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日本語版まえがき 

 

現代の日本では、進化が万物の起源を説明するものと信じられ、そ

のことを土台としてあらゆる研究や教育がなされています。人間のい

のちも偶然の産物としてしまう進化論は、無神論を正当化するだけで

なく、いのちの尊厳性を見失う要因になっていることは意外と見落と

されているのではないでしょうか。 

一方、聖書の福音とは、「完全に創造された世界が、アダムが創造主

に反逆して離れたことによって死ぬ世界とされたが、キリストの十字

架によって回復の道が与えられた」ことです（第 1 コリント 15：21、

22）。ところが、進化を受け入れると、アダムの前にすでに死があった

ことになり、キリストの十字架の理由を喪失します。実際、聖書の創

世記にその福音の土台が啓示されているのですが、進化論の立場で読

めば、創世記自体がおとぎ話のように理解されてしまいます。 

しかし、 近の科学的発見の多くが、進化ではなく、むしろ聖書の

創造の記述がそのまま真実であることを示唆しているのです。 

この小さな本、「創造の確かな証拠」（原書名：Stones and Bones カ

ール・ウィーランド著）には、生物、地学、歴史における聖書の創造

を示唆する事実のいくつかが簡潔に紹介されており、さらに、聖書信

仰に深い洞察を与えています。真理探究、聖書信仰のために、そして、

福音伝道のためにお役に立てばと切に望みます。  

（日本語版監修者） 

謝辞：本書出版のために、赤江弘之師、横山清行 Dr.、廣瀬玲子氏（表

紙デザイン）にご協力いただきました。 
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創造の確かな証拠 

 

進化論は科学で、創造論は単なる 

宗教的信仰でしょうか？ 

 

 今日、進化論が常識と考えられていますが、それが事実なら、

なぜ、多くの第一線の科学者たちが、創世記（聖書の冒頭の書）

に記されているように、近い過去に世界が創造されたという立

場をとっているのでしょうか。そして、なぜ、単純なものから

自らを徐々につくり上げてきたとする進化論も、気の遠くなる

ような長い年代をも否定しているのでしょうか。 

 近の創造論運動は、まだ少数ではありますが、急速に成長

しています。合衆国には、控えめに見積もっても、１万人以上

の聖書の創造を信じるプロの科学者（多くは公式な創造論団体

と連携していない）が存在しています。 

韓国の創造研究会は、科学のいずれかの分野で少なくとも修

士か、博士号を持つ科学者が数百人メンバーとして関わってお

り、その内、数十人は 高レベルの大学教授です。 

 現代科学のほとんどの分野は、この世界は特別に創造された

という聖書の記事、そして世界規模のノアの洪水を信じる科学

者たちによって基礎が築かれたのであり、また発展を遂げてき

たのです。 
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しかし、科学とは・・・？ 

 

科学はすばらしい学問分野です。しかし、現代社会に多くの

衝撃を与えたある種の科学は、過去を検証しようとする科学と

は全く違っています。それは、月に人を送り込んだ科学であり、

今現在この世界で機能している法則に関する全てのことです。

その科学は、測定したり、現象を観測したりすることが可能で、

いつでも、また、何度もその現象を再現して確認することがで

きるというものです。一方、再現不可能な過去に何が起こった

かを打ちたてようとする科学は、必然的に、それとは全く別次

元のものです。 

探偵や、科学捜査官の仕事について考えるなら、彼らは慎重

に手がかりを集めて調べ、次に、それらを推理してある種のス

トーリーに当てはめていきます。同一の証拠が多くの違ったス

トーリーに当てはめることが可能で、その捜査官が信じている

こと、すなわち、先入観や、根本にある考えに大きく影響され

てしまうのです。たとえば、私たちほとんどの人は学校で、進

化論者が主張するように爬虫類が何千万年前に鳥になったとい

うことを「科学として」習いましたが、そのことを決してテス

トして確認することはできません。それが実際起こっていると

ころを観測できないからです。同様に、普段目にする、種類に

したがって繁殖するようにプログラムされた多くの鳥や爬虫類

は、創造主によって奇跡的に創造された、と言い切ることもで



 7

きないのです。 

いずれの考えも信仰です。それぞれの信仰体系（進化論と創

造論）は議論を呼び、そして証拠はその信仰を支持するのです。

いずれの信仰も、同じ証拠、同じ観測を共有しています。創造

論科学者が支持していること、それは、理にかなった論理的な

信仰体系であり、現在観測可能な豊富な証拠に裏づけされてい

ます。 

 

創造論科学者は、すべての答えを持っているわけではない 

 

創造の枠組みの中にも、未解決の問題や、答えられない疑問

はあります。しかし、それは進化論でも同じです。毎年、何十

億ドルもの税金が進化論に関する疑問の解決のために使われて

いますが、それに比べ、創造論科学者の研究に使われるのはわ

ずかです。 

それにもかかわらず、この数年間に、困難と思われたいくつ

かの問題が、創造論科学者らによって解明されました。（その研

究過程で、以前に創造論者によって提唱されていた考えや示唆

のいくつかは修正または破棄されねばなりませんでした。これ

は科学においては当然のことです。） 

進化論、それは、すべてのものが、超自然的な介入なしに、

それら自体が持つ自然の性質によって自らを作り上げてきたと

いう、起こりそうにないことを（宗教的に）信仰することと言
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えます。物質とエネルギーの源である「外部」からの助けなし

に、混沌が宇宙になった、すなわちすべて自ら、素粒子ができ

て、惑星になり、そして椰子の木、ペリカンや、人間になった

というのです。これが、どのようにして起こったかという説明

（すなわち、進化の仕組み）は移り変わってきましたが、進化

はともかくも起こったという根底にある仮定が、今日、多くの

人のゆるぎない信念となっています。 

ある人たちは、進化の過程に「神」を関連付けようとします

が、ほとんどの場合、進化論者たちは、知性的な計画があるこ

とを示唆するような提案があると、そのすべてを強く否定しま

す。多くの「有神進化論」の科学者（進化論と神の両方を信じ

ると主張）でさえ、進化の過程は全く自然に起こったと主張し

ています。すなわち、無数の生物が、多くの局面で闘争、苦し

み、死ぬことを通して、強者が弱者を無情にも一掃してきたと

いう進化論的な‘創造の過程’は、数十億年かけて脈々と続い

てきたと想定されているのです。 

 

なぜ、それが問題ですか？ 

 

１． 進化論は無神論を正当化することです 

 創造主がいないと主張する人は皆、デザイナーなしでこの自

然を説明しようとして進化論を用います。無神論、不可知論、

そして、それらに関連した世俗的人間中心主義のような宗教的
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世界観、人生観を持つ多くの人たちにとって、進化論は不可欠

な土台となっています。すると、必然的に次のようなモットー

に至ります。『もし、われわれを創造したものがいないのなら、

われわれはだれのものでもない。それで、われわれ以外に規則

を作るものはいないのだ。たとえば、聖書に、盗んではならな

いという律法があるが、もし、旧約聖書の他の記事が単なる教

義的な作り話なら、それに縛られる論理的な理由はない。』 

 

２． キリストの福音に反する立場をとってしまうことです 

 聖書（それは、クリスチャンたちが、創造主自らの聖なる啓

示であると主張している）全体を貫いている原理は、創造主は、

ご自身と、その中に善い世界（死もなく、闘争もなく、暴力も、

虐待や流血もない）を創造されたという首尾一貫した啓示です。

初の人であるアダムが、彼を創造した主から離反（罪）した

結果、この宇宙すべてが、創造主に呪われたのです（創世記３

章、ローマ書８章）。 

 しかし、死や苦しみなどが入ったことは、一時的な侵入であ

って、いずれこの世界は回復され（使徒 3：21）、何十億年もか

けて、死、虐待、流血に終始するのではなく、罪のない、死も

ない、初めにあったような世界に回復されるのです。 

 イエス・キリストは、創造主が肉体をとって来られ（ 後の

アダム）、信じる者をその罪から贖い回復するだけでなく、全世

界を、アダムの離反によってもたらされた死と流血の呪いから
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終的に開放されるために無実の血を流して死なれたのです。 

