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ビッグヒストリーの
概要と学び方

序　章

全体像をとらえる

 過去についてその全体像を述べること
は可能か？

 あらゆる事物の歴史を理解しようとい
う試みがなぜ重要なのか？

 あらゆる社会において起源に関するス
トーリーがなぜ重要なのか？

 今日の現代的な「起源に関するストー
リー」は何が違うのか？

 複雑さとは何か、なぜ現在の宇宙は
138億年前の誕生時の宇宙に比べて
もっと複雑であると思われるのか？

 本書で語られるビッグストーリーの中
で、あなたは自分自身をどのように位
置づけるのか？
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過去の全体像
　本書では、歴史学、地質学、生物学、宇宙論など、多方
面の科学者たちの手で近年構築されてきた、過去に関する
新たなビジョンを読者の皆さんに紹介していきたい。現代
では、かつてないほど詳細に、しかも驚くべき精度で過去
を描きだすことができるようになった。したがって現代は、
歴史を取り扱うあらゆる学問にとって革命的な時期と言える。
　過去に関する理解がこのように変化してきたのは、ほぼ
20 世紀半ばを過ぎてからのことで、本書で「年代測定革命」
と呼ぶ革新がその原因のひとつとなっている。

	年代測定革命以前の歴史
　年代測定革命で中心的な役割を果たしたのは、過去の出
来事が起こった年代を測る一連の新たな技術だった。
　過去の出来事の年代測定法は、過去を理解するうえで基
本的なものだ。実際、年代が決まらなければ本当の意味で
の「歴史」はありえない。過去に何が起こったか知っていた
としても、それが起こった順序、あるいはそれがいつ起こ
ったかを知らなければ、過去についての観念は意味のない
事実の寄せ集めに過ぎず、深みもなく、現実的な形とはな
らないだろう。年代がわかれば、“過去”を時系列にそって「マ
ップ化」（マッピング）することで時間の流れの中で“過去”
の形を捉えることが可能になり、“過去”の意味を知るすべ
が得られる。このようにして私たちの世界をマップ化する
ことで、“過去”に確固たる意味が生まれる。しかし、“過去”
をマップ化する能力は、ほんの数十年前まで非常に限られ
たものだった。“過去”のごくわずかな部分、つまり人間が
記憶しているかぎりの部分か、あるいは偶然文書に記録さ
れた部分についてしか絶対年代を決定することはできなか
ったのだ。
　20 世紀半ばまでは、過去の出来事の年代を決定する上で、
明らかに最も重要で信頼できる手段は「文書記録」だった。
そのため、歴史とは「文書記録という証拠を通じて見た過去」

といった意味合いのものとなっていた。
　文書記録は多数の信頼できる年代を教えてくれたが、そ
の反面、私たちの理解できる過去を、それが偶然に照らし
出した“過去のごく一部”に限定するものでもあった。その
結果、「歴史」はただ「人間の歴史」を意味するものとなった。
そればかりか、文書記録を作成できる（あるいは筆記者に
有償で依頼できる）のは、富裕層や権力者に限られていた
ので、実際のところ、“歴史”とはそうした階層の人々の歴
史となっていた。そのため、近世になって大衆に教育が普
及するまでは、歴史と言えば主に王侯貴族のことと彼らの
行った戦争、書き残した文学、崇拝した神々に関するもの
だった。ほとんどの過去は闇の中に閉ざされたままとなり、
ほとんどの人間は自分たちの存在や、思想、生き方につい
て何の記録も残さなかった。文書のない社会については、
文章を書ける誰か（ギリシアの歴史家ヘロドトス、あるい
は中国の司馬遷など）が、何かを書き残しておいてくれな
い限り、それについて議論することすらできなかった。そ
うした記録がある場合でも、文書を有する社会がそうでな
い社会に接して残した思想や発言は、かなり歪曲されてい
る場合がよくあった。書き言葉が発明される以前の時代に
ついては、さらに伝えられていることは少ない。これは重
要なことだが、人間が地上に出現してから現代までの時間
の少なくとも 95％が、“文書記録のない時代”だった。以上
に加えて、歴史は人間が登場する以前のあらゆる出来事を
除外してきた。ただ、地質学者たちは、18 世紀ごろから、
地質学的な事象が起こったおおよその順序を把握しはじめ
ていた。概して歴史学者が文書記録をよりどころとしたた
めに、歴史とは主に文書を作成できる一握りの人間たちの
集団についてのものとなっていた。したがって歴史が、実
質的に統治者や戦争、宗教、貴族階級などについてのもの
となったのは自然な流れであった。

