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まえがき

生命のリレー

　『せいめいのれきし』のすてきなところは，その時代そ
の時代の生きものが主役であることです。三

さん

葉
よう

虫
ちゅう

や恐竜が，
それぞれの時代の主役として，舞台の中央に登場します。
いろいろな生きものたちに親近感を感じるのは，この舞台
仕立てが関係しているように思います。
　そして，時代の主役が交代しながら，今の私たちの時代
につながっているという，生命のリレーが描かれています。
　私は，講演会で『せいめいのれきし』を読んで，それに
解説を加えてお話しする，ということをしていますが，こ
の本が好きだという方がたくさんいらっしゃることがわか
りました。おとなになってから出会った方も多いようです。
　私たちから縁遠いように思われる生きものたちが進化で
つながっていることを，作者バージニア・リー・バートン
さんはあたたかく紹介しています。そのまなざしが，人を
ひきつけるのだろうと思います。

子どもたちにつなぐバトン

　三葉虫や恐竜のことを知っても，直接的に現代生活の役
には立ちませんし，生活が便利になるわけでもありません。
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でも，今までの歴史があって，今の自分があって，そして
明日が始まっていくのだという，当たり前だけれど大切な
ことに，改めて気づかせてくれる本です。
　この本は，生きものたちのサクセス・ストーリーが語ら
れているわけでも，進化の見方のあるべき論が語られてい
るわけでもありません。そうではなくて，自然と向き合う
ときの謙虚さを感じさせてくれる本だと思います。
　生命の歴史を知ることは，何かの役に立つわけではない
けれど，気持ちを豊かにしてくれます。それは，私たちヒ
トが言葉で，文字で，絵で物語を伝え，共有できるように
なった動物であり，私たちはそのことに歓びを見いだす生
きものだからではないかと思います。これまでの生命の歴
史のリレーランナーとして，私たちがしっかりとバトンを
つないでいかなければという思いを新たにして，読者であ
る子どもたちひとりひとりが次の主人公となって，これか
ら朝が始まるのだという本の最後のメッセージは，とても
魅力的です。

心温まる歴史としてみる新鮮な発想

　今でもこういう見方がされることはあると思いますが，
絶滅した生きものは適応できなかった失敗作で，淘汰され
るのは当然だ，という受け止め方があると思います。今よ
りも原著が書かれた当時は一層，恐竜は大きすぎて適応力
がなく絶滅したのだ，恐竜のようになってはいけない，と
いう反面教師としてまとめられがちだったのではないかと

��



科学ライブラリー　深読み！絵本『せいめいのれきし』
aa01284_h_mgk.ps : 0003 : 2017/4/3(16:43:44)●

思います。
　しかしバートンさんはこの絵本で，時代の主人公だった
三葉虫や恐竜がいなくなったという事実を語ってはいます
が，それ以上のことは語っていません。例えば，私たちの
祖先の哺

ほ

乳
にゅう

類
るい

がいかに賢くふるまったかといった描き方は
していません。あるいは，絶滅するべくして絶滅した，と
いった描き方もしていません。そういう論調にならずに，
本の中で人間の時代を迎えているのは，さりげないけれど，
うまくできていると思います。
　そして淡々と事実を述べるだけに終わってもいません。
バートンさんは，本を読む子どもたちに，これからはあな
たたちの時代なのですよ，と語りかけます。三葉虫や魚や
恐竜が主人公の時代から人間の時代になり，さらに今の自
分も歴史の中の通過点であって，次の時代にバトンタッチ
していくИЙ進化を，単に科学的な考えや営みとしてでは
なく，もっと身近で心温まるものとして感じさせてくれま
す。

読み継がれて共有される思い

　子どものころに好きだった本を読み返すと，その内容の
深さに気づかされるものですが，この本は，そうした反

はん

芻
すう

のしがいのある本です。
　学術的なことだけに関心があると，描かれた絵の描写も
古くなっているし，内容も新しくして，新しい本を作りた
くなると思います。もちろん，CGをつかうなどした新し

