
サピエンス全史（ユバァル・ノア・ハラリ著）

第1章　唯一生き延びた人類種

第2章　虚構が協力を可能にした

第3章　狩猟採集民の豊かな暮らし

第4章　史上最も危険な種

第一部 認知革命

松山 隆幸

2017.6.10



サピエンス全史    - 第一部 認知革命 -
第1章　唯一生き延びた人類種

第2章　虚構が協力を可能にした

第3章　狩猟採集民の豊かな暮らし

第4章　史上最も危険な種

今、私たちは絶滅の第三波の中にいる 
狩猟採集民の広がりに伴う絶滅の第一波に続いて、農耕民の広がりに伴う第ニ波が起こった。 
そして、今私たちは産業活動が引き起こしている絶滅の第三波の波の中にいる。 
私たちの祖先は自然と調和して暮らしていたと主張する環境保護運動家を信じてはならない。 
産業革命のはるか以前に、ホモ・サピエンスはあらゆる生物のうちで、最も多くの動植物種を絶滅に追い込んだ記録を保持
していた。私たちは、生物史上最も危険な種であるという、芳しからぬ評判をもっているのだ。（P.100） 
（中略） 
人類の殺到という洪水を唯一生き延びるのは人類そのものと、ノアの方舟を漕ぐ奴隷の役割を果たす家畜だけということに
なるだろう。（P.101）

絶滅の波の中で、未来に対して私たちは希望を見出せるか？ 
生物学的な視点だけでなく、歴史学的な視点で「ホモ・サピエンス」を見直すことによって、私たちの未来に「希望」を
見出す試み。今この地球上にいる「ホモ・サピエンス」の使命とは何か？　私たち一人ひとりが、現実を直視して、新た
な虚構を創造することができるか？ 1



サピエンス全史    - 第一部 認知革命 -

ビッグバンから現代までの人類史

137億年前 ビッグバン：物質とエネルギーが現れる。物理現象の始まり。原子•分子が現れる。

46億年前 地球誕生。

38億年前 生物が発生。

700万年前 ヒトとチンパンジーの最後の共通の祖先と別々の道を歩む。

250万年前 アフリカでホモ（人）属が出現。最初の石器。

200万年前 人類がアフリカ大陸からユーラシア大陸へ広がる。 
異なる人類種が進化する。

50万年前 ヨーロッパと中東でネアンデルタール人が進化する。

30万年前 火が日常的に使われるようになる。

20万年前 東アフリカでホモ・サピエンスが進化する。

7万年前 認知革命が起こる。虚構の言語が出現する。 
歴史的現象の始まり。ホモ・サピエンスがアフリカ大陸の外へと広がる。

4万5000年前 ホモ・サピエンスがオーストラリア大陸に住みつく。 
オーストラリアの大型動物が絶滅する。

3万年前 ネアンデルタール人が絶滅する。

第一部 認知革命
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サピエンス全史    - 第一部 認知革命 -

ビッグバンから現代までの人類史

1万6000年前 ホモ・サピエンスがアメリカ大陸に住みつく。 
アメリカ大陸の大型動物が絶滅する。

1万3000年前
ホモ・フローレシエンシスが絶滅する。 
ホモ・サピエンスが唯一生き残っている人類種となる。

1万2000年前 農業革命が起こる。植物の栽培化と動物の家畜化。永続的な定住。

5000年前 最初の王国、書記体系、貨幣。多神教。

4250年前 最初の帝国、サルゴンのアッカド帝国。

2500年前 硬貨の発明。普遍的な貨幣。ペルシャ帝国-「全人類のため」の普遍的な政治秩序。 
インドの仏教-「衆生を苦しみから解放するため」の普遍的な真理。

2000年前 中国•漢帝国。地中海のローマ帝国。キリスト教。

1400年前 イスラム教。

500年前
科学革命が起こる。 
人類は自らの無知を認め、空前の力を獲得し始める。 
ヨーロッパ人がアメリカ大陸と各海洋を征服し始める。地球全体が単一の歴史的領域となる。資本主義が台頭。