	年代測定革命後の歴史
　20 世紀半ばに、過去の出来事の年代を測る新たな手法

　「本当のところ、自然界における人間とは何なのか？　
無限に対比される無、無に対比されるすべて、無とすべて
の中間。人間はどちらの極端についても熟慮する機会から
無限に遠く隔てられ、物事の終わりとその始まりは不可解
な秘密のなかにあって、絶望的なまでに隠されてしまって

いる。人間は自身がそこから生まれ出た無も、自身がそこ
へのみこまれることになる無限も、いずれをも見ることが
かなわない。」1

ブレーズ・パスカル
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が生まれたことにより、過去に関する理解は一変した。お
かげでどのような文書にも記述されていない出来事、たと
えば地球上の生命の起源、さらには宇宙そのものの起源と
いった出来事でさえ、その絶対年代を決定できるようにな
った。
　こうした新たな技法の中でも、最も重要なのは放射年代
測定に基づくものだ。放射年代測定法は、放射性物質が崩
壊して新たな娘

むすめ

核
かく

を形成するペースが非常に規則的である
という事実によっている。つまり、ウラン（ウラニウム）な
どの放射性物質を含む試料があり、そのうちどれほどの割
合が鉛などの安定した物質に変化したかを測定できれば、
その試料が形成された時期を推定することができる。
　こうした放射性物質の利用は、20 世紀初頭にはその有
効性が認識されていたものの、1950 年代以前は信頼性が
十分ではなく、また費用がかさむため広く普及するには至
らなかった。最初に普及した放射年代測定法は、炭素の「放
射性同位体」（炭素 14）の崩壊に着目したものであったこと
から「炭素 14 年代測定法」と呼ばれる（同位体とは、同じ
元素でありながら原子核の中の中性子数が異なる原子のこ
とで、そのため原子核の質量がわずかに異なっている）。
炭素 14 年代測定法は、1950 年代はじめにウィラード・F・
リビーが開発した。リビーは特定の元素（核兵器の場合ウ
ラン）の異なる同位体を分離・測定する能力を必要とする
核兵器の製造にも取り組んでいた。炭素 14 年代測定法は、
炭素を含む物質（ほとんどの生物の死骸が該当する）の年代
測定を約 5 万年前まで可能にすることで、考古学に革命を
もたらした。この手法により、文献的に最古の年代に比べ
て 10 倍も古い時代にまでさかのぼれるようになった。ま
もなく新たな放射年代測定法が多数開発され、私たちの年
代記はさらに遠い過去にさかのぼることとなる。ウランの
ように崩壊に長い時間を要する放射性物質を使うことで、
数百万年から数十億年単位で古い時代に形成された物質の
年代も測れるようになった。地球自体の年齢は、隕石に含
まれるウランの鉛への変化量を測定することで、1953 年
にクレア・パターソンが算定した。
　また、放射性年代測定以外の測定法も開発された。なか
でも分子時計による年代測定は最も重要な手法だ。1953
年に遺伝コードの役割が明らかにされ、異なる生物種間の
DNAの違いを比較することが可能になった（DNAはすべ
ての生物の細胞に存在する分子であり、細胞を形成し維持
するための遺伝情報を保持するのに加え、その情報を子孫
の細胞へと伝達する働きを担う。詳細については第３章を
参照）。1967 年に、ヴィンセント・サリッチとアラン・ウ
ィルソンは、長い年月の経過にしたがってDNAの多くが

非常に規則的に変化することを指摘した。つまり、こうし
た変化は、ある種の時計のような役割を果たすということ
だ。ある２つの生物種のDNAを比較することで、それら
が共通の祖先から分かれた年代を知ることが可能になる。
分子時計のおかげで、私たち人間（ヒト）と他の多くの種の
進化に関する理解は一変した。たとえば、ヒトとチンパン
ジーは約 700 万年前に共通祖先から分かれたことが示され、
この発見が人間および人類の進化に関する研究に革命をも
たらした。一方で、天文学および宇宙論の分野では、恒星
の年齢から宇宙全体の年齢にいたるまで推定する新たな手
法が確立された。たとえば、欧州宇宙機関（ESA）が 2009
年に宇宙背景放射を観測するために打ち上げた人工衛星「プ
ランク」から得たデータをもとに、宇宙誕生のより正確な
時期が計算されたのだ！　それによると、宇宙の起源は
138 億 2000 万年前にさかのぼるという。本書では便宜上、
宇宙の起源を 138 億年前としている。
　過去の出来事の年代を測定する能力がこのように向上し
た結果、私たちの過去に関する理解は様変わりした。H・G・
ウェルズは、1919 年に「ユニバーサル」ヒストリーを著そ
うとしたが、第１回オリンピック（紀元前 776 年）以前につ
いては、事実に基づく年代を決定する術がまったくないと
認めざるを得なかった。だが今日では、私たちは宇宙の起
源にまでさかのぼって、過去の出来事に合理的な年代を定
めることができる。ここにきて突如、人間の歴史上はじめ
て、具体的な科学的根拠に基づいて過去全体にわたる歴史
を構築できるようになったのだ。

