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2 　　アフリカ類人猿の進化 

　現生アフリカ大型類人猿は我々人類に系統的に最も近い動物である。ナミチン

パンジーとボノボを含むチンパンジー系統の祖先とヒトの祖先がおそらく 600 万

～ 800 万年前頃に分岐し，ゴリラ系統はそれよりもやや前に分かれたと考えられ

る。これまで，アフリカでは，東部と南部を中心に鮮新／更新世の人類化石が相

当数発見されてきた。更に，最近の数年間には，中新世末に当たる 500 万～ 700

万年頃まで遡る化石も，ケニヤ，エチオピア，チャドから報告されている。とこ

ろが，現生のチンパンジーやゴリラの系統の分岐前後や分岐後の進化となると，

まだほとんどわかっていないというのが現状である。

■チンパンジーとボノボ

　現生のチンパンジー属は，ナミチンパンジー（Pan troglodytes）とボノボ（Pan 

paniscus）の 2 種から成る。両者が分岐したのは，250 万年ほど前と推定されて

いる。ナミチンパンジーは，アフリカ西部から中部の森林に生息し，西から順に

P. t. verus，P. t. troglodytes，P. t. schweinfurthi という亜種に分けられる。また，

近年は，ニジェール河周辺に生息する集団が，P. t. vellerosus という第 4 の亜種

にされている［1］。ナミチンパンジーの分布の東限は，西部大地溝帯を東側にわ

ずかに越えて，ウガンダやタンザニアの西部国境地帯までである。また，彼らが

生息しているのはコンゴ民主共和国の中を大きく湾曲しながら流れるコンゴ河の

北側であり，南側の森林にいるのはボノボである。後者は，やや小柄なことから，
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ピグミーチンパンジーとも呼ばれる。チンパンジーの属名の Pan は，ギリシア