�まえがき
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い本を作ることは，当然考えられます。バートンさんの絵
よりもより正確で情報量の多い絵に変えるべきだと思うか
もしれません。
　私は，バートンさんの絵のタッチが，知りたいという気
持ちを育んでくれている部分があるのではないかと思いま
す。じつはこの本の内容は，情報量も多いし，必ずしもや
さしくはありません。それを絵のタッチがやさしく感じさ
せてくれています。虫や爬

は

虫
ちゅう

類
るい

が苦手な人もいますが，そ
ういうことも感じさせません。
　新しい本はいくらでも出てきますが，この本の絵の魅力
と命へのあたたかいまなざしのある文章が，学術的な興味
へと橋渡ししてくれているのではないかと思っています。
　『せいめいのれきし』の改訂では，バートンさんの絵や
文章，石井桃子さんの翻訳には最低限の改変しかしていま
せん。そこで，絵本の中には盛り込めなかった知識や，最
新の研究成果など，この絵本から派生してくるであろう新
しい興味関心に応えるようなつもりで，「せいめいのれき
し」を一緒にちょっと「深読み」してみませんか？とい
う気持ちで，本書を執筆しました。内容の大部分は雑誌
「科学」に 2015 年 8 月号から 2016 年 11 月号まで 16 回連
載された内容をベースにしていますが，その後の最新情報
なども含めて本書になりました。
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第四紀

新第三紀 

新
生
代

中
生
代

古
生
代

古第三紀

白亜紀

ジュラ紀

三畳紀

ペルム紀

石炭紀

デボン紀

シルル紀

オルドビス紀

カンブリア紀

先カンブリア時代

（億年前）

0 約260万年前

約2300万年前

約2億年前

約2億9900万年前

約3億5900万年前

約4億1900万年前

約4億4300万年前

約4億8500万年前

1

2

3

4

5

5　にんげんの時代
 （約700万年前～）

約5億4100万年前

約2億5200万年前

約6600万年前

約1億4500万年前

プロローグ
いちばん古い
いきもの

   ふるいいきもの
    の時代

1

     恐竜とはちゅう類
    の時代（1）

2

     恐竜とはちゅう類
     の時代（2）

3

鳥類とほにゅう類
の時代

４

古第三紀・始新世
（5020万年前）

白亜紀後期
（9400万年前）

三畳紀前期
（2億3700万年前）

ペルム紀後期
（2億5500万年前）

海嶺海溝陸地

（日本古生物学会編『古生物学事典（第 2版）』朝倉書店より）
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　『せいめいのれきし』は，地球の誕生から，今この瞬間まで続
く命のリレーを，5幕 34 場のお芝居に見立てて描いた絵物語で
す．アメリカの絵本作家バージニア・リー・バートンが，アメリ
カ自然史博物館に通ってスケッチしたり勉強したりしながら，8
年もの歳月と情熱をかけて 1962 年に完成させた傑作です．
　日本では，1964 年に石井桃子訳で刊行され，多くの子どもや
大人に愛読されてきました．刊行から半世紀が経ち，宇宙や地球
や生物などについての研究が進み，バートンが絵本を描いた時に
はわかっていなかったことが解明されるようになりました．そこ
で，2009 年にアメリカで出版された updated edition（監修はハー
バード大学のAndrew Knoll 博士）をもとに，2015 年に，日本語版
も内容を改訂しました．絵については，左のページでは冥王星を
削除するなど一部を変更しましたが，右のページには変更は加え
ていません．
　改訂にあたって，国立科学博物館の真鍋真博士に全体の文章を
細かく見直していただきました．子どもたちが図鑑で調べられる
ように生物の名前を現在の呼称に変えたり，恐竜の一部は鳥に進
化したことや，気候変動，火山活動や隕石衝突などについて，最
新の知見を盛り込みました．その内容についても，本書でくわし
く解説されています．生まれ変わった『せいめいのれきし』が，
これからもたくさんの子どもたちに読みつがれてほしいと願って
います． （岩波書店児童書編集部）
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　『せいめいのれきし』では，地球が誕生した約 46 億年前
から原

