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Ⅰ．陸地の誕生
Ⅰ－１ 地球の誕生

今から４６億年ほど前地球が誕生しました。宇宙をただよっていた小さな天体（ 微惑

星）がいくつもいくつも集まって、原始の地球が誕生しました。

生まれたばかりの地球は、天体が衝突したときの熱でとても熱く、９００～１０００℃

の温度でした。その温度で岩はどろどろに溶けてしまい、真っ赤に焼けただれた固まりで

した。

地球には海も陸地もなく、マグマばかりまりでした。このころの地球の表面を、マグマ

オーシャンと呼んでいます。

Ⅰ－２ 地球の冷却と大陸の誕生

マグマでおおわれた地球には、陸地もありませんし、もちろん海も川もありません。

熱かった地球も、まわりの天体を集め終わると衝突も少なくなり、しだいに冷えていき

ました。冷えてくるとマグマがだんだん固まって、地球の表面にはうっすらと岩盤ができ

あがります。

岩盤の下のマグマの動きで岩盤が動かされ、押し合って高いところや低いところができ

あがっていきます。

すこしずつ地形が現れ始めます。

Ⅰ－３ 海ができる

マグマオーシャンの頃の地球はとっても熱く、雨も空の高いところで蒸発してしまうた

め、地球の表面には雨も届きませんでした。

でも地球が冷えるにつれて雨も下の方に下がってきて、やがてやっと地球の表面にも雨

が降り始めます。

このときに今の海の水のほとんどができあがったのですから、ノアの箱船顔まけの大雨

です。

でも今の雨とは全く違います。温度は熱湯よりも熱く３００℃くらい、塩素などの猛毒

も、いっぱい含んでいる酸性度の強い危険な雨です。

Ⅰ－４ 海の中の化学反応

海の水は塩からいですね。塩がはいっているからあたりまえですよね。では塩はどうし

てできたのでしょうか。

みなさんがいつも使っている塩は、ナトリウムと塩素からできています。大雨が降った

ときに、雨に含まれてふってきた塩素が、岩の中に含まれていたナトリウムといっしょに

なって食塩ができあがりました。

ほかにもマグネシウムやカルシウムと塩素はくっついています。これが塩からい原因で

す。

ほかにも海の中ではいろいろな化学反応が進み、石灰岩の原料になる炭酸カルシウムな

ども作られます。

Ⅰ－５ 超大陸の出現

みなさんは、今の大陸がずっと昔からこの位置にあったと思っていませんか。実は大

陸も時代とともに姿を変えています。



今の大陸も陸地の下のマントルの動きに流されて、太平洋が狭くなり、大西洋が広がる

方向に動いています。いずれはすべての大陸が、ユーラシア大陸にくっついてしまうとい

われています。

全部の大陸が一カ所に集まったものを超大陸と呼んでいます。超大陸がまたバラバラに

なって分かれていきます。地球には過去３回ほど超大陸ができたといわれています。

Ⅰ－６ 生物の誕生

最初に地球に誕生した生物は、バクテリアでした。生まれた場所は海の中。そうです。

海は命の母なのです。

そのころの地球の大気にはオゾンはありません。だから太陽から飛んでくる、生物にと

って有害な紫外線は、そのまま地球の表面に届きます。そんなところでは命を長らえるこ

とはできませんから、生物は紫外線の届かない海の底にひそんでいました。

海の中にある豊富な元素を原料にして、酸素を使わなくても生きていけるバクテリアが

誕生しました。約４０億年前のことです。

Ⅰ－７ 植物の大発生

今から約２５億年前、海の中で植物が大量に発生しました。植物は海の水の中にとけ込

んでいる二酸化炭素を分解して、どんどん酸素を作り出しました。やっと酸素の登場です。

でも残念ながらこの時期に作られた酸素は海の外まで出てきませんでした。酸素は海の

水の中に溶けていた鉄とくっついて、酸化鉄になり、それが固まって鉄鉱石になりました。

今でも鉄鉱石がたくさんかたまっている場所があります。ちょうど２５億年ほど前の地

層です。

そこから私たちは鉄鉱石を掘り出し、鉄として利用しています。

Ⅰ－８ 生物の大発生

３７億年前に生まれた生物は、環境の変化などが原因で、絶滅したり新しい種類が発生

したりして、少しずつ進化していきました。

今から３億５千年ほど前に、カンブリア紀といわれる時代があります。この時代に、今

の生物の先祖となる、多くの種類の生物が生まれてきました。みみずやゴキブリはこの時

代から生き続けている生物です。

これらの生物の力によって、地球は人間が生きられるようなものに、ゆっくりゆっくり

変わっていきました。

Ⅰ－９ オゾン層の形成

海の中で生まれた植物が、二酸化炭素を分解して酸素を作り出してくれました。

酸素が海の中にたまり始めると次には大気の中に飛び出してきます。大気の中に酸素が

たくさんたまると、その酸素を原料としてオゾンが作られます。

大気の上の方にオゾンがたまってできたのがオゾン層です。オゾン層とはいっても、そ

んなにたくさんのオゾンがあるわけではありません。オゾンを全部集めても、地球の表面

にまで持ってきたらたった３㎜にしかなりません。

３㎜のオゾン層が地球の表面を紫外線からまもってくれています。

Ⅰ－１０ 生物の上陸

オゾン層ができて、太陽からの紫外線が地球の表面に届かなくなると、それまで海の底



に隠れていた生物が、陸地にあがってきます。

まず最初は植物が上がってきます。でも大きな植物ではありません。残念ながらまだこ

のころには、根を張れるような土がありません。

だから、岩に張り付いて生活するこけのような植物が最初です。根を張るような大きな

植物が育つためには、土壌・土がなければなりません。

Ⅰ－１１ 生物の進化

カンブリア紀に生まれた多様な生物が、しだいに進化をとげていきます。植物も種族の

保存に便利なように裸子植物から被子植物が生まれてきます。 海の中で全盛を極めた魚

