そこで、彼らや他の研究グループが大気の組成を変えて
同様の実験を行った。その実験でも、同じような結果が
得られた（511, 512）。
　また、ミラーらの行なった硫化水素を含んだ実験の残
っていた試料をより感度の高い分析方法で調べたとこ
ろ、硫黄を含むアミノ酸のメチオニンを始め 23 種のア
ミノ酸、4 種のアミンと 7 種の含硫化合物が生成してい
たことが確かめられた（513）。
　このようなことから、生命の素材となった有機化合物
は地球上で作られたと考えられるが、現在の宇宙空間に
もアミノ酸などの化合物が存在している。また、地上に
落下した隕石の中から多くの有機物が発見されているこ
とを考え合わせると、宇宙空間、あるいはどこかの星で
作られた有機化合物が隕石とともに地球にもたらされた
ことも確かである（94-97, 101）。それぞれの有機物が生
命の誕生にどのように寄与をしたかは分からない。紙幅
の関係で研究の経過はこれだけに留めておくが、有機物
がどのように集まり生命を形成したのかについてのいく
つかの説については既に述べた（18 頁 2.4 参照）。

9.9　  紀元 20 世紀初めに唱えられた大陸移動と 20世紀
後半に明らかにされたその原動力

　9.9.1　大陸移動：アルフレッド・ウェゲナー（1880-
1930）は 1912 年に学会で、そして 1915 年の『大陸と海

洋の起源』の中で「大陸移動説」を主張した。その根拠
は、①海を渡ることが容易でない古生物（淡水性すなわ
ち陸生爬虫類のメソサウルスなど）の化石が現在離れ離
れになっている大陸で見つかること、②大洋を隔てた大
陸の古代の地層に似通ったものが見られること、③現在
では温暖な地域に存在する大陸に氷河が流れた跡が存在
することなどであった 103。しかし当時は大陸を動かす
仕組みについては誰も考えつかず、その説は認められな
かった。
　ウェゲナーより前にも似たような考えを抱く人々がい
た。それは、ウェゲナーがそのように考えた一つの根拠
であった南アメリカ大陸とアフリカ大陸の形がジクソー
パズルのピースのようにうまく組合うように見えること
であった。16 世紀のアブラハム・オルテリウス（1527-
1598）が嚆矢であったと言われている（514）。
　更に、例えばアントニオ・スナイダー＝ペレグニ

（1802-1885） は、1858 年 の『The Creation and its 
Mysteries Unveiled』の中でヨーロッパと米国の石炭紀
後期の地層から共通する植物化石が見つかることなどか
ら、かつては大陸が融合していたと考えた。その本には
アフリカ大陸と南米大陸が合体している図が載せられ
た。彼は大陸の分離は聖書に書かれている大洪水による
と考えた。
　また、ヘンリー・メデリコット（1829-1905）、ヘンリ
ー・ブランフォード（1834-1893）、フェイスマンテル・
オトカル（1848-1891）らは、インドのゴンドの森に見
つかる植物化石がインドの他にマダガスカル・南アメリ
カ・アフリカに見られることから、それらの地域をゴン
ドワナと呼んだ。エドアルト・ジュース（1831-1914）
は、その成果を踏まえて、自らの研究も加えて 1885 年
にそれらをゴンドワナ大陸と名づけた。しかし、彼は大
陸が移動するとは考えておらず、離れた陸地をつなぐ陸
橋があり、それらが連絡し合っていたと考えていた。ジ
ュースはテチス海（クジラが進化した海域）の命名者で
もある。
　ゴンドワナ大陸に広がっていた植物としてはグロッソ
プテリス（6）（36 頁 4.5 参照）が有名である。ロバー
ト・スコット（1868-1912）に率いられた南極探検隊は
1912 年に南極大陸でそれを初めて発見した。それはか
つて南極に大木が茂っていた事を示す重要な発見であっ
た。スコット隊は 1912 年 1 月 17 日に南極点の到達に成

103 その他、現在の海岸線から内陸部に向かって氷河の流れた跡が見つかっている。これは大陸移動の前に内陸部から海岸に向
かって氷河が流れたが、その後大陸移動が起こったためと考えられた（26）。例えばインド半島は、かつては超大陸パンゲ
アの一部であるアフリカ大陸に含まれていたが、およそ 2 億年前に始まった分裂によりマダガスカル島を残しながら北上
し、およそ 4,000 万年前頃にユーラシア大陸に衝突したと考えられている。
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功した｛一番手はノルウェーのロアール・アムンセン
（1872-1928）一行でそれは 1911 年 12 月 14 日であっ
た｝。スッコト隊はわずかの差で遅れを取り、大いに落
胆した。その帰り道で、彼らはグロッソプテリスと針葉
樹の化石を見つけた。しかし、彼らの帰還の旅は厳しい
気候と食糧難のなかで、困難を極めた。スコットは帰還
基地からわずか 18 キロの地点で「無念な気がするが、
もうこれ以上は書けそうにない」という手記を残して凍
死した。彼が最後のひとりで隊は全滅してしまった。
　ウェゲナーもグリーンランド探査の途中で心臓発作に
より死亡した。遺体はイヌイットのラスムスによって丁
重に埋葬された 104。しかし、ラスムスもその後遭難死
してしまった。多くの冒険・調査がなされたが、極寒の
地などで、途半ばで倒れた人々もいたのであった。
　9.9.2　地球の古磁気研究：ベルナード・ブルネ（1867-
1910）は、1906 年に地球には現在の地磁気と逆向きに
帯磁した岩石が存在することを見つけた。その後、松山
基範（1884-1958）も 1926 年に兵庫県の玄武洞の岩石が
逆帯磁していることを見出した。彼は、更に各地の岩石
を分析し、それらが現在の地磁気に近い方向と逆方向の
2 つのグループに分けられることを示した（515）。彼の
優れていたところは、それに年代層序学的な考え方を取
り入れた点にある。地球の過去には、現在の磁極と同じ
向きの正磁極期と現在とは逆転している逆磁極期と呼ば
れる二つの時期があったと考えたのである。現在では過
去 1 億 6 千万年前からおよそ 200 回の方向の反転があ
り、最も新しい反転は 72 万年前に起こったことが明ら
かにされている（516）。松山の見つけた逆磁極期はその
ような反転の起こった時期の一つである。それは地質時
代の最後の逆磁極期（249 ～ 72 万年前）で、松山逆磁
極期と名付けられている。
　9.9.3　地球の古地磁気極の位置：各大陸に存在する
岩石に含まれる成分からその岩石が生成された時代の地
球の磁極の位置がわかるが、キース・ランコーン（1922-
1995）とエドワード・アーヴィン（1927-）は、どのよ
うに磁極が移動したかを推定した（517）。その結果、極
の位置が大きく動いていたことが明らかにされた。
　9.9.4　海洋底の拡大：ウェゲナーの大陸移動説の少
数の支持者の一人であったアーサー・ホームズ（1890-
1964）は、大陸移動の原動力は地球の内部で起きている
熱対流であると考え、その説を 1928 年に発表していた

（518）。しかし、大陸移動について多くの人が受け入れ
るようになったのは 1960 年代のことであった。

　ハリー・ヘス（1906-1969）は、中生代の太平洋の海
嶺位置や現在の地震波の動きから、海洋底が拡大してい
るという仮説を 1960 年に発表し、1962 年に印刷公表し
た（519）。ロバート・ディーツ（1914-1915）も同様の
説を唱えた（520）。
　更に、フレデリック・ヴァイン（1939-）とドラモン
ド・マシュー（1931-1997）（521）、それにローレンス・
モーレイ 105（1920-2013）は、海洋底拡大が起こってい
るとすれば、海嶺から新しい海底が生まれそれが左右に
広がるはずで、その海底にはその時の地球の地磁気を反
映して固まった岩石層ができると考えた。すなわち海嶺
を中心に左右に正磁極相と逆磁極相が交互に現れるとし
たのであった。
　このようなことを踏まえて、大陸移動の原動力として
プレートテクトニクスを考えたのはツゾー・ウィルソン