げん

生
せい

代
だい

の終わりの約 5億 4100 万年前までを，生物進
化の歴史のプロローグとしています。「生物は，もうあら
われていたといわれていますが，そのかたちまでは，わか
りません。」（16 ページ）と書かれている始

し

生
せい

代
だい

，17 ページに
描かれている情景は，とても生物が生息できそうには見え
ません（図 0‒1）。しかし『せいめいのれきし』が出版され
てからの 50 年，多くの発見が相次いでいます。

「せいめい」の始まり
　約 40 億年前に原始海洋が地球に誕生し，その中でやが
て最初の生命が生まれたとされています。オーストラリア
西岸のシャーク湾には，「原始の海」と言われる場所があ
ります。ここにはシアノバクテリアという光合成細

さい

菌
きん

が群
生しているからです。シアノバクテリアが層状に堆

たい

積
せき

した
ストロマトライトという岩

がん

体
たい

が 50 cmぐらいのドーム状
になっている様子を見ることができます（図 0‒2）。
　2016 年 8 月，世界最古とされるストロマトライト化石
の発見が報告されました。グリーンランドの約 37 億年前
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の地層から発見された，厚さ 1～
4 cmのものです（1）。シアノバク
テリアのような光合成細菌は，二
酸化炭素から有機物を合成し，酸
素を発生させることができます。
『せいめいのれきし』17 ページの
約 25 億年前の地球には，もうシ
ャーク湾のような風景もあったこ

図 0‒1　プロローグ 5ば：いちばん古いいきもの
（『せいめいのれきし』17 ページより）

図 0‒2　現代のシャーク湾のストロマト
ライト（roboriginal/123RF 写真素材）
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とでしょう。

真核生物の登場
　地球上の生物は細菌（バクテリア）と真

しん

核
かく

生物の二つの大
きなグループに分けられます。真核生物は細菌より大きく，
細胞の中に核

かく

膜
まく

に包まれた核
かく

があること，ミトコンドリア，
葉緑体などの細胞小器官をもっていることが細菌とは異な
るところです。真核生物がいつどのように進化したかは明
らかになっていませんが，細菌が真核生物の中に入ってミ
トコンドリアとなり，シアノバクテリアが葉緑体となって
真核生物が生み出されたのではないかと考えられています。
　真核生物は動物，植物，菌

きん

類
るい

などに進化していきました。
細菌と菌類を区別するために菌類のことを真

しん

菌
きん

類
るい

と呼ぶこ
ともありますが，菌類とはキノコ，カビ，酵

こう

母
ぼ

などのこと
です。キノコのような菌類は植物のように思われがちです
が，植物のように自分で養分を作り出せるのではなく，植
物を栄養源として生きる生物で，系統的に見ても菌類は植
物よりも動物に近い存在です。
　原生代の舞台の上では，ナビゲーター役の地質学者が虫
眼鏡で水の中をのぞきこんでいるように描かれています
（図 0‒3，図 0‒4）。2010 年，アフリカのガボンの約 21 億年
前の地層から，長さ約 1～12 cmの化石が 250 個以上発見
されたことが報告されました（2）。これらの化石は，核が膜

まく

に
おおわれていることから，真核生物に分類できるそうです。
　生物にはアメーバのように体が 1種類の細胞で構成され

�プロローグ　いちばん古いいきもの
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る単細胞生物と，複数の種類の多数の細胞で構成さ
れる多細胞生物がいます。細菌はみな単細胞生物で，
真核生物の中で多細胞生物が生まれたと考えられて
います。真核生物も最初は単細胞生物だったはずで
すが，ガボンで見つかった約 21 億年前の化石は，
真核生物であるだけでなく，すでに多細胞生物だっ
た可能性が高いと考えられています（図 0‒5）。
　ほぼ楕