類から、肺でも呼吸できるかえるやイモリなどの両生類が生まれます。両生類からは虫類

に進化します。みなさんの大好きな恐竜もは虫類の仲間です。その恐竜も今から６千５百

万年ほど前に絶滅してしまいました。は虫類から鳥類やほ乳類が生まれてきました。

最初のほ乳類は７千万年ほど前の恐竜が地上を支配していたころに、小さなネズミのよ

うな姿で生まれました。

Ⅰ－１２ 生物の死骸が土壌（土）を作る

土壌はどんなふうにしてできてきたのでしょうか。それは枯れた植物の体がもとになり

ます。林の中に入っていくと、落ち葉がいっぱい積もった下にほわほわになった土があり

ます。それは落ち葉が土の中のいろいろな生物の力によって分解され養分をいっぱい含ん

だ土になっているからです。最初に上陸した植物の体が分解され少しずつ土ができていき

ます。土ができると根っこをはる植物も生きていくことができるようになります。

そのあとやっと動物があがってきたのです。今から３億年ほど前のことです。

Ⅰ－１３ 土壌（土）ってなーに

土に根を張って育っている植物も、砂の上では育つことができません。なにが違うので

しょうか。

土の中には、生き物の死骸が分解されたものが含まれています。こういう生き物の体を

作っているもののことを、有機物と呼びます。

それに対して、生き物とは全く無関係なもののことを、無機物と呼んでいます。

砂は無機物だけから作られています。 土壌（土）は、無機物と有機物が混ざり合った

もので、植物にとって必要な養分をたくさん含んでいます。

Ⅰ－１４ 宇宙の中の地球の意味

地球は宇宙の中でもとても珍しい星です。ほ乳類が進化した人間のような生物が生活で

きるためにはたくさん必要なことがあります。水がなければいけない。空気がなければい

けない。太陽の光もだいじ。温度はどれくらい。こんな条件を考えると、広い宇宙の中で

も、地球のような星はそんなに多くはありません。

私たちが、このかけがえのない地球をまもっていかなければならなのは、ただ人間のた

めだけではなく、地球上の生物すべてのもののためですし、また、宇宙の歴史にとっても

だいじなことなのです。



Ⅱ．大地のでき方
Ⅱ－１ 川の上流と下流

川の上流から下流まで、地形をたどってみましょう。山の斜面のわずかな湧き水から川

が始まります。いくつもの細い流れを集めて川はしだいに大きくなります。川は山の間を

流れ、深い谷を作っています。そのあいだにまた多くの川が集まり、川の流れは大きくな

ります。山の中では急な流れであった川も、山を抜けるとゆったり流れはじめます。川は

広い平野をゆったり流れ、やがて海に流れこみます。川を仲立ちとして、山と海はむすび

ついているのです。

Ⅱ－２ 川原の石

川の中や川原の石を観察してみましょう。上流の石と下流の石と形や大きさはどこがち

がっているでしょうか。

上流の石は石というよりも岩といった方がいいほど大きなものがごろごろしています

ね。それに石はごつごつとしていて、角がとがっていますね。下流に行くにしたがって、

だんだん角が取れて丸くなっていきます。大きさも小さくなっていきます。

海に近くなっていくと、石は粉々になって砂粒になってしまいます。

どうしてこのように変わってくるのでしょうか。考えてみましょう。

Ⅱ－３ 砂粒の比較

川の流れに流され、下流に来るにつれて、石はしだいに小さくなります。石の小さくな

ったものを礫とよびます。直径２ミリ以上の粒です。それよりも小さいものを砂というふ

うに区別しています。そして、砂の中にもいろいろな大きさのものがあります。

みなさんは砂浜を歩いたことがあるでしょう。あらい砂粒の上はとても歩きにくいので

すが、細かい砂粒はしっかりしまって、歩きにくいことはありません。中には砂浜を観光

バスが走れるようなところもあります。このように大きな岩がどんどんこわされて、とっ

ても細かい砂になります。

Ⅱ－４ エネルギー

古いお寺や神社に行ったら、軒下の石を見てください。穴があいている石がきっと見つ

かるはずです。そのあなは、屋根から落ちてきた雨垂れが長い時間をかけて石を削り取っ

たあとです。高いところから落ちて来る水には、石に穴をあけてしまうような力がありま

す。高いところにあるものが持っているエネルギーを位置エネルギーと呼びます。その位

置エネルギーを使って粉ひきなどをするために、昔の人たちは水車を作りました。そして

このエネルギーが、石を砕き、土を削ります。

Ⅱ－５ 川の働きによる地形の形成Ⅰ

水の流れは、石を砕き、土をどんどん削り取っていきます。そして川のまわりにいろい

ろな地形を作り出します。蛇のようにくねくねと流れがくねった蛇行や、大きく曲がった

ところが川から切り離された三日月湖のような地形ができます。

山を削り取って谷がどんどん深くなったＶ字谷も川が作り出した地形です。

Ⅱ－６ 川の働きによる地形の形成Ⅱ

川が山から流れ出て平地にはいると、流れの早さは急にゆっくりになります。山の間を



流れているあいだに削り取られた土や石も流れにくくなってそこでたまります。

そうしてできた地形が扇状地です。扇状地はれきや砂でできていて、扇子を開いたよう

に、山から下流の方に向かって広がっています。また、この扇状地の下には伏流水という

流れがあります。

川が海に注ぐところでは川が運んできた砂によって三角州や砂嘴という地形ができま

す。

Ⅱ－７ 堆積岩

川が運んできた土は、海の中にたまります。たまった土が固まって岩になります。そう

いう岩のことを堆積岩と呼びます。この土の中に動物の死骸や植物が埋まるとそれが化石

になります。堆積岩にもいろいろな種類があります。砂粒の大きさで分けると、おおきな

つぶのものから、順に礫岩、砂岩、砂質泥岩、泥岩と４つに分けられます。