	過去を研究する自然科学は歴史学の
一部である

　年代測定革命はまさに科学研究におけるブレークスルー
であり、それによって科学そのものがますます過去に目を
向けるようになった。20 世紀には、宇宙論、地質学、生
物学がそろって歴史学の一部になったのである。
　18 世紀後半までは、自然界はその創造の時からほとん
ど変わっていないという考え方が一般的だった。天文学者
は恒星や銀河がずっとほぼ同じ状態だと考えていた。地質
学者も、地上の景色が少々変わることがあるとしても、地
球は全体としてほとんど変化していないと考えていた。ま
た、ほとんどの生物学者は、生物の種を分類する近代的な
体系を創始したカール・フォン・リンネ（1707 年～ 1778 年）
も含めて、当代の生物の種は地球が創造された当初に栄え
た種と同じであると考えていた。
　しかし 17 世紀後半には早くも、主に化石に対する関心
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が高まったことから、地質学および生物学の分野で疑問の
声が上がりはじめていた。三葉虫などのように、もはや生
存していない生物の化石が、時間とともに生物の種が変化
することを想像させたからだ。海洋生物の化石がアルプス
などの山脈の高い場所で発見されたことも、長い年月の間
に地形が大がかりに変化したことを想像させた。地球も自
然界も、ある意味で「歴史」を持っていることが明らかにな
ってきたのだ。しかし、確実な年代がわからなければ、そ
うした歴史を正確に再現することはできない。したがって、

「歴史」は依然として「人間の歴史」であり、「科学」は“時間が
経過しても重大な変化は生じない世界”の様相を研究する
ものとして考えられ続けた。
　19 世紀から 20 世紀前半にかけて、地質学、天文学、生
物学の研究者たちは、過去の世界は現代とはかなり違った
ものであり、世界がどのようにして今のような姿になった
のかを説明することが、自分たちの中心的課題のひとつに
なったことを理解しはじめた。こうして天文学、地質学、
生物学がそろって歴史学の一部となった。年代測定革命の
おかげで、生物、地球、さらには宇宙についてさえ、その

“過去”に正確な時間軸が設定されたのだった。1953 年の
DNA構造の解明（第３章を参照）は、かつてない精度で、
自然界における生物種の変化を追跡し、説明することを可
能にした。地質学では、1960 年代にプレートテクトニ
クスという新たな理論的枠組みが台頭し（第２章を参照）、
地球の表面が長い年月の間にすっかり変わってしまったこ
と、またそうした変化の状況と原因を説明するよりどころ
となった。さらに同じ 1960 年代に、宇宙背景放射の発見
があり、宇宙自体が 100 億年以上の昔に途方もない「爆発」
によって始まり、長い年月をかけて進化してきたことを、
ほとんどの天文学者が確信するに至った（第１章を参照）。
　私たちは過去について、急に新たな思考法で臨まなけれ
ばならなくなった。過去数千年ほどの人間の歴史だけを学
ぶかわりに、生物圏、地球、そして宇宙全体の歴史にまで
及ぶ、100 億年以上の過去を研究できる可能性が生まれた
ということだ。私たちは過去全体にわたる歴史を構築する
出発点に立ったのだ！

ビッグヒストリーとは何か
　「ビッグヒストリー」の中心的課題とは、このような過去
の再構築である。ビッグヒストリーは、まさに宇宙の起
源にまでさかのぼって、時間のすべてにわたる歴史を再構