神話の牧羊神パンから来ており，種名の troglodytes は穴居人，paniscus は Pan

の縮小形である。Chimpanzee という名称は，ザイール（現コンゴ民主共和国）の

現地語 kimpenzi に由来するという［2］。研究社の『英語語源辞典』（1997 年発行）

では，原語として kimpenzi の他に chimpenzi という形も挙げられている（バン

トゥー系言語の接頭辞 ki- はしばしば chi- となる）。コンゴのバントゥー系言語のひ

とつであるルバ語で「ヒトモドキ」あるいは単に「類人猿」の意であるとの説明

も目にするが，ベルギーのゲント大学が web 上で提供しているルバ語の辞書

（http://www.ciyem.ugent.be/）で調べたところ，kimpenzi，chimpenzi などの語

は見当たらず，残念ながらその意味は確かめられなかった。ルバ語で実際にチン

パンジーを意味する単語は nsokomuntu である。ちなみに同じバントゥー系言

語で東アフリカの共通語となっているスワヒリ語でもチンパンジーは sokwe 

mtu と同系統の単語を使っている。

■ゴリラ

　紀元前 6 世紀，北アフリカのカルタゴから，ハンノという男が率いた船団が船

出し，ジブラルタル海峡を越えてアフリカ西岸に沿って南下した。彼らがどこま

で進んだのかは定かではないが，記録によれば「神々の戦車」と呼ばれる火山の

あるあたりを越えて「南の岬」と呼ばれる湾まで行ったそうである。現在のセネ

ガルのあたりであるとも，カメルーンのあたりであるとも言われている。ともあ

れ，ハンノらは，このあたりで上陸した際に，毛むくじゃらの，人とも獣ともつ

かぬ生き物に遭遇したという。この生き物の名前がゴリライ（gorillai）と伝えら

れている。この生き物の正体は今となっては確かめるすべもないが，後世，ヨー

ロッパ人がアフリカに棲む巨大な類人猿を「発見」した時，それはゴリラと呼ば

れることになったのである。

　現生のゴリラもまた，森林の生活者である。チンパンジーよりも分布域は狭い。

伝統的にニシローランドゴリラ（Gorilla gorilla gorilla），ヒガシローランドゴリ

ラ（G. g. graueri），マウンテンゴリラ（G. g. beringeri）の 3 亜種に分類されてい

たが，遺伝的な研究から西部の集団と東部の集団との間の違いが大きいことがわ

かり，種を分けるべきであるとも言われる。その場合は，ニシローランドゴリラ



30 第Ⅰ部　形をみる

が G. gorilla，マウンテンゴリラとヒガシローランドゴリラが G. beringei となる。

また，ニジェールのクロス河流域のゴリラも，別亜種（G. g. diehli）である可能

性が指摘されている［1］。ゴリラの体重は，オスでは 200 kg に達することもあり，

現生では最大の霊長類である。性的二型が大きく，メスの体重はオスの半分程度

である。

■地上性

　現生ヒト上科は多かれ少なかれ木の枝からぶらさがる懸垂型運動に適応してい

る（短い脚と長い腕，幅広い胸郭，背側に移動した肩甲骨，可動性の高い肩関節，大

きく伸展できる肘関節，長く湾曲した指など）。しかしながら，樹上性の強いアジア

の類人猿（オランウータン，テナガザル）と比べると，アフリカのゴリラやチンパ

ンジーは比較的地上性の傾向を示す。大きな特徴は，ナックルウォーキングをす

ることである。ナックルウォーキングとは，ゴリラやチンパンジーが四足で歩く

時，指を折り曲げて，指の真ん中の節の背側を地面につける特殊な歩き方である。

このために，指の基部の関節や，手首の関節にストッパーの役目をする構造が発

達している。オランウータンも地上を歩くときには手を地面につけて四足になる

が，彼らは単に握りこぶしをつくるだけであり，骨に上記のような構造は見られ

ない。また，手首の部分には，手根骨という割と小さな骨が幾種類も並んでいる

が，現生アフリカ大型類人猿とヒトでは，このうち中心骨が舟状骨と癒合して一

体化してしまっている（オランウータンでは分離したまま残っている）。このことも，

手根部の安定性を高めるという意味で，ナックルウォーキングと関連しているの

かもしれない。現在広く受けいれられているゴリラ，チンパンジー，ヒトという

分岐の順序や，ゴリラにもチンパンジーにもナックルウォーキングが見られるこ

とを考えると，ヒトとチンパンジーの最終共通祖先もナックルウォーキングをし

ていてもよさそうなものであるが，この点についてはまだ研究者の間で合意は得

られていない。初期人類の化石に明確なナックルウォーキングの痕跡が見られな

いことから，人類の祖先はナックルウォーキング段階を経ていないとも考えられ

てきたが，最近，一部の初期人類化石の手首関節の形態がナックルウォーキング

の痕跡を示すという指摘もある［3］。
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図 1　現生ヒト上科

図 2　チンパンジー．丸太の上ではあるが，四足姿
勢を取る時に指の第二節をついて体を支えてい
る（ナックルウォーキング）。

図 3　ヒガシローランドゴリラ（コンゴ民主共和国
東部カフジ・ビエガにて撮影）
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■現生類人猿の懸垂型運動は並行進化？