200年前
産業革命が起こる。 
家族とコミュニティが国家と市場に取って代わられる。動植物の大規模な絶滅が起こる。

今日
人類が地球という惑星の限界を超越する。 
核兵器が人類の生存を脅かす。生物が自然選択ではなく知的設計によって形作られる。

未来
知的設計が生命の基本原理となるか？ 
ホモ・サピエンスが超人たちにとって代わられるか？ 
AIが人間の認知能力を超える？

第一部 認知革命
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河合信和著「ヒトの進化七〇〇万年史」（2010年・ちくま新書）

180万年前 ：人類の出アフリカ

10万年前 ：ホモ・サピエンスの出アフリカ

60万年前 ：宗教的な儀式の可能性（エチピア）
40万年前 ：狩猟の開始（ドイツ・シェーニンゲン遺跡）

150～100万年前 ：火の使用

342万～324万年前 ：石器の製作（エチオピア北東部）

260～250万年前 ：肉食の開始（エチオピア）

＊脳の急拡大

700万年前 ：チンパンジーとの共通祖先から枝分かれ（チャド）
＊「直立二足歩行」と「犬歯の縮小」

＊大型動物の食べ残しを食べる
＊高カロリー食

ホモ・エレクトス

ホモ・サピエンス
ネアンデルタール

アウストラロピテクス

＊クロマニョン人 
1868年、南フランス、クロマニョ
ン洞窟で発見された人類化石。

現代型ホモ・サピエンス。

第1章　唯一生き延びた人類種
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第1章　唯一生き延びた人類種

出典：C.ストリンガー、P.アンドリュース著「人類進化大全」

出典：山極寿一ほか著「人間とは何か」（東京化学同人）

▼人類移動の背景 
- 中新世期（2300万年～500万年）：700万年前ごろから気候が寒冷化してきた。 
- 類人猿は熱帯雨林にとどまり、人類（ホモ）は熱帯雨林を出て草原地帯に出た。 
- その移動に必要だったのが二足歩行。 
- 危険を回避しながら集団で移動し、お互いに助け合いながら生活するようになった。

初期人類の主な化石発見地
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第1章　唯一生き延びた人類種

原猿類、サルは、周辺にある草や果実を自分の必要なだ
け取り、食物の分配をしない。

新世界ザル（＊1）は、採食技術が必要な食物を探し求
め、共同で子育て、子供に食物を分配。

類人猿（＊2）は、食物を通じて仲間の選択、交尾相手
の選択を行い、大人どうしでの食物の分配がみられる。

広いニッチで採食技術が必要とする貴重な食物を得て、
広い範囲で分け与えるのは、ホモサピエンスのみ。

10～15人の共鳴集団では、言葉がなくても声やアイコンタクトでコミュニケーションがとれる。 
しかしながら、集団が大きくなるにつれてお互いの顔を認識することが難しく、集団の安定した維持は難しくなる。 
そこで、言葉 が必要となった。 
狩猟採集民の平均的な集団サイズ（自然の恵みに頼り、食料生産をせずに暮らしていく人間のまとまりの大きさ）は160人くらい。 
一つの集団としてそれぞれの顔や能力を認識し、相互に助け合って生活を維持していくために、脳が大きくなり、新皮質が大きくなった。

出典：山極寿一ほか著「人間とは何か」（東京化学同人）P.55

食物がコミュニケーションの手段になる。 
採取や分配時に声を出し、表情も豊かになる。 
声と表情で相手を認識する共鳴集団を形成。

メガネザル・キツネザル・ロリスの類

（＊1）新世界ザル 
中央・南アメリカに生息する 
霊長目オマキザル上科Ceboideaに属するサルの総称

（＊2）類人猿 
オランウータン、ゴリラ、チンパンジー、ボノボなど。 
いずれも熱帯森林に生息する。 6
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第1章　唯一生き延びた人類種

ホモ・サピエンスの拡散・推定図

（出典：九州大学総合研究博物館HP）
港川遺跡（みなとがわいせき）：沖縄県 
沖縄県港川にある旧石器時代遺跡。現生人類（ホモ・サピエンス）の人骨（港川
人）が出土。約1万8000年前の古さをもつ。人骨の特徴が中国の柳江(りゅうこう)
人と類似するため大陸との関係が注目さる。

1万8000年前

紀元前70000年頃～紀元前14000年頃：ヴュルム氷河期には陸地 
紀元前12000年頃～紀元前4000年：海面上昇により海底に没した

4～6万年前
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第1章　唯一生き延びた人類種
第4章　史上最も危険な種

