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現在の３大死因 

心血管障害 

 

癌 

 

老衰 



数百年前の３大死因 

飢餓 
   
疫病（感染症） 
 
暴力（含む戦争） 
 
 
これらは今から約1万2000年前に 
始まった農耕が原因なのです。 



人類は250万年前に出現して以来 
ずっと狩猟採集生活をしていました 

最近の考古学の成果から、古代の狩猟採集民は農耕 
民より背が高く健康であった。幼少期を生き延びた者 
は60-80歳まで生きた。また脳も大きかった。 
   
狩猟採集民の生活は、小集団で定住せず、その場 
その場に合わせて昆虫を捕まえ、ベリー、木の実、 

キノコを摘み、様々な根を掘り、時に動物の狩りをし
た。 

多様な食材から理想的なバランスの取れた栄養が 
得られた。飢餓の危険も農耕時代よりずっと少な 
かった。 
 
 



彼ら採集は1日3-6時間、狩りは3日に１日 

であった。 

現代の労働時間45-60時間/週より短かっ
た。 

   

定住しないため、集団の争いも少なかっ 

た。遺跡の調査から暴力による死亡は 

農耕時代よりずっと少なかった。 

 

 

 

 



感染症の被害も少なかった。天然痘、麻疹 
結核、インフルエンザなどの感染症の多くは 
家畜に由来するもので、農耕時代になって 
から人類に感染するようになった。 
 
仮に感染症に罹ったとしても、小さな集団 
で動き回っていたので、感染症が蔓延する 
ことはなかった。 
 
飢餓、暴力、感染症の危険が少ない豊かな 
生活をしていた。   
 
 
 
 
 



1960年代までパラグアイの 
密林に暮らしていた狩猟採 
集民アチェ族。彼らと何年も 
一緒に暮らした人類学者の 
調査が参考になる。 

 
 
 
 

絶えず微笑み、リーダーであ 
っても威張り散らすようなことは 
なかった。 
 
 
 
 

財産は乏しいのに極端なほど 
気前が良く、成功や富に執着 
することはなかった。大人同士 

の暴力行為が非常に稀であっ
た。 

 
 
 
 
 

男性も女性も自由にパートナー 
を替えることができた。 
人生で最も大切にするのは、 
質の高い交友関係であった。 
 
 
 
 



狩猟採集生活のダークサイド 

アチェ族では集団にとって貴重な世員が亡くなると小さな 
女の子を一人殺して一緒に埋葬していた。 
 
集団の足手まといになった老人は、若い男性一人が 
背後から忍び寄り頭に斧を振り下ろして殺害された。 
 
生まれた時に髪の毛が生えていない赤ん坊は、発育不 
良と見なされて直ちに殺された。 
   
 



狩猟採集民社会は、ある種の理想郷し
かし、そこに住めるのは知的にも 
肉体的にも優れたエリートだけ 

自然が与えてくれる食料には限りがあるため、養える 
集団は限られた。全人口は500-800万人であった。 
 
狩猟採集には、深い知識と能力が必要だった。 
どんなキノコが食べられるのか。どこに行けば獲物が 
得られるのかを知らないと食料は手に入らなかった。 
狩猟のための斧、矢じり、石のナイフ、衣服を自分で 
作らなければならなかった。 
 
 
   
 



このような狩猟採集生活が200万年以上続
いた。人類の設計図であるDNAはこの生活

に最適化されており、千年単位では変化し
ない。現在の我々のDNAも狩猟採集民とほ
ぼ同じです。 



狩猟民が手に入れられる甘い食べ物は熟れた果
実だけだった。石器時代の女性がたわわに実っ
たイチジクを見つけたら、あたりに住むヒヒの群れ
に食べつくされる前に、その場で食べられるだけ
食べるのが最も理にかなっていた。 

我々は、冷蔵庫にアイスクリームの容器を見つけ
ると、空になるまで中身をせっせとスプーンで口
に運んでしまう。 



狩猟採集民は私有財産も一夫一婦の関係も持た
ず、女性は同時に複数の男性と性的関係を持
ち、親密な絆を形成することが可能で、集団の成
員全員が協力して子育てにあたった。 

現代の結婚生活の特徴である頻繁な不倫や高い
離婚率は、核家族と一夫一婦制が我々のDNAと
相容れない結果と思われます。 



約1万2000年前に農業革命が起こった。世界で同

時多発的に小麦、稲、ジャガイモの栽培が始ま
り、ヒツジ、ヤギ、ブタ、ニワトリを家畜にするよう
になった。 

定住するようになり、日の出から日の入りまで種
を蒔き、作物に水をやり、雑草を抜き、草地にヒツ
ジを連れて行った。 

一生懸命努力して耕作地を増やせば、食料をよ
り多く手に入れることができるようになった。農業
には人手が必要なので人口が爆発的に増えた。
一世紀には2億5000万人位の農耕民が暮らして
いた。 



