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テーマ   

２ 日本列島にはいつから人が住みはじめたか 篠田 謙一 

 

 今世紀になって世界中の地域集団の遺伝的な多

様性が網羅的に解析されるようになり、現生人類

の起源と拡散について、詳細なシナリオが提示さ

れるようになっている。それによれば、我々現生

人類（ホモ・サピエンス）が誕生したのは、およ

そ20万年前のサハラ以南のアフリカ大陸であり、

10万年前以降に世界に拡散したとされている。現

生人類の出アフリカに関しては、その時期や場所

について諸説があるが、ＤＮＡの解析の結果から

は、６万年ほど前にアラビア半島を経由して，海

岸線を伝ってアジアやオーストラリア大陸に到達

したという学説が支持されている（Forster and 

Matsumura 2005）。この学説に従えば、少なくとも

６万年よりも古い時代に日本列島に現生人類が居

住していたとは仮定できない。現在では、アジア

におけるミトコンドリアＤＮＡの系統の分岐年代

から、東南アジアから東アジアに現生人類が展開

したのが５万年ほど前の事であり、日本列島には

４万年ほど前に到達したと考えられている。 

 人類が居住した直接的な証拠となる人骨につい

ては、国内で確実に旧石器時代のものと考えられ

るものはそれほど多くはなく、形態学的にホモ・

サピエンスのものであることが確認されている人

骨で、３万年を遡る値が示されているのは、沖縄

県那覇市の山下町第一洞窟遺跡出土の幼児の右脚

の骨のみである。また人骨から直接炭素年代測定

によって得られたものとしては、２万年を越える

沖縄県石垣島の白保竿根田原洞窟遺跡から出土し

た人骨（Nakagawa 2010）や、１万８千年前の人骨

を含むことが確認されている静岡県の浜北人骨が

ある（Kondo and Matsu'ura 2005）。したがって現

時点においては、ＤＮＡ分析が予想する日本への

到達の時期と化石証拠に矛盾はない。日本列島に

ホモ・サピエンスが住み始めたのはいつか、とい

う問いに対しては、ＤＮＡと化石の証拠からおお

よそ４万年前、というのが答えになる。 

 ただし人類の出アフリカや世界への拡散のシナ

リオは、遺伝子の突然変異率から求めた年代に基

礎をおいているので、この数値が変わるとＤＮＡ

研究から導かれる年代の枠組みが大きく変化する

可能性もある。これまで突然変異率の推定は，化

石証拠と現生の生物種のＤＮＡ情報によって推定

されてきたが、 近では親子の全ゲノム配列を直

接比較することで，世代あたりの突然変異率を推

定することが可能になっている。この方法によっ

て求められた突然変異率は従来のものよりも低く

見積もられており、人類進化の様々なイベントは、

より古くなる可能性がある（Scally and Durbin 

2012）。 

 近ではアラブ首長国連邦にあるジャベル・フ

ェイ遺跡がおよそ13万年前のホモ・サピエンスの

アラビア半島への進出を示す遺跡として注目され

ているし（Armitage et al. 2011）、中国の広西省

にある智人洞で発見された下顎骨と歯の化石が、

10万年以上前のホモ・サピエンスのものであると

いう報告もある（Wu et al. 2010）。ジャベル・フ

ェイは人骨の証拠を欠いており、智人洞人骨は化

石の解釈と年代の双方に問題があるという指摘も

あるので、今のところ、ともに出アフリカの年代

を覆す決定的な証拠とはなっていないが、これら

が正しいとすると 10 万年以上前にアラビア半島

から南アジアの海岸線を伝って中国大陸にまで到

達するヒトの移動があったことになる。その延長

として日本列島へのホモ・サピエンスの到達を仮

定することもできるので、現時点での定説に捕ら

われると真実を見誤る可能性もある。 

 一方、日本列島に住んだ人類を、現生人類に限

らず原人段階までを視野に入れて考えると、到達

の年代は更に遡ることになる。残念ながら現時点

で日本列島には確実にこの段階の化石であると考

えられるもの皆無であり、化石の証拠からこの問

題に言及することはできない。しかしインドネシ

ア・フローレス島での原人化石の発見（Brown et al. 

2004）は、この段階でもヒトが海を渡ることが可

能だったことを示しており、海によって隔てられ

ていた時期であっても，原人が日本列島にやって
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くることができた可能性は否定できない。また、

近年ロシアのアルタイ地方で発見されたデニソワ

人は、核ゲノムの研究によってメラネシア人の祖

先との混血が認められている（Reich et al. 2011）。

メラネシア人の祖先は，恐らく 初に出アフリカ

を成し遂げ、海岸線を伝ってオーストラリアまで

到達した集団の一部なので、南シベリアまで進出

していたとは考えにくく、混血はこの海岸線ルー

トの途中で起こったと推測される。このことはデ

ニソワ人が広く東アジアに居住していたことを示

しており、日本列島にまで進出していたとしても

不思議ではない。 

 ホモ・サピエンス以前の人類の列島への流入を

考えるためには、大陸での人類進化の様子を知る

ことが重要になる。アジアでは近年、原人化石の

形態学的な解析が進み、東アジアの系統に関して

も新たな研究が進んでいる。 

 中国で発見される原人については、北京市郊外

の周口店第一地点から発掘された、ホモ・エレク

トスに分類される北京原人が有名である。その生

息年代はこれまで暫定的に 40 万年前頃のものと

されてきたが、 近では約75万年前という、より

古い年代値も報告されている。類似した化石は、

他に葫芦洞（江蘇省）や沂源（山東省）から知ら

れており、このタイプの原人がある程度の地域的

広がりを持って生息していたと考えられている。

一方、安徽省の和県や湖北省の鄖縣から出土した

人骨には北京原人と異なる形態学的特徴があると

の指摘もあり、この時代に原人の異なるグループ

が存在していた可能性もある。 

 更に中国では大茘（陝西省）、馬壩（広東省）、

金牛山（遼寧省）といった30万年前頃の旧人と考

えられる化石も出土している。これらの人類につ

いては、北京原人に代表されるグループから進化

したとの考えがある一方で、アフリカから拡散し

た別のグループ（ホモ・ハイデルベルゲンシス）

と関連するとの見方もあり、系統関係については

意見の一致を見ていない。しかし、ジャワ原人の

系統が存続した東南アジアとは異なり、東アジア

の人類は形態的に進化を遂げており、知的な能力

を高めた彼らが、生息環境を広げていったことは

間違いないだろう。前述したデニソワ人も、形態

的な特徴は不明だが、この東アジアに展開した旧

人のグループを構成していたのかも知れない。ネ

アンデルタール人と 64 万年前に分岐したと考え

られている彼らは、現生人類との混血しているこ

とを見ても、知的なレベルもそれなりに高かった

ことが予想され、この段階の人類が日本列島にも

進出したと仮定することも難しくはない。原人・

旧人が日本列島に居住したかどうかは、直接的な

証拠となる化石や考古遺物による検証が必要とな

るが、大陸での原人の系統やその発達段階を知る

ことも、この問題を考えるときに重要なヒントを

提供するはずである。 
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