Ⅱ－８ 石をくっつける接着剤

泥で団子を作ったことがありますか。水をいっぱい含んだ泥を固める団子ができます。

でもそれは石のように堅くはなりません。石のようになるには、石と石あるいは砂粒が強

力な接着剤でつなぎ合わされないと岩にはなりません。接着剤になっているのは、石灰分

やケイ酸分、鉄分などです。その接着剤に働いてもらうためには、長い年月や、強い圧力

や高い温度が必要です。

Ⅱ－９ 地層のでき方

海の底にたまった土もいつまでも海の底にあるわけではありません。長い地球の歴史の

中で、地球の気候の変化につれて、海の水面はあがったり下がったりしています。

海の水がへってきたとき、海の底の土も表面に出てきます。海の水が増えるとそこもま

た海の底になります。その上にまたちがう土がつもります。こうしていくつかのことなっ

た土の層ができてきます。これを地層と呼んでいます。

Ⅱ－１０ 大阪の地層

大阪平野はコの字型に山にかこまれ、そのまん中を淀川と大和川が流れています。北は

北摂山地、東は生駒・金剛山地、南は和泉山地で、そのすそ野に丘や台地が広がっていま

す。

平野部の地下１０～２０ m の深さまでは砂や粘土のやわらかい地層（梅田層）で、そ

の下にれきの多いかたい地層（天満層）が数 m あります。ビルなどの建物の基礎の杭は

この地層まで打ってあります。その下には約３００万年前から約２０万年前までに大阪の

海でできた地層（大阪層群）が約３００ m ものり、さらにその下には花こう岩などのか

たい岩石があります。

Ⅱ－１１ 古大阪湾

今からおよそ４００万年前の大阪は陸地で、今の大阪湾のまん中を川が通って、紀伊水

道あたりの湾に注いでいました。３００万年前頃に大阪盆地は沈み始めて大きな湖ができ

（古大阪湖）、湖の底に土砂がたまり始めました。そして１Ⅱ０万年前ころから海が入り

こんできて（古大阪湾）、奈良盆地や京都盆地まで湾になりました。４０万年前頃には六

甲や北摂、生駒の山地をつくる大きな変動（六甲変動）がおこり、海の範囲も今の大阪平

野ぐらいにちぢまりました。



Ⅱ－１２ 大阪の地層

３０万年前頃には海水面が下がって、古大阪湾も陸地になりました。

これらの古大阪湾にたまってできた地層の厚さは３００ｍにもなります（１００年で１

ｃｍぐらいの割合）。この地層の下にある岩石の持ち上げ（隆起）によって、大阪周辺の

丘や台地がつくられたので、宅地造成のためにけずられたがけで、この地層を見ることが

できます。

Ⅱ－１３ 氷河時代と大阪

長い地球の歴史のうちには、地球全体が冷えこむ氷河時代が何回かありましたが、約２

００万年前に始まった氷河時代はとくに大氷河時代とよばれています。６回の寒い氷期と

暖かい間氷期がかわるがわるおとずれました。氷期の平均気温は現在より７～８℃ほど低

いきびしい寒さで、その間の間氷期は現在より２～３℃ぐらい高い暖かさでした。およそ

２万年前にむかえた最後の氷河時代（ウルム氷期）には大陸に厚さ３０００ｍをこす氷河

が発達したため、海水の量が減り、海水面は現在よりも１００ｍ以上も低くなりました。

Ⅱ－１４ 大阪の氷河期

海水面が１００メートル以上も低くなったため、大阪湾も瀬戸内海も干し上がって広い

陸地になりました（古大阪平野の時代）。

現在の日本列島は大陸と陸続きになり、大陸からさまざまな生物がやってきました。大

阪にも毛のふさふさしたナウマンゾウや大きなツノをもったオオツノジカなど、がたくさ

んすんでいました。

Ⅱ－１５ 縄文時代の大阪

最後の氷河時代が終わって、しだいに暖かくなると、氷河がとけて海水面が上り、およ

そ１万年前には現在の大阪駅あたりまで海が入ってきました。

６０００年前には海面はさらに高くなり、生駒山のふもとまで海になりました。大阪城

から南に続く上町台地は、当時海につき出た半島で、クジラも泳いでいました。

やがて海水面が少し低くなるとともに上町台地の先から北へ砂州がのびてきて、湾の入

口が狭くなり、海水が入りにくくなって、およそ２５００年前には河内潟の時代となりま

した。

Ⅱ－１６ 弥生時代の大阪の

淀川や大和川が運びこむ多量の土砂によって大きな三角州がつくられ、私たちの祖先が

そこヘイネをつくり始めました。弥生時代のはじまりです。

砂州はさらにのびて、１８００年前頃には海水は河内へ入れないようになって、河内湖

の時代となりました。そのなごりとして最近まで、大東市や東大阪市に大きな池が残って

いました。

この時代に、大阪の海や湖の底にたまった土砂の層が、地面より深さ１０～２０ｍのと

ころにある、砂や粘土のやわらかい地層です。

Ⅱ－１７ 恐竜が活躍した時代の地層

大阪府と和歌山県のさかいには、高さ４００ｍから８００ｍの和泉山地がつらなってい

ます。

その山地の北側に、はば１５ｋｍの和泉層群と呼ばれる古い地層が細長く東西に分布し



ています。厚さは１万ｍもある、砂や泥、れき、火山灰の地層です。

およそ８０００万年前から６５００万年前にかけて、大阪湾の海底にたまってできた地

層です。

１０年で１ｃｍたまっても、１０００万年では１万ｍにもなるのです。

Ⅱ－１８ 和泉層群の化石

和泉層群からはまだ恐竜の化石は発見されていませんが、恐竜が活躍した時代の地層で、

タコやイカのなかまのアンモナイトや二枚貝、巻き貝、コダイアマモが化石でふくまれて

います。

この砂岩（和泉砂岩）は、かたくて青色をしているので、石垣や墓石、石べいなどに使

われています。

Ⅱ－１９ 時代を知る手がかりとなる化石

むかしの動物や植物の体や生活のあとが、地層の中に残っているものが化石です。

およそ２億４５００万年前も前の古生代には、サンヨウチュウやフズリナ、クサリサン

ゴ、オウムガイなどがさかえました。

