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長い歴史の間に「進化論」という学問体系が築
き上げられ、多くのデーターがいわゆる「進化の
証拠」として提示されてきた。そして、進化は「事
実」
であるという錯覚が広まり、
信じられている。
しかし、進化論者やその他の分野の生物学者は進
化の証拠は全く無いこと、すなわち「進化論」は
実は今以て仮説に過ぎないことをよく知っている。
設問１
何故、人類は、特に日本人は進化論の虜になってしまっ
たのでしょうか？難しい課題ですが、共に考えましょう。
世の中には驚くほどの、いわゆる「進化の証拠」が存在
しているが、「進化論の大前提」、すなわち進化論が成立
するための土台についてまず考える。次に、尻尾の名残と
されている「尾てい骨」と、「ゲノム」について簡単に考
えることにする。

[Ⅰ] 進化って何？
十数年前から日本の社会では、「進化」という言葉が大流行している。誰でも知っているように、ほとんどの場合
「良くなるとか、質が高くなる」等を意味する。数々の電化製品が、パソコンが、新幹線が、手術の技術が、挙げ句
の果てにはオレオレ詐欺のような犯罪の手口が進化するなどと言う。このようなことに進化という言葉を使っても、
ある意味で「勝手にすれば！」と、構わないはずである。しかし、訳の分からない「進化」という言葉に慣れ親しん
だ挙げ句に、生物の進化を受け容れてしまう危険が潜んでいるので敢えて問題にするのである。
進化「論」には様々な説があるが、どのような複雑な説であっても、究極の概念は同じである。マンガにして示し
たように進化の考えの基本的な概念は、見通しも目的もなく、偶然に生じた物質が複雑な化合物へと進化し、遂に最
初の生命・単細胞生物が発生し、順次、① 悠久の時間の中で、② 偶然に、③ 単純なものから複雑なものへ、④
低レベルの秩序から、より高度の秩序になって、高等な生物になり、遂に人にまでなったという考えである。すなわ
ち、人は動物の延長線上にあるという考えが、人々の頭脳にしみ込み、人としての尊厳を持つことが出来なくなる。

[Ⅱ] 進化論の大前提・基礎哲学
（１）前提 Ⅰ 定常宇宙説・・・宇宙には始まりはなかった
定常宇宙論は、宇宙は過去からずっと存続していて「始まり」はなかったと考える説で、天文学、物理学の普遍的
常識・定説で、学者たちに堅く信じられていた。
しかし、科学の進歩に伴い、様々なことが判明してきた。
科学的証拠
銀河の動き・星の一生に関して、詳細な情報が得られるようになった。
科学の普遍的・基本原理である熱力学の法則等、科学の発達により人類の知識は増大した。
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熱力学第一法則 エネルギー保存の法則
質量・物質・エネルギーは新しく生じることも、失われることもなく、エネルギーの形態が変わっても、全量は
変化しない。すなわち、エネルギーには電気のエネルギー、光のエネルギー、熱のエネルギー、運動のエネルギーな
ど様々なエネルギーのかたちがあり、相互に変換するが、形が変わっても総量は変わらない。
進化論は常に新しいものが生まれつつある・・・無から有を生じるという哲学
熱力学第二法則 エントロピーの法則
エネルギーの総量は不変であるが、エネルギーは常に劣化の方向に向かい、使えるエネルギー量は減少し続ける
進化論ではエネルギー量は増大し、秩序を得るという哲学。
科学の発展によって、様々なことが明らかになり、宇宙には始まりがあったことを認めなければならなくなった。
聖書の証言

創 2:1,2、ヘブル 4:3、伝道者 3:14、詩篇 102:25-27

（２）前提 Ⅱ 生命の自然発生
生命の自然発生： 進化論が成り立つためには､生命が自然に湧
いて出ることが一つの大前提である。
生命の自然発生は可能なのか？ 生命は偶然の産物？？
アリストテレスの時代から、「ウジが湧く」「ボウフラが湧く」
というように、生命は無生物的に、偶然に発生する、と信じられ
ていた。イラストに示しているように、原子が長い時間の間に偶
然に結合して小さな分子、例えば水になり・・・という経過を辿
り、最後に遂に一つの細胞が生じるという仮説である。
生命の自然発生の否定・・科学的証拠
① 実験的に
1668 年、ウジの実験、1765 年、蚊の発生実験等により、生命は自然には発生しない結果が得られた
1862 年、パスツールが微生物で詳細な実験を行い、自然発生を完全に否定
「生命は生命からしか生まれない」のが、生物学の大原則である。
この実験は生物学者であれば誰でも例外なく認めており、目に見えない微生物でさえ、偶然には発生しないこと
が、生物学的に認められ、教科書の最初に記載されている。
② 理論的に：
45 億年 ≒ 100,000,000,000,000,000 秒 = 1017 秒
（1 秒に 1 回、良くなる方向への突然変異が起こると仮定して、45 億年すなわち 1017 回突然変異すれば、アメー
バーが人間になるか？）
生命が自然発生する確率
1 / 1040,000 ≒０
生命の自然発生は、実験的にも、理論的にも否定された。
聖書の証言 「種類にしたがって全ての生物が創造された」（創 1:11, 12, 21, 24, 25）
科学の結論：「進化仮説」の大前提が完全に崩れた。すなわち、進化仮説が成立するための土台が無い。
聖書：全知全能の創造主が、自然界の全ての法則を定められた。
主が定められた法則に護られて、世界は存在し、人も生きている。（エレミヤ 33:25)