認知革命以前、どの人類種も アフリカ・ユーラシア大陸で暮らしていた。 
アメリカ、オーストラリア、日本、台湾、マダガスカル、ニュージーランド、ハワイといった遠い島々には全く到達してなかった。 

▼認知革命後、長い時を経て、オーストラリアに進出（上陸）、そしてアジアへ 

大陸から抜け出し、「外界」へ移住するのに必要な技術や組織力、そして先見の明さえも獲得した。 
インドネシの島々に住んでいたホモ・サピエンスは、航海術を編み出し、漁や交易、探検を行うようになった。 
その結果、約45000年前、オーストラリアへの移住に成功した。 

その後、約3万5000年前に日本へ、3万年前に台湾に、人類は到達した。 

狩猟採集民が初めてオーストラリアに足を踏み入れた瞬間が、ホモ・サピエンスが特定の陸塊で食物連鎖の頂点に立った瞬間であり、 
それ以降、人類は地球という惑星の歴史上で最も危険な種となった。 

ホモ・サピエンスの上陸後、数千年のうちに、巨大な生き物は事実上すべて姿を消した。 
50Kg以上ある大陸の動物種の24種のうち23種が絶滅。数百万年もの間で、 
これはオーストラリア大陸の生態系における最も重大な変化を引き起こした。 

寒冷化と温暖化のサイクル（10万年ごとに氷河時代があった）の影響か？ 

800年前にマオリ人がニュージーランドへ上陸したあと、 
大型動物の大半は全鳥類種の6割と共に絶滅した。 

北極海に浮かぶウランゲリ島では、ホモ・サピエンスが北アメリカ大陸へ広がると共に後退し、 
一万年前までには大型動物は全て絶滅した。

ウランゲリ島
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▼ベーリング海峡を越え、アメリカ大陸へ 

約1万6000年～1万4000年前にホモ・サピエンスは、シベリアと続く氷の大地を、マンモスやトナカイを追って、アメリカ大陸へ到達。 

その旅路の途中で、保温効果の高い毛皮（衣服）を身につけ、大型動物をしとめるための狩猟方法と武器を編み出した。 

紀元前約1万年までには、人類はすでに南アメリカ大陸の南端、パタゴニアのティエラ・デル・フエゴ島に到着した。 

ホモ・サピエンスは、事実上同じ遺伝子を使いながら、人類史の中ではこれほど短い期間に、これほど多種多様な根本的に異なる生息環境
に適合しながら進出をした。 

アメリカ大陸においても、ホモ・サピエンスが進出した2000年以内に、大型種の大半が姿を消した。 
❖北アメリカ：大型哺乳47属のうち34種。 
❖南アメリカ：60属のうち50属。 

大型動物の絶滅や激減は、気候変動ではなく、明らかにホモ・サピエンスの大罪。 
私たちが犯人！　この事実は避けて通れない。 

ホモ・サピエンス移住の第一波は、生態学的惨事をもたらし、農業革命以前に地球の大型動物のおおよそ半数を絶滅に追い込んだのだ。 
その悲劇は、第二波、第三波と今も続く。 

我々ホモ・サピエンスは、生物史上最も危険な種として君臨している！

第1章　唯一生き延びた人類種
第4章　史上最も危険な種
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南アメリカ大陸の南端、パタゴニアのティエラ・デル・フエゴ島

ティエラ・デル・フエゴの先住民 ヤーガン族

南アメリカ大陸の南端まで移動したモンゴロイドの族の一つ。

島の間をカヌーで渡る遊漁民男性はアシカを狩り、女性が甲殻
類を集めるために海に潜った。


ヨーロッパの侵入者によって持ち込まれたウィルスによって絶
滅したと言われている。

異民族の侵入によっ
て疫病が蔓延して、
原住民族が死滅する。
という同じホモ・サ
ピエンス間でも新人
が旧人をも絶滅させ
た。

第1章　唯一生き延びた人類種
第4章　史上最も危険な種
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▲人類最古の模様が刻まれたオーカー。 
　シンボルを使った創造的活動がはじまった最古の証拠。