築しようとする試みだ。本書はそれを行おうとしている。
現代の科学的知見から導かれた結論に基づき、まさに時間
の始まった時点から現代に至るまでの、過去に関するひと
つの考え方を提供したいと考えている。
　これによって私たち人間という生物種「ホモ・サピエンス」
の、宇宙における位置づけを理解する上で重要な手段を提
供できると思う。「人間の歴史」の意味をよりよく理解する
一助となるだろう。
　過去の全体像について思考をめぐらすことは、あらゆる
人間の社会がこれまでも試みてきたことだった。その結果
生まれたものは、創造神話（万物がどのようにして創造さ
れたかを説明する物語）や、あるいはあらゆる大宗教の主
要な経典に見ることができる。私たちの知るかぎり、創造
神話はあらゆる社会で語られ続け、あらゆる物、人々、動
物、風景、地球、星、そして宇宙全体の起源に関する説明
がある。また創造神話は、それぞれの社会で知りうるかぎ
りの最良の知識に基づいている。したがって、そこでは万
物の歴史を理解するためのなにがしかのロードマップが示
されている。こうした過去に関するマップには、深い意味
がある。宇宙および地上での生活というストーリー全体に
対して、どうしたら個々の人間が居場所を見つけられるか
を理解する上で有益であるからだ。
　創造神話は、ほとんどの人間社会において“教育”の中心
的な意味を持っていて、社会の若い構成員に対する“教育”
のいちばんはじめに教えられる場合が多かった。その結果、
ほとんどの人々が自分たちの所属する社会の、万物の起源
に関する考え方を理解していた。オーストラリア、フラン
ス、アメリカなどにおける、私たちが知るかぎりの最古の
社会でさえ、洞窟の壁画に風変わりな形象を描き、あるい
は彫像を製作した。創造神話の存在をうかがわせるもので
ある。
　ところが、残念ながら今日では、大学も含め学校で、も
はやいかなる種類の創造神話も教えることはない。このこ
ともまた、ビッグヒストリーが重要である理由のひとつで
ある。すなわち、かつての人間社会で創造神話が果たして
きた教育的な役割を担える可能性があるということだ。ま
た、他の創造神話と同じように、ビッグヒストリーもまた、
私たちが知りうるかぎりの最良の知識に基づいている。今
日では、それは現代科学から得られた知識を意味する。
現代の世界では現代科学が知識の主流となっているが、そ
のルーツは 17 世紀の科学革命にある。科学的知識はグロ
ーバルな規模で普及しており、慎重な検証を経た根拠のみ
を厳格な規範に照らし合せて用いている。
　したがって、ビッグヒストリーを現代の科学的な創造神
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話として考えることも有意義なことと言える。それはまた、
ひとつの宇宙マップであり、そこに私たち一人ひとりが居
場所を見いだすことができるものである。ただし、それは
まず科学的であるがゆえに、伝統的な創造神話とは異なる。
すなわち、ビッグヒストリーは、近代科学の最良の成果を
基盤としている。これまでに語られてきたどの創造神話よ
りも多大な情報、しかも非常な厳密さをもって多くの異な
る分野で吟味されてきた情報に基づいているため、従来の
各人間社会における創造神話よりも、より高い信頼性と正
確さがある。もちろん、だからと言って現代の創造神話が、
単純に他のすべての創造神話の輝きを奪ってしまうわけで
はない。ただ、それが今日のグローバルに結びついた世界
にあって、近代科学と現代のテクノロジーによる洗礼を受
けたことにより、際立った特質を持っていることは主張し
ておきたい。
　ビッグヒストリーはまた、普遍的であるという意味でも
従来の創造神話とは異なっている。ほとんどの創造神話は
特定の社会により、その社会のために構築されてきたので、
異なる人間集団間の違いを強調する傾向があった。一方、
ビッグヒストリーは普遍的で、世界中の科学的知識をより
どころとし、ダブリンでもデンヴァーでもデリーやダーバ
ンでも、同じように理解される創造神話を構築しようと試
みるものだ。本当の意味で普遍的な創造神話を構築するこ
とは、今日のグローバル化した世界ではことに重要である。
今日の世界は、核戦争や地球温暖化など、どのようなコミ
ュニティも独力では解決することができない、世界全体の
人間の協力が必要となるような難問に直面しているからだ。
　だが、おかしなことに、宇宙から人間に至るまでの普遍
的な歴史（ユニバーサル・ヒストリー）が大学を含めた現代
の学校で教えられることは滅多にない。代わりに私たちは、
それぞれ関連性のないやり方でストーリーの個別の部分を
学んでいる。歴史の授業で学ぶのは人間全体についてでは
なく、自分たちの所属するコミュニティについてである。
自分たちの学校がどこにあるかで、アメリカ、ロシア、中
国というように学ぶ対象が決まる。さらに、人間の歴史が
自然界の歴史とどのようにつながるのかを学ぶ機会はほと
んどない。化学や地質学を少しずつ、さらに少しばかり天
文学を学ぶことはあるだろうが、そうした異なる形の知識
間のつながりを知る術を教えられることは滅多にない。
　いま私たちはようやく科学に基盤を置く新しいユニバー
サル・ヒストリー、すなわちすべての人間社会を包含し、
それぞれの社会の“個々の歴史”を、地球および宇宙全体の
より“大きな歴史”の中に位置づけるような歴史観を持てる
場所に立っている。私たちの知るかぎり、本書はビッグヒ

ストリーに関する初のテキストとなる。本書で、宇宙と、
その宇宙で単独の天体としては最大規模である恒星、そし
て私たちの住む太陽系および地球と地球の生命、さらには
最終的に私たち自身の属する種であるホモ・サピエンスの過
去について、現代科学が何を教えてくれるかを概観していく。