農業は比較的単純作業が多いので、狩猟採集民
の社会と違いエリートでなくても暮らすことができ
るようになった。働き手は多ければ多い程よいの
で子供を大切にする文化が生まれた。 

石造りの家や倉庫を建てた。いざというときのた
めに、穀物を蓄えておいた。小麦を挽くための石
のすりこぎとすり鉢などの新しい道具を発明し
た。 

都市が作られ、分業制が成立し、文明や文化が
起こった。 



しかし、農業革命は安楽な暮らしを与え
てくれなかった。農耕民は狩猟採集民よ
り困難で、満足度の低い生活を余儀なく
された。 



①飢餓 

 ほとんどの人は100年くらい前まで生物学的貧困線ぎり
ぎりのところで生活してきた。古代エジプトや中世インド
では深刻な旱魃に襲われると、人口の5-10％が死亡
することは珍しくなかった。 

 餓死という拷問のような苦しみは、我々の先祖にとって
おなじみの風景でした。 

 
 「飢餓からわれらを救いたまえ！」 と神に祈りました。 

農業革命がもたらしたもの  

飢餓は何千年も前から人類最悪の敵であっ
た。 



人類は本来多種多様な食べ物を食べる雑食性 
の生き物です。農業革命以降、人類はごく最近 
までエネルギー摂取の大半を単一穀物に依存 
していた。穀物に基づく食事（糖質）はミネラルや 

ビタミンに乏しく歯や歯肉に非常に悪いものだっ
た。 
干ばつや害虫によって穀物を失うとすぐ飢饉となり 
何千から何百万という単位で命を落とした。 
 
狩猟採集民であれば、一つの食物を失っても他の 
食物を多く摂ることで乗り切ることができた。 

また被害の少ない地位域に移動することもでき
た。 



 フランスのボーヴェの町の役人の記録 

 「飢えと惨めな暮らしで衰弱し、貧困のせいで死にかけている無
数の人々で満ちあふれている。猫や雑草を食べたり草の根を
煮て食べたりする哀れな者もいる。」  

 1692-94年 フランスの人口の
15％に当たる280万人が餓死し
た。 



 16世紀 ピーター・ブリューゲル 「コカーニュの国」 
 餓えや戦争がなく美味いものを腹いっぱい食べて自由 
 な暮らしができる夢を描いた。見果てぬ夢でした。 



農業革命がもたらしたもの 

②疫病（感染症） 

 農耕社会以降のほとんどの人は人口が密
集した不潔な定住地に暮らしていた。 

 家畜のそばで暮らす環境は、感染症の温
床となった。 

 ひとたび感染症が発生すると瞬く間に街
中に広がった。 



見えない大軍団 

太古の昔から、天然痘、腸チフス、麻疹、 
インフルエンザの流行は人間の脅威であった。 
 
大流行した感染症のうち最も有名なのが 
「黒死病」 
 

ノミを介してのペスト菌感染症 



14世紀、アジアからシルクロードを経てヨーロッパへ拡大、
世界人口の約3割を死亡させた。（死者約8500万人） 

イングランド：人口の4割が死亡 
フィレンツェ：人口の半数が死亡 
 

この感染症の流行を止める方法
は全く思いつかず、ましてや治す
方法などわかるはずもなかった。 





1520年、スペイン艦隊がメキシコに到着した。 

天然痘が持ち込まれた。アステカ帝国の人々には、天然痘 

ウイルスに対する免疫がなかったためわずか3ヶ月程で 

全人口の1/3が死亡した。（2200万人→1400万人） 

その後もインフルエンザ、麻疹がメキシコを襲い、1580年には 

人口200万人を切った。アステカ帝国を滅ぼしたのは、スペ 

インの銃や大砲より感染症によるものが甚だ大きかった。 

 

1778年イギリスの探検家ジェイムス・クックが 
ハワイに到着した。インフルエンザ、結核、梅毒が 
持ち込まれた。50万人いた人口は1853年には 
7万人へと激減した。 



最強の感染症は20世紀にやって来た。
1918年、「スペイン風邪」が発生した。 

当時は第一次世界大戦中 

世界初の総力戦で世界中から人、物資、 

食料がヨーロッパへ供給されていた。そのため 

数ヶ月のうちに全世界へと感染拡大した。 

 

強毒株インフルエンザウィル
ス（H1N1）によるパンデミック 



全人類の3割が感染。1年間で5000万～1億人が死亡し
た。 

（第一次世界大戦の死者は4年間で約4000万人） 

 