 もし、進化で言う歴史が本当なら、この福音（よい知らせ）

の意味は完全に失われてしまうのです。なぜなら、アダムの前

に祖先がいて、流血の世界の中で、爪で引っかいたり、打ち叩

いたりして互いに死に至らしめてきたからです。それは、また、

創造された世界が、アダムの堕落によって呪われたことは神話

に過ぎないことになってしまいます。 

 イエス・キリストのよい知らせ、すなわち、福音（創造主と

の関係を永遠に回復できる）が真理であると言えるのは、私た

ちの祖先であるアダムが創造主から離反した結果、 初にあっ

た創造主と人との調和が壊れてしまったという悪い知らせが全

く真実である、ということによるのです。第１コリント 15：21

～22 では、はっきりと福音をアダムがもたらした死に結び付け

ています。「というのは、死がひとりの人を通して来たように、

死者の復活もひとりの人を通して来たからです。すなわち、ア

ダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによっ

てすべての人が生かされるからです。」 結局のところ、創世記

に対する疑いは、非常に多くの人に聖書全体を疑わせることに

なってしまいました。（１）



 

 

 人間 

創 

造 

進 

化 

人間 

創造主 

に対する

反逆 

 

弱肉強食 

          死 

（＋苦しみ、艱難、流血）

  死 

（＋苦しみ、艱難、流血）
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しかし、万物が 6 日間で創造されたという創世記の記事は、

文字通り地球の 6回の自転を意味すると、どうして 

わかりますか？ 他の解釈も可能ではないのですか？ 

 

 私たちは、正直のところ、創世記は実際にあった本当の歴史

を記しており、それ以外の何物でもないと考えています。 も

指導的立場にあるヘブル語学者によれば、世界レベルのヘブル

語大学の教授たち（２）は、創世記の 1～11章は、近い過去に万物

が通常の日の 6 日間で創造され、そして、全地球を覆った破壊

的な洪水があったことを告げている、ということで一致してい

ます。そのことは、その教授たちが、何かそう信じる必要があ

るということではなく、創世記の言語自体が、その著者にそれ

以外の意図があったはずがないことを示しているからに他なり

ません。創世記は、十歳の子供にもはっきりわかるように書か

れていることは明らかです。 

率直に言いましょう。― 創世記を他の解釈、たとえば、「日

と日の間に長い時間があったとする解釈」や、「１日は長い時代

であったとする解釈」などでとらえようとするのは、聖書に基

づくのではなく、聖書を別の信念（進化論の長い地質年代）に

合わせようとする意図によるのです。 

 
 
１． クリスチャンの中に‘何億年’という年代を支持しようとする人たち

がいます。しかし、そのことは進化論と同時に‘知性あるデザイン’

も否定してしまうか、‘漸進創造論’（創造主が何億年かけて段階
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的に創造した）になってしまいます。このどっちつかずの立場は人

の心を響かせず、求道者をむしろ不信仰に教育していませんか？

それは、さらに、聖い創造の‘何億年間’に、おびただしい数の死

や流血が存在したことになり、創造主は創造の終わりに「非常によ

かった。」 とは仰せられなかったはずです。そして、また、イエス・

キリストのことば、すなわち創造の初めから人が存在したのであり、

創造の何億年も後ではない（マルコ 10：6、マタイ 19：4）ことと矛盾

します。ローマ1：20は、創造主の力は、世界が創造されたときから、

被造物によってはっきりと示されている、と告げています。 

 

２． ジェームス・バー、オックスフォード大学欽定講座教授は、創世

記の字義通りの信仰としてではなく、ヘブル語学として述べていま

す。クリエーション誌 19（１）：23－25,1996 

www.creationontheweb.com/sixdays 参照。 

http://www.creationontheweb.com/sixdays
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ちょっと待って！ 

 

 あなたはこう質問するかもしれません。もし、アダムの前に

死と流血がなかったのなら、世界中の水で堆積した地層中に何

十億もの死骸が埋まっており、それらの中には暴力やガンなど

の痕跡が見つかるのはどういうことですか。 

 そのことは、全地球が水によって破壊されたという聖書の記

事、すなわち、アダムの後にあった「ノアの洪水」の結果であ

ると考えられませんか？ 実際、化石は、ほとんどの人が信じ

ているようなゆっくりしたプロセスではなく、急激に埋没した

ことを示しているのです。たとえば、非常によくウロコやヒレ

が保存された魚の化石が大量に見つかっています。自然界では、

すぐに腐肉を食べる動物に引き裂かれたりして、ばらばらに分

解されてしまいます。魚が速やかに埋没し、その堆積物（泥や

砂）も速やかに固まったのでなければ、そのような特徴は保存

されることはありません。 

 

しかし、石炭は何百万年以上かけて、 

沼地でゆっくりとつくられたのではないのですか？ 

 

 巨大な森が根扱ぎにされて沈殿し、急激に埋没した、すなわ

ち急速に石炭が形成されたことを示す圧倒的な証拠があります。



 
 

写真：スタートリッヒ自然史博物館（シュトットガルト） 

出産中に化石になったイキショーサウルス（絶滅した海洋爬

虫類）。よく保存された様子は、母と子が海底に沈んで膨大

な時間をかけて徐々にできたはずがありません。  

 

オーストラリア、ビクトリア州ヤローンというところに、今

日、沼地では育つことのない針葉樹の丸太を多数含んだ巨大な

褐炭層があります。広範囲にわたって、厚い全層の５０％は全

く花粉から成る層が分離して存在します。それは、これらの層

が、まぎれもなく、水によってつくられたことを示しています。

さらに、多くの南半球の石炭層では、森が育っている場所なら

あるはずの土壌の化石の手がかりすら見つかりません。（３） 

アルゴン国立試験場（米国）の研究者たちは、次の手順で、

良質の黒い石炭ができることを示しました。リゲニン（木の主

要成分）を酸活性粘土と水に混ぜ合わせ、空気を遮断したガラ

ス管の中で、150℃に加熱します。地質学では実際、それは全く

高い温度ではなく、また、その成分も例外的あるいは不自然
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左上： 食事中に急速に埋められた魚 
 
右： 木の幹の化石（珪化木）が地層を貫いて存在しています。 

このような化石は石炭層でよく見られます。化石の形成に長い

時間がかかったなら、なぜ、上部は腐らなかったのでしょうか？  
 
左下： クラゲは死ぬと 1 日で溶けてしまいます。オーストラリア南部

のエディアカラ付近の砂岩層、１千平方キロメートルにわたって

何百万ものやわらかい生物の化石が埋蔵されています。泥水

がこれらの生物を埋め尽くし、急速に固まって、わずか 1 日か 

2 日でこの地層全体が形成されたことを示しています。 
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なものではありません。そのプロセスに必要な時間はたったの

４～36週間であり、何百万年ではありませんでした！（４）

 石炭薄層が二股に分かれていることはよく知られていますが

（次ページの図参照）、‘Z’の形に形成されていて、他の石炭薄

層と互いに結合しています。オーストラリアの著名な地質学者、

エッジワース・デイビッド卿は、1907 年の報告の中に次のよう

に記しています。ニューキャッスル（オーストラリア）の石炭

薄層で、石炭化した木の幹が直立してそれらの層をまたいでい

ます（16ページの珪化木のように）。それらの木の幹は下端を石

炭薄層に埋め、その上の中間層を直角に貫き、それらの上端は

上の石炭薄層に達しているのです！ 

長い時間を隔てた二つの沼地で、ゆっくり形成されるという

プロセスでこのことが説明できるでしょうか。石炭の起源につ

いては、水による大災害で草木が激しく引き裂かれ、急激に埋

没した可能性がありますが、「ゆっくりと、徐々に」という先入

観が、その明快な説明を除外してきたことは明らかです。（５） 

 
  
３． 北半球のいわゆる「根土」に見られる石炭は、その細切れの根

が、その土の中で育ったのではなく、実際は水に浮いていたという

圧倒的な証拠です。（Ｃ．Ｗｉｅｌａｎｄ, Forests that grew on water, 

Creation 18(1):20-24, 1995.  

w
 

ww.creationontheweb.com/floatingforests 参照 

４
 

． Organic Geochemistry 6:463-471, 1984.  