（1908-1993）であった。彼は、①地球表面を覆う固い外
層である地殻と上部マントルをあわせたリソスフェアが
十数枚に及ぶプレートを構成しており、②それらは、地
下 100 ～ 300km にあるより軟らかい層であるアセノス
フェアを覆っており、その上を動いているという理論を
提唱した。ウィルソンの説には、ハワイ諸島が北西方向
へ向かってゆっくり動く太平洋プレート上のホットスポ
ットによって生み出された海底火山の一群であることも
含まれていた。（522-526）。
　これらの研究成果により、1965 年にはプレートテク
トニクスを原動力に大陸移動が起こることが広く受け入
れられるようになった（527）。ウィルソンが提唱した海
洋底や大陸が分裂と形成を繰り返すサイクルはウィルソ
ン・サイクルと呼ばれている。
　現在では地球は 15 枚の厚さ 100km ほどの岩盤から成
るプレートでできており、それが年間数 cm のオーダー

（人の爪が伸びるのと同様の速さ）で移動していること
がわかっている。
　プレートを動かしている原動力として、上部マントル
の対流を考えるのがプレートテクトニクス論である。
1990 年代以降に深尾良夫（1943-）（528）と丸山茂徳

（1949-）らが提唱するプルームテクトニクス論が現れ
た。それは下部マントルを含んだマントル内に大規模な
ホットプルームと呼ばれる高温の上昇する成分とマント
ル表層から中心部へ沈降する低温のコールドプルームの
成分があり、それらが大陸移動の主な原動力であるとい
う説である（529）。
　大陸移動の原動力として上部マントルの対流運動と下

104 その後、同じ場所に記念碑とともに再葬された。
105 モーレイの論文は推論に過ぎるということで Nature 誌に掲載を拒否された（426）。
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部マントルからの上昇プルームと下降プルームの寄与の
度合いなど詳細は不明であるが、目下のところ、プレー
トテクトニクスを支持する研究者が多いようである

（530）。
　人類は、このように長い間地球と生命の成り立ちにつ
いて考察・探求を重ね、現代的理解に辿り着いた。まだ
分からないことは沢山ある。今後もさらなる考究により
われわれは多くのことを知るようになるだろう。
　本論の主題の一つは生物の進化を跡づけることであっ
た。しかし、今なお進化は事実ではないと頑なに信じて
いる人がいる。最後にそのことを含めて、「宗教と科
学」あるいは「想念と理性」について考察したい。

10．生命・人間についての問いかけ

　われわれは、「宇宙・地球・人間などあらゆるものの
存在理由や意味は何か」という「形而上」的な問に答え
たいという情熱をもっている。その情熱に衝き動かさ
れ、『われわれはどこから来たのか われわれは何者か 
われわれはどこへ行くのか』（1 頁はじめに参照）とい
う問に多くの個別事例の観察を踏まえることで迫ってい
る。それは「知る」あるいは「科学研究」という行為で
ある。
　一方、われわれは、限定的にしか物事を知ることはで
きない、あるいは知りえないことがあることも認識して
いる。それでもわれわれは、「知」あるいは「科学」の
地平を拡大し続けることにより、少しでも真実に近づく
ことができるのではないかという期待を抱いている。
　「科学」と「形而上的な思索」は、ともにヒトの発達
した脳の活動である。しかし、これら二つを追求する様
式は、テストが可能であるかどうかということで大きく
違っている。特に「生物の進化」と「生物の存在理由・
意味」を巡っては大きな相克が存在する。この二つのこ
とを一人の人間の中で、あるいは人類全体としてどのよ
うに整合させるかということを考える場合には、ヒトが
もっている生物としての普遍性と高度に脳を発達させた
という特殊性に同時に留意しなければならない。

10.1　生物の一種としてのホモ・サピエンスの特徴
　この項では、ホモ・サピエンスの特徴について考え
る。生物学的に捉える場合には「ヒト」と、文化的に捉
える場合には「人」と表現する。また「われわれ」とい
う時には「ヒト / 人」の両面をもった存在を含意する。
　ヒトは原始生命体に由来する最後の共通祖先に源を発
する多様な生物の一種である。われわれは、隕石の落下
により恐竜が滅びたことで、多様性を増し繁栄した哺乳

類の進化の末裔の一種である。もし、隕石が落ちていな
ければ、ヒトは生まれてこなかったはずである。
　現在、われわれがここに存在しているのは、多くの幸
運に巡り合ったからで、様々な偶然の結果である。しか
し一方で、われわれが多くの困難な局面を生き延びたの
は、それなりの形質をもっていたためでもある。ネアン
デルタール人は 2 万数千年前まで生きていたが、気候変
動、あるいは競争者のホモ・サピエンスの増加などによ
って大きく変化する環境に対応できず滅びたのであろう

（4 参照）。また百数十万年前まで生きていた顎がゴリラ
のように発達した頑丈型人類は、子孫を残すことなく滅
びた。当時同じようにアフリカで暮らしていた華奢型人
類はヒトを含め幾つかの子孫を残した。その子孫の唯一
の生き残りがわれわれ、ホモ・サピエンスである。
　ヒトは、多くの生物と連続した存在であるということ
は、本論で紹介した生命の進化 40 億年を辿れば、科学
的事実として受け入れることができる（正確に表現すれ
ば、暫定的ではあるが最も厳しいテストに耐えている唯
一の概念である）（83 頁 11.5 参照）。
　ヒトと他の生物種の連続性を示す幾つかの例をみてお
こう。①ヒトとチンパンジーの遺伝情報は 1％程しか違
わない（501）。②チンパンジーやキツツキなども道具を
使い、われわれだけが道具を使うのではない。③ニホン
ザルは芋を海水で洗うという文化を継承している。ある
いは、④短期記憶力ではチンパンジーの方がヒトよりも
優れていることもある（531）。
　しかし一方では、ヒトには量的に大きな脳が発達し、
それがヒトに他の生物との質的な違いを与えていると考
えざるを得ない。その質的な違いが、今やわれわれが地
球を席巻している要因である。
　進化の中で形成されたヒトの脳の特徴については、既
に考察したが（4）、改めて重要な点を要約したい。①ヒ
トの脳の大きさは体重に対する比率では、群を抜いて大
きい。②脳の大半を占めるグリア細胞は化学物質をやり
取りすることで、記憶・学習あるいは精神の病気にも関
与し、重要な機能を担っていると考えられている。しか
し、その機能の研究は神経細胞に比べて遅れており、今
後の研究が待たれている（532）。一方、脳全体で千数百
億存在する神経細胞は、それぞれ神経突起により数百か
ら数万の他の神経細胞と電気信号で連絡することにより
様々な情報を交換し、複雑な機能を営んでいることが分
かっている。ヒトの脳の神経細胞間のネットワークの複
雑さが他の生物種を凌駕していることは、細胞レベルの
解剖所見から明らかである。また脳のシワの多さもその
ことを反映したものである。（533）。③ヒトの脳は、出
生時は 400g 強で、出生後 1 年ではおよそ 1,000g とな
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る。このことは、ヒトの脳の成長速度が、妊娠期間と出
生後 1 年の間は極めて早いことを示している。ヒトの脳
の成長速度はその後ゆっくりとなる。一方、チンパンジ
ーは出生直後から脳の成長速度は遅くなってしまう。こ
のことが、われわれは時間をかけて成長する（＝ネオテ
ニーが強い）という特徴を生み出す仕組みである。つま
り、われわれは生後様々な環境情報あるいは文化情報を
受け取りながら脳を可塑的に肥大させ、柔軟で複雑な脳
のネットワークを形成しているのである（4, 534 参照）。
　このことは、われわれの脳が遺伝的に規定され前成的
に形成されると同時に、後成的にもでき上がることを示
している。このように特にヒトの脳は、「遺伝的に決定
されないように遺伝的に決定されている」という要素が
強いのである。言い換えるとヒトは、生物的な遺伝に基
づいた進化と、語り・教え・伝える文化の変容の二つに
規定されているといえる。
　ヒトの脳の拡大・複雑化は 700 万年の進化の産物で、
その中でも 250 万年前のホモ・ハビルスの誕生など幾つ
かの画期があったと考えられている。20 万年前に誕生
したホモ・サピエンスの脳の活動についても、洞窟壁画
の存在などから数万年前にはすでに抽象的な思考あるい
は言語によるコミュニケーション力などが飛躍的な変化
を遂げていたと推測されている（4 参照）。
　人は、集団で力を合わせ狩猟採集により食料を確保し
生き延びてきたと考えられる。特にホモ・サピエンスに
現れた数万年前のこのような大きな変容は、ネアンデル
タール人が滅びてしまった最終氷期最寒冷期の困難な時
代をわれわれが生き延びた大きな要因であったと考えら
れる。それらの能力には以下のいくつかのものが含まれ
ていたと考えられる。①互いのコミュニケーションを密
にすることを可能にした言語能力の飛躍的な増大。②相
手の表情・言動から相手の意図を慮る能力の誕生・増
進。③他のグループを敵・味方に二分し状況判断をより
簡素化するような認識力の発達。④集団の紐帯を強くす
るような共通の目的・意味付けなどを創出する力などで
ある。これらは、進化の産物である脳の働きであると考
えられる。このような分野の研究は始まったばかりであ
る。ここで述べたことには、現在のところ確証があるわ
けではないが、それは最も説得力のある考え方である。
　例えば、なぜわれわれが道徳性をもっているかを考え
ることによりヒントが得られる。一般に道徳性とは、自
分の利己的利益よりも集団の欲求を優先させることをい
う。例えばゴシップは、自分の利益だけを考え、自分の
属する集団に損害を与えかねない者の行動を規制するた
めに文化が編み出した低コストの方法であると考えられ
る。狩猟採集時代に小さな集団内で取り返しのつかない