[Ⅲ] 日本人： ピカピカの異邦人
進化仮説が否定された。
全知全能の創造主が定められた自然法則が全宇宙を支配し護っているので、世界は存在し、人も生きている。
進化論先進国日本
触らぬ神に祟りなし。取り敢えず何でも拝んでおこう。御利益があるだろう。学問の神・商売繁盛の神等々
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[Ⅳ] 進化のいわゆる“証拠”
（１）様々な“証拠”
世の中では、特に日本では学校に於いて進化論が教えられ、それ以上にマスコミその他によって「進化は証拠のあ
る事実」として教えられ、宣伝されている。また、次々と新しい情報がつけ加えられ、大々的に宣伝されるような状
況の中で、間違った「エセ科学」を子どもたちは教えられている。
進化の過程に於いて、順次出現して滅びた、いわゆる中間的生物の化石であるという考古学的研究を始めとして、
様々な種類の証拠を人々は探し求めてきた。その幾つかを 1 ページのイラストにまとめて示した。
① 鳥の先祖と決めてしまった「始祖鳥」
② E.ヘッケルが提唱した反復説（母親の胎内で進化過程を辿ってから生まれてくる）。ヘッケルが捏造したデータ
ーであり、彼自身が捏造したことを白状した。
③ 進化の痕を留めているとされた数々の痕跡器官・・・虫垂、尾骨、その他
（２）進化の痕跡器官
設問２：組織や臓器でどのように役に立っているのか
分からない臓器を数え上げてみましょう。
医学、生理学、生物学、そして科学がまだ進んでいな
かった時代、人間の数多くの組織・臓器がどのような役
割を果たしているか不明であった。それで機能が不明な
場合に、
それらを進化の痕跡器官だと決めつけてしまい、
人にはかつて 150～180 もの痕跡器官が数えられていた。
その中には、胸腺、脾臓、虫垂など数多くの重要な臓器
まで含まれていた。今では医学書や普通の生物の教科書
でも痕跡器官とは書かれておらず、それぞれの重要な役
割が記述されている。
詳細に興味のある場合は、
始祖鳥、
ウマの進化図、虫垂の話、ヘッケルの反復説などに関し
ては、
多くの資料があるので参照されたい
（安藤の HP にも多数あり）
。
キリンの首の話は、本日持参した冊子（アーク福音ミニストリー発
行の「はこぶね」Vol57, 2016. 2）に詳細に記した。

[Ⅴ] 進化の証拠とされた痕跡器官：尾てい骨
（１）尾骨が進化の痕跡器官とされた根拠
＊ヒトは分類学上サル目の 1 種。進化論では、サル目の祖先的生物
には尾があったが、ヒトに繋がる系統では尾は退化した。
＊尻尾は樹上でバランスをとる機能を果たすが、平地に降り二本足歩行を始め、尾は不要になって退化した。
＊尻尾の名残が椎骨と融合し尾骨となった。
＊人の胎児期には尾椎の原基９個が存在する。成長と共に下方から次第に退化し、上方の尾椎３～５個だけ残るので
尾椎の数には個人差がある。尾椎の癒合したものを尾骨という。
＊しかし！ 尻尾を持っていない動物が多く存在している
モルモット、コアラ、ハリネズミ、などなど
（２）尾骨の機能
＊座るときに体を支える
＊立った姿勢、寝た姿勢での排便が難しいのは、肛門括約筋が弛緩し、S 字
結腸が肛門に対して垂直になるため。
座ると S 字結腸は肛門と直線になる。
＊排便時、直腸肛門角が開くよう少し前傾姿勢でしゃがむのが最も排便しや
すい。ロダンの彫刻「考える人」の様な姿勢が理想的とされる。
＊尾骨の前方部分は，骨盤の多くの機能 (排便, 排便調節など)のために、肛門筋、腸骨尾骨筋、恥骨尾骨筋等々重
要な筋肉に結合する役割
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（３）尾骨を取り巻く筋肉・腱・靱帯
＊歩行時に重要である大腿にまで伸びる殿筋にも結合して肛門を支えている
＊脊椎全体に添って伸びている靱帯は、仙尾骨靱帯へ続いている。水平方向にも，仙骨粗面
靱帯の繊維は尾骨に繋がっている。
軟膜、
終末繊維は円錐体の先端に伸び尾骨に繋がっている。