５． 証拠となる多くの災害の詳細は、ＤＶＤ”RagingWaters”（CMI） 
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上部石炭層 

主石炭層 

石炭層の分岐 （写真からのスケッチ The Geology of Pittsburgh 

Coal; in pp.32-111 of the Proceedings of the Second Conference 

on the Origin and Constitution of Coal, Crystal Cliffs Nova Scotia, 

1952） 
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ドイツ、オーベルハウゼン～ドゥイスブルグにある Z の形をし

た石炭層の合わせ目。何百万年も時を隔てた沼地がこのよう

な石炭層を形成できるはずがありません。 

 

ほとんどの人が、何億年かかったに違いないと思うような膨

大な地質学的な営みを、水流、特に大量の水は短時間でやって

のけるのです。次ページ右の写真は、ある日の午後に堆積して

できた８ｍの地層で、合衆国のワシントン州にあるセント・へ

レンズ山の１９８０年の噴火で起こった大激変によるものです。

この山が頂上を吹き飛ばし、そして、続いて起こった爆発で、

地すべり、泥流、そして堆積現象が起き、 初の爆発の時以来

１８０ｍ以上も堆積岩の層が積み重なりました。（６） 

 

６． ＤＶＤ“Mount St.Helens”(CMI)参照 
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左： グランドコーリー峡谷        右： セントへレンズ山の地層 

 

同じようなことが、チャネルドスカブランズ峡谷で見られま

す。今では、ほとんどの専門家が、氷河時代に湖をせき止めて

いた部分が崩壊して起こった洪水で削り取られてできたと認め

ています。多くの専門家はまた、長さ８０ｋｍ、幅 1.5～１０ｋ

ｍ、深さ２７５ｍのグランドコーリー峡谷（左の写真）も、同

じように湖が崩壊した洪水で花崗岩の岩盤が削り取られてでき

たと考えています。 

多くの地質学者たち（かつての何億年という考えを支持して

いた多くの学者を含む）が、今では、グランドキャニオンは同

じような大災害で形成されたのであって、コロラド川が何億年 
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もかけてゆっくり削り取ったのではないと言うようになりまし

た。 

 さて、1年に及んだ、すべての山を覆うノアの洪水がありまし

た。それは、地殻全体が裂け、外部に水が（当然マグマも）噴

出して起こった大激変です（創世記 7：11 には「巨大な大いな

る水の源が、ことごとく張り裂け」と記されています）。その恐

るべき災害が、想像を絶するほどの莫大な地質変動をもたらし

たのでしょう。 

 

化石は進化を示していますか？ 

 

 ダーウィンは、率直に次のように記しています。「もし、私の

理論が正しいなら、莫大な数の「中間種」の化石が見つかるは

ずである。たとえば、もし、爬虫類の前足が鳥の翼になったと

すると、中途半端な足、中途半端な翼、中途半端なうろこ、中

途半端な羽毛 ―― といったような、徐々に次の段階に移行

していく一連の化石が見つからないのはなぜだろうか。」 

 ダーウィンはそのような中間種の欠落は、彼の理論に対する

も明白、かつ重大な反論になるだろう、と述べていたのです。百

二十年後、アメリカの大きな博物館の館長であるデイビッド・ラ

ウプ博士は、「ミッシングリンクの状況はほとんど変わっていな

い。進化論で移行型と考えられたものは、ダーウィンの時代より

もむしろ少なくなっている。」と述べています。（７）
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大英自然史博物館の古生物学者コリン・パターソン博士は、

進化論者ですが、化石の専門家で、進化論の重要な著書を著し

ました。ある人が彼に、「なぜ、あなたの本の中には、中間型（移

行型）のイラストが全くないのか？」と尋ねたとき、手紙で次

のように答えています。 

 

「私が書いた本の中に、進化論で移行型と考えられた

イラストがないとご指摘くださいましたが、全くそのと

おりです。もし、化石、あるいは生きているもので、そ

のようなものを私が何か知っていたなら、まちがいなく

本に載せたでしょう。そのような移行型を視覚化するの

に、画家に依頼することを、あなたは提案しておられま

す。しかし、そのような情報をどこから入手できるでし

ょうか？正直言って私はそのような情報を提供できま

せん。それで、もし私が画家の資格を持った人にゆだね

て描いてもらうなら、読者を誤って導くことにならない

でしょうか？ 

   私は４年前に本を書きました。（著者は、その本の

中で、いくつかの移行型があることを信じていると述べ

ている） もし、今、その本を書くなら、かなり違った

ものになると思います。私は、生物は徐々に変化してき

たと考えていますが、それはダーウィンの説に従ったの

ではなく、私が遺伝というものを理解するために、それ



が必要だと感じたからです。しかし、著名な化石の専門

家であるステファン・J・グールドとアメリカ博物館の

人たちは移行型の化石がないという矛盾に困惑してい

ます。私自身も、古生物学者として、化石の記録から祖

先の形質を特定することの原理的な難しさに圧倒され

ているのです。あなたは、私に少なくとも、「いろいろ

な器官の由来となった化石の写真を見せるべきだ」とお

っしゃる。なるほどそれを一つの線の上に置くことはで

きるでしょう。しかし議論の余地のない化石は一つもな

いのです。」（８）

 

 どういうことでしょうか？ 進化が事実なら、当然、何百何

千万の中間種があるはずです。幾人かの進化論者はいくつかの

（ほんのわずかの）中間種の化石があると主張します。しかし

第一線の専門家の多くはそれらの化石を否定しているのです。 

不思議な化石上の生きもの、「始祖鳥」についてあまり知られ

ていないことがあります。始祖鳥はしばしば、爬虫類と鳥類の

両方の特徴を備えているという理由で、移行型の例として取り

上げられましたが、決定的な移行途上の形質は何もありません。

そのことゆえに「移行型」かどうかという議論を巻き起こして 

きました。羽毛は十分な形をしており、翼も翼として適切なも

のです。木に止まる鳥の特徴である後ろ向きの爪、弧を描いた 
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７． 本書のすべての引用（注釈の有無にかかわらず）については

CMI：The Revised Quote Book (改訂版引用書)参照。 
 
8.  パターソンは、このことや、同様のことをはっきり言ったために進

化論学会から非難を浴び、柔らかい表現に改めました。しかし、

明瞭かつ正確に記しています。 

 

 

足を持っています。それは進

化論者が復元しようとした、

羽毛の生えた走る恐竜のよ

うなものでは決してありま

せん。（９） 

  現在、生きている生物のい

くつか（たとえばカモノハ

シ）も、通常、異なった類に

見られる特徴を寄せ集めて

持っています。哺乳類のよう

な毛、アヒルのようなくちば

し、ビーバーのような尻尾、

蛇のような毒腺を持ち、爬虫

類のように卵を産み、子供を 

始祖鳥 
乳で育てるというこの小さな

奇妙な生き物は寄せ集め形態のよい例です。しかし、今挙げた

それぞれ 2 つの生物の間で変化していく途上の中途半端な状態

を示すようなものではありません。 
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全てにおいて中間種が欠落していることは、「人への進化」に

ついても当てはまります。「祖先」として主張され、多く羅列さ 
 
 

９.  恐竜から鳥になったという主張について、その中間種とされた

のも含め、詳細な解説はウエブサイトで。 

 www.creationontheweb.com

 25

http://www.creationontheweb.com/


れていることを考えれば、きっと驚かれるでしょう。ここでは、

いちいちそれらの主張がどのように変わったかということは取

り上げませんが、20 世紀に広く声高らかに「祖先」として主張

されたものが、新たに代替候補が見つかる意外は、密かに捨て

去られたことがわかっています。 

今日、アウストラロピテクス／ハビリスが盛んに取り上げら

れ、その代表的なものとしてルーシーという骨格の化石が も 

 

 

（左）は、「ルーシー」という名で有名に  

なった化石。 特別なヒト化の骨格と

見なされ、（同類の骨格を含め）人類

の祖先とされたが、すでに人類学者ら

専門家によって否定されています。

（本文参照） 

 

 
 
１０． ホモ・エレクトスとされた骨の破

片の中には、必要に迫られて分

類されたものも多くあります。エレ

クトスタイプの骨は現代人の骨と

同時代とされるところで発見されま

した。また、エレクトスの特徴とされ

たことは、現代人の中にも多く見

つかっています。
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よく知られています。チャールズ・オクスナード博士は、進化