ほど悪い評判が立ってしまえば、その人間は子孫を残す
ことができず、そのような形質を伝える遺伝子は淘汰さ
れていったと考えられる。このように、われわれの祖先
の社会では、利己的欲求を避け、善であること、道徳的
であることが、今日よりも生と死の問題により緊密に関
わっていたと考えられ、それらの形質が選択されたと考
えられる（535）。
　また、現在のカラハリ砂漠に住むブッシュマンの世界
では、物質的な富や安楽よりも人間関係に重きをおき平
穏な共同生活をしなければ生きていけないことが観察さ
れている（536）。
　このように道徳性は、進化の産物であると考えられ
る。それと同じように、われわれが目的や意味を考える
ことも進化した脳の活動であると推測される。
　一方、このように発達した脳が産みだした文化の変容
のスピードは、生物の遺伝要素の変化のスピードとは比
べ物にならないほど速いことは確かである。大きく変容
している文化を受け入れる生物的な脳の構造は数万年前
以降そんなに大きく変化していないと推定される。その
根拠は、突然変異の平均的な変化の速度を考えると、数
万年で脳が大きな変容を遂げた可能性は低いと考えられ
るからである。もしも、縄文時代の生まれたての赤ちゃ
んを現代文明の中で育てることができたとするとどのよ
うになるかという賭けがあれば、筆者は、そのヒト / 人
が今後更に便利になる携帯電話や車を自由に使いこなせ
るという方に賭ける。
　ここまで本論を含めこのシリーズで強調してきたこと
は、①われわれは生物の一員であること。②脳には様々
な機能があること。③ヒトの脳も進化の産物であるこ
と。④人は脳が生み出した文化を継承してきたこと。⑤
特に 17 世紀の科学革命以降の文化の変容のスピードは
未曽有のものであること。⑥われわれの営為である「形
而上的な問い」・「科学」あるいは「想念」・「理性的な思
考」もともに脳の働きであること。⑦われわれが、目的
意識をもち、意味を考え、困難な状況に耐え、希望をも
ち未来にむかうという資質を備えたのも進化の産物であ
ること。⑧一方、過去の地球・生命の変容は何かの目的
に向かって進んできたわけでもなく、地球・自然がよい
心がけのものを助け、そうでないものには辛く接すると
いうことはなかったことである。（87 頁、12 参照）。
　この中で特に自然現象には目的を見いだすことはでき
ないということは 87 頁の 11.8 と 87 頁の 12.2 で再考す
るが、一言述べておく。ミレトス学派などの人々は自然
現象から目的を排除した。しかし、一方でわれわれは、
どうしても「形而上的な問題」について目的や意味を問
わずにはいられないように進化してきたと考えざるを得
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ない。
　すなわちわれわれは、「生命・人間の存在理由・意味
を問う」ことと「生命・人間がどのように誕生し、現在
に至っているのかを知る」という二つの営為を行うとい
う、ある面で特殊な生物である。チンパンジーも文化を
伝承し、集団内で様々な駆け引きをすることも知られて
いる。しかし、彼らが形而上的な問いかけをしているか
どうかは知る由はない。

11．進化と創造

 われわれ人類は、長い間、神が人間・生物・宇宙・
地球を創ったと信じてきた。一神教の場合に、神は超越
的な存在である唯一無二の絶対者である。そのような絶
対的な神に帰依する人々は、その一神教が提示する独特
な世界観を信じることも多い。一方、多神教の場合には
多様な神々あるいは捉えどころがないようなものが、世
界を創造したと考えている。しかし、その場合にも、そ
のように生み出された全体は調和的で秩序だったもの
で、それを生み出した神々・あるいは力のようなものに
畏怖を抱くことが多い。そのような心情は、何れにして
も、地球・自然・生命のようなものが、目的や意味を備
えて創られそして存在し続けていると信じることであ
る。
　中にはそのようなことに疑いをもつ人々もいた（44
頁 8.2.1 参照）。しかし、多くの人々は、ミケランジェロ
がシスティーナ礼拝堂の天井に描いた『創世記』（1508-
1512 年）や、『古事記』（712 年）に書かれている伊邪那
岐・伊邪那美が天空から天沼矛で海をかき混ぜ日本を創
ったということに象徴されるような世界観を信奉してき
た。
　しかし、このような通念は、主に 19 世紀以降に積み
上げられてきた「知」によって衝き崩された。現在では
地球の誕生・変遷と生物の誕生・進化については、本論
で紹介したような内容で一般に理解されている。
　ところが、現在でも特に「生物の進化」を巡っては、
多様な生物は神が「創造」したということを頑なに信じ
る人々が存在していることは問題とせざるを得ない。特
に米国では、「神による創造」を個人的に信じるか否か
ではなく、「神による創造」を公教育の生物学の授業の
中で取り上げるべきだという運動が起こり、それが一定
の成果をあげている。米国の公教育の中で進化がどう扱
われてきたかを中心に要約したい。

11.1　スコープス裁判
　1925 年から 1960 年代後半まで、米国では進化論を教

えることを禁止する法律が存在した。テネシー州知事の
オースティン・ピーエイ（1876-1927）は、1925 年 3 月
21 日に議会で可決されていたバトラー法に署名した。
その結果、以下の内容の法律が発効された。それは、

「州内のあらゆる大学、師範学校、およびそのほかすべ
ての公立学校（運営資金のすべてあるいは一部を本州の
公立学校基金から受けている学校）において、教師が、
聖書に教えられている神による人間の創造を否定するい
かなる説を教えることも、そしてそれにかわって、人間
は下等な動物にゆらいするという説を教えることも違法
とする」というものであった。彼は当時の教科書にはこ
の法案に抵触するような箇所は見当たらないので、この
法案はいいかげんなものであるが、テネシー州の教師が
その法案に触れるおそれはないとタカをくくっていた

（412）。
　ところが、聖書を字句どおり信じるファンダメンタリ
スト（原理主義者）が多く住む小さな町デイトンで問題
が起こった。体育のコーチ兼物理教師として雇われてい
たジョン・スコープス（1900-1970）が病気になった生
物の専任教師（しかもその学校の校長）に代わってたま
たま生物を教えた。彼は進化を積極的に教えたわけでは
なく、単に教科書の進化について書かれた法に触れる箇
所を試験のための練習問題として割りふったにすぎなか
った。しかし、一方で何人かの町の有力者が、デイトン
の町を世間に注目させようと、反進化論法に反対するア
メリカ自由人権協会の動きに応じていた。そこで、デイ
トンではこの問題が大きくなり、スコープスは逮捕され
裁判となった。弁護側の証人のクラレンス・ダロウ