６６００万年以上前までの、中生代という時代にはアンモナイト、かへい石、ゆうこう

虫、恐竜などが栄えました。

マンモスやナウマンゾウは、それ以後の新生代という新しい時代の氷河時代に栄えまし

た。

このように時代がわかる化石を示準化石といいます。

Ⅱ－２０ 大阪と化石

今から３８年前、豊中市の大阪大学新校舎建設現場から体長約８ｍの完全なワニの化石

が日本で初めて発見され「マチカネワニ」と名づけられました。

およそ４０万年前の氷河時代の間氷期の地層で、気侯はわりに暖かく、湖や沼になって

いたことがわかりました。

また大阪市内の工事現場から、ナガスクジラ、ミンククジラ、マッコウクジラなどの骨

が見つかりました。

約６０００年前の地層で、河内湾がクジラが泳ぐ海だったことがわかります。

大阪付近ではフズリナやアンモナイト、ナウマンゾウやアカシゾウの化石が発見されて

います。

Ⅱ－２１ 昔のようすを教えてくれる化石

貝の化石はたくさん見つかりますが、セタシジミが見つかれば、そこは真水（湖や川 、

池）のところ、アサリやハマグリならそこは海水と真水とが入りまじる所、カキなら少し

暖かくて浅い所、サンゴなら暖かくて浅い所であったことがわかります。

植物の化石からも気候や場所（水辺や山地）などを知ることができます。

このように生物がすんでいた場所の様子を教えてくれる化石を、示相化石といいます。

Ⅱ－２２ 火山の働き

地球の内部は、たまごそっくりです。たまごの“から”の部分が地殻、白身の部分がマ

ントル。黄身の部分が核と考えられます。

火山の噴火をおこすマグマは、地下 10 ㎞から 100 ㎞ぐらいの、マントルの上部の温度



が高くなって生まれます。このマグマはまわりの岩石よりもかるいので浮き上がり、マン

トルの中にたまり、マグマだまりを作ります。

ここから地殻のさけめをとおってマグマが地表に上がってきます。火山は、地球の“か

ら”のさけめです。火山は、地球の内側に開いた窓ともいえます。

Ⅱ－２３ 岩石の種類

岩石は、そのでき方によって、火成岩、堆積岩、変成岩の 3 つに分けられます。 地球

上に最初にできた岩石は、マグマがひやされてつくられた火成岩です。地下でゆっくりひ

やされてできた火成岩は、深成岩とよばれ、花崗岩のように大きな結晶でできています。

地表で急激に冷やされた岩石は、火山岩とよばれ、安山岩のように細かい結晶です。

堆積岩は、むかしできた岩石がくだかれ、その破片が湖や海の底にたまってできたもの

です。変成岩は、火成岩、堆積岩の２つの岩石が、外から強い圧力を受けたり、上昇する

マグマに触れて、熱せられてできたものです。

Ⅱ－２４ 大陸は動く

南アメリカ大陸を切り取って、アフリカ大陸の西側のへっこんだ所にはめてみてくださ

い。ほとんどぴったりはまりますね。

南アメリカ大陸は昔はアフリカ大陸にくっついていました。アフリカ大陸から切り離さ

れて、東へ東へ流されて今の場所にたどり着きました。

まだまだ東の方へゆっくりゆっくり移動中です。南アメリカ大陸だけでなく大陸はプレ

ートと呼ばれる岩の板の上に乗って動いているのです。こんな考え方をプレートテクトニ

クスと呼んでいます。

Ⅱ－２５ 日本近辺のプレート

日本列島ができあがるのにも、プレートが大事な役割を果たしています。

日本海側の糸魚川の河口と、太平洋側の富士川の河口とを結んだ線を日本列島の大地溝

帯といいます。その大地溝帯を境に、東側の部分と西側の部分がぶつかり、そこに伊豆半

島がぶつかってきたというのが大きな動きです。

伊豆半島がぶつかってその圧力で盛り上がったのが箱根の山です。

今、日本には北アメリカ大陸や、オーストラリア大陸を乗せたプレートがどんどん近づ

いてきています。何千万年後かには、日本列島はもり上がって一万メートル級の山脈にな

るかもしれません。

Ⅱ－２６ プレートによる地形の構成

プレートテクトニクスの考え方で、いろいろな地形のことが説明できるようになりまし

た。

いま世界で一番高い山のチョモランマ（エベレスト）のあるヒマラヤ山脈も、インド半

島がユーラシア大陸にぶつかって、ぎりぎりおしつけて持ち上げられてたものです。

それまで水平だった地層がかたむいてしまいます。こんなふうにして傾いた地層ができ

ます。これを褶曲といっています。

持ち上げられた土地が支えをなくしておちこむこともあります。こうして断層ができま

す。



Ⅱ－２７ 石は地球のかけら

ごつごつした高い山の岩石が、岩くずれで川の中に落ち、川の水に運ばれます。上流で

は、トラックみたいな岩が、水の中でぶつかり合って割れて、だんだん小さくなっていき

ます。

中流、下流へと運ばれ、浜で一休みもつかの間、大きな波にさらわれ海の底

にたまります。

土やら、べつの石ころや砂や泥が積み重なり、長い年月の間におしつぶされて、しまし

まもようの岩になってしまいます。これがプレートの働きでもち上げられ高い山となり、

また、石ころの旅がはじまるのです。



Ⅲ．土と生き物
Ⅲ－１ 砂と土の違い

砂が直径２ mm 以下の粒からできていることは、知っていますね。その中には、泥遊び

の泥や、粘土もふくまれています。 いっぱんに、砂というのは大きな岩がこわれて、小

さな粒になったままのものをさしています。

いっぽう、土というときには、砂のほかにかれた木や草のはっぱや根などとそれを食べ

る、びせいぶつや小さな動物などやそのふんなどがいっしょになっている生きた世界をさ

しています。

Ⅲ－２ 目に見える生き物

土壌の中に住み、肉眼で見える体長約 2 ㎜以上の大きな土壌生物を、「大型動物」とよ

びます。約 2 ㎝以上のモグラやミミズなどは、「巨型動物」とよばれています。

大型動物には、クモ、アリ、ヤスデ、ダンゴムシ、ハサミムシ、キセルガイなどがいま