ストーリーの基本的な形：
複雑さの増大
　宇宙全体の歴史を学ぶというのは、とんでもない課題だ
と思われるだろう。しかし、学習を進めてみればわかるが、
その難しさはアメリカ合衆国やロシアのような大国の歴史
を語るのと、多くの点で似たようなところがある。ストー
リーの全体的な形について、明確に意識するところから始
めるのが大事だ。よりどころとなるのは、ストーリー全体
をひとすじの糸が貫いているという事実である。すなわち
宇宙の誕生から 138 億年にわたり、次々とより複雑なもの
が出現してきたということが“ひとすじのたて糸”である。
複雑なものは、天の配剤のごとく精密なあり方で数多くの
多様な要素をはらんでいて、新たな特質を生みだすことに
なる。そうした新たな特質を、私たちはエマージェント・
プロパティと呼ぶことにする。
　発現した新たなもの、あるいは宇宙の各部分がいっそう
複雑化した段階を、すべて記述しつくすという、だいそれ
たことは考えていない。ただ、こうしたプロセスの主要な
段階の一部に重点を置き、発現した非常に興味深いものご
との一部に注目し、この巨大なストーリーにおける、ふさ
わしい位置づけを明らかにする方法を見いだそうと試みる
つもりだ。
　初期の宇宙は非常に単純なものだった。その始まりの時
点で、宇宙論者がエネルギーの時代（放射の時代）と表現す
る時期に、宇宙は巨大なエネルギーの流れに満たされてい
た。宇宙全体が太陽の中心部のような状態となっており、
非常な高温のために複雑な化学構造は生じ得なかった。原
子も、恒星も、惑星も、生物も存在しなかった。しかし、
宇宙は膨張するにつれ温度が下がっていき、その創生から
約 40 万年後、この熱い「プラズマ」から水素やヘリウムな
どの簡単な元素が生成されるようになった。最初に発現し
た複合的な構造の物質は原子だった。しかし、その時点で
はまだ、そして、その後数百万年もの間、宇宙は非常に単
純な状態におかれ、水素とヘリウムの原子からなる巨大な
雲と、それらの間をめぐるぼう大なエネルギーの流れ以外、
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ほとんど何もなかった（いわゆる暗
ダ ー ク マ タ ー

黒物質も大量に存在し
たが、それが複合的な物質を生成したとは認められないの
で、暗黒物質は本書では重視しない）。
　その後、原子を基本的な構成要素として、より複雑なも
のが現れはじめた。ただし、そうしたものが発現したのは
条件が「ちょうどよい」場合に限られた。私たちはこうした
条件をゴルディロックス条件と呼んでいる。宇宙の誕生
から約２億年後、さまざまな恒星から成る銀河が出現した。
銀河内部では、寿命の最期を迎えつつあった恒星が、炭素、
酸素、金、銀といった新しい種類の原子や化学元素を生成
し、周囲の宇宙空間に放出しはじめていた。条件が適切な

（温度が高すぎず低すぎず、物質が希薄すぎず稠
ちゅうみつ

密すぎない）
場では、元素が複雑な過程を経て結合し、新たな種類の物
質を形成しはじめた。恒星はまた、近隣の空間にエネルギ
ーも放出していた。こうして宇宙のほとんどの部分がまだ
単純な状態であった（そして現在もまだ単純である）一方で、
銀河内部では物質が複雑化する一途をたどっていた。恒星
間の空間に放出される化学元素が増えるに従い、水・氷・
ダストおよび岩石などの新形態の物質が、新たに形成され
つつある恒星の周囲に集まるようになり、ついに最初の惑
星系を形作るに至った。少なくともひとつの惑星で（おそ
らく他にも数多くの惑星で同じ状況が発生したと考えられ
るが、これまでのところ、それが事実であるとする直接的
な証拠がない）、化学元素が結合してさらに複雑な構造を
持つようになり、ついには非常な精度で自己複製と増殖が
可能な単細胞の生命体が生まれ、時間をかけて周囲の環境
に適応し、単細胞生物としての種類を増やしていった。徐々
に複雑さを増していった細胞は、約６億年前にさらに一部
の細胞同士が結合して多細胞生物になるまで進化した。進
化の結果、私たちが属する生物種が生まれたのは、数十万
年前のことだ。やがてわかるように、人間の歴史へと進む
にしたがい、ものごとはいっそう複雑化していく。
　さらに先に進む前に、複雑さという主要な概念について
私たちはもっと深く考えなくてはならない。複雑さの対
語は“単純さ”であるが、それだけではぴんとこないだろう。
まず複雑なものはどうして複雑なのかを定義する最適の方
法を、誰も承知していないという困難さがある。以下に本
書の基本となる、おおよその定義を述べておきたい。