（1857-1938）は、検察側の証人のウィリアム・ブライア
ン（1860-1925）との反対討論で、ブライアンの時代錯
誤的な考えを白日の下に晒し弁護側が有利であったとも
言われた。ところが判決は、スコープスに罰金 100 ドル
の有罪を科すものであった。しかし、50 ドル以上の罰
金についてはすべて陪審員の勧告が必要なことになって
いたにもかかわらず、その裁判では、その手続きが取ら
れなかった。そのことが州の最高裁で問題とされ、有罪
判決は無効とされた。被告側はバトラー法が憲法違反で
あるという点で上告するつもりであったが、訴訟事件そ
のものが無くなってしまった。（412）
　検察側の証人のブライアンは、敬虔な長老教会派の信
者であるとともに、米国のポピュリズム（人民主義）を
代表する最も人気のある雄弁を誇る政治家であった。彼
は米国大統領の民主党候補として 3 回選出されたが大統
領にはなれなかった。しかし彼の大衆民主主義的な社会
政策の一部は、ウィルソン大統領のもとで実現された。
敬虔なキリスト教徒ではあったが、政治家として開明的
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なブライアンが、晩年に反進化論の論陣を張ったのであ
った。スコープス裁判を巡る彼の発言は、一般的には変
節した彼の汚点であると評価されている。
　しかし、スティーヴン・グールドは、ブライアンは変
節したのではなく、あくまでも自分と民主党の思想の延
長上にいたと評価した。ブライアンがダーウィニズムを
誤解したのは、ダーウィニズムの本質を理解せずあやま
った見解を喧伝した当時の生物学者の責任と横行してい
た社会ダーウィニズムの悪弊によるもので、生物学者で
はなかった彼の落ち度ではないとグールドは論じている

（441）。
　グールドはまた、1914 年刊行のジョージ・ハンター
の『市民の生物学』という教科書を調べた。それはスコ
ープスが使用し、ブライアンが裁判で取り上げたもので
あった。そこには悪性の遺伝がどのように家系に伝わる
かの標準例とされていたジュークス家系とカリカクス家
系という「古典的」かつ虚偽の、恥ずべき実例について
の考察が「寄生とその社会的コスト─救済」という見出
しのもとに記されていた。そこには、「上述のような家
族が今日、何百も存在し、病気・不道徳・犯罪を国中に
蔓延させている。このような家系が社会にもたらす損失
はきわめて甚大である。ある種の動物や植物が他の植物
や動物の寄生者になるのと同じように、これらの家族は
社会の寄生者になっている。彼らは堕落・窃盗、あるい
は病気の感染によって他の人々に害をおよぼすにとどま
らず、国家によって、公金を費して保護され、面倒を見
てもらっている。貧民院や保護施設は、主として彼らの
ために存在する。彼らは社会から受け取るが、なにひと
つかえすことはない。彼らは真の寄生者なのだ。このよ
うな人々がもし下等動物だったなら、私たちはおそら
く、彼らの勢力が広がるのを防ぐために退治するだろ
う。人間としての慈愛がそれを許さないだろうが、保護
施設などで男女の分離をするなどさまざまな方法によっ
て、彼らの間での結婚と、このように下等で退化した人
種の永続化を防止する救済方法がある。」と書かれてい
た（537）。
　一方、ブライアンは、軍国主義と殺人に反対し平和と
あわれみを支持するために「力は正義であるという、ド
イツ中に広がっているあの忌まわしい教義の基礎をなす
ものこそダーウィニズムなのだと私は知りました。」と
書いた。更に彼は、「農民と労働者に対する公正と正義
を貫き、独占と利益を志向する開発や搾取に反対するた

め、ダーウィニズムの影響で、個人的な利益は善である
と確信する企業家があまりに増えたため、モラルが爆発
的に低下し、反キリスト教的な傾向が広まるおそれがあ
る。（中略）押しつけがましいエリートに抗し、多数意
見の絶対的な支配を守るため。アメリカでは、キリスト
教の信仰がなお大多数からの支持を得ている。（中略）
あわれみをはじめとするキリスト教の考え方に対して共
通の認識ができあがった。」と考えた。このような論点
から彼は、ダーウィニズムと、利己的なエリートによる
支配という不道徳な原理に対抗したのであった（441）。
　ブライアンが、このような立場からダーウィニズムに
反対したことは、ダーウィニズムの当時の解釈だけに問
題があったのではなく、それは発表当時から誤解される
要素を含んでいたことに遠因がある。（62 頁 9.1.3 参
照）。また、そのような誤解は今なお続いている。それ
は「進化は無目的で・でたらめで・意味がない」という
見解に基づいている。これは、進化の一面を捉えたもの
ではあるが、進化全体を把握しているとは言えない。重
要なので繰り返すが、進化の原動力は、「無目的で・で
たらめで・意味のない」偶然起こる突然変異から始まる
が、進化の産物が生き残ったこと、存在していることに
は理由がありそこにわれわれは価値を認めることはでき
るのである。
　バトラー法は、1967 年に廃止された。スコープス裁
判後にこの法律が適用されたことはなかった。また、
1968 年にはアーカンソー州でも反進化論法は、合衆国
憲法修正第 1 条 106 に違反するということで廃止すべき
であるという判決が下った。
　しかし、グールドは「この法律により、どれだけ多く
の教師がみずからの見解を押し殺し、科学者が発展させ
たアイデアのなかではもっとも刺激的でもっともひろが
りのある理論のひとつを、どれだけ多くの子供たちが学
べなかったかは、だれにも知りようがない」と捉えた

（412）。彼はそれらの法律が廃止された後にも継続した
反進化論の動きに抗して、進化の説明者として精力的な
活動を長年に亘って繰り広げた。

11.2　米国における原理主義の台頭
　米国では憲法修正第一条の精神を活かして国教あるい
は国定教会は設定されていない。
　しかし、1960 年代に入ると、米国ではベトナム戦
争・フェミニズム・人工中絶・同性愛・麻薬を巡る意見

106 連邦議会は、国教を樹立し、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法
律、ならびに人民が平穏に集会する権利、および苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定しては
ならない。1791 年に憲法（1787 年に発効）に加えられた。
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の対立が激化し、米国の伝統的価値観が揺らいでいっ
た。米国の伝統的価値観は、英国から来た清教徒が独立
を勝ち取り米国を創った建国の歴史に根ざしている。そ
こには「米国は神が人類に与えた最良の国であり、そこ
に住む米国国民は神に選ばれた選民である。米国国民に
は困難に打ち勝ち教会とすべての国のモデルとなるよう
な社会を建設する使命が課せられている。」ということ
が含まれている。伝統的価値観が失われていく中で、公
立学校における祈りの禁止に対する反発が 1960 年代前
半から始まるなど、いわゆるキリスト教原理主義者と呼
ばれる人たちが増加し、進化論を認める主流派教会の信
者は減少していった。原理主義者の中には、聖書に書か
れていることは一言一句すべて歴史的な事実であり、聖
書に予言されていることが将来に亘って起こることを信
じているような極端な人々も含まれている（538, 539 参
照）。
　そのような動きをうけて、公教育の中では聖書に書か
れているような神による創造を「創造科学」として、一
つの説である「進化科学」と同等の時間を割いて教える
べきであるというキャンペーンがなされていった（412
参照）。それを受けて、アーカンソー州とルイジアナ州
では「授業時間均等法」が制定された。

11.3　アーカンソー州授業時間均等法裁判
　アーカンソーの裁判は、1982 年にウィルアム・オヴ
ァートン判事（1939-1987）の判決により決した。オヴ
ァートンは、創造科学は科学ではないと結論し、憲法修
正第一条に照らして「授業時間均等法」は違憲であると
した（540）。その判決の要点をかいつまむと、創造科学
は、反証可能で自然法則により結論を導こうとする科学
とは別物であるということであった。一方、ルイジアナ
州の法律に対する裁判は連邦最高裁までもち込まれた。
そこでは 1987 年に 7：2 という票差で「授業時間均等
法」に対して違憲判決が下された（537）。
　これで、「神による生物の創造」を公教育の生物の時
間内で教えることを働きかける動きは終ったように見え
た。

