
2編 私たちの地球の変遷と生物の進化 

2章 生命の変遷  

１．地球史の最初期 

 A 地球の形成 

  微惑星の衝突（46億年前）  

→ 原始惑星（火星サイズ）           

 → 原始惑星同士の巨大衝突   内部まで融解〔（ マグマオーシャン ）〕 

      → 原始地球         金属鉄などが中心に沈み（ 核 ）を形成 

  

C 最古の岩石 

  約（ 40億 ）年前の（ 変成 ）岩（カナダ北部） 

  他に，グリーンランド南西部の約（ 38億 ）年前の（ 堆積 ）岩。 

     オーストラリア北西部やアフリカ南部に約（ 35億 ）年前の堆積岩。 

   → 当時の（ 地球表層環境 ）を知る手がかり。 

 

 ２．先カンブリア時代 

 A 先カンブリア時代 

   地球誕生から 5億 4200万年以前を先カンブリア時代という。 

   地球の歴史のなかで最も長い時代。 

  （ 冥王代 ）（約 46億年前～40億年前） 

（ 太古代 ）（40億年前～25億年前） 

（ 原生代 ）（25億年前～5億 4200万年前） 

 

 B 最古の生物 

   化石記録が乏しいが，おそらく（ 太古代 ）の海に原始生命が誕生。 

                        （ 原核生物 ）（核をもたない単細胞生物） 

 

  C 光合成の始まりと真核生物 

   25億年前までには，（ シアノバクテリア ）（原核生物）が出現。 

              ↓       →（ ストロマトライト ）を形成。 

     葉緑素をもち（ 光合成 ）を行うことができた。 

              ↓  酸素の放出 

    海中にとけていた（ 鉄 ）と結びつき酸化鉄が沈殿 

              ↓ 

          （ 縞状鉄鉱層 ）（現在の鉄資源の 8割はこの鉄を利用） 
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  原生代に，細胞内にミトコンドリアや葉緑体などの細胞器官をもつ（ 真核生物 ）が出現。 

 → 最古の真核生物化石：約 20億年前の（ グリパニア ） 

 

  先カンブリア時代末に大規模な氷河時代〔（ 全球凍結 ）〕 

 （ エディアカラ生物群 ）の出現（約 6億年前頃） 

   原始的な（ 多細胞 ）動物（カイメン・クラゲ・ウミエラなど） 
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３．古生代 

 A カンブリア紀の世界 

 （ カンブリア爆発 ）：無脊椎動物が爆発的に出現，多様化。 

       （三葉虫・腕足動物・棘皮動物・軟体動物・コケムシ動物・環形動物など） 

  カンブリア紀の温暖な気候や浅海の広がりが影響か。 

 （ バージェス頁岩 ）（約 5億年前に堆積）の化石 

   （ アノマロカリス ）・オパビニアなど。 

  中国雲南省の化石（5億 2000万年前）に原始的な魚類化石が見つかっている。 

 

 B 古生代の海の生物 

オルドビス紀に入ると，（ ウミユリ ）・造礁性サンゴ・オウムガイ・腕足動物・コケムシ動物な

どが出現。 

  オルドビス紀・デボン紀の沖合には，（ フデイシ ）が繁栄。 

デボン紀・石炭紀の浅海には，（ ウミユリ石灰岩 ）を形成。 

  シーラカンスやサメなどの軟骨魚類の出現。 

  石炭紀・ペルム紀には（ フズリナ ）（大型有孔虫のなかま）が繁栄。 

  三葉虫の変化：捕食者から身を守るために体を丸めるものも出現。 

 

 C 海から陸へ 

  古生代半ば，酸素濃度は徐々に高まり（ オゾン層 ）形成。 

                       →（ 紫外線 ）を遮断し生物上陸の条件が整う。 

  上陸には，乾燥への耐性・重力に対して体を支える機構は必要。 

  ＜植物＞ 

  コケ植物・藻類・茎をもつ生物の上陸。 

          → 4億 2500万年前（ クックソニア ） 

  デボン紀末には（ リンボク ），石炭紀にはさらに 

（ ロボク ・ フウインボク ）などが大森林形成。 

   →（ 大炭田 ）の形成（石炭紀の名前の由来） 

     二酸化炭素を吸収し，石炭になって地中に保存。 

      →（ 温室効果 ）を弱め，寒冷化。 

  ＜動物＞ 

  シルル紀，昆虫やヤスデが上陸。 

デボン紀後期には原始的な両生類〔（ イクチオステガ ）など〕が出現。 

→ 石炭紀には陸上生活に適応。 
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 D ペルム紀末の大量絶滅 

  地質時代に起きた大量絶滅のなかで最大の絶滅。 

  海洋生物の（ 9割 ）以上の種が絶滅（三葉虫やフズリナなど）。 

  原因？ → 仮説① （ 酸素の乏しい ）海水が深海から上昇し低酸素状態になった。 

        仮説② 大規模な（ 火山活動 ）により，太陽光を遮断した。 

       ※現在，研究や議論が進んでいる。 

 