　さて，現生類人猿を特徴づける懸垂型運動への適応であるが，実はこれがどの

ように進化したのか，まだよくわかっていない。現生種だけを見れば，最も早く

に分かれたテナガザルの系統も，それ以降に分岐した系統もすべて，多かれ少な

かれ懸垂型運動様式を示しているのであるから，現生ヒト上科全体の共通祖先の

段階で，すでに懸垂型運動への適応を遂げていたと考えるのが合理的であるよう

に見える。ところが，これまでに発見されている化石類人猿にまで視野を広げる

と，そのような考え方とはうまく合致しない事例があちらこちらにある。実際の

進化は必ずしも，共通祖先が獲得した懸垂型運動への適応を現生の各系統がその

まま受け継ぎ進化させた，というほど単純な筋書きであるとは限らないようなの

である（例えば，有名な事例にシヴァピテクス問題がある。詳細は，巻末の読書案内

に挙げた中務による総説などを参照されたい）。

■化石記録

　初期類人猿の化石はアフリカから見つかっており，類人猿はこの大陸で発祥し，

のちにユーラシアに移り住んだと考えられる。最古の類人猿である可能性をもつ

のは，ケニヤ北部の漸新世後期の地層から発見されたカモヤピテクス

（Kamoyapithecus hamiltoni）である。年代は約 2500 万年前と推定されている。そ

の後，中新世前期から中期初頭にかけては，アフリカでいろいろな類人猿化石が

見つかっている。とは言っても，その大部分はケニヤを中心とする東アフリカで

出土したもので，アフリカにおける類人猿の化石記録には，いまのところ，非常

に強い偏りがあることは心に留めておかなければいけない。中新世後半以降にな

ると，アフリカでは類人猿の化石記録は非常に乏しい。

■チンパンジー化石？

　これまでに，ケニヤのナイヴァシャ湖で見つかった歯牙化石や，セレンゲティ

地域から出たとされる犬歯，タンザニアのムンバ（Mumba）の更新統から出た体

肢骨など，チンパンジーの化石であるとされたものが幾つかあるが，後の研究者
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が調べ直したところ，上記のものはどれもチンパンジー化石ではないことが判明

した。ナイヴァシャ湖の歯牙化石は，実際には食肉類のもので，おそらくハイエ

ナ科のものだった。セレンゲティ標本は化石ではなく現生標本がたぶん博物館の

コレクションのなかで混入したもので，本当にセレンゲティから由来したのかさ

え怪しいという。また，ムンバ標本も，結局，ヒト（Homo sapiens）のものだっ

たそうである［4］。

　最近になって，数十年前にウガンダ西部のクイーン・エリザベス国立公園のキ

コロンゴ・クレーター（Kikorongo Crater）で発見された断片的な大腿骨化石が J. 

デシルヴァらによって再検討され，チンパンジーのものである可能性が指摘され

た［5］。この標本は，1961 年に採集され，ヒト（Homo sapiens）のものであろうと

考えられていた大腿骨近位の破片である。骨頭と頸部が保存されている。年代は

はっきりしないが，共に産出したと思われる哺乳類化石からは，あまり古い時代

のものではなさそうである。キコロンゴ・クレーターの最後の噴火が起きたのは

約 8000 ～ 1 万年前と考えられており，この頃の火山灰層に包含されていたので

あれば，更新世末～完新世初頭ということになる。デシルヴァらは，外閉鎖筋溝

や転子間線を欠くなどの形態的特徴や計測値の多変量解析の結果から，このキコ

ロンゴ標本はチンパンジーであろうと考えている。ただ，これがチンパンジーで

あるとすると現生チンパンジーの変異のなかでは最大級のサイズであって，現在

近くに分布する schweinfurthi 亜種がチンパンジーのなかでは比較的小型である

こととはあまり合致しない。加えて，デシルヴァらの解析では現生人類の大腿骨

の変異がかなり大きい上に，鮮新／更新世化石人類の大腿骨に比べると，むしろ

収斂的にゴリラやチンパンジーの大腿骨との違いが小さくなっている。これらの

ことを考慮すると，平均からかなり外れたヒト大腿骨である可能性も完全には排

除できず，キコロンゴ標本が確実にチンパンジーであるとは断定できていない。

■トゥゲン丘陵――50万年前のチンパンジー化石

　トゥゲン丘陵は，ケニヤの中央を南北に縦断する東部大地溝帯の西の縁から地

溝帯の中に少し突き出した丘陵地帯である。2005 年になって，この地域のカプ

スリン（Kapthurin）累層から 50 万年前のチンパンジー属の化石が報告された［6］。

発見されたのは上顎大臼歯と上顎中切歯である。形態的には現生のチンパンジー
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属によく似ている。サイズの面ではナミチンパンジー（Pan troglodytes）とボノ