11.4　インテリジェント・デザイン
　しかし、創造科学を標榜する人たちの活動は、中断す
ることなく新たな装いの下に活発化している。そこで
は、「神による創造」は「インテリジェント・デザイン

（ID）に従った生命の創造」に置き換えられている。こ
れは正にペイリーが主張した時計がデザイナーによりつ
くられたという議論の焼き直しである（55 頁 8.28 参
照）。ID を掲げる人達は、生物、特に人間の存在には目

的も意味もあるということと、聖書を字句通りに信じる
べきであるということを強調している。彼らは、多くの
寄付を集め、「ノアの方舟」テーマパークをつくるなど
活発な活動をしている。
　米国では、教育委員会の委員は公選により選出され
る。その選挙では ID を進化論と共に教えるか否かが大
きな争点となり、それぞれを支持する委員が選ばれてい
る。例えば、2008 年のフロリダの教育委員会では 7 人
の委員のうち 3 名が ID を教えるべきだとした（541）。
　ID を主張する人々は、人類による化石燃料の消費に
由来する温室効果ガスが気候変動に及ぼす影響も単なる
仮説の一つであると結論している。そして、彼らは、生
徒が批判的にものごとを考える力を養うためにも、「進
化論」・「温室効果ガスの影響」はあくまで一つの仮説と
して取り上げ、それとは異なる理論として「ID」や

「反温室効果ガス影響論」を教えるべきであると強弁し
ている（542）。
　そのような主張を受けて、いくつかの州では「反進化
論」・「反気候変動」を公教育の場で教えることが認めら
れ始めている。ルイジアナ州では 2008 年に、テネシー
州では 2012 年に立法化され、ロードアイランド州・ケ
ンタッキー州・カンザス州・メリーランド州・バーモン
ト州では教育委員会レベルでそれらが認められている

（543）。
　日本やヨーロッパではこのような動きは目立たない。
しかし、米国やイスラム圏では「進化」がすんなり受け
入れられてはいない（430, 431）。米国の大統領選挙で
は同性同士の結婚を認めるかなどと並んで「ID」を公
教育で教えるかどうかが争点の一つとして取り上げられ
る程である。

11.5　科学と反証可能性
　次に、アーカンソー州の裁判の 1982 年の判決文でも
述べられた「科学とは反証可能なものである」というこ
とについて考えたい。カール・ポパー（1902-1994）
は、1934 年に発表した『科学的発見の論理』の中で、
このことをはっきり言明した（544）。ニュートン力学の
世界では光は直進する。これに対し、アインシュタイン
は重力により空間が歪められると光はその曲がった空間
を進む時には曲がるはずであると考えた。そのアインシ
ュタインの考えが、1919 年の日食の時に太陽の光が曲
がることを観察したエディントンらの発見により確かめ
られた（3 参照）。ポパーはこのようなことに大きく影
響されながら、理論を構築した。彼は、「理論（普遍言
明）は諸観察（単称言明）から理論的に導き出し得な
い。しかし、理論は諸観察と衝突しうる。この事実は、
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理論の真理性を観察から推論（実証）し得ないのに反し
て、理論の誤りが観察から推論（反証）しうる。」と述
べている。また、一方で理論・科学は、観察・資料の収
集から帰納的に導かれるものでなく、「問題」とともに
始まること、更にすべての理論形成は guesswork で直
観的な「大胆なアイデア・保証されぬ予期・思索的な発
想」に多くを負っていることを強調した（544）。
　ニュートン力学 107 は反証されうることも含め厳しい
テストに晒された「科学」の典型である。これに対し

「創造科学」・「インテリジェント・デザイン」は反証す
ることができないもので、「科学」ではない
　例えば「種は神によって個別に創造され、その神は、
種がまさに自然選択の過程によって共通祖先から進化し
てきたかのように、見せかけた」（545）と言明すること
は可能である。しかしこの言明はテストできない反証不
可能なもので「科学」ではない。一方「進化」はテスト
できる要素を含んだ「科学」である。
　しかし例えば、「人の存在理由は善きことを願うこと
である」という言明は、人の悪しき行為・悪しき想念の
反証がいくら示されてもその言辞が否定し尽くされるこ
とはない。われわれが行う「形而上的思索」には反証不
可能的な側面が含まれている。
　次に問題となるのは、ともにわれわれの営為である

「科学」と「形而上的な思索」の相克である。

11.6　科学と宗教
　「科学」と「形而上的な思索」の相克は、西欧では

「科学」と「宗教」の闘争あるいは「理性と信仰の離
婚」（3 参照）に置き換えられて考えられる場合も多い。
　一方、日本では明治以来、西欧の近代科学の成果を、
それがどのような土壌で生まれたのかなどに目を向け
ず、効率的に受け入れることが多かった。特に戦後、復
興が中心的な課題で、受験戦争が始まっていた中で育っ
た筆者は、「科学」とは何かということを深く考えず、
科学の世界に一応身を置いた。そこでは、概観すれば単
に「単称言明」であるパラメータを限定した実験観察か
ら導き出される機能還元的な分析を行なっていたと捉え
られる。それは細分化された科学の取らざるを得ない一
つのアプローチである。筆者の関わっていた光合成の分
野でも、優れた着想をもった研究者の「単称言明」が多
くの新たな地平を切り開いたことは確かである。同じ

「単称言明」でもどのような着想からそれが始められる
かが重要な問題である。年寄りの繰り言かもしれない

が、多くの分野で短期的な成果が求められることが益々
多くなり、着想を育てることに配慮がなされていないこ
とが危惧される。
　また、筆者は過酷な環境の中で生まれた一神教ではな
く、哲学的な要素の強い仏教・多神教的な神道・人の道
を説く儒教に根ざす伝統的な日本社会の中で宗教につい
て特に深く考えることなく過ごしてきた。つまり、「科
学」と「宗教」の闘争あるいは、それぞれについて深く
考えずに暮らしてきたといえる。
　また、日本の仏教は明治以降西欧の科学に対しては不
干渉の立場を採っていた。それはキリスト教が科学と対
峙していたことに対抗するためであったとも言われてい
る。筆者の暮らしぶりは、日本の風潮に影響されたと言
い訳することもできるが、「知らなすぎた」ことは反省
すべきことである。
　「科学」と「宗教」の対峙を歴史的に受け継いでいな
い立場である筆者であるが、「科学と宗教」を「理性と
想念」に敷衍して考えることは許されるであろう。
　自然に対する認識は古代ギリシャあるいはそれ以前か
ら始まっており、それは総合的な認識の一つの対象とし
て捉えられていた。多くの人が様々なことに関心を抱き
一つの理念のもとで理解しようとした。古代ギリシャか
ら活発になった自然哲学はその代表的なものである。西
欧ではその後、キリスト教が広まる中で『聖書』が浸透
しその教えが多くの人の基盤となる、あるいは社会の伝
統・文明がそれに大きく影響された。中世の西欧ではア
リストテレスを代表とする古代ギリシャ文明的な考え方
とキリスト教の考え方を統合しようとする動きもあった
が、 そ の 二 つ が リ チ ャ ー ド・ ル ー ベ ン ス タ イ ン

（1938-）のいう『理性と宗教の離婚』（546）を生みだし
たことは前稿において、彼の言説を引用しながら考察し
た。しかし、例えばニュートンはキリスト教徒で聖書に
ついての著作の方が自然科学に関するものより多かっ
た。彼にとっての科学は神の創造した宇宙・世界の理を
明らかにする行為であった（55 頁、8.28）。17 世紀以降
の科学革命を担った人々の中にはこのような考えをもっ
た人も多くいたのであった。一方、ダーウィンがどのよ
うな社会通念の中で進化論を発表していったのかについ
ては上述したとおりである。
　19 世紀後半になると、ジョン・ドレイパー（1811-
1882）の『宗教と科学の闘争史』（1874）（547）とアン
ドリュー・ホワイト（1832-1918）の『科学と宗教との
闘争』（1896 年）（548）に代表されるように「科学」と