４．中生代 

 A 生物大量絶滅後の世界 

  三畳紀ははじめ大量絶滅の影響が残っていたが，三畳紀中期から後期にかけて，徐々に生物の多様

性が復活。海中では，三畳紀に魚竜が出現。三畳紀後期には薄い殻をもった（ 二枚貝 ）のモノ

チスなど。 

  ハチュウ類から（ 恐竜類 ）が出現。哺乳類は小型のまま（昆虫類などを捕食）。 

 

 B 華やかな海の世界 

  ジュラ紀，白亜紀には，海の中で多様な動物の環境。 

  （ アンモナイト ・ ベレムナイト ）・魚竜・首長竜 

二枚貝（浅海の砂底：トリゴニア，沖合の泥底：イノセラムス） 

 

 C 恐竜の世界 

  陸上で多くの恐竜が（ 大型化 ）し，陸上の覇者に。 

   草食大型恐竜：（ アパトサウルス ・ トリケラトプス ）など 

   肉食大型恐竜：（ ティラノサウルス ）など 

  獣脚類のなかまから鳥類への進化。 

   →（ 始祖鳥 ）〔（ ジュラ紀 ）の地層から発見〕 

  三畳紀から白亜紀：シダ植物や裸子植物（イチョウやソテツ類） 

   ↓ 

  白亜紀中期以降：（ 被子植物 ）が発展 

 

 D 白亜紀末の大量絶滅 

  隕石衝突説 

（ 6600万 ）年前，現在のメキシコの（ ユカタン ）半島に直径（ 10km ）程度の隕石が衝突。 

→ 塵が大気中に舞い上がり，長期に渡って太陽光を遮った。 
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５．新生代 

 A 新生代の陸のようす 

 （ 古第三紀 ）（約 6600万年前～約 2300万年前） 

 （ 新第三紀 ）（約 2300万年前～約 260万年前） 

 （ 第四紀 ） （約 260万年前～） 

  哺乳類が繁栄・多様化。 

   新生代はじめは温暖な気候。 

  → 大陸配置の変化に伴い寒冷化・乾燥化。   

                      ↓ 

               （ サバンナ気候 ）の広がり 

                   ↓ 

           （ 草原 ）の出現により，カモシカ・ウマなど増加。 

   海では陸上哺乳類からクジラ類が進化。 

約 1700万年前ごろには，（ デスモスチルス ）が日本やアメリカ西海岸に生息。 

日本ではメタセコイヤが大森林を形成。 

 

 B 新生代の海のようす 

二枚貝や巻貝が生息し，カニ類やエビ類，魚類なども種類が増加。 

 → 捕食対策 二枚貝の多くは海底にもぐる 

        巻貝は殻を厚く 

古第三紀には，暖かい浅海に大型有孔虫の（ カヘイセキ ）〔（ ヌンムリテス ）〕が繁栄。 

新第三紀の 1500万年前頃，日本は熱帯性の気候で，（ ビカリア ）が北海道南部まで北上。 

 

 C 第四紀の氷河時代 

  氷河期：（ 氷期 ）と（ 間氷期 ）の繰り返し。 

  第四紀後半に，少なくとも（ 7回 ）の氷期。 

                  ↓ 

             大量の水が氷となって陸上に蓄積 

                  ↓ 

             海面低下（最大 160ｍあまり） 

  約 7万年前～最終氷期。1万 5000年前から温暖化。 →（ 縄文海進 ） 

 ※最終氷期が終わった 1万年前から現在までを完新世と呼ぶ。 
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 D 人類の進化 

人類は霊長類に属する。 

原始的な霊長類は白亜紀に出現。 → 人類につながる祖先がアフリカで出現。 

＜人類の進化において重要な点＞ 

・（ 脳の大型化 ）  ・（ 直立二足歩行 ）  ・（ 道具や火の使用 ） 

 

 E 最古の人類・猿人 

  アフリカで 2200万年～1400万年前の初期の類人猿の化石。 

   ↓ 

  700万年～600万年前に（ サヘラントロプス ）（初期の猿人）が出現。 

   ↓          犬歯が小型化，直立二足歩行 

  約 400万年前に（ アウストラロピテクス ）（猿人）が出現。 

          直立二足歩行が確立，身長 140cm前後，脳容積 100～500cm３ 

   

 F 原人から新人へ 

  ホモ属は猿人より約 250万年前に進化した。 

  初期のホモ属は「原人」と呼ばれることがある。 

  脳の大型化と打製石器の使用，火の使用がポイント。 

 （ ホモ・ハビリス ）（最初のホモ属。身長は猿人とほぼ同じ。猿人と共存。） 

   ↓ 

  約 180万年前に（ ホモ・エレクトス ）が出現。 

          体格は現代人並，脳容積 800～1000cm３ 

          100万年以上生息，アフリカを出てユーラシアへも広がる。 

   ↓                      → 北京原人・ジャワ原人 

  約 20万年～15万年前に（ ホモ・サピエンス ）が出現（アフリカ）。 

           → 5万年前以降にヨーロッパに広がる。 

             約 1万年前 狩猟主体の生活から（ 農耕生活 ）へ。 

※ホモ・エレクトスからはホモ・サピエンスとは別に（ ネアンデルタール人 ）（現代人より頑

丈でずんぐりの体型→（ 寒冷 ）気候に適応）が出現し，約 20 万年～3 万年前にヨーロッパ

から西アジア，中近東に分布。一時，ホモ・サピエンスと共存していた。 

 

 

 

 