日本でも人口の4割、約2300万人が感
染。 

約48万人が死亡した。 
 



農業革命がもたらしたもの 

③暴力（戦争） 

 農耕民は所有物が多く、栽培のための土地を
必要とした。 

 近隣の人々に奪い取られれば餓死するしかな
いため戦うしかなかった。 

 政治的な枠組みを持たない単純な農耕社会で
は、暴力は全死因の15％、男性の死因の
25％を占めていた。 

  



農業革命は史上最大の詐欺 

農業革命は人類に飢餓、感染症、暴力とい
う三大害悪をもたらした。また人々の労働時
間は大幅に増加した。農業革命は史上最大
の詐欺といえる。 

小麦の立場から農業革命を考えると、1万
年前はただの野生の草に過ぎない小麦を
人類は朝から晩まで世話をして世界中に繁
栄させた。小麦は植物一の成功者となっ
た。人類は小麦に家畜化されたとも言える。 



農業革命のもたらした災難に対して 
人類の反撃が開始された。今から500
年前より起こった科学革命である。 

近代科学の成立、資本主義の発展、産業
革命、国家と市場経済によって人類は目覚
ましい発展をした。 

1500年の世界人口は5億人、1日13兆カロ
リーのエネルギーを消費していた。 

現在の世界人口は70億人、1日1500兆カロ
リー消費している。 



①飢餓に対しては 

灌漑設備、品種改良、農薬、化学肥料、農
作機械の開発により食料生産量を飛躍的
に増加させた。 

戦争や地震、津波で危機に陥っても、国際
的な支援のおかげで、餓死する人は非常に
少なくなった。 



現在では、ほとんどの国で過食のほう
が飢餓よりはるかに深刻な問題となっ
ている。 

2010年飢餓と栄養不良で亡くなった人は約100万
人、肥満でなくなった人は300万人。 

 

18世紀フランスの大衆が餓えていると聞いた 

マリー・アントワネットは「パンがなければケーキを
食べればよいのに」と言った。 

現在、裕福な人たちがバランスの取れた食事をす
る一方、スラムでは安価なクリーム入のスポンジ
ケーキ、ハンバーガー、ピザをたらふく食べてい
る。 



②感染症に対しては 
 

この数十年間で感染症の発生数も影響
も劇的に減少した。 

20世紀の医療が空前の成果をあげた。 

予防接種、抗生物質の開発、衛生状態の向上 

優れた医療インフラの整備によるものであった。 

1979年WHOは天然痘の根絶を宣言した。 



新たな感染症の流行は発生している。 

1980年代：HIV感染症。 

2002年：重症急性呼吸器症候群（SARS) 

2005年：鳥インフルエンザ 

2009年：豚インフルエンザ 

2014年：エボラ出血熱 

原因を究明し、治療薬を開発。効率的な対策によっ
て抑え込むことに成功している。 
過去数千年間と比べれば、感染症は人間の健康に
とって甚だ小さな脅威でしかない。 



③暴力（戦争）に対しては 
 

人類は宗教、法律の制定、警察組織、
教育など努力を続けました。  

古代の農耕社会では死因の15％が人間の暴力に
よるものでした。暴力は減り続け、戦争の世紀と言
われる20世紀でも5％、21世紀には1％と、現在戦
争はかつてないほど稀になりました。 

核兵器のおかげで超大国の間の戦争はできなく
なった。世界経済がものを基盤としたものから知識
を基盤とするものへ変わった。 

 



2012年世界中で約5600万人が亡くなりましたが、
そのうち人間の暴力による死者は62万人、自殺者
は80万人、人に殺されるより自分で死を選ぶほう
が多いわけです。糖尿病で亡くなった人は150万
人。今や砂糖のほうが火薬より危険というわけで
す。 

 

戦争はなくてもテロがあるじゃないかと思うでしょ
う。2010年テロリストに殺害された人は世界中で
7697人です。そのほとんどが発展途上国の人でし
た。 

先進国の人にとってはアルカイダよりコカ・コーラの
方がはるかに深刻な脅威なのです。 

 



人類は、飢餓、感染症、戦争という脅威をこの100年
でほぼ克服してきました。もちろん、まだ世界の各地
で飢餓､マラリアや結核などの感染症、戦争やテロで
命を落とす人たちはいますが、対処可能な状態となっ
ています。このように長いスパンで見た場合、今はか
つてないほど豊かで安全な時代なのです。 

飢餓、感染症、戦争によって死ななくなった結果 

現在の3大死因が心血管障害、癌、老衰となっている
のです。 

 

しかし、発生数が減ることで逆に目立つようになりま
す。例えば、凶悪事件の数は大幅に減少しているの
に、ニュースで犯罪報道を見ると、最近凶悪犯罪が
増えているように感じるのです。 
 



ご静聴ありがとうございました。 