107 ニュートン力学は、重力が弱い、あるいは光速よりも十分遅い速さの運動を扱う限り成り立つ、日常的な世界を表すには十
分な理論である。
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「宗教」を対立的に捉える主張が盛んになされた。そこ
では、ガリレオを巡る問題も含め、科学が教皇不可謬
性 108 と如何に闘い、それ自身を普遍化していったの
か、すなわち「科学」が独善的で権威的な「宗教」と如
何に闘ったかが著わされた。そこでは、例えば「無知は
信仰の母なり」「知識は力なり」と、科学側に立った主
張が展開された。「科学」と「宗教」の統合あるいは対
立は長い間続いている問題である。
　「科学」と「宗教」の対立の問題の一つとし、現在の

「進化」と「創造」の論争を位置づけることも可能であ
る。しかし、「科学は反証可能性をもったものである」
と考えるとそもそも「進化」と「創造」のよって立つ基
盤は明らかに違うことが分かる。この点を考察すること
が重要である。
　「創造」・「宗教」は反証不可能な人の「形而上的な思
索」の産物で、「進化」・「科学」は反証可能で見ること
ができる単称言明に暫定的に支持される理論である。
　また、トマス・クーン（1922-1996）は、科学革命は
パラダイム（ある集団の成員によって共通してもたれる
信念、価値、テクニックなどの全体的構成を示す）の更
新により成し遂げられたと総括した。彼は「パラダイム
は科学者に見取図だけでなくて見取図を作るのに必要な
方向を与える」と述べている（549）。「進化」は、生物
の多様性がどのように生まれたのかという問いに対して
一つの理論を提唱する新たなパラダイムであり、それは
科学革命を構成した要素の一つであった。一方、「創
造」は信念ではあるが、「生物多様性の誕生の仕組み」
に対する「見取図」を与えるようなパラダイムとはなり
えていない。
　「信念」（「宗教」）と「科学」は、共に人間の問題意識
から生まれるものであるが、「宗教」と「科学」のカバ
ーする領域は全く同じではなく、異なる領域に及ぶこと
が多い。例えば、人の存在理由や存在の意味は「宗教」
に属し、ヒトが如何に誕生したのかを明らかにすること
は「科学」に属する。
　また、「偶然・でたらめ」に出来たすばらしい機能を
果たす目の存在そのものに神々しさを抱くということも
可能である。

11.7　科学と宗教へのスタンス
　11.7.1　三つの立場：「科学」と「宗教」の二つの関
係について敢えて大別すれば、以下の 3 つになるはず
だ。①「宗教」が「形而上的な事柄」・「自然現象」・「歴

史的事実」など全てを語り尽くしており、それと相容れ
ない「科学」は妄言である。②「宗教」は「形而上的な
事柄」について語り、「科学」は「自然現象」・「歴史的
事実」について語るものである。例えば「宗教」の語る

「神による宇宙・地球・生命の創造」はそれらの存在理
由や意味を語るもので、そのプロセスへの言及はあくま
でもそのための比喩であり「科学」が示すことへの反証
とはなりえない。③「宗教」の語ることは妄言であり、

「科学」だけが全てについて語りうる。
　例えば、米国のキリスト教原理主義者は、①の立場の
人々である。彼らは、地球は聖書に書かれている文字通
りの歴史をもっていると主張し、「地球の年齢は 6,000
年であり、恐竜と人間は同じ時代を生きていたが、大洪
水によってノア一族以外の人間と恐竜など多くの生き物
は滅びた」ことは事実であるとしている。また、彼らは
放射性同位元素を用いた地球の地質年代の測定結果や、
様々な時代に形成された地層に含まれる誕生と絶滅を示
す生物種の変遷を否定し、神による一回限りの生物の創
造を頑なに信じている。彼らのこのような主張は、観察
事実に合致していないし、反証不可能な面ももってお
り、筆者は認める訳にはいかない。③の代表格には『神
は妄想である』（550）を著しているドーキンスを挙げる
ことができる。彼は「神」を妄想と捉えその存在を否定
している。しかし「神」を「形而上的な問題」と捉え、

「人の存在理由・意味」に対する想念の一つのアプロー
チと考えれば、それを認めるか認めないかについては統
一した答えは、出しようがない。
　筆者も②の立場に立つが、②の考え方の人々には度合
いの異なる多くの人がいる。進化の研究を「科学的」に
行いながら敬虔に宗教を信じている人も多くいる。例え
ば、ヒトゲノム解読計画のリーダーを務めたフランシ
ス・コリンズ（1950-）は、個人的な信仰を水割りのキ
リスト教ではなく絶対的なキリスト教について語ったク
ライブ・ルイスの『キリスト教の精髄』などを引用しな
がら露にした（551）。
　11.7.2　ローマ教皇の見解：ローマ教皇のヨハネ・パ
ウロ二世（1920-2005、在位 1978-2005）は、1985 年に

「Rightly comprehended, faith in creation or a correctly 
understood teaching of evolution does not create 
obstacles： Evolution in fact presupposes creation； 
creation situates itself in the light of evolution as an 
event which extends itself through time -- as a 
continual creation -- in which God becomes visible to 

108 教会が長い間伝統として教えてきたことに関する教皇の発言は、すべて誤りなく、正しいということで、正式には 1870 年
の第 1 バチカン公会議で布告された。しかし、このような思想は 1,000 年以上もの長い間実効力をもっていた。
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the eyes of the believer as creator of heaven and 
earth.」と述べたと言われている。また、1996 年 10 月
3 日 に は「Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après la 
parution de l'encyclique, de nouvelles connaisances 
condesuisent à reconnaître dans la théorie de 
l'èvolution plus qu'une hypothèse.　 Il est en effet 
remarquable que cette théorie se soit progressivement 
imposée à l'esprit des chercheurs, à la suite d'une série 
de découvertes faites dans diverses disciplines du 
savoir. La convergence, nullement recherchée ou 
provoquée ,  des  résu l ta ts  de  travaux menés 
indépendamment les uns des autres, constitue par elle 
même un argument significatif en faveur de cette 
théorie.」（英訳 Today, almost half a century after the 
publication of the Encyclical, new knowledge has led 
to the recognition of more than a hypothesis in the 
theory of evolution. It is indeed remarkable that this 
theory has  been progress ive ly  accepted by 
researchers, following a series of discoveries in various 
fi elds of knowledge. The convergence, neither sought 
nor fabricated, of the results of work that was 
conducted independently is in itself a significant 
argument in favour of this theory.）と進化論を認める
発言を行なっている（552, 553 参照）。
　この発言を巡っては「plus qu'une」の意味は　「more 
than a」、ではなく「more than one」であり、一つより
多い仮説、すなわち進化は二つ以上の仮説の一つである
と解説している人々も存在している（554）。

 しかし、パウロ二世の見解全体を見れば、彼が「進
化科学」を認めたことは確かである。ところで、パウロ
二世が取り上げた Encyclical（回勅）『フマニ・ジェネ
リス』とはどのようなものなのだろうか？それは、1950
年 8 月 12 日にローマ教皇のピウス十二世（1876-1958、
在位 1939-1958）が表明したものである。その主張は、

「進化は原理的に道理にかなっているかもしれないが、
理論はじつは証明されていないし、たぶん完全に誤って
いるだろう」と力強く宣言したものと一般には受け止め
られている（537）。
　一方、パウロ二世は、「Pius XII had already stated 
that there was no opposition between evolution and 
the doctrine of the faith about man and his vocation, 
on condition that one did not lose sight of several 
indisputable points」と述べ（553）、『フマニ・ジェネリ
ス』に対する一般的な認識とは異なる独自の見解を示し
ている。しかし、フマニ・ジェネリスの副題は「To 
our venerable brethren patriarchs ,  primates , 

archbishops, bishops, and other local ordinaries 
enjoying peace and communion with the holy see 
concerning some false opinions threatening to 
undermine the foundations of catholic doctrine」 で、
その内容に当たれば、1950 年のローマ法王のメッセー
ジは「進化科学」は認めないことを主張したことは確か
である。
　パウロ二世は明らかに従来の見解とは違い、「進化科
学」を認めることと、「進化科学」とは別個に個人の信
仰としての「宗教」は並び立つことを明言したものと受
け取るのが、素直な見方と考えられる。
　11.7.3　「科学」と「宗教」の併存あるいは統合：グ
ールドは「宗教」と「科学」は相互不可侵条約のもとに
並び立ちうることを「Non-Overlapping Magisteria」