ボ（P. paniscus）のどちらとも言い難い。また，数十万年の間には，同じ系統で

も大型化や小型化が起きる可能性がある。そのため，この標本は，いまのところ

単にチンパンジー属不明種（Pan sp.）とされるに留まっている。

　現生チンパンジーの分布は，アフリカ西部から中央部の森林地域であり，その

東限は西部大地溝帯をわずかに東に超えたウガンダやタンザニアの西部国境地帯

までである。トゥゲン丘陵はこれよりさらに東に数百キロメートル離れた東部大

地溝帯の辺縁に位置する。これまで，東部大地溝帯周辺の鮮新／更新統からは人

類化石は相当数発見されてきたが，アフリカ大型類人猿の化石は皆無であった。

中新世後期に起きたと思われる人類とチンパンジー系統の分岐の原因について，

地溝帯の形成によって気候が変化し，東アフリカの乾燥化が進むことによって人

類とチンパンジーの祖先集団が隔離されたという考えがある。乾燥化と言っても，

初期人類がすぐに現在のサヴァンナのような環境に進出したわけではく，もっと

樹木の多い環境に生息していたことが分かってきたし，東アフリカ地溝帯のうち，

西部大地溝帯が著しく発達したのは，ヒトとチンパンジーの系統が分岐したのよ

りも，かなり遅くなってからである。とはいえ，実際に 1000 万年前頃からアフ

リカでもユーラシアでも環境が変化しはじめ，東アフリカや南アジアでは 700 万

～ 800 万年前以降，草原性の環境が広がったと考えられる。地溝帯の発達だけが

原因ではなくとも，コンゴ盆地を中心とした森林地帯と，その周辺の，やや開け

た環境とに分かれたと考えれば，生態学的な隔離がヒトとチンパンジーの祖先集

団のその後の進化の道を分けたという考え方自体は，いまだ有効だろう。ただ，

その境界は厳密に固定されたものではなく，全地球的・局地的気候の変動にとも

なって，ある程度ゆらいでいただろう。トゥゲン丘陵で発見されたチンパンジー

化石は，50 万年前という，地質学的にはつい最近と言ってもよい時代になっても，

少なくとも時折，東部地溝帯の辺縁部までチンパンジーの生息域が広がっていた

ことを示唆している。

■ウガンダのゴリラ化石？

　東部大地溝帯に比べると，ウガンダとコンゴ民主共和国との国境地帯にある西

部大地溝帯での古生物学的調査は多くはないが，これまで，幾つかの調査隊が研
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究をおこなってきた。そのなかで，エドワード湖の南東のカジンガ（Kazinga）