論解剖学者の一人ですが、膨大なサンプルをコンピュータで多

変量解析（先入観にとらわれない客観的な方法）によって念入

りに調べた結果、それらの生物は人間の祖先であるとは信じて

いません。 

 オクスナード博士は、アウストラロピテクスは、当初、人間

に近いものか、もしくは類人猿と人との中間と考えられたが、

実際は、人間でも、アフリカ類人猿でもなく、それらのグルー

プとは全くかけ離れた独自のものである、と述べています。博

士は、‘化石を見つけた当事者らが属さない研究グループ’では、

これらの生き物は人間の祖先ではありえないとする研究者が増

えたことを指摘しています。また、それらは直立歩行したとい

まだに多くの人が主張しますが、 近の CAT スキャンで臓器を

バランス配置して分析すると、直立歩行できなかったという結

果が出ています。このことは、 近になってゴリラやチンパン

ジーのように握りこぶしで歩行するためのロッキング構造がル

ーシーの手に発見されたことと意味が一致します。 

 ホモ・エレクトスについてはどうでしょうか？ ホモ・エレ

クトスとはっきり定義された骨格は、まず間違いなく洪水後に

生きていた人間であり、民族の多様性の表れです。（１０）

犬はその骨格に大きな差異が見られます。チワワとグレート

デーンを比べてみてください。選び取ると、そのような差異は

わずか２、３世代で現れます。洪水後の急激な環境変化は自然



選択を速め、そして、（創造主がバベルで人々を離散させたので）

小さな集団に分離したことは、民族が急速に孤立し、（あらかじ

め存在していた）遺伝情報の多様性を際立たせるのに 適な要

因となりました。「民族」の多様性は骨格の特徴にも表れていま

す。 

 民族間の特徴の幅広い多様性と比較するなら、エレクトスと

呼ばれるものと人間の骨格の差異は、あまり大きなものではあ

りません。おもしろいことに、ネアンデルタール型（脳容積は

現代人の平均より大きい）は現代人型と同じ時代に生きていた

ことが今ではわかっています。インドネシア島でステゴドン（絶

滅した象）に関連して残っていた道具が発見されたことにより、

進化論科学者アラン・ソーン博士は「人類出現以前の祖先」は

航海術と技術を持っていたと主張しました。しかし、1993 年に

博士は、「それらは、ホモ・エレクトスではなく（そう呼ぶべき

ではなく）、人間である」と言っています。（１１）

 もし、進化論科学者らの時代と分類の基準で、発見された「ヒ

ト科」の化石のすべてを図示すると、すぐに進化の考えが混迷

していることがわかるでしょう。（１２）

  

 

１１． オーストラリア人、1993 年 8 月 19 日。当時、ソーン博士はオー 

ストラリア国立大学の古代文化人類学者でした。 

１２． M.Lubenow 著「Bones of Contention」（ＣＭＩ）参照 
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実際、進化は起きていますか？ 

 

 一言でいえば、いいえ、です。確かに、生物は多様に変化し

ますが、いっこうに‘進化論がいうような方向’に向かいませ

ん。それはこういうことです。今では周知のことですが、すべ

ての生き物はプログラム（青写真や処方箋のような指導要領）

を持っており、そのプログラムが、たとえばワニになるか、ア

ボガドの木になるかを決めます。人間について言えば、そのプ

ログラムが、茶色の目になるか、青い目になるか、直毛になる

か巻き毛になるかを決め、実際そのとおりになります。このよ

うな情報はDNAと呼ばれる長い分子に書かれています。（１３）

       

まっすぐな髪？それともカールした髪？白い肌？それとも黒 

い肌？それらの情報はあなたのＤＮＡに書かれています。 
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比較的単純な生物、たとえば、単細胞アメーバのようなもの

から、ウマのようなはるかに複雑なものになったと進化論では

教えます。ところが、 も単純なものとして知られる単細胞生

物でさえ目をまわすほど複雑ですが、ウマほどの情報を持って

いないことは明らかです。目、耳、血液、脳、ひずめ、筋肉な

どの造り方を指示する情報を持っていません。それで、次ペー

ジの図の A から B へ移行するには、各段階において適切な情報

が増し加わる必要があります。その情報は、有益、かつ複雑な

新しい構造や機能のために暗号化されているのです。もし、こ

の種の情報がいくらかでも増加するような変化を見つけたとし

たら、たとえ、長い時間があれば魚が哲学者になるという考え

を支持するとしても、それは理にかなっています。しかし、実

際は、そのような情報が増加するという変化は、みごとなまで

に見つからないのであり、このことは、すべての争点を葬り去 

 
 
１３． ＤＮＡは単独では生物学的に意味がありません。ちょうど無意

味な文字を寄せ集めたようなものです。その化学分子の‘文字’

が、意味ある情報を持つように特別な並びで綴られ、さらに細胞

にある複雑な機械で‘解読’されることによってのみ、生命組織

の構成や活動をコントロールします。この並びはＤＮＡを構成し

ている化学物質自体から発生しません。ちょうど、インクと紙の

分子（あるいはばらばらにしたカルタ）自体が意味ある文を綴る

ことがないのと同様です。特別な意味を持つＤＮＡ分子の並び

は、‘外部’、すなわち（両）親のＤＮＡの指示で綴られることによ

ってのみ発生するのです。 
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るのに十分です。進化の例とされたことは、必ず情報の減少

が起こっているのに、逆に進化を支持する誤った方向に用いら

れてきました。そのことを検討しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

今 日 の 生 物 が 実 際 に

微々たるものから進化して

できたのなら、（何冊もの本

のような）莫大な量の情報

がDNAに増し加えられなけ

ればなりません。 

 

 

 

自然選択は進化ではない 

  

 生物は、ご存知のことですが、自分自身の中に持っている情

報をコピーして、次の世代に伝えるようにプログラムされてい

ます。男性のDNAは精子にコピーされて伝えられ、女性は卵子に

よって伝えられます。このようにして父と母の遺伝情報は次の

世代に伝えられます。私たちは皆、平行した 2 本の長い遺伝情
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報の「ひも」を細胞の中に持っていて、いわゆる、その一本は

母から、もう一本は父から由来したものです。（14）（結び合わさ

れたひもにモールス信号がのせられていると考えてみてくださ

い。DNAは細胞の複雑な機械装置によって解読されなければなり

ません。） 

両親からは、それぞれが持つ情報の半分（毎回違う半分）だ

けがコピーされます。そうでなければ、一つの家庭の子供はす

べて同じになってしまいます。両親からの同じ遺伝情報が多く

の違った組み合わせでトランプを切るように分けられ、再結合

することで、ヒト、植物、動物など、あらゆる集団に多様性を

もたらすのです。 

単純な例で考えてみましょう。―― 中くらいの長さの毛の

犬の両親から生まれた仔犬が部屋いっぱいにいるとしましょう。

何匹かの仔犬の毛は両親よりいくぶん長く、何匹かはいくぶん

短いということがあるでしょう。しかし、このような多様性が

出現するのに、新しい情報が増し加わったのではなく、その情

報は、 初の二匹の犬にすでに存在していた、ということはは

っきりしています。それで、育種家はより長い毛のものをとっ

て交配させ、さらにその子孫から も長い毛のものをとり、こ

れを繰り返していくと、短い時間で、「新しい」タイプの長い毛 

 
 
１４． ヒトでは、この「ひも」は染色体という 46 の部分に分割されます

が、ここではそのことは重要ではありません。 
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犬の多様性 

 

の犬ができても驚くようなことではありません。後にその子孫

はすべて長い毛を持つようになります。しかし、新しい情報は

増し加わっていません。育種家が欲しいと思う犬を単純に選び

（育種家の目にかなったものの遺伝子のみが引き継がれた）、そ

れ以外のものを選ばなかった、ただそれだけのことです。 

選択で遺伝情報を蓄積している DNA 全体の長さは変化しませ

ん。それで、一旦、「長い毛」の遺伝子の数が満ちると、それ

 33



 