す。

また、体長 0.2 ㎜から 2 ㎜の大きさの節足動物を「小型節足動物」とよび、トビムシ、

カニムシ、トゲダニ、アザミウマなどがこれにはいります。

これらの土の中の生き物は、ツルグレン装置によって集めることができます。

Ⅲ－３ 目に見えない生き物

土の中に住む、肉眼では見えない生き物で、体長 0.2 ㎜から 2 ㎜の足に節のない土壌生

物を、「小型湿性動物」といいます。センチュウなどがその代表です。 体長が 0.2 ㎜よ

り小さい動物は、「微小動物」といわれ、ワムシや原生動物がこれにはいります。これら

肉食以外の土壌生物は、「腐食性の土壌生物」とよばれ、地面に落ちてきたものを、えさ

にします。

これらの土の中の小さな動物たちが、土の中の分解者として、地球の地表のバランスを

維持しています。

Ⅲ－４ 土は歴史の産物

土は昔からあったものではありません。土の歴史は案外新しいのです。

陸地に土が作られはじめたのは、今から４億年ほど前です。海の中に生まれた植物が作

り出した酸素からオゾンができ、大気の中にオゾン層が形成されると、生物に有害な紫外

線が吸収されるようになって、やっと生物が陸上にあがってきました。

その生物が死ぬとその体が分解されて土になります。こうして少しずつ土壌ができあが

っていきます。生物がいないと土は作られないのです。

Ⅲ－５ 土壌の現状

農業のさかんな地域には、豊かな土・土壌があります。世界の大穀倉地帯といわれてい

るところはどこも立派な土壌を持っています。

日本も比較的土壌にはめぐまれた国です。世界にはまた、植物がそだつことのできない

砂漠や岩山もあります。生物が４億年かかって作ってきた土壌も、地球全体で見たらあま

り多くはありません。陸地全体にならすとたった１８センチしかありません。そのわずか

な土壌が、植物を育て動物の食糧を作り出します。

Ⅲ－６ 土の構造



土は二つの異なるものが混ざってできています。

一つは、岩が日光や風、水、温度の変化などにより細かくくだかれてできた小石や、砂、

ねん土などの岩石生まれのものです。

もう一つは、落ち葉や枯れ枝が微生物などに分解された、生き物生まれのものです。

Ⅲ－７ 森の土

岩の上にはえたコケなどが枯れ、微生物に分解され、植物の養分となり、さまざまな植

物が育ち、昆虫や土壌生物が住み、さらに落ち葉や動物の死がいなどが、微生物に分解さ

れてできます。

森の土の構造は、上の方から、落葉など有機物の多い層から、砂やねん土の多い無機物

の層に順に移り変わっていきます。

落ち葉や動物の死がいなどを活発に分解する層は、地表から約 15 ㎝ぐらいともいわれ

ています。大小の生き物が一番多く住んでいる層です。

Ⅲ－８ 土の中の分解屋さん菌類

大型動物や小型節足動物やその他の微生物が、落ち葉や枯れ枝を食べた残りは、菌類と

よばれるカビやキノコの仲間が分解します。

森の中にいくと落ち葉の表面に網の目のようにはったキノコの菌糸が見られます。細い

糸でできた菌糸が集まってキノコができます。そして、かさを作っている菌糸の先が細か

く分かれて、小さな胞子ができます。

胞子は、キノコの種のようなものです。落ち葉の上に落ちた胞子は発芽し、菌糸をのば

し、菌糸が出す消化酵素でおちばから栄養分をとります。落ち葉は、しだいにボロボロに

なり、分解されます。

Ⅲ－９ 団粒構造

土はよく見ると、ちいさなつぶつぶの集まりだということがわかります。この粒の間に、

空気や水を蓄えています。

水を蓄えられることによって、雨が降っても一時に水が流れ出さないようになり洪水を

防いでいます。

また、暑いときには粒の間の水が蒸発してクーラーの役割をはたします。

粒と粒の間の隙間が、植物の根っこが張っていく場所にもなります。根っこは隙間の中

にある水に溶け込んでいる養分を吸収して自分の体を作ります。

Ⅲ－１０ ダーウインとみみず

生物の進化をあらわした「種の起源」を書いたのは、チャールズ＝ダーウィンです。

彼は、自宅の庭で 40 年間もミミズの研究をしました。そして、生涯を終える一年前の

1881 年に「ミミズの働きによる有機土壌の形成、及びミミズの習性についての観察」と

いう本を著しました。 ミミズは、1 ㎡あたり、原っぱでは 1000 匹、森や林では、50 匹

くらい生活しています。

北海道では、牧草地 1 ㎡に 44g のミミズがすんでいて、このミミズが 11 年半で地表から 10

㎝の土を全部食べるそうです。

Ⅲ－１１ ミミズの生活

ミミズは、ヒル、ゴカイなどと同じ仲間の環形動物です。



地球上には約 3000 種もいるといわれています。体はたくさんの体節でできており、中に

太い消化管があります。

その中に硬い「砂のう」があり、筋肉か発達していて、中に入った食べ物をすりつぶし

ます。腸は消化をさらにすすめ、栄養分を吸収します。

ミミズは、落ち葉や動物のふんなどの有機物のたくさんある土を、手あたりしだいに食

べ、長い腸を通じて外に出します。これをミミズの糞土といっていますが、団粒構造のと

てもよい土なのです。

Ⅲ－１２ 幼虫やだんごむしの活躍

土の中に住む動物には、ミミズ、ダンゴムシ、ヤスデなど一生を土の中で過ごすもの、

卵や幼虫の時だけを土の中で過ごすカブトムシ、コガネムシ、セミなどと、冬ごもりやさ

なぎなどになるため、ある季節だけ土の中に戻ってくる、トカゲ、オオムラサキなどがい

ます。

光のない真っ暗な土の中で生活するカブトムシや、コガネムシの幼虫はからだの色が白

く、土の中の腐った葉などを

食べて成長します。

幼虫は、土の中に口から水分を出して、まわりの土にぬりつけ部屋をつくり、さなぎに

なり、やがてりっぱなカブトムシなります。

Ⅲ－１３ とび虫は歴史の証人