第１に、複雑なものは多様な構成要素を含んでいる
　原子のような簡素なものは、たとえば１個の陽子と１個
の電子でできている水素のように、少ない要素で構成され
ている。もっと複雑なもの、たとえばDNA分子などは、
さまざまな種類の原子を何十億と含んだ物質であると考え

ればよい。そこでまず、複雑なものは多様な構成要素をた
くさん含んでいるということが言える。

第２に、そうした構成要素は厳密に決められた配列がある
　たとえば現代の旅客機のすべての部品を用意し、それら
を勝手に配置してみよう。すぐにわかることだが、厳密に
正確な配置で部品を組み立てないと、飛行することはでき
ない。様々な部品はそれぞれひとつのチームに所属する一
員のように機能しなくてはならない。同様に、DNA分子
を構成する原子は、DNA分子に含まれる多数の遺伝子が
協働できるように特定のパターンに配列していなければ、
まったく機能することができない。水素の原子でさえ、陽
子が中心にあって電子がその周囲を一定の距離をおいて回
るという、非常に精密な配置となっている。水素の２つの
粒子［陽子と電子］は、陽子が正の電荷、電子が負の電荷を
持つために、電磁気力によって互いに拘束し合っている。
原子は、それを構成する“内部構造を持たない要素”［素粒子］
よりは複雑であると言える。

第３に、複雑なものは新しい性質すなわちエマージェント・
プロパティを持つ
　複雑なものの各部分が協働できる正しいパターンで配置
される場合、複雑なものは新しいことができるようになる。
新しい特質が「発現」（エマージ）するのだ。サミュエル・ジ
ョンソンは次のように語っている。「セント・ポール大聖堂
を原子の粒になるまで砕いてしまうとしよう。その一粒一
粒に何の価値もないことは確かだが、しかし、それらの原
子を組み立てると、何とセント・ポール大聖堂ができてし
まうのだ」2。航空機を細かくばらしたものが一山あった
としても、何も面白いことはできないが、それらを正確に
配置すると飛べるようになる。アメーバのDNA分子を正
しく配置すると、生物を構成するのに必要な情報をすべて
もたらすことができる（これに深い感銘を受けずにはおれ
ない。現代科学の粋をもってしても、研究室でこうした構
成を再現するのはいまだに不可能だからだ）。水素原子で
さえ新たな特質を発現する。たとえば、（正の電荷と負の電
荷が相殺し合うので）電気的に中性［不活性］であるにもか
かわらず、非常な高温・高速で別の水素原子と衝突すると、
融合してヘリウム原子を生ずることができるのだ。こうし
た新たな特性はエマージェント・プロパティの実例と考え
られる。こうした特性は個別の構成要素には見られないた
め、魔術的な印象を受けることもしばしばである。これは
また、構成要素を正確なパターンへと配置した場合のみ発
現する。こうした特性が発現するには、構成要素自体の実
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在と同じくらい、配置の「パターン」が重要だ。構成要素が
具体的な物質と考えられるのに対し、パターンは無形ある
いは抽象的なものと思えるのは事実だが、パターンこそは
魔術的な特質が発現するのに不可欠なものだ。

第４に、複雑なものは、必要なゴルディロックス条件が存
在する場においてのみ、出現する
　宇宙の大部分は現在でも単純なままだ。しかし、局所的

［ローカル］に最適な条件が出現した場では、より複雑なも
のが発現することがわかっている。たとえば、地球の表面
は複雑な化学反応が起こるのに理想的だ。豊富で多様な化
学元素があり、固体・気体・液体がそろっていて、温度も
化学反応に最適である。

第５に、複雑なものは、その構造を維持するだけの「エネ
ルギーの流れ」と結びついている
　小さな丘のふもとの凹みにいくつものビー玉を転がして
入れるとする。ビー玉はそこにたまったまま動かないであ
ろう。なぜなら、その状態でいることにはエネルギーをほ
とんど必要としないからだ［一方、凹みの縁

ふち

にビー玉を位
置させ続けるには、ビー玉が凹みのほうに少しでも動かな
いようエネルギーを使って位置を保つ必要がある］。この
程度の複雑さは、静的なもので特に興味深いところはない。
私たちの関心を惹

ひ

いてやまない複雑さの形態はもっと動的
なものだ。それは熟練したジャグラーが披露する、複雑な
ジャグリングのパターンに似ている。こうしたパターンを
維持するには、持続的な「エネルギーの流れ」が必要だ。一
般的に構造が複雑であればあるほど、それを維持するには
より大きなエネルギーが必要になる。これこそ天文学者エ
リック・チェイソンが結論として「惑星は概して恒星より
ももっと複雑である」と主張したポイントである。彼は、
惑星上の物質１グラムには、同じ時間内で恒星の物質１グ
ラムよりも大きなエネルギーが流れていると言った。同様
の考え方で、生物は惑星よりももっと複雑であり［人間の
１グラムには太陽の１グラムより 5000 倍から１万倍も大
きなエネルギーが流れている］、さらに現代の人間社会は
私たちの知るかぎり最も複雑なもののひとつであると考え
られる！　人間にとって、また歴史学者にとって、これは
大変重要な結論であり、私たちが本書で学んでいくストー
リーの枠組みとなる考え方なのだ。