人類がいつ頃から現代人と同じような精神を持つようになったか？ 
ブロンボス洞窟（約75000年前） 

ケープタウンの300km東に位置する海岸沿いの洞窟。 

ノルウェーの考古学者ヘンシルウッド（Christopher Henshilwood）らによって発見さ
れた洞窟。 

貝殻ビーズやオーカーが発見される。 

巻き貝の貝殻ビーズは，大きさが完璧に揃っており，どれも皆，口とは反対側の同じ箇
所に孔があいている。人類最古のアクセサリー（装身具）と考えられている。オーカー
（赤鉄鉱）には骨器で世界最古の模様が刻まれている。 

私たちの祖先がはるか昔から現代人と同じように”オシャレ”といった美的感覚や思考、
つまり象徴的思考能力を保有していた証と考えられる。 

これが人間の文化的行動の始まりで、ここから現代人と同じような精神（心）をもつよ
うになったと言われる発見。 

それ以降、ホモ・サピエンスが一緒に暮らす人々の人口が増えるとともに、”生存を可能
にする力”としてさらにその能力に磨きをかけ、洗練させていくようになった。 

そして、7万年前のユーラシアへ進出する力となる。 

（参考）日経サイエンス　 2005年9月号 
http://www.nikkei-science.com/page/magazine/0509/symbolism.html

▲人類最古のアクセサリー（貝製のビーズ）。 
身を飾る行為の起源を３万年もさかのぼらせた重要な発見。

ブロンボス洞窟

第1章　唯一生き延びた人類種
第4章　史上最も危険な種
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▼認知革命 
７万年前～３万年前にかけて見られた、新しい思考と意思疎通の方法の登場のこと。

▼知恵の木の突然変異 
たまたま遺伝子の突然変異が起こり、サピエンスの脳内の配線が変わり、それまでにない形で変えたり、まったく新しい種類の言語をつ
かって意思疎通をしたりすることが可能になった。

▼噂話による言語能力の進化 
他の動物が鳴き声によって意思疎通を図るように、ホモ・サピエンスは「噂話」によって言語機能を発達させてきた。 
言語は「噂話」のために発達した（という説）。ホモ・サピエンスは本来、社会的な動物。社会的な協力は、生存と繁殖の鍵を握っている。 
（中略）大人数で協力するには不可欠なこと。より緊密でより精密な種類の協力関係を築き上げられた。

▼ホモ・サピエンスだけがもつ「虚構」を語る力 
目に見える人間や動物についての情報以上に、むしろまったく存在しないものについての情報を伝達する能力。見たことも、触れたことも
ない、見たことも、匂いを嗅いだこともない、ありとあらゆる種類の存在について話す能力。架空の事物、「虚構」について語る能力。 
現実には存在しないものについて語り、ありえないことを朝飯前に信じられる。 
EX. 「ライオンは我が部族の守護霊だ！」

▼「虚構」による集団形成 
単に事物を想像するだけでなく、集団でそうできるようになった。共通の神話を紡ぎ出すことができる。 
大勢で柔軟に協力するという空前の能力をホモ・サピエンスに与える。

第2章　虚構が協力を可能にした
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▼「虚構」による集団形成 
単に事物を想像するだけでなく、集団でそうできるようになった。共通の神話を紡ぎ出すことができるようになった。 
大勢のあかの他人と柔軟に協力して、「噂話（神話）」の助けを得て、より大きくて安定した集団を形成する能力を得た。 
- 聖書の天地創造物語 
- オーストラリア先住民「夢の時代「ドリームタイム」（天地創造の時代）」の神話 

ここでのドリームは、いわゆる「夢」ではなく、「生活する、旅をする」の意味。人間が旅をすれば、そこに足跡が残るのと同じように、エネルギー
やスピリットが残ると信じている。そのエネルギーやスピリットを残す行為を「ドリーミング」、そのドリーミングが行われた時間を「ドリームタ
イム」と呼ぶ。「ドリームタイム」には３つの重要な時代がある。「始まりの時代」は何も存在しない暗黒の時代、「創造の時代」はドリーミング
により天地や動植物が生まれた時代、 そして最後の「伝承の時代」が現代を含む時代を指す。アボリジニは部族の歴史や生きるために必要な知恵と
いった「創造の時代」の考えを、 絵を描いたり歌を歌うことで語り継ぎながら生きてきた。  

- 近代国家の国民主義の神話

▼「噂話」の限界 
社会学の研究によると、噂話によってまとまっている集団の「自然な」大きさの上限はおよそ150人（京大・山極氏：160人）と言われている。 
これは現代にも当てはまる。