だ

円
えん

形の体の縁にはヒダがあり，中央には円

図 0‒3　プロローグ 6ば：はじめのころのいきもの
（『せいめいのれきし』19 ページより）

図 0‒4　虫眼鏡をもっ
た地質学者（『せいめい
のれきし』19 ページよ
り）
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形の塊があることが特徴です。こ
れがどのような生物だったかはわ
かりませんが，酸素の乏しい海で
生息していたらしいことは確かで
す。バートンさんが生きていたら，
海の中にガボンの化石を描いたこ
とでしょう。

形の多様性の誕生
　南オーストラリアのエディアカラ丘陵から発見された約
6億年前の化石はエディアカラ生物群と呼ばれています。
エディアカラ生物群には多様な形の生物が存在していまし
た。中には節

せっ

足
そく

動物や環
かん

形
けい

動物に似た形のものがいました
が，現代の節足動物や環形動物につながるものだったのか
どうかはわかりません。しかし，刺

し

胞
ほう

動物（クラゲ，イソギ
ンチャク，サンゴなど）につながる生物だと考えられているも
のもいます。エディアカラ生物群を図鑑やネットで検索し
て，形を見てみてください。

全球凍結
　もうひとつ『せいめいのれきし』が出版された当時，最
先端の地質学者も知らなかった現象が原生代に起こってい
ました。それは，約 23 億年前から 22 億 2000 万年前と，
約 7億 3000 万年前から 7億年前，そして約 6億 6500 万年
前から 6億 3500 万年前，少なくとも 3回の氷河期があっ

図 0‒5　ガボンの化石
（ⒸKaksonen/CNRS）

�プロローグ　いちばん古いいきもの



科学ライブラリー　深読み！絵本『せいめいのれきし』
aa01284_h_pro.ps : 0006 : 2017/4/3(11:46:23)●

たことです（3）。氷河期と聞くと，マンモスがいた第四紀の
数万年前ごろの出来事を思い浮かべるでしょう。しかし，
原生代の最初のころと終わりのころにも，赤道付近でも積
もった雪が溶けることのないような氷河期が数回あったこ
とが明らかになっているのです。
　雪や氷は溶けてしまうのに，地質学者たちは氷河期があ
ったことがなぜわかるのでしょう。切

き

り通
どお

しのようなとこ
ろで，崖に地層がむき出しになっていて，地層が綺

き

麗
れい

な縞
しま

模様になっているのをご覧になったことがあるかもしれま
せん。海でできた地層の縞模様は，海底に泥が静かに積も
っていたことを示しています。そこにドロップストーンと
呼ばれる数 cm～数十 cmの礫

れき

岩
がん

のせいで，縞模様が乱さ
れていることがあります。ドロップストーンは氷河が氷と
礫岩を陸から海に押し流してきて，氷山と一緒に海に流さ
れた礫岩が海の真ん中でドロップして（落ちて）できたもの
だと考えられています。そのため，ドロップストーンは氷
河の存在の傍

ぼう

証
しょう

として使われています（3）。
　また，氷河が礫岩を押し流す時に，礫岩が引きずられて，
引
ひ

っ搔
か

き傷のような痕
あと

が下の地層に残ることがあります。
これは擦

さっ

痕
こん

と呼ばれるもので，擦痕の引っ搔き傷の方向か
ら，氷河の流れの方向を復元できることもあります。他に
もさまざまな堆積物，地形などのデータを考慮すると，氷
河が存在した痕

こん

跡
せき

が世界各地の地層から発見されています。
当時の大陸配置においても，赤道付近まで地球全体が氷河
でおおわれてしまうような氷河期があった可能性が高いの

�
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です。
　地球全体が氷河期だった状態なので全球凍結と呼ばれて
います。赤道付近の年平柊気温はマイナス 30°Cぐらい，
全地球の年平柊気温がマイナス 40°Cぐらいだったと推定
されています。当時の生物は水の中に生息していました。
海が凍ってしまい，光合成もできなくなってしまったはず
で，大量絶滅が何回も起こっていたに違いありません。そ
れでも，海底などで生き残ることのできた一部の生物が，
「せいめいのれきし」のリレーを現代まで続けているので
す。

