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 こうこかがくしゃ            あたら       かがく       ぎじゅつ     つか          にんげん      かこ       しら   
考古科学者は、新しい科学の技術を使って、人間の過去を調
         ひと
べる人たちです。

  じっけんしつ

実験室で
むかし                            あ つ か  とき          かがくしゃ
昔のDNAを扱う時、科学者は、
せいけつ       へや                        とくべつ              ふく                 てぶくろ
清潔な部屋で、特別な服や手袋、
くつ        み                                           いま           い          もの
靴を身につけて、今の 生 き 物 の
                          はい      こ
DNAが入り込まないようにします。
 かがくしゃ                  むかし      しりょう       しら
科学者は、昔の試料を調べるた
                       いろいろ     きかい       そうち         つか
めに、色々な機械や装置を使いま
す。

  げんば

現場では…
か  がくしゃ              こうこがくしゃ                  きょうりょく                   はっくつ       しりょう      さ いしゅ
科学者は、考古学者と協力して、発掘や試料の採取
                            じっけんしつ                        も
をおこない、実験室に持ちかえります。
 たと                         はか    つち        も                                        むかし     や       もの              た   
     例えば、お墓の土を持ちかえったり、昔の焼き物から食
      もの        のこ                             と           だ                                              あな        なか       どうぶつ        ほね
べ物の残りカスを取り出したり、ゴミ穴の中の動物の骨
             しら                                                                   つち                   なか                                      しょく ぶつ                                                                                  かせき    さが
を調べたり、土の中から植物の化石を探したりします。

トロール

ピペット



T
O

U
R

I
S

T
 

C
O

P
Y

T
O

U
R

I
S

T
 

C
O

P
Y

ネパール　サムゾン

こうこかがくしゃ               にんげん         れきし       しら                           せかいじゅう       たび
考古科学は、人間の歴史を調べるため、世界中を旅します。
はっくつちょうさ         どうぐ                               とくべつ                      ひつよう      ばあい
発掘調査の道具だけでなく、特別なものが必要な場合もあります。
たと                                                                     きょかしょう        やまのぼ                 どうぐ      ひつよう
例えば、ヒマラヤでは、トレッキング許可証や、山登りの道具が必要です。



ほね

骨とは
ほね         は                                                ふく
骨や歯はDNAのかけらを含んでいます。
                          しら                          むかし       ひと                           き
DNAを調べると、昔の人がどこから来たのか、
                            めだま           かみ         け             いろ                              し
そして、目玉や紙の毛の色について知ることが
                                    でんせんびょう         し                  ひと          は
できます。伝染病で死んだ人の歯には、その
びょうげんきん                                                          ふく
病原菌のDNAが含まれているかもしれません。

しりょう
資料

   どき                     のこ 

土器についた残
りカス

     どき           のこ
土器に残されたおコゲには、
しょくぶつ       どうぶつ                                                                                       しつ
植物や動物のタンパク質
                    ちい
や、とても小さなかけら、
            あぶら のこ
そして油が残っていることが
                                    しら
あります。これらを調べると、
むかし           た                 もの              りょうり
 昔の食べ物や料理につい
         し
て知ることができます。

しせき

歯石
  しせき               ひと      からだ    なか                                      い
歯石は、人の体の中ではここだけ、生きて
                      かせき                               ぶぶん
いるうちに化石になる部分です。
                       た       もの                                    と   こ
そこには食べ物とバクテリアが取り込まれる
                   むかし   ひと       けんこう        た                                                    し
ので、昔の人の健康や食べていたものを知
               やくだ
るのに役立ちます。

どうぶつ    ほね

動物の骨
どうぶつ        ほね          むかし        た         もの        けいざい
動物の骨は、昔の食べ物や経済につ
               おし                                                                          ふる
いて教えてくれます。どのくらい古い
              しら                             まわ                                 かんきょう
かを調べたり、周りがどんな環境だっ
               し                               やくだ
たかを知るのにも役立ちます。

  こうこかがくしゃ             あたら                 かがく                ほうほう         つか                         むかし        にん げん
考古科学者は、新しい科学の方法を使って、昔の人間につい
          いろいろ                       なぞ                       と                               あ                                          ちい         ほね      は              どき
ての色々な謎を説き明かします。とても小さな骨や歯、土器か
            いろいろ
らも、色 な々ことがわかります。



                                 じん               やく                        ねんまえ       ぜつめつ
ネアンデルタール人は、約25,000年前に絶滅しました。
                                              じん                                                 いがい       す
でも、ネアンデルタール人のDNAは、アフリカ以外に住ん
                    いま      ひと                なか     のこ
でいる今の人たちの中に残っています。

むかし     ひと                          しら                       わたし               いちばん ちか           い       もの                         
昔の人のDNAを調べると、私たちに一番近い生き物で
                                                        じん                              し
あるネアンデルタール人について、知ることができます。