（NOMA 原理）という概念の基に力説した（537）。
　一方、生物多様性の保全について積極的な発言をして
いるエドワード・ウィルソン（1929-）は、宗教的な心
性を人間の本質の一部と捉え「人類の精神は神の存在を
信じるように進化した。生物学を認めるようには進化し
なかった。超自然を受け入れることは、脳が進化した先
史時代を通して、大きな優位性を伝えた。近代の産物と
して発達し、遺伝的アルゴリズムに支えられていない生
物学とは対照的である。厄介なことに、この二つの信念
は事実として両立しない。そのために、知的真実と宗教
的真実の両方を渇望する人は、どちらも十分には得られ
ない。」と「科学」と「宗教」の統合を図ることの困難
さを指摘している。しかし、それでも彼は、あくまでも

「科学的知性」と「文化的知性」の統合を目指している
のである（555）。
　このように、「科学」と「宗教」のよって立つ基盤の
違い、あるいはカバーする領域が違うことを認めた上
で、それらを統合する、あるいは相互不可侵的に両立す
る道が探られている。
　「科学と宗教」あるいは「理性と想念」は人間の止む
に止まれぬ営為で、それは進化の産物である。
　われわれが二分法で物事を認識するのは進化の産物で
あるヒトの性癖であると考えられる。一方、ヒト / 人の
総体としてのわれわれは、二分法では物事を捉えきれな
いと確信している。それは、例えば、シェイクスピア

（1564-1616）の『マクベス』の中の魔女の「Fair is foul, 
and foul is fair.」という科白や道教の陰陽が入り組みつ
つ分かれている太極図に象徴的に現れている。すなわ
ち、「科学と宗教」「理性と想念」の関係を言い尽くすこ
とは難しく、それらの整合性を論理的に語ることはでき
ない。しかし、一方でわれわれは、それらを調和的にあ
るいはそれぞれの特徴を尊重しながら受け入れることは
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できると思われる。
　その折り合いの付け方は、多様なスタイルがあり、そ
れを一つに収斂させることはできない。その多様性は、
まさに多様な生物を現出させる進化の原理そのものであ
ると考えられる。
　繰り返すと、「創造」は「科学」ではなく「宗教的」
あるいは「形而上的」な認識の仕方であり「科学」とは
別個のものである。科学の明らかにした進化は歴史的事
実であり、聖書の『創世記』は文字通りの事実ではなく
寓話であるが、その含意するものは人に大きな影響を与
えるものである。

11.8　自然に目的はあるのか？
　アリストテレスは自然現象を捉える時に 4 つの要因

（質料因・始動因・形相因・目的因）があると考えた。
例えば彗星を考えた場合に彗星の構成成分を分析するこ
とが質料因にあたる。始動因とは彗星が運行する力の元
を分析することである。形相因は、彗星は天空を運行す
るという本質をもっているということに相当する。目的
因とは例えば 1456 年にハレー彗星が現れた時に、人々
がそれは、戦争・悪疫・飢餓をもたらすもので神罰を
人々に知らしめるためのものであると考えたような類の
ものを指す。また、石原慎太郎は東日本大震災直後の
2011 年 3 月 14 日に「津波をうまく利用して、我欲をう
まく洗い流す必要がある。積年にたまった日本人の心の
垢を。これはやっぱり天罰だと思う」と語った。
　しかし、ハレー彗星も東日本大震災も、人間のことを
忖度して現れたり、起こったりしたわけではない。ま
た、6,550 万年前に恐竜を滅ぼした隕石の落下は将来の
人類の誕生を目論んだものでもない。このような自然現
象には目的はない。
　このようなことを考えると、ミレトス学派が自然現象
を考える時に「目的因」を「形相因」とともに排除した
ことは慧眼をもっていたということになる（44 頁 8.2.1
参照）。
　一方、われわれは、人の存在理由や意味を考える「形
而上的な問い」を発するときには「目的因」を考えない
わけにはいかない。石原慎太郎が東日本大震災に際して

「戦後の急速な発展の暗部」に目を向けたのは故なきこ
とではない。われわれはその問題にシリアスに立ち向か
わなければならないことも確かである（2 参照）。しか
し、地球がわれわれにそのようなことを考えさせるとい
う目的をもって地震を起こしたというようなことは断じ
てない。
　グールドはダーウィンが手紙の中で「一人の男が丘の
頂上で嵐に襲われ、雷に撃たれて死んだ場合には、この

でき事はまちがいなく科学的に説明できる。（中略）一
般的な法則（気象学と電気学の法則）と、個別の条件

（その瞬間におけるその男の位置）にもとづいて、しか
し、この男の死をその誕生の時点で（あるいは死の一時
間前でさえ）正確に予測することができたとか、さら
に、この悲劇の理由が男の素行や、事物の究極的な意味
に根ざしているということは、誰一人として主張できな
いだろう。この不幸な男は、ただ悪い時に悪い場所に居
合わせただけなのだ。（中略）そのあいだも自然は、い
つもと同じように道徳には無頓着なまま、ふだんどおり
の規則にしたがっていた。（中略）落雷は男を、善人で
あるか悪人であるかにかかわりなく、自然法則のきわめ
て複雑な作用によって殺すのです」と述べたことを紹介
しながら、自然現象あるいは進化には目的がないことを
強調した（537）。

12．「知は地球を救う」とは　　　　　　　
どういうことなのか？

　「知は地球を救う」ことはできるのか、あるいは「救
われるべき地球」とはどのようなものなのかを考えてみ
たい。

12.1　「知」とは？
　ここでいう「知」とは、われわれが大胆で直観的な想
像力に基づいて、心に浮かんだ問いへの探求を行なった
結果獲得される「われわれ、人の知」であり、全知全能
の「神の知」は含意していない。
　われわれは「知」によって原初的な問に肉迫すること
ができる。しかし、その知は「無知の知」に象徴される
ように限定的あるいは暫定的なものである。またわれわ
れは、「機能還元主義的なアプローチ」では「全体を有
機的に捉える」ことが難しいことを思い知らされてい
る。しかし、われわれは暫定的で部分的であっても、も
のごとを理解する為には、反証可能な知の領域を拡大せ
ざるを得ない。

12.2　地球・自然とは？
　地球・自然を、目的をもった擬人的なものと捉えるこ
とはできないことは、上述したように確かなことである
と思われる。しかし時として、地球を擬人的に捉えるこ
とが有効な場合もある。例えば、「地球は人のことを忖
度しない」という表現が表す内容はわれわれにとって自
然現象の人に対する影響について考える時に意味をもっ
ている。また自然現象に目的がないという場合には、例
えば肉食動物が生きる目的のために草食動物を食べると
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いうような行為は除外している。ここでは自然現象と
は、落雷・集中豪雨・地震・大陸移動・生物の進化など
を指している。

12.3　救われるべき地球とは？
　われわれが「知」を拡大することにより「救うべき地
球」は、突き詰めて考えると「人間にとって快適な地
球」ということになる。ただそのときに「人間中心主義
的」に「快適な地球」を追求するか、「できるだけ非暴
力的」に他の生物にとっても「調和的な地球」を目指す
かでは大きな違いがある。ヒトも他の生物を食料源とし
て確保し、できるだけ多くの子孫を残そうとする生物の
一種である。しかし、人は「形而上的な問いかけ」と

「知の拡大」を行いながら、他の生物にとっても「善き
地球」を願っていることも事実である。

 しかしこの間、われわれは、そのような願いをもっ
てはいるが、残念ながら「短期的な利益」を優先させて
きたと結論せざるを得ない。それは 1972 年以降のわれ
われの暮らしぶりが、『成長の限界』（556）で示された
未来予測のいくつかのシナリオのうちの BSU109 モデル
にほぼ合致していること（557）が根拠である。また、