中くらいの長さの毛 

長い毛   中くらいの毛と短い毛 

長い毛の犬だけになる 

 

らは以前に「短い毛」の遺伝子が配置されていた位置をも占め

てしまいます。それで、長い毛のものは、長い毛と短い毛の両

方の遺伝情報を持っていた中くらいの毛の祖先よりも情報が減

少したということになります。（上図参照） 

 自然は、あるものを選びとり、他のものを拒絶するのです。

与えられた環境、たとえば、非常に寒いところでは、長い毛の

 34 



犬が生き残り、そうでないものより遺伝情報が残り易いのです。

自然選択では、ある情報は有利に働き、ある情報は失われるで

しょう。しかし、そのことで、新たな機能をもたらす複雑な情

報は創り出されてはいません。 

 進化論では、突然変異、すなわち遺伝情報が偶然、かつ、で

たらめにコピーされることで新しい情報が発生すると言います。

そのような間違いは起こり、遺伝します。その次の世代もその

欠損のあるコピーをさらにコピーするからです。そのように欠

損が引き継がれ、さらなる間違いが起こって、突然変異の欠損

が蓄積していきます。このことは、突然変異的負荷、または、

遺伝的負荷が増大していく問題としてよく知られています。 

 人間においても何千ものそのような遺伝的欠損があり、それ

らが引き起こす遺伝的疾患によって知られています。その中に

は、鎌状赤血球貧血、嚢胞繊維症、地中海貧血、フェニールケ

トン尿症、などがあります。高度に入り組んだ暗号の中に、た

またま変異が起こって、病気や機能不全を起こしても不思議で

はありません。（15） 

 

 

 
１５． これらのまちがいは通常、自然選択で完全には除去されませ

ん。両親から受け継ぐ同じ部分に欠陥がある場合にのみ問題が現

れるので、ある個体は何の被害も受けずに遺伝子の欠陥を受け継

ぎます。―― 事実、わたしたちすべてはＤＮＡに多くのそのような

欠陥を受け継いでいます。 
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有益な突然変異？ 

  

 突然変異は圧倒的に、有害か、意味のない遺伝子の‘雑音’

のいずれかでしかないことを進化論科学者らはよく知っていま

す。にもかかわらず、彼らが信じる理論体系（進化論）は、‘時

折、上向きの突然変異が起こったに違いない’という信念に基

づいているのです。実際、ちょっとした突然変異が起こること

は知られていますが、それが与えられた環境で生き残った結果、

一見有益に見えても、新たに‘上向き’の情報が増し加わった

わけではありません。ですから、突然変異で進化は起こりえな

いのです。洞窟に棲む魚は、突然変異で目を失ったほうが（光

がないので目は役に立たない）目の傷病がないので生存に有利

です。また、海の中にある風の強い島では、羽のあるカブト虫

より、羽を失ったもののほうが風に飛ばされて溺れることが少

ないので、生き残り易いのです。しかし、目がなくなったり、

羽ができるのに必要な情報を喪失あるいは崩壊したりすること

は、それがどのように見えようとも、欠損、すなわち、既にあ

った機能構造の一部を失ったということです。（１６） 

生き残りに‘有利’という意味だけで、このような欠陥は巧

みに論点を避けてきましたが、実際、上向きの情報、すなわち

新しい機能、新しい機械プログラム、新しい有益な構造のため

の暗号が増し加わった例をどこに見ることができますか？ 

昆虫が殺虫剤に耐性を獲得することも、突然変異によって進



 
 

 

化したしたということではありません。ほとんどの場合、集団

の中に、殺虫剤に耐性を示す遺伝情報を持つ少数の個体が既に

存在しているのです。（１７） 

集団の中で耐性を持たない蚊が DDT によって駆除されてしま

い、耐性を持つものが生き残って繁殖したとすると、死滅した

大多数が持っていた遺伝情報は、少数生き残ったものの中には

もはや存在しません。その集団からは永久に失われたのです。（１

８） 

生物に実際起こっている遺伝的な変異に注目するなら、情報

量は同じ（いろんな方法で再結合しただけ）か、あるいは、壊

れたか失った（突然変異、絶滅）のであって、情報が実際‘上

向きに’増し加わって進化したというようなことは一切確認さ
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れたことがありません。（１９） 

 

 
 
１６． 進化論者が‘有益な突然変異’の適例として用いたものに鎌状

赤血球貧血があります。確かにマラリアに感染しにくいということ

はありますが、役に立たないヘモグロビンを造ることしかできな

い傷ついた遺伝子を受け継いだだけです。両親から受け継ぐと

致命的です。 
 
１７． Scientific American 誌 239（３）；1978 年 9 月：48～61 ページの

Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ Ａｙａｌａによる記事「The Mechanism of Evolution」参

照 
 
１８． バクテリアの抗生物質に対する耐性についてもそうです。耐性

をもたらす遺伝情報を、別種の菌からも受け継いだ可能性があ

ります。突然変異で抵抗能力が増大したいくつかの例がありま

す。たとえば、細胞膜の搬送性が悪いバクテリアは、ある種の抗

生物質を吸収しません。そのような突然変異は、結局のところ不

利です。というのは、特定の抗生物質の圧迫を取り除くとすぐに、

抗生物質に弱いタイプが増殖してもとにもどってしまうからです。

突然変異による殺虫剤に対する耐性はこのようなことで起こって

います。 
 
１９． 観念的に、微量の情報なら、間違いによってでも増し加わるの

ではないかと考えられています。しかし、イスラエルの生物物理

学者リー・スペトナーは彼の著書に、進化論が要求するような、

今日見られる大規模な情報が偶然の間違いによってできること

はありえない、と記しています。 
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オオシモフリエダシャク蛾 ― 暴かれた詐欺！ 

有名になった英国のオオシモフリエダシャク、 

木の幹にとまっているようす 
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環境汚染で木の幹が黒くな

ると、黒っぽい蛾が、日中にえ

さを探してついばむ鳥からカ

ムフラージュされるので、白っ

ぽい蛾より数が増えたといいま

す。 

これは、単なる自然選択の

現われに過ぎず、全く新しい

情報ができていないのに、長

い間、進化論者らによってもて

はやされました。 

ところが、だましが暴かれて

しまいました。この蛾は日中、

木の幹にとまる習性はありませ

ん！蛾のはく製を接着剤やピ

ンで木に貼り付けて写真を撮

り、‘進化の証拠’として発表さ

れたのです。 

 

（ Creation 誌 21 〔 3 〕 ： 56 ， 1999 ． Ｃ ． Wieland  ‘ Goodbye 

Peppered Moths: A classic evolutionary story comes unstack’） 

 



考えてみましょう 

 

 このようなことは思いもよらなかったのではないですか？ 

情報が伝えられるとき（情報が再生されるときも）、その情報は

同じか、減少するということは、情報理論においても常識から

もはっきりしています。増し加わるものは意味のない雑音だけ

なのです。（２０） 

 無生物でも生物でも意味のある情報が自然に発生したり増し

加わることは決してありません。ですから、総合的に世界中の

生物やそれらの生命組織について考えると、何度も情報のコピ

ーを繰り返すので、その情報の総量は、時間とともに減少しつ

つある、ということです。過去に遡ってみれば、情報は増加し

ているにちがいありません。どちらかというと退化しているの

です。 

このプロセスを永遠に過去に遡ることはできないので（無限

の過去に無限に複雑な生物がいたということはない）、このこと 

 
 
２０． 例としては、カセットテープをくり返しコピーする、フロッピーデ

ィスクのコンピュータプログラムやデータファイルをくり返しコピー

することなど。良くても、情報は同じ。しかし、十分時間が経てば必

ず劣化します。このことは、すべてのものは最高の状態から最も混

沌とした状態に無作為に移り行くという傾向を現しています。常に

無秩序が最大になるように移り変わるのです。この傾向は‘衰退の

法則’で知られる熱力学第２法則として検証されています。 
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は、この複雑な情報に始まりの時があったはずである、という