（４）尾骨の病気
＊尾骨が傷つくと非常な痛みを引き起こす。隣りの仙骨にまで影響が出るので、歪みの連鎖は全身に波及する。
＊イライラ・不眠・記憶力・集中力の低下を誘発する。
＊腫瘍を発生することがあり，最も頻発するのが仙尾骨奇形腫。手術で取り除くと後遺症として尾骨ヘルニアにな
ることがある。
＊出産後の尾骨の痛み：出産時、胎児が産道を通り、後ろに反り返る。このため、出産後暫く坐ると尾骨の周辺が
痛むことがある。安静にすれば、断裂した靱帯やゆるんだ尾骨の結合が元に戻って、症状はやがて自然に消える。
（5）痕跡器官結論
その機能が分からないと人類は無知の故に、進化の残りカス・痕跡器官だと決めつけていた。尾骨も痕跡器官にさ
れていたが、大切な役割を果たしていることが判明した。痕跡器官ではなく、大切な役割を与えて人体の器官の一つ
として、創造されたことは明白である。今は、もう痕跡器官とされている臓器は存在しない。
Ⅰコリント 12:18-22, 25,26
それどころか、からだの中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなのです。

[Ⅵ] ヒトとチンパンジーのゲノム

「人とチンパンジーのゲノムの相違は過去の見解より大：98％～99％」,
T. Preuss, Proc. Nat’l Aca.Sci (2012)
人とチンパンジーの染色体の比較研究（Nature, ‘10)
染色体同一性 : 66 ~ 76%。 同一性平均 ： 70%
Y 染色体同一性 : 43% X 染色体同一性 : 69%
https://en.wikipedia.org/wiki/Chimpanzee_genome_project
http://www.refdag.nl/chimpanzee_1_282611
設問 3 「ヒトとチンパンジーのゲノムは 95～97％も似ている。それは、ヒトがチンパンジーの子孫だからだ」と
サタンが誘惑の言葉を掛けてきても、そうではないことを、今後は説明出来るでしょうか？
＊遺伝学の迷走
・臓器をただの部品と見なす世界観に立ってゲノム分析を行い、役割が不明な部分を「ジャンク・ゴミ」と呼んだ。
・そして「これもゴミ、あれもゴミ」と、ゴミが 98.5％になるまで分析し続け、DNA はゴミだらけ？みたいな「科学
研究の結果」が出てしまった。
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・遺伝子とは、「どのようなタンパク質を生合成するか」
という情報を担っている部分であり、図の「２％のタンパ
ク暗号化（コードされた）遺伝子」の領域だけの機能が分
かっているに過ぎない。
・ゲノムを見直して、一応図のように分類して名前を付
けたが、どのような機能を果たしているのか不明。
・したがって、ゲノムの最も重要な本質的な機能・それ
ぞれの生物の特性、すなわち人が人であり、ウサギはウサ
ギ、イヌはイヌとなる情報、種類を定める情報が、「どの
ような構造」として、ゲノムの「どの位置に」、どのように配置されているのかは目下完全に不明である。
人類が喉から手が出るほど欲しがっているこの情報を、主がいつ、どのようにしてお与えになるのか、あるいは永
遠にお与えにならないのかさえ、人類は全く知らない。
箴 2:6 知恵を授けるのは主。主の口は知識と英知を与える。

[Ⅷ] 生命の情報
細胞～驚くべき組み立て工場～
自動化された複雑で精巧な組み立て工場が、人の細胞の中に組み込まれている。高度に秩序化された設計情報が、
ＤＮＡの中に書き込まれており、それらを読み取り、組み立てる工場としての仕組みを細胞が持っている。設計図（Ｄ
ＮＡ）と組み立て工場（細胞）の両方が同時に揃わなければ生命は存在しない。生物の体の機能性とＤＮＡの中に書
き込まれた情報の高度さと複雑さを考える時に、人間の知性では計り知れない叡智を感じられるだろう。

細胞は必要な時に，ＤＮＡの暗号化された情報を解読し、必要な部分だけを伝令ＲＮＡにコピーする。伝令ＲＮＡ
は核を出て，組み立て工場であるリボソームへと向かい、リボソームでは，伝令ＲＮＡに書かれた情報通りに，運搬
ＲＮＡが部品となるアミノ酸を選び出して運んでくる。読み取られた順番通りに，次々とアミノ酸が運ばれ，つなげ
られてタンパク質が組み立てられていく。このようにして組み立てられたタンパク質は，細胞内に存在する別の装置
で立体構造に折り畳まれて，はじめて機能するようになる。この時，情報通りに組み立てられず，折りたためないも
のはチェックされ，分解されてリサイクルへと回される。
細胞はＤＮＡという設計図を読み取り、その通りに造り上げる組み立て工場そのものなのである。

結語
知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者はだれか。わたしが
地の基を定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることがで
きるなら、告げてみよ。（ヨブ記 38：2, 4）
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