23 億光年先の宇宙
　全球凍結を英語ではスノーボールアース（Snowball Earth）
と呼びます（図 0‒6）。地球を雪合戦の丸い雪玉のようにた
とえた表現です。1光年とは光のスピードで 1年かかる距
離ですから，いま，23 億光年先
の宇宙空間にいたら，23 億年前
の地球の姿が見えることでしょう。
全球凍結が本当に起こっていたの
ならば，宇宙空間に白い球がポツ
ンと見えるはずです。

図 0‒6　スノーボールアースのイメージ
（画：マカベアキオ）

�プロローグ　いちばん古いいきもの
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　作者のバージニア・リー・バートン（1909‒1968）は，20 世紀ア
メリカを代表する絵本作家です．マサチューセッツ州に生まれ，
少女時代から美術とダンスに熱中し，高校卒業後はプロのダンサ
ーを目指しながら，サンフランシスコの美術学校へ通いました．
　21 歳のとき，ギリシア人の彫刻家ジョージ・デメトリアスと
出会います．1931 年に結婚後，海べの村フォリーコーブに住み，
道路脇にあった家を海の見えるりんご園に移し，自然豊かな環境
のなかで 2人の息子を育てました．
　汽車好きの息子のために描いた『いたずらきかんしゃちゅうち
ゅう』（1937 年）がはじめての絵本です．その後も『マイク・マリ
ガンとスチーム・ショベル』（1939 年），『名馬キャリコ』（1941 年），
『ちいさいおうち』（1942 年・コルデコット賞受賞）や『はたらきもの
のじょせつしゃけいてぃー』（1943 年）など，数々の子どもの本を
手がけました．
　『せいめいのれきし』（1962 年）はバートンの最後の絵本作品です．
第 5幕には，終生愛したフォリーコーブの自宅やアトリエ，周囲
の風景やくらしぶりが描きこまれており，その作風には『ちいさ
いおうち』のモチーフが感じられます．また，舞台仕立ての構成
は，かつてダンサーを目指したバートンならではのアイディアか
もしれません．
　絵本創作のかたわら，地元の女性たちと「フォリーコーブ・デ
ザイナーズ」を組織して，自然をモチーフにしたテキスタイル作
品を発表し，好評を博しました． （岩波書店児童書編集部）
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顕生代の幕開け
　いまから約 5億 4100 万年前から現在までは顕

けん

生
せい

代
だい

と呼
ばれます。顕生代は古生代，中生代，新生代と大きく分け
られていて，私たち現在の生きものは新生代の住人です。
『せいめいのれきし』の 21 ページは古生代の始まりを，舞
台の幕が開くことで表現しています（図 1‒1）。

硬い殻の誕生
　古生代はカンブリア紀から始まります。海の中には三

さん

葉
よう

虫
ちゅう

が行進しているかのようにたくさん描かれています（図
1‒2）。舞台に描かれている古生物の大きさは，司会者の人
間と比較することでイメージすることができるようになっ
ています。三葉虫は体が縦方向に中葉，その両側に側葉の
三つのユニットで構成されていることに由来して名付けら
れています。現在，発見されている最大の三葉虫は長さが
約 70 cmです。まさに海底の王さまにふさわしい大きさ
ですね。三葉虫は硬い殻

から

をもっていることから，化石とし
て残りやすかったため，化石がたくさん発見されています。
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このような硬組織が発達したのはカンブリア紀になってか
らだと考えられています。そのため化石として私たちにそ

の存在の証拠を残してくれた生物がカンブリア紀に
著しく増加し，顕生代が始まったのです。

光スイッチ説
　カンブリア紀のもうひとつの出来事は，三葉虫の
ように眼をもった動物が出現したことです。眼をも
っていれば，獲物を効率良く探すことができたでし

図 1‒1　1まく 1ば：カンブリア紀の海のいきもの
（『せいめいのれきし』21 ページより）

図 1‒2　海底の王さま
三葉虫（『せいめいのれ
きし』21 ページより）
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