ことになります。 

物質から（科学の観察に基づく限り）自然にそのような情報

ができることはありません。 とすると、唯一の代案は、創造の

意図をもつ者が、‘外部から’物質に情報を吹き込み（ちょうど

あなたが文章を綴るように）、植物、動物のすべての原種をプロ

グラムした、ということになります。今日見られる生物の祖先

のプログラムは奇跡的に（超自然的に）なされたのでしょう。

現在の自然法則は情報を創りだすことはないからです。 

このことは、神（創造主）が、‘種類にしたがって’繁殖する

ように生きものを創造した、という創世記の記事と完全に一致

します。

たとえば、‘犬種’という

ものを仮定すると、かなりの

多様性（かつ欠陥がない）が

埋め込まれて創造され、ただ

初からある情報の組み合

わせで多様性が生じて、狼、

コヨーテ、ディンゴなどにな

ったということです。 

蚊の例でも見てきたよう

に、自然選択は情報を‘選び

取り、分類します’が、情報 
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ディンゴ 
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を創りだしてはいません。新しい遺伝情報が増し加わることな

く（ゆえに進化していない）、異なった種類と呼ばれるまでに多

様な子孫が出現することは十分あり得るのです。 

分かりやすい例として、人為的な選択で亜種（家庭犬）を造

り出すうちに雑種の犬が減ってしまった、ということがありま

す。亜種とは、始めにあった遺伝子プールからある部分を受け

継いだに過ぎません。ですから、チワワだけではグレートデー

ンのような品種を生じることは決してありません。そのために

必要となる情報を失ったからです。 

 同様に、ゾウの原種は多様な情報を持っていましたが、自然

選択によって、アフリカゾウ、インドゾウ、マンモス、マスト

ドン（後者の 2種は絶滅しました）などに分化したのでしょう。
（21） 

 そのような分化は、その種が初めに持っていた情報の範囲内

に限られるのは明らかです。このような変異／特殊化が、アメ

ーバがいずれアルマジロになる方法を提供するわけではありま

せん。情報が‘上向き’に増し加わってはいないからです。あ

る人たちは、そのような遺伝子プールの‘間引き’を ‘進化し

た’という言い方をします。しかし、進化論が言う分子から人

に至るような変化のためには、複雑さ（情報）が増し加わるこ

とが不可欠ですが、遺伝子プールの‘間引き’でそれが実現で

きるはずがないのです。〔22〕 

 



 

写真： Dennis Swift 

ベレソフカマンモス、サンクト・ペテルブルグ博物館 

 

 

 

 
 
２１． このことゆえに、創造論科学者らは今日、急速に種分化（新種

の形成）が起こっているのかが分かって喜びました。―― 聖書

の短い歴史と一致するからです。 

２２． ３０年以上前に、指導的な進化論科学者らは、新種ができるの

に新しい情報が増し加わっていないことを既に知っていました。

参照： Lewontin, R., The Genetic Basis of Evolutionary Change 

(Columbia University Press), p.186, 1974. 
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生物の類似性については？ 

 

 同じデザイナーの手によるなら、同じような目的や構造のた

めには同じようなデザインになるはずです。このことは分子の

類似性にも言えます。チンパンジーの外見はウシガエルよりも

私たちによく似ています。それで、その身体のしくみも、それ

を構成しているたんぱく質の構造もよく似ているはずです。（２３）

       

     

イヌ 

ウマ 

マナティ 

コウモリ 

サル 

ヒト 

ペンギン 
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図の前脚骨のパターンに見られる類似性（相同と呼ばれる）

は 2 種類の説明が可能です。すなわち、それらは同じ祖先から

出たのか、あるいは同じデザイナーによって造られたかです。

それで、類似性があるからといって、いずれの説明も証明した

とは言えないのです。      

しかし、実際、進化論者たちはこのことで大きな問題を抱え

てしまいました。というのは、多くの生物において‘相同’器

官が、胚のまったく異なった部分から発生するということです。

遺伝子の、相同と無関係の部位から発生した異なる胚の部分か

らです。このことは進化論にとって決定的な障害となっている

のです。（２４） 

図のすべての動物の後足と前足の骨格は基本構造が同じであ

ることがわかります。進化論者が筋を通すためには、これらの

動物はすべて一対の足をもった動物から進化し、その祖先の構

造が前足と後足に引き継がれたと解釈しなければなりません。 

もちろん、ほとんどの進化論者たちは、「それはばかげている、

解明されてはいないが、生命工学的な利点を得ようとして、前 

足と後足で同時に進化が起こり、同じ基本構造を持つようにな 

 
 
２３． この原理は一般的にそう言われていますが、独特のたんぱく

質について例外が多く、進化論者科学者らは説明できていませ

ん。 

２４． Oxford Biology Reader, 1971 の Sir Gavin de Beer の記事

‘Homology ; An Unsolved Problem’を参照のこと 
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ったに違いない。」と言うでしょう。しかし、生命工学的利点と

いう意味では、多くの違った動物の足にちょうどよい構造をデ

ザイナーが選んだというほうが理にかなっているのではないで

しょうか？ 

分子生物学者マイケル・デントン（因みに創造論者ではない）

は異なった種のたんぱく質を生化学的に比較した結果、広く信

じられている進化論を支持するどころか、逆に種は孤立してお

り、共通の祖先を裏付けるものは何もないと記しています。 

 

進化の遺物？ 

 

今日では、もはや、痕跡器官を議論に持ち出す人はほとんど

いません。おそらく、過去にいやほど恥辱を味わったからでし

ょう。20 世紀の初頭、進化論科学者たちは、人間には 100 以上

も役に立たない器官があり、疑うことなく、それらはかつて進

化してきた名残、すなわち痕跡器官だとされました。しかし、

それらは一つ一つ役割が発見され、今ではほとんど残っていま

せん。盲腸でさえ生まれて間もないころに感染防御のために働

くことが今では分かっています。（25）  

 えらなどを持つ過去の動物の段階を経て人間の胚に至るとい

うことが、まだ根強く信じられているようですが、はるか以前

に、捏造であったことがはっきりと証明されているのです。（26） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
25.  Glover,J.W.,‘The HumanVermiform Appendix ― a General 

Surgocon’s Reflections’, Journal of Creation 3:31-38, 1988. 

参照  www.creationontheweb.com/appendix2
 
26． オーストラリアのある大学で、３年次の解剖学の教科書が人の

胚のひだについて否定していたにもかかわらず、５年次の医学

生の大多数が信じていたということが判明しました。（Creation誌

14（3）：48，1992．参照） www.creationontheweb.com/glover
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基礎工事中のオフィスビルディングや家、あるいは工場など

が一見似ているように、多くの異なる動物の胚は後期より早期が

よく似ていると言います。しかし、それらは一般に考えられている

ようには似ていません。このことは、著名なドイツの進化論科学

者エルンスト・ヘッケルのスケッチ（図の上段）が数えきれない数

の教科書や百科事典に載り、世界中の人々を欺いたからです。

最近、英国の医学者によってそのことが全くの捏造であったこと

が世界中に暴露されました。（Creation 誌 20（2） : 49-51,1998） 

下段の写真は同時期の実際の胚。 

 

 
 

写真 : Dr.M.Richardson et al  現在の進化の理論を裏付ける

ような脊椎動物の胚の状態は全くありません。Anatomy and 

Embryology 196(2) ;91-106,1997. ⒸSpringer Verlag Gmbh & 

Co., Germany. Reproduced by permission. 