 しんか

進化
むかし    ひと      ほね       は        しら
 昔の人の骨や歯を調べると、
わたし                       せんぞ                                く
 私たちの先祖がどのように暮らし
                      いま     わたし
ていて、今の私たちのようにな
                  し
ったのかを知ることができます。



ちゅうおう

 中央アジア、スキタイ
てっきじだい

鉄器時代、
きげんぜん       ねん

紀元前700年　
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むかし    ひと      ほね        は                み                                             むかし    ひと
 昔の人の骨や歯から見つかったDNAは、昔の人たちの
うご                し                  やく       た                     ほうしゃせいたんそねんだいそくてい
 動きを知るのに役に立ちます。放射性炭素年代測定
                                                     さんそ                  どういたい       ぶんせき    く         あ  
や、ストロンチウム、酸素などの同位体の分析を組み合
                                                                       いどう       おこな                  しる
わせると、いつ、どこでそのような移動が行ったかを知る
ことができます。

ほうしゃせいたんそねんだいそくてい

放射性炭素年代測定

ほうしゃせいたんそねんだいそくてい
放射性炭素年代測定は、40,000
ねんまえ                   どうぶつ        しょくぶつ                                      ふる                 しら
年前までの動物や植物の古さを調べ
                                   ぎじゅつ
ることができる技術です 。

ほうしゃせいたんそ              しょくぶつ       こうごうせい
放射性炭素は、植物が光合成に
            くうき                 と         こ
よって空気から取り込んでいる、
こわ                             たんそ                     どうぶつ
壊れやすい炭素です。動物は、
しょくぶつ           た                                 ほうしゃせいたんそ
植物を食べることでこの放射性炭素
    からだ     なか        と           こ
を体の中に取り込みます。
ほうしゃせいたんそ          とき           た
放射性炭素は時が経つにつれて
こわ                                           い
壊れてなくなって行きます。そこで、
むかし      い        もの       なか       ほうしゃせいたんそ
 昔の生き物の中に放射性炭素が
のこ                        りょう      はか                                   い
残っている量を計れば、その生き
もの                                   むかし      い
物がどのくらい昔に生きていたの
かがわかります。

しりょうばんごう

試料番号：
じっけんしゃ
実験者：
しりょう   しゅるい

試料の種類：
ひづけ
日付：



ホンジュラス、コパン   
      ぶんめい  きげんご　    ねん              
マヤ文明、紀 元 後 300 年

 かがくしゃ                        どき            ひと           は          のこ                            ちい                た           もの
科学者は、土器や人の歯に残っている小さな食べ物のかけらを、
けんびきょう          かんさつ                                                     びかせき       ぶんせき                         ねん           むかし
顕微鏡で観察します。この「微化石」分析で、2000年よりも昔のアメリ
       たいりく                ぶんめい       ひとびと                                  た
カ大陸のマヤ文明で、人々 がどんなものを食べていたのかがわかりました。

まめ             ぷん   

豆のでん粉

             たね     

種のかけら

 かふん

花粉

                          しょくぶつかせき

とうもろこしの植物化石



いちまんねんいじょう        なが     じかん                              にんげん      しょくぶつ     どうぶつ     そだ
一万年以上の長い時間をかけて、人間は植物や動物を育
                                         にく        た               どうぶつ             なか            はじ             かちくか
ててきました。ウシは肉を食べる動物の中では初めて家畜化さ
                                       おも                           ひ                     にく      た                       ちち      の  
れたもので、重いものを引いたり、肉を食べたり、 乳を飲んだ
           かわ
り、皮をとったりしました。

にゅうせいひん    はじ

 乳製品の始まり

にゅうせいひん        はじ

乳製品の始まり
にゅうせいひん              はじ
 乳製品の始まりについて

は、まだよくわかっていませ
                                   こうこかがくしゃ 
ん。でも、考古科学者は
しつりょうぶんせき                 ほうほう             つか
質量分析という方法を使っ
          むかし                 ひと                              は                  つ
て、昔の人の歯にくっ付い
                           ちち                           しつ
ている、お乳のタンパク質
        み                          しら
を見つけて、調べています。

                         いま            ぜつめつ
ウシは、今では絶滅してしまったオ
                                    おお            やせい        どうぶつ
ーロックスという大きな野生の動物
       かちく                                         いちばん           ふる
が家畜になったものです。一番古
                          いま
いウシは、今のトルコがあるアナト
        はんとう      み
リア半島で見つかっています。



モンゴル
                          そうげん      いろいろ       どうぶつ      くら
モンゴルの草原には色 な々動物が暮らして
 