▼「共通の神話を信じる」という虚構による協力の大規模化 
例としては、教会組織。神の独り子が肉体を持った人間として生まれ、私たちの罪を贖うために、あえて十字架に架けられた。 
国家は、共通の国民神話に根ざしている。国民も、お金も、人権も、法律も、正義も全ては人類共通の想像の中に存在している。 
「原始的な人々」が死者の霊や精霊の存在を信じ、焚き火の周りで踊り、社会の秩序を維持していることと、現代の社会的基盤は同
じ原理で機能している。現代のビジネスマンや法律家は、強力な魔術師。 
- プジョー伝説。

第2章　虚構が協力を可能にした
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▼ゲノムを迂回する　　P.50 

社会的パターンにおける変化や、新しい技術の発明や、馴染みのない生息地域への移住は、文化に主導されてではなく、遺伝子の突然
変異や環境からの圧力によって起こった。だからこそ、人類がそれらを成し遂げるのに何十万年もかかった。 

200万年前に起こった遺伝子の突然変異のおかげで、ホモ・エレクトスと呼ばれる人類種が現れた。その出現によって、新しい石器
技術が生まれた。しかし、ホモ・エレクトスはその後新たな遺伝子の突然変異を経験せず、その間もずっと彼らの石器もほぼ同じまま
だった。 

一方で、ホモ・サピエンスは、認知革命以降、自らの振る舞いを素早く変えられるようになり、遺伝子や環境の変化を必要とせずに、
新しい行動を後の世代へと伝えていった。 

太古の人類の行動パターンが何万年も不変だったのに対して、ホモ・サピエンスは社会構造、対人関係の性質、経済活動、その他多く
の行動を10年あるいは20年のうちに一変させることができた。 

ネアンデルタール人は、ライオンの居場所については共有できたが、部族の精霊についての物語を語ったり、改定したりすることは
できなかった。彼らは虚構を創作する能力をもたなかったので、大人数が効果的に協力できず、急速に変化していく問題に社会的行動
を適応させることができなかった。交易の証拠もない。（＊シュターデル洞窟） 

ホモ・サピエンスは、異なると集団の間で長距離交易を通して大陸の内奥に至った可能性が高い。 

交易は虚構の基盤を必要としない実際的な活動に見えるが、実は交易ネットワークはすべて虚構に基づいていた。現代と同じ。すべて
は、ドルや企業の象徴するトレードマークといった虚構の存在物に対する信頼に基づいている。つまり、古代の部族間における交易
は共通の神や神話的な祖先、トーテムの動物に呼びかける。 

第2章　虚構が協力を可能にした
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ホモ・エレクトスの拡散・推定図

ホモ・エレクトス（ジャワ原人、北京原人…） 
大腿骨の化石から直立姿勢をとっていたと推測され、　　　　　　　
「直立する人」＝ホモ・エレクトスと名づけられた。 
ホモ・ハビリス（Homo habilis：器用な人）と違い、化石の発見場
所はアフリカだけでなく、中国やインドネシア、欧州と幅広い地域で
化石が発見されている。化石からは、頭も身体も大きくなり、移動能
力に優れた体格のようで、人類最初の出アフリカはエレクトスだと考
えられる。

北京原人 110万年

ジャワ原人 180万年

（グルジア）175万年

アフリカを出たホモ・エレクトスは、175万年前にドマニシ（グルジ
ア）に達し、110万年前までに東アジアに達した。 
一方で、西ヨーロッパへの到達ははるかに遅れた。 
他の肉食動物との生存競争に敗れたのか、そこはまだ人類が到達する
には厳しい気候、自然環境が存在していたのかもしれない。

アジアへは進出しやすかった。西ヨーロッパへの進出は、当時の
自然環境を克服するだけの総意と工夫が必要だった。 
それを克服できたのが、ネアンデルタール人。 
さらに、そのネアンデルタール人を絶滅させ、ヨーロッパを征服
したのが、ホモ・サピエンス。

第2章　虚構が協力を可能にした
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ホモ・エレクトス/ホモ・ネアンデルターレンシス（ネアンデルタール人）/ホモ・サピエンスの拡散・推定図

THE MIGRATION OF HOMO SAPIENS FROM 150,000 TO 40,000 YEARS AGO. COURTESY OF WIKIMEDIA 
（出典）https://en.wikipedia.org/wiki/Early_human_migrations