土の中に住む土壌生物の中で一番種類の多いのは、体や足に節がある「節足動物」です。

中でも昆虫とダニは、とても多くのなかまがいます。昆虫のなかまの 1 つにトビムシが

あります。

トビムシは、一番後ろの足がよく発達しているのでジャンプは得意です。トビムシは、3

億数千万年前に節足動物が陸上に上がったとき、そこで体をつくった後は、ほとんどその

ままの姿で今まで生きつづけています。土の中のカビや腐った葉を食べています。普通の

森では、1 ㎡あたり 4 万匹以上いて、地中の食物連鎖の大切な働きをしています。

Ⅲ－１４ 生ゴミの堆肥化

分別されたごみは資源です。

家庭から出るゴミから、生ゴミを取り出し、ビン、缶、新聞紙、布は、リサイクルに回

せば、プラスチック類と電池などの危険ごみや、燃やせる木や汚れた紙など、ほんとうに

わずかな量がごみとして回収されるだけになります。

生ごみは新鮮なうちに処理すれば、けっして汚くも厄介なものでもありません。土から

生まれたものは、燃やさずに土に還すのが基本です。その方法として、ミミズに食べても

らう、ぼかしによる堆肥化などがあります。

Ⅲ－１５ 植物の体の構成

食べ物や落ち葉や草を燃やすと、あとには灰しか残りませんね。これは植物の体や植物

の作る実が燃えやすいものからできていることを示しています。

じつは、植物の体は「有機物」といって、炭素をたくさん含んでいるものからできてい

ます。

そのほかに、酸素、水素、窒素、リン、イオウ、ナトリウム、カリウム、カルシウム、

マグネシウム、鉄などがあって、これらを植物の体に必要な１０元素と呼んでいます。



元素が集まって植物の細胞を作っています。植物の中に含まれている元素は人間にとっ

ても、大事な養分です。

Ⅲ－１６ 太陽エネルギーの流れ

地球には、光という形でたくさんのエネルギーが、太陽から送られてきます。地球上の

生物は、そのエネルギーを使ってそれぞれの命を保っています。

地球に届けられるエネルギーの総量は、いま世界中で使われているエネルギーの１万倍

もあります。

そのうち約０．０２％、人間が使っているエネルギーの２倍くらいが、植物によって吸

収され光合成に使われています。

今私たちが使っている石油や石炭も、何万年も前に植物が吸収した太陽エネルギーなの

です。

Ⅲ－１７ 植物の体

植物は、自分の体を作るために、光合成作用をしています。葉っぱから吸い込んだ空気

の中の二酸化炭素と、根っこから吸い込んだ土の中の水と養分を使って、でんぷんを作り

出し、体を作るタンパク質のもとにします。

そのとき余った酸素を吐き出しています。けっきょく、空気の中の二酸化炭素を吸収し

て、酸素を出していることになります。

植物は動物の食べ物としてだいじなだけでなく、酸素を作り出すというだいじな役目も

持っています。

Ⅲ－１８ 養分の吸収

土の中には小さなすきまがあって、水や空気や養分があります。植物はその中にある養

分を吸収して大きくなります。

では、植物はどうやって養分を吸収できるのでしょうか。小さな根の先からはカルシュ

ウムやリンなどの大きなものは、養分であっても吸収することはできません。

さいわいに、地球にあるものは水の力によって小さな粒にこわされて、水の粒の中にち

らばって（とけて）います。これをイオンとよんでおり、電気の性質があります。このイ

オンを植物は吸収します。

Ⅲ－１９ 土の中の生き物

土の中には、とてもたくさんの生き物が一緒に生活しています。同じ種類の生き物の数

だけでなく、種類の数もたいへんたくさんあります。大きいものは数 10 ㎝のミミズから、

小さいものは 0.01 ㎜以下の原生動物までいます。

微生物の種類と数は、土の肥えた方に関係しており、よく肥えた畑では、1g あたり数

億のバクテリアと数千万の放線菌、数百万の原生動物、数 10 万の藻類と菌類が一緒に生

活しています。

現在、150 万種類以上の生物が見つかり、このうち動物は約 100 万種もあります。動物

の 75 ％は昆虫で、その 95 ％以上は幼年時代を土の中で過ごします。

Ⅲ－２０ 足の下の生き物

動物や植物が住んでいるのは、森や草原の地上だけではありません。土の中にも多くの

生き物が住んでいます。



東京都のある神社の森では、大人のサイズのくつの足の下にいる生き物が、次のように

観察されています。ムカデ 1.8 匹、ダニ 3280 匹、トビムシ 479 匹、ワラジムシ 11 匹、セ

ンチュウ 74810 匹、ヤスデ 0.5 匹、ヒメミミズ 1845 匹（横浜国立大、青木先生調べ）など

です。

さらに、藻類、原生動物、放線菌、バクテリアなど 10 万から 1 億の単位の微生物が、

足の下の土の中にいきています。

Ⅲ－２１ 土の安全性

土のなかにはたくさんの生き物が住んでいます。

役にたつ生き物がいっぱいですが、中には、人間に害を与える生き物もいます。ムカデ

に刺されると、とても痛いし、刺された場所は腫れ上がってしまいます。

また、目に見えない生物でも、破傷風などの病気を引き起こすばい菌もたくさんいます。

土に触るときには、手袋をはめるなどして、十分に注意しましょう。そして、作業が終

わったあとは、必ずていねいに手を洗いましょう。



Ⅳ 土と人間
Ⅳ－１ 人間と食べ物

みなさんは毎日食べ物を食べていますね。食べ物を食べ、水を飲むことは人間や動物の

命を保つためにはどうしても必要なことです。

牛や豚の肉、あるいは魚のような動物を食べることもあるし、野菜や果物のように植物

を食べていることもあります。バターやチーズなどは、牛の乳を原料としています。

このように動物や植物を食べることで、私たち人間は体を保っています。

Ⅳ－２ 動物はなにを食べるか

ところで動物は、なにを食べているのでしょうか。