ヒト ウサギ ニワトリ 亀 サンショウウオ 魚 
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人類の歴史 

 

 モダンタイムズ誌によれば、世界人口は年１％強の割合で増

え続けているそうです。病気、飢餓、戦争などを考慮し、ずっ

と控えめに年 0.5％を想定しましょう。その割合で増え続けると、

洪水後にアララテ山に降り立った8人からわずか4～5千年で今

日の人口に至ります。 

 ダーウィンの「種の起源」の出版がきっかけとなって人種差

別が過激化したことは、はっきりしています。「種の起源」が出

版されて以来、進化論者たちは、何十万年前に分化した人種と

何万年前に分化して進化した人種とでは、当然進化の程度に差

があり、進化の遅れた人種は祖先である動物とあまり隔たりは

ないと信じられました。 

 しかし、近代遺伝学は、すべての人種は生物学的に極めて緊

密であることを示しています。このことは、小さな祖先の集団

がすべての人種の特徴を包含していたが、バベルで小さな集団

に分かれ、離散した、ということと一致します。（２７）たとえば、

人間の肌の色にはただ一つの色素しかないというと多くの人は

驚くでしょう。メラニンという物質をどれほど多く作り出すか

で褐色の度合いが決まります。実際、典型的なヨーロッパ、ア

フリカの人たちは、それぞれ、白と黒の紙のように相対する「白

い肌」、「黒い肌」を持っているわけではないのです。ですから、

人類の集団の中にあるすべての特徴は創造され、ノアの家族（そ 

 



れ以前にはアダムとエバ）が持っていたものです。ですから彼

らは、まちがいなく褐色の肌、褐色の髪と目を持っていたと推

定できるのです。（28） 

 

 

 

 

 
 
27．詳細は、The Creation Answers Book (CMI)記事‘How did all the 

different “races” arise? 参照 

28．目と髪の色は主として同一の色素、メラニンで決まります。少量

のメラニンが虹彩にまばらにあるような状態なら青い目になりま

す。 
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ちなみに、カインの妻はカインと血縁であり（創世記５：４

に、アダムとエバには娘たちもいたことが記されています）、問

題視されていますが、このことは創世記を疑わせるどころか、

むしろその真実性を強めるものです。欠陥を引き起こす突然変

異は、 初は欠陥のない状態から始まり、時間が経ち、世代を

重ねるにつれて蓄積されるので、アダムの子孫は何世紀にわた

って近親婚をしても障害児の心配をする必要がなかったのです。

アブラハムでさえ腹違いの妹と難なく結婚することができまし

た。（もちろん、私たちすべては一夫婦の子孫ですから、だれも

が親族と結婚しているのですが）近親結婚を禁じる律法が神（創

造主）によって与えられたのは、それから数百年後のモーセの

時代であったことは、そのこととよく符合しています。（２９） 

 人種（民族）がノアの洪水のようなとてつもない激変で生き

延びた子孫から分かれてきたのだとしたら、世界のいたるとこ

ろで、そのような恐るべきできごとが物語や伝説の中に残され

ているはずだと思いませんか？ 実際、オーストラリアのアボ

リジニー、北極のイヌイット、アメリカインディアンにも、世

界のほとんどすべての種族や国家に洪水伝説が存在するのです。

時が経ったことで話がゆがめられたり、形が変えられたりして

いますが、聖書の創世記との類似性には驚かされます。たとえ

ば、頻繁に出てくるものとして、鳥を放つこと、虹、洪水の後 

 
 
29．The Creation Answers Book (CMI) ‘Who was Cain’s Wife?’参照 
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の生贄などです。

また、創世記のバベルの塔以前の出来事や離散を含めた伝説も、

その地域に宣教師が入る前に既に存在していました。ところが、

興味深いことに、モーセが紅海を渡ったことに関する伝説はあり

ません。バベルの離散後のできごとだからです。 

 

 

 

 

 

古代中国の象形文字（漢字）、

舟と 8 口（人）の組み合わせ

（箱船に乗った人は 8 人であ

った） 
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放射性年代測定法は古い地球を 

‘証明’したのでしょうか？ 

 

 地球と宇宙の年代について、実際、進化論で要求される年齢

よりはるかに少ない年代しか示さない多くの測定法があります。

そのいくつかは 大でも数千年しか示しません。 

 進化論科学者たちが、進化に要したであろうと信じるとおり

の年代を示す測定法（ほとんどが放射性年代測定法）を、たと

え無意識であれ、選び取るのは当然のことでしょう。何億年と

信じられている地質年代は、放射性年代測定が発明される前に

すでに大きく広められていたことはあまり知らされていません。 

 多くの人が放射性炭素年代測定法を信じていますが、何百万

とか何億年の年代とはまったく関係がありません（今日の 良

の装置を用いても測定可能な範囲は理論的に 大10万年です）。

有機物に含まれる炭素の残量のみ（石炭、木、化石化していな

い骨などが対象で、岩石は不可）を測る方法だからです。C14（放

射性炭素）測定法とそのすべての仮定が分かっており、また、

真の年代がはっきりしているものとデータが一致しないので、

世界の創造は近い過去になされたという考えを否定できるよう

なものではないのです。（The Creation Answers Book ―CMI（オーストラ

リア）参照） 

 化石はふつう放射性元素を含んでいません。ですから放射性

年代測定法で測定できるはずがありません。通常どのようにし 



 

 

 

 

 

鉱山のトンネル内にでき

た石筍と鍾乳石群。（規

模は右下にいるヘルメッ

トをかぶった鉱山労働者

と比較ください。）  

写真撮影時はこのトンネ

ルが造られてからわずか

約５０年しか経っていま

せん。（オーストラリア、ク

イーンズランド）

 

て年代を特定するかというと、その化石が見つかった同一の地

層で溶岩を探して（K-Ar）カリウム－アルゴン法を用いて測定

する方法が採られます。 

 もう一つ、放射性年代測定法はお互いおおむね一致して、各

地層のあらかじめ想定された年代の値を提供する、と広く信じ

られているようです。特に意図せずとも、そのようになってし

まったのでしょう。進化論科学者リチャード・マウガー教授は
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次のように言っています。「概して、“だれもが納得できる”年

代が正しいとして公表されるのです。しかし、その年代に合わ

ないデータは公表されることはめったになく、その矛盾につい

て説明されることもありません。」 

 ランギトト（ニュージーランドのオークランドに近い火山島）

の溶岩の‘下’にあった木を放射性炭素法で測定すると、200

年を示しました（長く見積もって千年間そこに居住しているマ

オリ族が、この出来事を赤い空という意味の名で言い伝えてき

ました）。しかし、カリウム・アルゴン法で溶岩の年代を測定す

ると 50万年を示したのです！（Creation 誌 13（1）：15，1991）

に、2 億 5 千万年前の砂岩中の木（30）、また、1 千万年前の火成

岩中の木（31）を放射性炭素測定法で測定するとわずか数千年を示

したことについての詳細レポートが記されています。創造論地

質学者が、噴火してできた年がはっきりしている火山岩をとり、

進化論科学者の放射性測定研究所に送って測定してもらうと、

そのサンプルの年代は一律、何百万、何億年という結果が返っ

て来るのです！（32）このことは、仮定に基づいた年代測定法は明

らかに欠陥であることを示しています。 

 

 
 
30． www.creationontheweb.com/sydney-wood

31． www.creationontheweb.com/basalt-wood

32． www.creationontheweb.com/fossil-wood
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 オーストラリア西部、ケープ・リウインにある水車。石に閉じ込められ

るのに６５年かからなかった。（クリエーション誌 16(2):25,1994 参照） 
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恐竜についてどのように考えますか？ 

 

 竜の伝説があまりにも多くの文化に存在するのを不思議に思

ったことはありませんか？ それら、角、うろこ、鎧をつけた

大型の爬虫類のような獣（それらの中には空を飛ぶものもいた

と言われています）は、化石から復元した恐竜や絶滅した爬虫

類にそっくりです。しかし、かつて恐竜やドラゴンを見た人は

いない、と教えられてきました。 

聖書にはドラゴンの記述が実際にあります（ヘブル語で

tnn(tannin)、「恐竜」ということばは 19世紀に造られました）。

もし、聖書の歴史を文字通り受け取るなら、過去に人間と恐竜

が共存していたと考えられるのです。多くの生物が絶滅しまし

たし、今日でも起こって

いることです。絶滅は進

化ではありません。そし

て、恐竜が恐竜でないも

のから進化したことを

証明する化石はありま

せん。（33） 

 
  
33． 聖書におそらく恐竜であると考えられる記述があります。 --- 

ヨブ記４０章のベヘモス（河馬と訳された） The Creation Answers 

Book (CMI) ‘What happened to the Dinosaurs?参照
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偶然の生物学？ 

 

 全ての進化の始まりのことを考えてみてください。それは、

とてつもなく起こりそうにないことです。にもかかわらず、人々

はそれがあたかも検証済みの「事実」であるかのように言いま

す。しかし、事実は、もっとも単純とされる「 初の生命」さ

え、複雑な情報が組み込まれた分子でできているのであって、

どのようにして外部の知性なしに発生しえたか、科学的な説明

をだれも持ち合わせていない、ということです。逆に、それが

不可能であると信じるのに十分な科学的理由が存在しています。 

 