『成長の限界』の著書の一人であるヨルゲン・ランダー
スは『2052 今後 40 年のグローバル予測』（558）のなか
で「持続不可能は持続可能ではない」と表現方法を変え
た。それは、われわれはこのままでは持続不可能である
ということを身をもって感じるまでは、生活ぶりあるい
は政策の選択を見直す気配はなく、前もって持続不可能
を回避することは残念ながらできないのではないかとい
う内容である。しかし、彼は実現できたらよいと思われ
る 20 の提言を示すことで、持続可能な社会の早期実現
を願っている。
　また、上述した宗教的な心性を人間の本質の一部と捉
えながら生物多様性保全を訴えるウィルソンは、人間が
神により地球の管理人として選ばれたと考えたとして
も、現在の人の地球の管理の仕方は第六の大絶滅を引き
起こすようなひどいものであり、改善すべきであるとい
う趣旨のことを強調している（559）。
　あるいは、本論で度々引用してきたグールドは、「人
類は自分の力を過信している。地球に対する人類の力な
ど、地球自身の地質学的時間尺度で見れば、事実上無に
等しい。われわれは、自分たちを破滅させ、多くの種を
その道連れにすることならできる。しかし、バクテリア
の多様性をほんのちょっとくじくことすらできないし、

何百万種もの昆虫やダニを殺すこともできない。」と人
類を捉えている。一方、地球を擬人的に捉え、「われわ
れが地球を傷つければ、地球は血を流し、われわれを放
り出して傷口に包帯を巻き、独自の時間尺度で自分の仕
事を続けるだろう。」と述べている。そして、「我々にと
っての恩恵は地球にとっては寛容であり、我々として
は、地球がまだ快く取引に応じてくれるうちに契約書に
署名したほうがいい。」「地球にとっては地球自身の時間
尺度ではそのような契約は必要でも何でもないものであ
る。」「我々が地球にやさしく接すれば、地球も我々のこ
とをしばらくは許容してくれるだろう。」と続けてい
る。更に彼は、「われわれに必要なものは人間の時間尺
度でみた地球であって、想像もできないほど遠い未来の
地球ではなく」「人間にとって是非必要なものは、きれ
いな空気と水・太陽エネルギー・リサイクリング・再植
林である。」と論じている。また最終的に「“ アート ” と
は自然を人間にとって有効に丁重なしかたできちんと上
品かつ知的に “ 変更 ” したものであり、そういうアート
を、自然を搾取するのではなく、自然と共同するかたち
で実践できるとしたら（そうして自然の広大な領域に関
しては最小限の介入にとどめて保存することで、人間が
登場する前の長大な歴史の中で自然が完成させたことを
忘れないようにし、楽しみ続けられるとしたら）、その
ときこそ最適なバランスを達成させることができるかも
しれない。」「非妥協的な態度を通すには、この世界は、
あまりにも複雑でとらえどころがない。全員が、自分の
ことはこんなふうに扱ってほしいと思う仕方で他人に接
すれば、礼儀正しさと安定が、自ずと広まるのではない
だろうか。そういう約束ごとを、地球に対しても実行し
てみてはどうだろう。」と希望を述べている（437, 
560）。
　彼の言う「自分のことはこんなふうに扱ってほしいと
思う仕方で他人に接すれば」ということは、論語の「己
の欲せざる所人に施すことなかれ」、新約聖書の「己の
欲する所を人に施せ」、曹洞宗の修證義の「自未得度先
度他（じみとくどせんどた）」と同じである。「科学」に
主軸をもつグールドの主張も「宗教」「倫理」の教えも
同じことを語っている。
　このようにわれわれを育み、われわれに恵みを与えて
くれている地球を大切にすることは、結局自分たちにと
っても、最も肝要なことである。

109 Business as usual の略で、経済優先の政策を選択した場合のモデルである。その他省エネを加速させる、暮らしぶりを大き
く見直すなど別のモデルによる未来予測も示されていた。
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13．結語

　本シリーズは、『われわれはどこから来たのか われわ
れは何者か』を知ることにより『われわれはどこへ行く
のか』についての指針が得られるのではないかというこ
とを考えて展開してきた。今回考えた地球・生命の誕生
からわれわれホモ・サピエンスに至る道程（3, 4 参照）
は、『われわれはどこから来たのか われわれは何者か』
ということにはっきり一つの答えを提供してくれる。そ
れを踏まえて『われわれはどこへ行くのか』を考える
と、『われわれは第六の大絶滅を回避し、持続可能な発
展を目指す』というのが一つのビジョンと成りうるので
はないかと思われる。
　このように「知を拡大する」ことで「地球を救う」と
いうことは、われわれの取りうる唯一の方途であるだろ
う。この場合の「知」には「反証可能な科学」が含まれ
る。しかし、われわれは「知」が部分的で暫定的である
こと、「形而上的な問いかけ、意味や目的」を考える

「反証不能」な領域も存在することも分かっている。ま
た異なる風土で育ち、違った文化・伝統をもつ人々が

「地球を救う」という共通の問題に立ち向かうためには
「目的」について語らざるを得ない。そのことは「宗
教」あるいは「想念」という人のもつ文化的な要素も必
須であることを示している。
　更に、それを行うヒト / 人の総体としてのわれわれの
立場を確認しておくことも重要である。われわれは発達
した脳をもち圧倒的に多くの文化を継承するという他の
生物には見られない大きな特徴をもっている。しかしそ
れは「人間中心主義」を自動的に保証するものではな
い。われわれは特殊であるが特別に選ばれたものではな
い。
　多くの生物は、まさにダーウィンが示したように（61
頁、図 12）、共通の祖先の幹から大きな枝、中ぐらいの
枝、小枝が伸びるように生まれたものである。途中で枯
れ落ちた枝、嵐でもぎ取られた枝など多くの枝が失われ
た。運が良かった、あるいはうまく光を受け取ることが
できる葉を茂らせた枝が生き残った。それが、現在の生
物の姿である。生物の進化は、人間を頂点に押し上げる
ために一本道で進んできたものではない。
　一方「人間中心主義」を育んできた西欧の中でも、産
業革命以降の時代を「人間中心世」と捉えようという動
きがあり、それは「人間中心主義」を批判的に理解して
いることの表れであると言える。
　また、マハトマ・ガンジー（1869-1948）は「西洋近
代化の基本問題は肉体的欲望を解放したことにある。

（中略）真の文明とは徳のあり方という意味である。真

の文明は肉体的欲望の自制に基づくものでなければなら
ない。生産だけでなく、むしろ消費に注目するとき、そ
の暴力性を批判できる。人間は知っている技術を必ずし
もすべて使うべきでない。そのことをインド古来の文明
は教えている。」と述べるなど、西欧の近代化を痛烈に
批判している。（561）。
　①ここまで論じてきたことと、②われわれの暮らす世
界は、細分化・巨大化しており、諸科学を全体的に把握
することさえ難しいこと、③個々の「機能還元主義的な
解析」を精度の高いものにするだけでは、「目的」「価値
観」と関わりをもつことは難しいこと、④そこで「全体
的な理解」が標榜されているが、それも単独では有効な
力を発揮し得ないことなど全てを考え合わせると以下の
結論を導くことができると考えられる。
　「機能還元主義的な解析」と「全体的な理解」の統合
あるいは併存と、ヒト / 人の総力をあげての「科学」と

「宗教」、「理性」と「想念」、「知」と「目的」の統合あ
るいは併存とは軌を一にしたものである。それらの二つ
は完全に独立しているわけではなく、また重なりがない
ものではない。「知（科学）」が拡大され、それらが脳に
蓄積・記憶された後に、直観や想念の形成に大きく影響
することは疑いようがない。それらの二つがどのように
重なり合うかは人それぞれで異なるが、人類総体の獲得
した「知」は増大している。一方、われわれ個人の問い
かけは、古来の人々のそれとさほど変わっていない。こ
れらを踏まえると「われわれの行先」は、「機能還元主
義的な解析と全体的な理解」「科学と宗教」「理性と想
念」を射程にいれた「自然哲学」を復権させ、各自の多
様なアイデアをもちより、唯一無二の地球を「幸多き人
類・生物が暮らせる善き地球」となるようにするロード
マップのボトムラインを多くの人で創ることであると思
われる。
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