から出た切歯化石が類人猿のものであるという報告があったが，エナメル質の微

細構造の研究などから，いまではこれは類人猿ではなくウシ科のものであろうと

考えられている［7］。これとは別に，フランスの調査隊が，アルバート湖東岸の

ンコンド（Nkondo）の下部鮮新統（約 450 万年前）から採集した化石動物相のリ

ストのなかに，類人猿とされるものが含まれている［7］。はっきりしたことはわ

からないが，比較的大きな下顎犬歯で歯頚部でのサイズが 14.2 mm × 10.8 mm（現

生ゴリラの平均はオスで 18.1 mm × 16.9 mm，メスで 13.0 mm × 12.0 mm），エナメ

ル質の微細構造はアフリカ大型類人猿に似るとされている［8］。

　断片的な証拠しかないとはいえ，西部大地溝帯における古生物学的調査は，現

生アフリカ類人猿の進化を探る上で興味深い可能性を秘めているように思われ

る。化石を産出する地層は，西部大地溝帯の西側つまり旧ザイール（現コンゴ民

主共和国）側にも分布しており，1989 年と 1990 年の 2 回，日本隊も西部大地溝

帯の旧ザイールのシンダ・モハリ（Sinda-Mohari）地域で野外調査を実施した［9］。

実は筆者が初めて参加した海外の野外調査が 1990 年のザイール調査であった。

この 2 回の予備的な調査で，日本隊はシンダ・モハリ地域から哺乳類を含む脊椎

動物化石の採集と地質調査をおこなったが，その後，ルワンダやザイールの内戦

とそれに伴う政治的混乱によって，西部大地溝帯周辺の治安が悪化したため，調

査は中断された。残念なことである。戦争は技術を進歩させることもあるが，古

人類学のような基礎科学にとっては阻害要因でしかない。ケニヤやタンザニアで

古人類学の研究が進んだのは，東部大地溝帯の形成にともなって化石包含層の堆

積や侵食による露出に適切な条件が整っていたこともあるが，やはり政治的に比

較的安定していたことも大きく貢献していると言える。

■中新世後半の類人猿

　先に触れたように，ゴリラ，チンパンジー，ヒトの系統が分岐したと考えられ

る中新世後半のアフリカの類人猿化石記録は極めて貧弱であり，まだほんどわ

かっていないと言ってもよい。これまで，貴重な例外としては，ケニヤ北部のサ

ンブル丘陵（Samburu Hills）から出土したサンブルピテクス（Samburupithecus 

kiptalami）があった。これは，当時大阪大学の助教授であった石田英実が組織し
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た日本の調査隊が 1982 年の野外調査で発見したものである。標本は，左上顎の

破片で，小臼歯 2 本と大臼歯 3 本が残っている。歯の大きさは，現在のゴリラの

メス程度であり，かなり大型である。歯の特徴としては，咬頭が非常に強く膨ら

んでおり，そのため，咬頭のあいだの溝やくぼみが著しく狭められている［10］。

上顎犬歯の歯槽が残っており，そのサイズが小さいことから，この標本はメスか

とも思われるが，他に比べるべき同一種の標本がないため，断定はできない。サ

ンブル丘陵における野外調査は，その後，20 年以上継続されているものの，サ

ンブルピテクスの標本は，最初に見つかった上顎片以外には，全然見つかってい

ない。

　最近，京都大学の中務真人や筆者，島根大学の沢田順弘ほか，人類学・地質学

の研究者からなる調査隊が，サンブル丘陵から南に数十キロメートル離れたナカ

リ（Nakali）という地域で野外調査を始めた。中心メンバーは皆，上記石田隊に

おいてサンブル丘陵やその近くのナチョラ地域などで野外調査の経験を積んだ者

たちである。ナカリ地域は，1960 年代と 1970 年代に単発的に短期の古生物学的

調査がおこなわれ，採集された化石動物相から中新世後期と推定されたが，以後，

調査の手が及ばず，放置されていた。日本隊による新たなナカリ野外調査は，

2002 年度に開始されたばかりであるが，すでに 2004 年度の野外調査（2005 年 1

図 4　化石産地 : 1 サンブル丘陵，2 ナカリ，3 トゥゲン丘陵，4 カジンガ，5 ンコンド，6 キコ
ロンゴ，7 シンダ・モハリ，MA ミドル・アワシュ（アルディピテクス），TM トロス・メナッ
ラ（サヘラントロプス），AD アッ＝ダブティヤー，Ry レイスコップ
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月～ 2 月）において，類人猿を含む霊長類化石相が発見された。2005 年度，2006