ネアンデルタール人は、ヨーロッパを中心に、西アジア～中央アジアにかけて存在し、28000年前頃まで生存していた。 
土器を作り、槍を作って狩猟をし、ホモ・サピエンスと変わらない狩猟採集の生活スタイル。 
ホモ・サピエンスと交配した可能性もあるという説。 
しかしながら…結果的に、絶滅をした。なぜ絶滅をしたのかは、未だ謎が多い。

第2章　虚構が協力を可能にした
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シュターデル洞窟 

ドイツ南部のホーレンシュタイン山シュターデル洞窟で、1939年に発見された世界最古の半人半獣の彫像。 
1967年から修復され、2013年に完成。 
マンモスの象牙から刻みだされたライオンの頭に人の身体をもつ（通称、ライオンマンLöwenmensch）。 
約32000年前のものと言われる。（Wikipedia） 

まずこれらが人間によって人工的につくりだされたものであり、それまでの初期人類がつくっていた石器な
どのもつ「明らかな実用性」とは一線を画すものであった、ということです。そしてそれは「視覚的な記号
（シンボル）」を構成するものでもありました。 

人類がこうした視覚的記号をつくったり解読したりする時に作用する心の属性 
　1　視質的図像を作ることには、あらかじめ心の中で型を考えておくことと、それを実行することを伴う。　　　 
　　（技術的知能） 
　2　ある切り離された出来事や物体を指示する、意図的な伝達がある。（社会的知能） 
　3　指示対象とは関連のない視覚的図像に意味を付与する。（博物的知能） 
こうした認知能力の獲得が「芸術（象徴性を持った視覚的記号）」をもたらす重要な要素となる。 
（イギリスの認知考古学者のスティーヴン・ミズン） 

レヴィ=ストロースの「縮減模型」という概念： 
美術作品は，現実世界の様々な要素から，多くの要素を減らすことで，より事物の本質をあらわにするもの
である 

第2章　虚構が協力を可能にした
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新しい能力 より広範な結果

ホモ・サピエンスを取り巻く社会について、以
前よりも大量の情報を伝える能力

ライオンを避けたり、バイソンを狩ったりする
といった複雑な行動の計画と立案と遂行

サピエンスの社会的関係について、以前よりも
大量の情報を伝える能力

最大150人～160人から成る、以前より大きく
まとまりのある集団

部族の精霊や国民、有限責任会社、人権といっ
た現実には存在しないもの（虚構）についての
情報を伝える能力

A. 非常に多数の見知らぬ人どうしの協力 
B. 社会的行動の迅速な革新

認知革命で何が起こったか？    （P.54）

第2章　虚構が協力を可能にした
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▼歴史と生物学 

認知革命は、歴史が生物学から独立を宣言した時点。 

認知革命までは、人類種の生物学（先史学）に属する。 

認知革命以降は、歴史学的な物語が生物学の理論にとってかわる。 

キリスト教の台頭やフランス革命を理解するには、遺伝子やホルモン、生命体の相互作用を把握するためだけでは足りない。 

考えやイメージ、空想の相互作用も効力に入れる必要がある。 

私たちの身体的、情緒的、認知的能力は、依然としてDNAに定められている。私たちの社会は、ネアンデルタール人やチンパンジーの社
会とおなじ基本構成で構築されており、感覚、情緒、家族の絆といったこれらの要素を詳しく調べれば調べるほど私たちと霊長類の違い
は縮まっていく。 

私たちとチンパンジーとの真の違いは、多数の個体や家族、集団を結びつける神話という接着剤だ。この接着剤こそが、私たちを万物の支
配者に仕立てた。 

歴史は、ある一定の生物学的特性の領域の境界内で発生するが、その領域は途方もなく広いので、サピエンスは驚嘆するほど多様なゲーム
をすることができる。サピエンスは、虚構を発明する能力のおかげで、次第に複雑なゲームを編み出し、各世代がそれをさらに発展させ、
練り上げる。 

サピエンスがどう振る舞うかを理解するためには、彼らの行動の歴史的進化を記述しなくてはならない。

第2章　虚構が協力を可能にした
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▼サピエンスは、種のほぼ全歴史を通じて、狩猟採集民だった。 