　以上から、複雑なものには以下のような５つの重要な特
性があると言える。

１． 複数の多様な構成要素を持つ：複雑なものは数多く
の多様な構成要素からできている。

２．正確な構造の中に配置されている：複雑なものの構成
要素は、特定の正確なあり方でまとめられている。

３．新しい特質すなわちエマージェント・プロパティを持
つ：複雑なものが、どのような構造を有するように
なるかで、特定の明確な特性をおびるようになる。

４．条件が最適の場合にのみ、出現する：より複雑なもの
を生みだす完全なゴルディロックス条件が整った場
合にのみ、複雑なものは発現する。

５．エネルギーの流れによって維持される：私たちの関心
を惹いてやまない複雑さの形態は、「エネルギーの流
れ」に依存している。エネルギーの流れが失われると、

“複雑さ”に“特性”を与えていたエマージェント・プ
ロパティもまた失われることになる。たとえば、恒
星の中心部における核融合反応が停止してしまえば、
恒星は輝くことをやめてしまう。また、人間は食物
からエネルギーを摂取できなければ死ぬことになり、
車はガソリンを切らすと走れなくなるといった具合に、
あらゆる複雑なものにこれがあてはまる。

基本的な枠組み：
ビッグヒストリーにおける
8つの主要なスレッショルド
　私たちの宇宙の歴史において、数多くの新たな複雑さの
形態が発現してきたが、本書では人間としての私たちにと
って、最も重大な関心を呼び起こすものだけに焦点を当て
ていこうと考えている。次ページの表では、より複雑なも
のが新しく出現したポイントとなる８段階の複雑さが増
大するスレッショルドをリストアップした［スレッショ
ルドのカタカナ表記については下述］。それぞれのスレッ
ショルドにおいて、新たな特性が発現し、そのたびに宇宙
全体の多様性に新たに何かが加えられることになる。これ
らのスレッショルドにより、本書の枠組みが形作られる。
スレッショルドとは、物にたとえれば、家の外か出入り口
にある「敷居」のようなものである。スレッショルドとはま
た、何か新しいものに遭遇する場（時点）でもある（詳細は「８
段階の複雑さが増大するスレッショルド」についての表を
参照）［thresholdのカタカナ表記にはスレッショルド、ス
レッシュホールドその他いろいろあるが、本書では現時点
で最も一般的と思われるスレッショルドを採ることにした］。
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　この序章で述べた理念をよりどころとして、私たちは宇
宙の歴史を語る出発点に立ったと言える。これから始める
ストーリーはいろいろな意味で期待感が高まるものであり、
身のまわりにある、あらゆる物事の由来をたずねるストー
リーとなるだろう。それは 21 世紀の創造神話であり、こ
の世の物事の全体的な体系における、自分たちの位置づけ
をより深く理解する上で有益なものとなるはずだ。

年代表記法と時期に関する注記
　本書のはじめの方では、各時期に「（今から）～年前」とい
う表記が用いられている。これは古生物学者および考古学
者が用いる年代に関する用語で、厳密に言うと放射年代測
定法が使用されだした年にちなみ、「1950 年以前」という意
味を持つ［実際には「（西暦 2000 年から）～年前」と考えれば
よい］。しかし、これでは実際のところ現代より古い時代