年度の野外調査でも更に追加標本が採集された。まだ研究中であるが，少なくと

も大型類人猿 2 種，小型狭鼻猿 2 種，コロブス類 1 種が含まれている。沢田ら島

根大学地質グループの調査で，ナカリの化石包含層の年代は，990 万～ 980 万年

前と推定されている。サンブル丘陵より若干古いが，ほぼ同年代である。地理的

にもナカリはサンブル丘陵からさほど離れていないけれど，サンブル丘陵よりも

ナカリの古霊長類相は多様であるように思われる。以前に他の研究グループがお

こなった化石草食動物の歯牙エナメル質中の同位体の研究によると，サンブル丘

陵の古環境はナカリよりも開けていたらしく，そのことが霊長類相の違いにも反

映しているのかもしれない。

　サンブル丘陵やナカリよりも二百数十万年古く，また非常に断片的ではあるが，

左記の二つの化石産地とは大地溝帯を挟んで反対側にあるトゥゲン丘陵のンゴロ

ラ（Ngorora）累層（1250 万年前）からも，大型類人猿の遊離歯化石が報告されて

いる。以前から知られている標本のひとつは下顎第 4 小臼歯であり，中新世前期

のプロコンスル類の生き残りではないかと言われている。もうひとつは上顎の大

臼歯であり，ゴリラのメスのサイズに近い。更に，最近，フランスの M. ピック

フォードら［11］が，もっと小さいチンパンジー並の大きさの下顎大臼歯を発見し

たと報告した。このようにわずかではあるが，これらの遊離歯は，ンゴロラ累層

堆積時に，このあたりに比較的大型の類人猿が 3 種生息していた可能性を示唆す

る。また，ンゴロラには小型狭鼻猿であるシミオルスの一種（Simiolus sp.）も含

まれているという［12］。シミオルスは，主に中新世前期から中期初頭の産地で知

られている。この同定が正しければ，古い時代からの生き残りであろう。ンゴロ

ラ累層からは，旧世界ザル類も報告されているが，それはヴィクトリアピテクス

類である［13］。ヴィクトリアピテクス類では，オナガザル上科の特徴である二稜

歯性がまだ一部不完全な場合があり，現在のコロブス類とオナガザル類の分岐以

前に位置する原始的オナガザル上科であると考えられている。化石記録に現れる

現代型のオナガザル上科は，トゥゲンでもやや若いンゲリンゲルワ（Ngeringerwa）

のミクロコロブス（Microcolobus tugenensis）［14］や，ナカリのコロブス類が最初

期のものであり，1200 万～ 1000 万年前頃に，現代型オナガザル上科への入れ替

わりがあったようである。

　さて，従来，中新世の半ば（1300 万～ 1400 万年前）以降，アフリカでは類人猿
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や，類人猿的な小型狭鼻猿の化石がほとんど見つからなくなることから，中新世