私たちの現在の社会的特徴や心理的特徴の多くは、農耕以前のこの長い間に形成された。（進化心理学） 

近代化により豊富な物質的資源と長寿はもたらされたものの、しばしば疎外感や憂鬱な気分を抱いたり、プレッシャーを感じたりする
理由を理解するには、私たちを形作り、私たちが今なお潜在意識下で暮らしている狩猟採集民の世界を深く探求する必要がある。 

今の私たちの家族制度や社会や政治を 理解するには、サピエンスが約7万年前の認知革命から、約1万2000年前の農業革命の開始まで
の期間をどう生きたかを考察する必要がある。 

狩猟採集民は、食べ物を探してあちらこちらへ歩き回りながら暮らしていた。当然ながら、季節の変化、動物の移動、植物の生長周期の
影響を受けた。 

集団は、自然災害や暴力的な争い、人口の負荷、カリスマ的なリーダーの先導によって、時折、縄張りの外に出て新しい土地を探索した。
こうした放浪が、世界各地へ人類が拡散した原動力だった。 

食料が非常に豊かであるという例外的な場合には、集団はそこに一定期間定住したり、永続的に生活を営んだ。 

食物を乾燥させ、燻製にし、凍らせる...といった技術も定住化に役立った。 

どの食べ物に栄養があり、どれを食べると具合が悪くなるか、治療はどうすればいいか...季節がどう進み、雷雨や日照りについてはどん
な兆候に気をつければいいか...精密に加工する石器に関する専門知識や手先の器用さ...すべては生き延びるために、サピエンスは創意工
夫をし、多様な知識を持つようになった。

第3章　狩猟採集民の豊かな暮らし

集団を維持することが、自らも生き延びることにつながるという精神。　利他の精神の始まりか？ 

そのための食料の確保が課題であり、必要な技術を集団で発明し、集団で共有した。　
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しかし、その後農業や工業が始まると… 

人々は生き延びるために次第に他者に頼れるようになり、「愚か者のニッチ」が新たに開けた。 

凡庸でも生きていきける！ 

凡庸な遺伝子を次の世代に伝えることができた。 

一方で、周囲の動植物や物の世界ばかりでなく、自分自身の身体感覚という内的世界にも精通するようになった。 

草陰のほんのわずかな動きにも耳を傾け、どこにベビが隠れているか、木々を観察して果物を探し、蜂の巣や鳥の巣を見つけた。 

そうして、様々な食物から栄養を摂取できるようになった。自然災害にも柔軟に対応し、家畜由来の疫病の広がりもなかった。そこ
には、「原初の豊かな社会」があった。 

パラグアイの密林に住むアチェ族：例外的な民族ではなく、それも狩猟採集民の一つの生き方としてみることが大切。 

第3章　狩猟採集民の豊かな暮らし
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▼古代の霊的生活や精神生活 

古代の狩猟採集民の間では、アニミズム（「魂」「霊」を表す「アニマ」（ラテン語）が語源）が信じられていた。 
あらゆる場所や動植物、自然現象には意識と感情があり、人間と直接思いを通わせられるという信念。 
アニミズムの信奉者は人間と存在との間に壁はないと信じている。話し言葉や歌、踊り、儀式を通じて直接思いを通わせられる。 
アニミズムの世界では、物や生き物だけが霊的存在ではない。死者の霊や、今日私たちが魔物や妖精、天使と呼ぶ類の、友好的な
ものや悪意に満ちたものもいる。 

シャーマンは霊に接触して呼びかけ、病気を引き起こした霊を鎮め、追い払う。 

人間と他者の間には、障壁がなく、厳密なヒエラルキーもない。人間以外の存在物は人間以外のの必要を満たすためだけにあるわ
けではない。意のままにこの世界を動かす全能の神でもない。世界は人間やその他の存在の特定集団を中心に回っているわけでは
ない。という人間の位置に対する考え方を共有している。 