          

 

もし、わたしがここで生命を

造り出したら、生命の始まりに

知性はいらないことを証明で

きるのだ！
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生きている細胞の仕組みを、それを形成する部分の化学的性

質を云々言って説明することはできません。ゴム、金属、プラ

スチックなどの性質を云々言っても車全体の仕組みを説明でき

ないのと同じことです。ですから、原材料が「車」になるため

には、そういう考えや設計が「外部」からなされることが不可

欠です。それにはエネルギーと「情報」が必要です。情報とは、

物質に働くが、それ自体物質ではなく、物質に属してもいませ

ん。（３４） 

 すべて適切な材料が揃っていればと言われますが、それなら

なぜ、パチンとたたかれて死んだ蚊が、場合によっては生き返

ることがないのでしょうか？ エネルギーを加えれば起こるの

でしょうか？ もちろんそんなことはありません。エネルギー

と適切な材料よりはるかに重要なものは、秩序ある仕組み、す

なわち情報です。生物はその情報を親から受け継ぐのであって、

プログラムされていない原材料から情報が発生することはあり

えないのです。 

知る限りすべての生命は分子重合体に組み込まれた情報に依

存しています。長いくさりのような分子です。小さな部品の並

び方で機能します。ちょうど、コンピュータプログラムがプロ

グラム命令の記述の並びで機能するのと同じです。 

どのようにしてそのような構造に進化したのか、自然選択で

は説明できません。なぜなら、自然選択が起こる以前に、その

構造は自分自身を複製する機能をもっていなければならないか



らです。自己複製のためには情報が埋め込まれた仕組み、すな

わちプログラムされた仕組みでなければなりません。別の言い

方をすれば、情報が埋め込まれた仕組みが始まるには、さらに

情報が埋め込まれた仕組みが必要になるということであり、説

明不能となってしまいます。進化論者たちは、ともかくも情報

がまったくの偶然で組み立てられた、そう信じているのです。 

フレッド・ホイル卿は創造論者ではありませんが、彼の著書

「宇宙からの進化」の中でこう述べています。「あまりにも長く

情報が連なった分子が、混沌とした‘原始のスープ’から偶然

に発生するとは尋常ではない。それは全盲の人が太陽系の範囲

にひしめき合い、全員がばらばらにセットされたルービックキ

ューブを全く同時に解く確率と同じだ！」 

 

 

 

 

 

 
 

３４． このページの中には、伝えたい考えが含まれており、決してイ

ンクと紙だけではなくて、インク＋紙＋情報、すなわちこのページ

に正確に文字を並べているということがあるはずです。私が、コン

ピュータのディスクにある‘猫が座っていた’という情報を印字する

なら、情報が移ったのであって、物質そのものが移動したのでは

ありません。 
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 61

なぜ、多くの人が強固に進化論を信じているのですか？ 

 

もちろん多くの理由があります。社会的、文化的な押し付け、

進化論に代わるものを考える機会がない、教育の機会がな

い、・・・。しかし、聖書は別のもっと深い理由があると言って

います。人類の 初の人、アダムが反逆して以来、人間は、生

来、いのちを支配している創造主に背を向けるようになってし

まいました。 

聖書のローマ人への手紙１章 18～22節にはこうあります。 

「というのは、不義をもって真理をはばんでいる人々のあらゆ

る不敬虔と不正に対して、神（創造主）の怒りが天から啓示さ

れているからです。 

それゆえ、神について知られることは、彼らに明らかです。

それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、す

なわち神の永遠の力と神性は、世界の創造されたときからこの

かた、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであっ

て、彼らに弁解の余地はないのです。 

それゆえ、彼らは神を知っていながら、その神を神としてあ

がめず、感謝もせず、かえってその思いはむなしくなり、その

無知な心は暗くなりました。 

彼らは、自分では知者であるといいながら、愚かなものとな

り、・・」 
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選 択 

 

 あなたは、信仰によって進化論を信じ続けていくことができ

るし、創造を信じることを選び取ることもできます。聖書の創

造を信じることは、科学的にも筋が通っているし、はるかに常

識的です。ちょっと立ち止まって、この信じられないくらい複

雑で、相互に絡み合った世界を見つめてください。驚くべき人

間の脳は言うまでもありません。そして、何もないところから、

まったくの偶然でそれらすべてができたという信仰について考

えてみてください。それには盲目的信仰が絶対に必要です。む

しろ創造論者の信仰のほうが、はるかに納得のいくものではあ

りませんか。 

 もし、この世界が、偉大な知性によって目的をもって意図的

に創られたのであれば、この宇宙この世界の目的について私た

ちが知る方法があるとすればただ一つ、その当事者が私たちに

それを示されたのかどうかということです。聖書は独特なもの

です。創造者自身の絶対信頼すべき啓示であると 3000 回以上も

主張している聖書が、その目的を私たちに告げているのです。 

 この世界が、神（創造主）によって造られたのなら、なぜ死

や艱難（かんなん）があるのか、不思議に思ったことはありま

せんか？ 聖書の創世記は真実ですから、なぜそのようなこと

が存在するのか知ることができ、永遠に続くものではないと知

るのです。（35） 



 

イラスト ⒸFilms for Christ 

 

自然の醜い部分は（アダムの不従順の結果として）創造が破壊

され、のろわれたからです。しかし、それにもかかわらず、自

然は創造の初めに持っていた美しさと完全さの名残をまだ持っ

ているようです。 

 この本は、読者に何らかのグループや教派を勧めようとして

いるのではなく、そのことには関心がありません。世界がイエ

ス・キリストによってイエス・キリストの目的のために創られ

た（聖書：コロサイ人への手紙 1：16）証拠を見つめて欲しいと

願っています。あなたの創造主、罪なき神の子が人間の肉体 

を持たれて、十字架で死なれ、そして死から復活された、その 

 
 
35． なぜ、創造主は創造に罪が入ることを許されたかという疑問に

ついて、次のような提案ができると思います。人と創造主の間の真の

愛を可能とするために、愛を拒否できるという自由意志を持たせて人

を創造された。（すなわち、罪の可能性を含むということ） 
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 64 

方の元に戻られることをおすすめしたいのです。 

 わたしたちすべては聖い父なる創造主から離反し、律法を破

ってしまいましたが、その罪の罰をなんとイエス・キリストが

身代わりに受けてくださいました。それであなたは悔い改める

（考えを変えて創造主である神の元に来るという意味）ことが

でき、あなたのためにイエス・キリストが流された血のゆえに、

イエスの限りない憐れみと恵みのなかにあなた自身を委ねるこ

とができるのです。聖書はこういっています。「主イエスキリス

トを信じなさい、そうすればあなたは救われます。」そうすれば、

現在においてより豊かないのちを持つことができるだけでなく、

永遠の裁きにあうことがなく、創造主とともにいる永遠の命を

持つというのです。（聖書：ヨハネ 3：16） 

 今から、聖書を読まれたらいかがでしょう。次のように始め

るとよいでしょう。世界の本当の歴史を理解するために、創世

記の 初から 11章までを読みます。それからヨハネの福音書か

ら続けてローマ人への手紙までを読んでみてください。そして

近隣の評判のよい聖書を信じるキリスト教会に行って、この問

題について話し合われることをおすすめします。 

 あなたが既にクリスチャンなら、創造か進化かという命題の

背後にある重大な意味について深く考えていただきたいと思い

ます。わたしたちの周りで進化論を広く受け入れたことの結果

が見えています。社会は「われわれを創ったものがいないなら、

われわれは自分がしたいと思うことをすればいい」という哲学
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をいっそう受け入れるようになってしまいました。 

 キリスト信仰の論理的基盤は、かつてないほど攻撃にさらさ

れています。しかし、一方ではかつてないほど多くの適切で確

かな答えが聖書の信仰を弁明するために存在しており、人々が

わたしたちの創造主、救い主であるイエス・キリストに帰する

ためにそれらが用いられるのを目にしています。 
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創造論/進化論、聖書と科学に関する詳細情報は 

Creation Ministries International サイト,で提供しています。 

http://www.CreationOnTheWeb.com
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