います。ウマやウシ、ヤク、ヒツジ、ヤギ、ト
                                                                                かちく           せわ
ナカイ、ラクダなどです。家畜の世話をす
    ひと                                          どうぶつ                 ちち
る人たちは、これらの動物からお乳をとっ
      にゅうせいひん         つく                 
て乳製品を作ります。

ウマ

ヒツジ

ヤギ

ヤク

ウシ

             きゅうきん

ブドウ球菌

ルコノストック
ラクトコックス

ラクトバシルス

    ちち     なか    さいきん

お乳の中の細菌
さいきん      とく                                              きん        いろいろ     にゅうせいひん
細菌、特にバクテリアやイースト菌は、色々 な乳製品
     つく                    だいかつやく
を作るのに大活躍くします。ヨーグルトやバター、
                               し
チーズなどはよく知られていますが、モンゴルのア
                かわ                           ちち
ルール（乾かしたお乳のかたまり）、アイラク
       ちち
（ お乳のビール）などもあります。

にゅうせいひん                                      ひとびと      く                                   だいじ
 乳製品は、モンゴルの人々 の暮らしに、とても大事な
  た        もの                      こうこがく         けんきゅう                                 でんとう
食べ物です。考古学の研究によって、この伝統は
           ねんいじょうまえ              つづ
3500年以上前から続いていることがわかっています。



ほね        は        しせき                   むかし     ひと        けんこう       かん            きちょう       じょうほう
骨や歯、歯石には、昔の人の健康に関する貴重な情報が
のこ                                         たと                  しせき          のこ                                                          しつ
残されています。例えば、歯石に残っているDNAやタンパク質を
 しら                        むかし  ひと         は          びょうき        しら
調べると、昔の人の歯の病気を調べることができます。

オムネ・ボヌム
                                         せいき
オムネ・ボヌムは、14世紀にラ
         ご            か                       ちゅうせい
テン語で書かれた中世ヨー
                  く                    かん
ロッパの暮らしに関する
ひゃっかじてん             だいえいとしょかん
百科事典で、大英図書館に
                                     ほん                   は          びょうき
あります。この本には、歯の病気
      くすり       かん                                 か
や薬に関することが書かれて
          むかし     けんこう         びょうき
あり、昔の健康や病気につい
                                やくだ
てしるのに役立ちます。



 らいきん

癩菌
　

サルモネラ

             しゃほん 
クルズ写本
                       ぶんめい                きろく
アステカ文明のこの記録には、
           ねんだい                                  しょうじょう
1550年代のココリツトリの症状が
えが                                      こうねつ     ふ    
描かれています。高熱、吹き
  でもの                      しゅっけつ
出物、ひどい出血などです。

             はかせ

シュナーベル博士
          せいき                          かんじゃ              ちりょう
17世紀のペスト患者を治療
                         いしゃ                  わる       くうき
していたお医者さん。「悪い空気」
               み         まも                              とり
から身を守るために、鳥のよう
                            つけ
なマスクを付けるつけています。

                    ひとびと                                         よ                             なぞ       でんせんびょう       きげんご  
アステカの人々 にココリツトリと呼ばれた、謎の伝染病。紀元後
           ねん                                ねん       あいだ     じんこう                                                              ひと
1545年から1550年の間に人口の60％から90％の人がこ
     びょうき         し                                    さいきん                  びょうき       し                  ひと       は
の病気で死にました。最近、この病気で死んだ人の歯から、
                      きん                               み
パラチフス菌のDNAが見つかりました。

                                                 きん                       ひ         お                            びょうき                                     きん
ペストは、ペスト菌によって引き起こされる病気です。ペスト菌は、ネズミ
                                              まわ           ひろ                            ひと                                                    か                           せん
につくノミによって周りに広がります。人がこのようなノミに噛まれると腺ペスト
                                             こく しびょう                                              ねん                              ねん
にかかります。ペストは、黒死病とよばれ、1346年から1353年にヨーロッ
         はんぶん        ひと                    びょうき       な
パの半分の人がこの病気で亡くなりました。

にんげん             けっかくきん        らいきん                           とくゆう                                                                         けっかく
人間は、結核菌と癩菌という、特有のバクテリアによって結核やハン
          びょう                                                          びょうき                             ほね                        しるし    のこ
セン病にかかります。これらの病気にかかると骨のDNAに印が残るの
                      しら               むかし     びょうき                           し
で、これを調べて昔の病気について知ることが                             できます。



             きん

ピロリ菌
               いぶくろ           なか    す
   胃袋の中に住んでいて、
            かいよう                     もと
           潰瘍やガンの元になります

                     きん

ビフィズス菌
あか                        ちち      しょうか
 赤ちゃんがお乳を消化するのを 
      たす
       助けます