動物には牛や馬のように植物を食べる草食動物と、小さな動物を餌にする肉食動物とが

あります。小さな動物は、もっと小さな動物を食べるとか、植物を食べるとかして自分の

体を作ります。

けっきょく、すべての動物の食べ物のおおもとは植物なのです。植物が生産した栄養分

を動物が食べ、それをもっと大きな動物が食べます。これを食物連鎖といいます。

Ⅳ－３ 植物（食物）を育てる土

人間をはじめすべての動物は、植物がおおもとになっている食べ物がないと生きてはい

けません。

では植物はどうでしょうか。植物もなにもないところで育つことはできません。植物は

自分の体を作っていくために、根っこを通じて土から、三大栄養素といわれている窒素と

リンとカリといった養分と水を吸収しています。この養分と水分がないと植物は育つこと

も生きていくこともできません。

土は食べ物を作るためにとても大事なものなのです。

Ⅳ－４ 農業以前の食べ物

人間の食べ物は、他の動物とちがって種類が多いのがとくちょうです。つまり、なんで

も食べてなかまをふやしていったのです。

はじめは、木の実などの植物を集めて食べました。また、道具やわなを使って動物をこ

ろして食べていました。おもに、陸上のけものが中心でしたが、地方によっては貝や魚や

くじら、あざらしや海草など、なんでもたべました。

ですから、現代の食生活とくらべても、種類やなかみにおいてけっしてまずしいもので

はありませんでした。

Ⅳ－５ 農業の始まり

採集に頼るより、居住地の近くに栽培した方が、安定して食糧を得られます。 人間は

森林を焼き、畑にして、種を植えることを始めました。森林を焼くのは、それによって日

当たりの良い場所をつくること、そして、焼いた樹木の炭や灰が、栽培する食物の肥料に

なるからです。

縄文時代に各地で行われた焼き畑の跡が、黒い土となって今日も残っています。

これが農業の始まりです。しかし、農地ができることは、森林が少なくなることでした。

ここで、早くも環境の問題が発生してきます。



Ⅳ－６ 畑作農業

焼き畑による農業は、長い間同じ場所で作物を作ることができませんので、計画的に畑

を移して行わなければなりません。面積あたりの収穫量が少ないので、広い土地が必要で

す。

人口が多くなると、焼き畑では食糧を確保できません。農業の技術が発達すると、ずっ

と同じ場所で畑をつくれるようになってきました。川が上流から運んできた肥料が堆積し

ているところを選んで畑をつくるのです。

農業のはじまりはエジプト（ナイル川）、シリア（チグリス・ユーフラテス）、中国（黄

河）、インド（インダス）ですが、すべて大きな川の近くにあります。

Ⅳ－７ 潅漑農法

チグリス川と、ユーフラテス川に囲まれた地域（シリア地方）では、農地の拡大ととも

に、水を遠くに導かなければならなくなりました。水のない土地に、用水路などで水を導

いてする農業を、潅漑農業といいます。

川から離れた地域での畑は、地中の塩が表面に出てくるという塩害を受け、砂漠がふえ

て農業ができなくなります。

エジプトのナイル川の流域には、年に何回か洪水がありますが、そのため肥沃な土地と

なり、何千年も農業が続いています。エジプトは今も肥沃な農地があります。

Ⅳ－８ 水田農業

日本の農村の風景は、一面の水田です。かなり山の中でも、水田で米をつくっています。

水田は水を入れたり出したりしているために、塩害が起こりません。連作もでき、長い寿

命を持っています。

日本の米つくりは江戸時代後期にすでに、アジアで一番多い面積あたりの収穫量を誇っ

ていました。

農業は、年間のスケジュールを立て、綿密な作業をしてこそ、高い収穫量を得られます。

計画性・勤勉性など日本人の特性、日本の文化を高度な水田農業が作っています。日本人

の計画性・勤勉性は工業化社会にいち早く適応できる素地も作りました。

Ⅳ－９ 土と文明

世界の四大文明は農業の発生地と重なります。エジプト、シリア、中国、インドです。

肥沃な土地に農業という安定した食糧供給ができたために、その場所に文明が発達しまし

た。

四大文明の地域は雨量が適量で、土壌の流出が少ないことが特徴です。土壌流出を防が

ないと、その地域は畑ができなくなって滅びます。

今日工業国では、農業のことは軽く考えられがちですが、人を支えている食糧は、農業

の産物であることを忘れてはなりません。文明は岩石の上にではなく、土壌の上に成り立

っているのです。

Ⅳ－１０ 人口の爆発

今世界中の人口は、ざっと６３億人といわれています。こんなにたくさんの人がいるよ

うになったのはつい最近のことです。

人間がまだ農業をしていなかったころは、地球全体で 500 万人くらいしかいなかったと

推定されています。

今から１万数千年前に人間は農業をはじめました。ここから人口が急速に増え始めます。



西暦の始まるころには１億人、1825 年ころに 10 億人です。1993 年に 50 億人だったもの

がたった７年間で 10 億人も増え、いまでは 60 億人をこし、まだまだ増えています。

Ⅳ－１１ 工業の発達

１８世紀のなかごろ、イギリスで蒸気機関が発明されました。

狩猟や採集の技術、農業での技術は高くなってはいましたが、大型機械と動力を使うこ

とによって、それまでとはまったくちがう大量生産文明をつくりだしました。そしてこれ

が世界中に広がっていきました。

社会の中心が工業に変わっていくにつれて、工業での労働者が必要になり、多くの人が

都市に移り住むようになります。そしてだんだん、農業が軽視され、土の大切さも忘れら

れるようになってしまいました。

Ⅳ－１２ 食糧の増産

日本国民を養うためには、１７００万 ha の耕地面積が必要です。しかし、今は、やく

４８０万 ha の耕地しかありません。また、農家の数も３２４万戸から３７万戸へとへっ