わずかの墳墓の遺物や洞窟壁画から想像するだけで、どのような祝祭を催していたか、タブーを遵守していたか、どのような物語
を語っていたかはわからない。 

おそらく集団ごとに異なる社会構造をもっていたことは可能性が高い。

第3章　狩猟採集民の豊かな暮らし
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▼戦争か平和か  

ヨーロッパの学者が狩猟採集民の大規模な個体群を観察する機会は、非常に発見が少ない。 

数少ない遺跡から埋蔵された遺体を一体一体調べることから、推察するしかない。 

平和や平穏を享受した場所や時期もあれば、残忍な争いで引き裂かれた場所や時期もあった。

沈黙の帳（とばり）

日本には、狩猟採集民の遺跡が豊富に存在している。 

日本における農耕革命は、弥生時代以降。それまでは、１万年以上にわたり、狩猟採集の縄文時代が続いた。 

世界の多くの狩猟採集民は、食料を求めて移動することが多かったが、日本の縄文人は狩猟採集民でありながら、定住化し、集
団として生活をともにしていた。 

ここには、日本独特の狩猟採集民の生活があり、日本人の精神性はこの時代に培われたと思われる。

第3章　狩猟採集民の豊かな暮らし
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青森県青森市三内に位置する。 

縄文時代前期中頃から中期末葉（約5500～4000年前）の大規模な集落跡。日本
最大級かつ最古の縄文遺跡。約1500年間続いた。人口は200人前後で、最盛期は
住居数約100棟、人口500人くらいの集落になっていた可能性があると言われてい
る。その後集落は小型化し、拡散、分散していった。 

発掘調査により、竪穴(たてあな)住居跡、大型竪穴住居跡、大人の墓、子どもの墓、
掘立柱建物跡、大型掘立柱建物跡、貯蔵穴、捨て場などが発見。発掘物には、縄文
土器（深鉢形・浅鉢形など）、石器（鏃(やじり)、槍、磨製斧、皿など）、土偶、
土・石製の装身具、木器（袋状編み物、漆器など）、骨角牙貝(こっかくがかい)製
器（針、釣り針など）などがある。また、他の地域から運ばれたヒスイやコハク、
黒曜石などが発見がされる。 

ヒョウタンやゴボウ、マメなどの栽培植物が出土し、DNA分析によりクリの栽培
が明らかになる。

日本の狩猟採集民 - 三内丸山遺跡

第3章　狩猟採集民の豊かな暮らし
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サピエンス全史    - 第一部 認知革命 -
第一部のまとめ

700万年前に、人類の祖先はチンパンジーと別れて二足歩行を始め、熱帯雨林から草原へ出た。 

その過程で、多くの人類の種は生まれ、進化したものの、最後に生き残った唯一の種がホモ・サピエンス。その移動の歴史は、多くの困
難と葛藤、そして戦いの日々だった。 

ホモ・サピエンスは、食物を採集しながら脳を大きくして、集団の規模を大きくすることで社会を形成してきた。そして、集団を形成し
ていく過程の中で、噂話にはじまり共通の信仰や儀式といっった「虚構」を生み出し、それを集団で共有していく中で、社会を形成して
いった。 

その集団の中では、あかの他人と対面しながら食物の分配を通じたコミュニケーションをとり、音声の種類を増やして音楽的なコミュニ
ケーションを発達させ、同調や共感を確認し合い、お互いの心を理解しながら対等に付き合う関係性を身につけ、家族を単位とし、家
族が集合した社会を形成し、長い狩猟採集の中で「分かち合い」の精神を培った。 

その精神は、農耕社会以降も生き残り、現代に至っている。 

科学技術が発達し、近代文明を謳歌している現代のホモ・サピエンス。認知能力が異常なまでに発達した一方で、インターネットの出現
と進化によって、古くからの虚構が科学によって否定されるようになったり、逆にいとも簡単に新たな虚構を作り出し、世界へ伝搬す
ることも可能になった。発した言葉が瞬時に地球の裏側まで到達することで、いとも簡単に「虚構」の世界を世界中のホモ・サピエン
スと共有できるようになった。 

しかし、その一方で今多くの社会的な矛盾を抱えるようになってきた。ISの問題、移民問題、AI問題、地球温暖化…などなど。 

「サピエンス全史」の著者・ユバァル・ノア・ハラリ氏は、私たちは絶滅の第三の波の中にいると言う。果たして、私たちホモ・サピエ
ンスは自らの行為で絶滅に向かっているのか？ 

今再び、数万年におよぶ狩猟採集の生活の中から私たちが学ぶべきことがまだまだ隠されているのではないか。現代の虚構を超える新
たな虚構を作り出す、私たちの認知力や創造力が問われているのかもしれない。そのヒントが古代のホモ・サピエンスの歴史にあるので
はないか。
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