スレッショルド 構成要素　　　▶ 構造　　▶ ゴルディロックス条件　＝ エマージェント・プロパティ

1．ビッグバン：
宇宙の起源

エネルギー、物質、空間、
時間（私たちの宇宙にある
すべて！）

急激に膨張する時空の連
続体内に存在するエネル
ギーと物質

不確定：多元宇宙内の量
子揺らぎの可能性

私たちのまわりのあらゆるものを
生みだすポテンシャル

2．恒星 水素（H）原子、ヘリウム
（He）原子および（または）
その原子核の形で存在す
る物質

内核（核融合）：外層には水
素（H）およびヘリウム（He）
とともに鉄にまで至る他
の元素が次第に形成され
蓄積する

初期宇宙における密度と
温度の勾配＋核融合に十
分な高温を生みだす重力

新たな局所的エネルギーの流れ；
銀河；核融合による新たな化学元
素を生成する能力

3．より重い化学元素 水素の原子核（すなわち陽
子）とヘリウムの原子核

強い核力によって結合し
た陽子の数が増えて、徐々
に大きくなる原子核

「星の一生」を終えつつあ
る恒星が生みだす極度の
高温、あるいは超新星に
よる（さらに極端な）高温
＋強力な核力

主に電磁気力による、新たな種類
の物質をほぼ無限に生みだす化学
結合の能力

4．惑星 恒星を周回する軌道に集
まった新たな化学元素と
化合物

重力と化学的作用により
結合した多様な物質が、規
則的に恒星を周回する大
きな球状の物質になる

「星の形成場」のある領域
に重元素が徐々に蓄積し
てくること

物理的・化学的に一層複雑化し、
より一層の化学的な複雑さを生み
だす能力を持つ新たな天体

5．生命 複雑な化学物質＋エネル
ギー

複製可能な細胞内の化学
的・物理的に結合した複
雑な分子

豊富に存在する複雑な化
学物質＋ほどよいエネル
ギーの流れ＋水のような
液体媒体＋適切な惑星

新陳代謝（エネルギーを獲得する
機能）；生殖（ほぼ完全に自身の複
製を作る能力）；適応（自然選択を
経て現れるゆるやかな変化と新し
い形態の登場）

6．ホモ・サピエンス 物質的には他の生物と同
じ；高度に発達した器用
さと知覚力および神経系
の能力

ヒトDNAが支配する、ヒ
ト種特異的な生物学的構
造

長い進化の期間を経て形
成された、高度に発達し
た器用さと知覚力および
神経系の能力

コレクティブ・ラーニング（集団
的学習）、すなわち情報を正確か
つ迅速に共有し、コミュニティお
よび種のレベルでの情報蓄積を可
能とし、長期にわたる歴史的変化
をもたらすような能力のこと

7．農業 コレクティブ・ラーニン
グ（集団的学習）の増進→
環境や他の生物を上手に扱
い、それらから資源を得る
工夫をする能力の増大

周囲の状況に新たな方法
で対処するのに必要な情
報を共有する人間のコミ
ュニティ

長いコレクティブ・ラー
ニングの期間；気候の温
暖化；人口圧力

エネルギーと食料を得る人間の能
力の増大→コミュニティの規模拡
大と高密度化→社会の複雑さの増
大→コレクティブ・ラーニングの
加速

8．現代世界／
アントロポシーン

グローバリゼーション；
コレクティブ・ラーニン
グ（集団的学習）の急激な
加速；イノベーション；
化石燃料の使用

生物圏を扱う能力の急激
な加速とともに、世界全
体で結びつく人間のコミ
ュニティ

地球規模で加速するコレ
クティブ・ラーニング

人間による資源利用の大幅な増大
→まったく新しい生活のあり方と
社会関係→生物圏を変化させる能
力を持つ、地球の歴史上初の単一
の種

8段階の複雑さが増大するスレッショルド
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を指す場合、数千年前でも数百万年前でも同じような扱い
となる。そこで、第５章以降、年代でいうと最近の約１万
年間については、世界史で用いられる年代表記法に切り替
えて、「紀元前」および「西暦」を用いることにする。西暦紀
元は約 2000 年前である。

　この使い分けによると、たとえば｢今から約 5000 年前」
は紀元前 3000 年ごろとなる一方、｢今から 500 年前ごろ」は
西暦 1500 年ごろとなって、感覚的になじみやすくなると
考えられる。

1. ビッグヒストリーとはどのようなもので、伝統的な
歴史の形式とはどのように異なっているのか？

2. 20 世紀前半に比べると、現代の方が科学的な根拠に
基づく創造神話を語るのが容易になっているのはな
ぜか？

3. ビッグヒストリーを展開する上で、主要なテーマと

考察

なっているのは何か？
4. 「複雑さ」および「発現」（エマージェンス）とはどのよ

うな理念か説明せよ。
5. 自然科学、社会科学および人文科学をあわせて学習

することがなぜ大事なのか？　また、なぜそれを実
践することが難しいのか？

● エマージェント・プロパティ
● 科学
● ゴルディロックス条件
● 創造神話
● 同位体（アイソトープ）

キーワード

● ビッグヒストリー
● 複雑さ
● 複雑さが増大するスレッショルド
● プレートテクトニクス

ビッグヒストリー
Bighistoryproject.com　高校生および個人学習者向けのビッグヒ
ストリーに関する講座（2013 年からオンラインで開始）

Brown, Cynthia Stokes. Big History: From the Big Bang to the Present. 
2nd ed. New York: New Press, 2012. First published in 2007.

Chaisson, Eric J. Cosmic Evolution: The Rise of Complexity in Nature.  
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Christian, David. Maps of Time: An Introduction to Big History. 2nd ed. 
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