フィーカリバクテリウム
ちょう    さいぼう     た        もの    きょうきゅう
 腸の細胞に食べ物を供給します

トレポネーマ
しょくぶつ      しょくもつせんい      こま
 植物や食物繊維を細かくします

                         ぞく

プレボテラ属
せんいしつ      しょくぶつ   しょうか                       たす
繊維質の食物を消化するのを助けます

                     からだ                 なんおくなんちょう                                           す                                                 びせいぶつそう
あなたの体には、何億何兆ものバクテリアが住んでいます。これを微生物叢
        い                                                   ちょう     す                                                     た      もの     しょうか    たす
と言います。あなたの腸に住んでいるバクテリアは食べ物の消化を助け、
めんえきけい                            つよ                                          ひふ       す                                                                          からだ
免疫系を強くしてくれます。皮膚に住んでいるバクテリアは、あなたの体をきれ
                 たも                くち         す                                                                          びょうき          まも
いに保ち、口に住んでいるバクテリアはあなたを病気から守ってくれます 。

                                             ぞく

ポルフィロモナス属

  かがくしゃ               むかし       ひと           しせき   
 科学者は 、昔の人の歯石やうんち                          
          しら                せんぞ        つた        びせいぶつそう
    を調べて、先祖から伝わる微生物叢   
          しら        びょうき                お                   あき
      を調べ、病気がなぜ    起きるのかを明   
              
                    らかにしようとして   います。



さ いしょくしゃ                                      しゅりょうさいしゅうみん               よ
 採食者たちは、狩猟採集民とも呼ばれます。
 やせい           た          もの       た                                  きせつ                          ちが
 野生の食べ物を食べるので、季節によって違
                 た
うものを食べます。
                 ねんまえ        じんるい       のうぎょう    はじ
10,000年前に人類が農業を始めるまでは、
ちきゅうじょう                                       ひとびと      さいしょくしゃ 
 地球上のすべての人々が採食者でした。
           こんにち                  さいしょくしゃ                                                 こうぎょうかしゃかい                い
 今日の採食者たちは、工業化社会に生きる
ひと                        ゆたか     ちょうないびせいぶつそう
人たちよりも豊な腸内微生物叢をもっています。

こうぎょうかしゃかい       い                  ひと                              おも     のうぎょうせいさんぶつ
工業化社会に生きる人たちは、主に農業生産物
      た                                                  た       もの     かぎ                ひと
を食べています。また、食べ物は限られた人たち
                 せんもんてき                 つく
によって専門的に作られています。
きかいか      ほぞん                  ちょぞう      こうぎょうか
機械化、保存、そして貯蔵が工業化されたフー
                                   おも     とくちょう                            た        もの       た
ドチェーンの主な特徴で、食べ物は食べられる
                   なが      き ょ り       いどう
までに長い距離を移動することがよくあります。
こうぎょうかしゃかい                 い                           ひと                                                    ちょうないびせいぶつそう
工業化社会に生きる人たちは、腸内微生物叢
      ひんじゃく                        まんせいえんしょうしっかん                                        びょうき
が貧弱なので、慢性炎症疾患という病気にか
          きけんせい         たか
かる危険性が高いです。

タンザニア、
       ぞく     じょせい       こども

ハツァ族の女性と子供

                      じょせい

アメリカ人女性、
        がっしゅうこく

アメリカ合衆国
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探検

   ぬ                え    ほん

塗り絵本
 こうこがくしゃ       かがくしゃ              よう     きょうりょく     じんるい       かこ                         なぞ     と                               まな                          こうこがくしゃ
考古学者と科学者がどの様に協力して人類の過去についての謎を解いていくのかを学びましょう。 考古科学者
                        ひと                                    なに   けんきゅう                                                  じんるい   はじ              ちゅうせい  えきびょう             さまざま     わだい     しょうかい
がどんな人たちなのか、何を研究しているのか、人類の始まりから中世の疫病まで、様 な々話題を紹介しま
              こだいじん        いじゅう     ほうしゃせいたんそねんだいそくてい                                         し                         かがくしゃ        けんびきょう                              しょくぶつ
す。古代人の移住や放射性炭素年代測定について知りましょう。科学者が顕微鏡でしかみえない植物の
いせき                              むかし しょくせいかつ   ふくげん                          み                               かちくか        さいばいか    にゅうせいひん
化石からどのように昔の食生活を復元するのかを 見ましょう。家畜化・栽培化や乳製品
                               おもしろ       なぞ     あか                                               むかし    びょうき   でんせんびょう   せんぞでんらい  
についての面白い謎を明らかにしましょう。昔の病気や伝染病、先祖伝来の
ちょうないびせいぶつそう                     ちしき         ひろ
腸内微生物叢について知識を広げましょう。
はっこう                                                                      じんるいしかがくけんきゅうしょ
発行：マックスプランク人類史科学研究所
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