の前半に栄えていた類人猿や小型狭鼻猿は，後半に入ると衰退し，逆にオナガザ

ル上科が勃興したという考えもあった。しかし，まだ少数とは言え，上記のンゴ

ロラ（1250 万年前）やナカリ／サンブル丘陵（990 万～ 960 万年前）の状況を見ると，

少なくとも 1000 万年前頃までは，オナガザル上科に比べて類人猿や小型狭鼻猿

は多様性を保持していたようである。状況証拠から見て，アフリカにおいて，類

人猿が衰退し，オナガザル上科が多様化するのは，おそらく 700 万～ 800 万年前

頃ではないかと思われる。

■中新世末の人類化石

　サンブル丘陵やナカリの後，中新世後期の中頃（900 万～ 700 万年前）のアフリ

カにおけるヒト上科の進化の様相は，化石が見つかっておらず，まったくと言っ

てよい程わかっていない。ただ，人類の化石について言えば，これまで長らく最

古の記録は鮮新世までだったが，ここ数年間で，ついに中新世末（700 万～ 500

万年前）まで遡る化石が報告され始めた。

　ケニヤでは，フランスを基盤とする M. ピックフォードと B. スニューらのグ

ループが，トゥゲン丘陵のルケイノ（Lukeino）累層から，600 万年前の人類化石

を発見し，オロリン（Orrorin tugenensis）と名付けた。西暦 2000 年，つまり第

二千年紀が終わり，まさに第三千年紀が始まろうという時に見つかったことから，

ミレニアム・アンセスター（千年紀の祖先）というニックネームもつけられた。

　その北のエチオピアでは，米国の T. ホワイトらのグループが，550 万年前に

遡るアルディピテクス・カダッバ（Ardipithecus kadabba）を見つけた。これは最初，

以前にエチオピアで見つかった鮮新世前期のアルディピテクス・ラミドゥス

（Ardipithecus ramidus）の亜種として取り扱われたが，程なく別種とされるよう

になった。

　これらは，いずれもアフリカ東部から出土したものであるが，東アフリカから

は遠く離れたアフリカ北中部のチャドからも，興味深い化石が出ている。チャド

からは，すでに 1990 年代にフランスの調査隊が 350 万年前のバハレルガザリ猿

人（Australopithecus bahrelghazali）の下顎の発見を報告している。この発見は，

東アフリカのアファレンシス猿人に匹敵する時代に，すでに初期人類が大地溝帯
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を越えて遥かに西まで分布していたことを示唆した。そして，2002 年には，フ

ランスの M. ブリュネらのグループが，再びチャドから見つかった 600 万～ 700

万年前の人類と推定される頭蓋骨と下顎その他を発表し，サヘラントロプス

（Sahelanthropus tchadensis）と命名した。頭蓋骨は細かいヒビが入り，変形して

いたが，犬歯が比較的小さく，顔面も短いこと，また，大後頭孔が比較的下前方

に位置していると解釈されたことなどから，ヒトの系統であると考えられた（た

だし，それに反対し，類人猿であるとする意見もある。詳細は，ウォルポフらの論文 ［15］

を参照されたい）。

＊

　以上述べてきたように，アフリカにおける類人猿の進化と人類の起源をめぐる

知識の空白は徐々に埋められている。しかし，まだまだヒトと現生アフリカ大型

類人猿の系統が分岐した肝心の時代については，ほとんど分かっていない。人類

の化石はこれまでそれなりに見つかっており，最近，ついに中新世末まで記録が

遡りつつあるけれど，現生のゴリラやチンパンジーの系統の化石は，ほとんどな

いに等しく，彼らの進化の道筋はいまだ謎に包まれている。

　もうひとつ忘れてはならないのは，アフリカにおける類人猿の化石記録には，

非常に強い地理的な偏りがあるということである。20 世紀前半にアフリカで類

人猿化石が発見され始めて以来，これまでに見つかった類人猿化石の大部分は，

東アフリカ（特にケニヤ）に集中している。数は少ないとはいえ，中新世前期の

1700 万～ 1800 万年前頃のアラビア半島（アッ＝ダブティヤー）と南アフリカ（レ

イスコップ）の産地から類人猿化石が出ており，比較的早い時期から類人猿がア

フロ・アラビア陸塊で広範囲に分布していたことが示唆されるが，東アフリカ以

外の地域は，類人猿化石に関しては，いまのところほとんど空白地帯である。ア

フリカ大陸全体のなかで，類人猿がどのような進化の物語を繰り広げていたのか，

それを知るためにやらなければいけないことは，まだまだたくさん残されている。

　実のところ，海外を見ても，現在，アフリカで実際に現場におもむいて類人猿

の化石を探している調査隊の数はあまり多くない。そのような状況のもと，日本

の研究者たちはすでに四半世紀以上，営々と現場で仕事をし，化石を発掘しつづ

けてきた。そのことの意義は，決して小さくないであろう。類人猿の進化とそこ
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から生まれた人類の起源を解明するにはいまだ道遠しの感はあるけれど，今後も

研究者たちのたゆまぬ努力で新しい化石が発見され，科学に新しい知識をもたら

すことを期待しつつ本稿を終える。
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3 　　霊長類の共通祖先は夜行性だったか 

　霊長類は，もっぱら昼間活動する昼行性（diurnality）と，もっぱら夜間活動す

る夜行性（nocturnality）の二つの活動パターンに分けられてきた。研究の進展と

共に，第 3 の活動パターンが加えられた。すなわち，昼も夜も動き回るという周

日行性（cathemerality）である［1］。そして今では，霊長類に限らず，哺乳類の多

くのものが周日行性だといわれている［2］。