ています。

ところが、いま「農業経営のプロ」は１６万人しかいません。農業収入は製造業とくら

べて約四分の一しかありませんし、農地を宅地や商業目的に買われたり、宅地なみに税金

を取られたりといった、農業をする人にとって悪い環境をかえていくことが必要です。食

料自給率を高めるためには、全体を見た政策がいるのです。

Ⅳ－１３ 農薬と化学肥料の使用

２０世紀も後半になると、化学工業が大いに発達し、私たちにとってとても便利なプラ

スチックや、塩化ビニールなどがたくさん登場してきました。

農業においても化学工業によって作られたの、農薬や化学肥料がたくさん使われるよう

になってきました。農薬を使って病気の予防をしたり、害虫を退治したりしました。

それまでは土の中の生き物の力を借りて養分を取り出していたのを、化学肥料をたくさ

ん与えて養分を補うようになりました。その結果、２０世紀の終わりには、世界中の穀物

の生産高は最高の量を記録するようになりました。

Ⅳ－１４ 砂漠化の進行

今世界ではサハラ砂漠が毎年広がっているなど、多くのところで砂漠がどんどん広くな

っています。

砂漠化の原因には、気候が変わって雨が降らなくなったことや、人口が急に増えて、以

前のように畑を休ませながら焼き畑農業をすることができなくなって、植物が育つことも

できないほどに畑の養分を使い果たして、別の森林を切り開いて農地にしなければならな

くなったことなどが上げられます。

また化学肥料にばかり頼っていたために、土が持っている力がなくなってしまって砂漠

化が進んでいる地域もあります。

Ⅳ－１５ 日本の食糧

日本の食糧自給率は４０％しかなくて、三分の一の人しか養えませんし、穀物の自給率

はたった２７％です。

食べ物を手に入れるためには、輸入に頼らなければならなくなりました。



世界が食糧の危機にさしかかっているときに、豊かな農業のできる日本で安全な食糧を

大量に作ることは、世界の人たちへの手助けともなるでしょう。

はやく、輸入をへらして自給率を高め、農地を増やしたり、食生活を日本食にかえてい

くことなど、農業と食糧について、もっと考えてみましょう。

Ⅳ－１６ 日本の食生活

現在の日本では、消費している食糧の四分の一が残飯としてすてられているといいます。

しかしこれは、３６１億ドルもの食糧をアメリカを中心に、全世界から輸入しているこ

とでなりたっている、世界で一番輸入している国のまぼろしの食生活なのです。

もし、輸入がストップしたらきょうからなにを食べますか。お店にいってもなにも売っ

ていませんよ。その一方で、世界中でまいにち多くのこどもたちが食糧がなくて死んでい

っています。この二つのことを自分のこととして「真の豊さ」とはなにかを考えましょう。

Ⅳ－１７ 世界の食糧

今世界の食糧生産は人間の歴史の中で最高の生産高になっています。平均すれば１人あ

たり年間約３００㎏の穀物が生産されています。

これだけ生産されていても、世界には食べるものがなくて、お腹がへって困っている人

たち、十分な栄養がとれなくて病気になってしまっている子ども達がたくさんいます。

じつは国によって穀物を使っている量に大きな違いがあります。例えばアメリカでは、

一年間に１人あたり 900 ㎏の穀物を使っています。少ないところでは、100 ㎏に満たない

ところもあります。こんなに大きな差があるのです。

Ⅳ－１８ 大気汚染と酸性雨

石油や石炭などの化石燃料が燃えると、硫黄酸化物や窒素酸化物が出されます。大量に

出されるのは、工場などの排ガスによるものです。

このような気体が一度大気中に出され、地上にもどるには、たいへんな距離を移動する

ことになり、大気中にとどまる時間が長ければ長いほど、これらの気体が空気中の水分と

結合して、多くの硫酸や硝酸をつくります。これが地上にふるのが酸性雨です。

酸性雨がたくさん降ると、土が酸性化し、植物が育つことのできないような土に変わっ

てしまいます。酸性雨のせいで森が枯れてしまった地域もあります。

Ⅳ－１９ 土壌汚染

重金属による土壌の汚染も深刻な問題です。

足尾の銅山や、神通川流域のように、鉱業の副産物で汚染されることもあります。また、

化学工場の跡地や、化学薬品をたくさん使っている工場の跡地では、人工の化学物質によ

る土壌汚染が進んでいます。

ゴミの処理場では、ダイオキシンに代表されるように、ゴミから作り出される物質や、

水銀のようにゴミの中に含まれている物質による土壌の汚染も進んでいます。そういう汚

染物質が食べ物の中に含まれ、人間の体に入り込んできます。

Ⅳ－２０ 森と川と海

「森が海の漁場を作る」という言葉を聞いたことがありますか。なぜ、遠くはなれてい

る山（森がある）と海が関係しているのでしょう。



ある時、漁師さんはコンブや魚やカキの育ちかたが悪いのは養分が海水になくなってき

たからだと気付きました。では海に養分を与えてくれるのは何だろうかと考えました。そ

して、養分が川の上流にある山の木、つまり森が養分を与えてくれているはずだと気づき

ました。そこで、漁師のみんなで、山に木を植えると海も豊かになりました。

Ⅳ－２１ 食糧生産の未来

現在でも食糧が足りないといわれているのに、人口がどんどん増えている中で、将来の

私たちの食糧はどんなことになるのでしょうか。

地球上のあちこちでどんどん耕地を開拓してきたため、もうこれ以上は新しい耕地は開

拓できそうにありません。

加えて、温暖化などの気候の変化、酸性雨による植物の被害、オゾンホールの拡大によ

る紫外線の増加など、食糧生産を妨げる要因もたくさんあります。

決して将来の食糧は安心できるものではありません。

Ⅳ－２２ 将来の問題は

どんな問題があるか、みんなで考えてみよう。


