生命 どこから？

どうお考えですか
キリスト教の根本主義者は，
地球とそこにある物すべてが， 今からわずか
数千年前に， ２４時間を１日とする６日間で
神によって創造された， と信じています。
一方， 無神論者は， 神など存在せず，
聖書は神話を集めた本であり， 生命はすべて
偶然の所産である， と説きます。
これらは対照的な考え方です。 あなたはどう思われますか。 このどち
らとも言えない， と考える人もいます。 聖書は良い本だし， 神はいるかも
しれないが， 進化論を唱える科学者たちの意見も軽視できない， というわ
けです。 もし， あなたにお子さんがいるなら， 生命の起源について尋ねら
れたとき， どうお答えになりますか。

この冊子の目的
の目指すところではありません。 読者の皆さんに，生命に関するご自分の
考えの根拠を吟味していただくことが目的です。 この冊子では， 創造に関
する聖書の記述について説明します。 初めてご覧になる説明かもしれま
せん。 それに加え，生命の起源のとらえ方がたいへん重要なのはなぜか，
という点も考えます。
あなたは， 理知ある創造者などいないとか， 聖書は信用できない， とい
う意見を受け入れますか。 それとも， 聖書が実際には何と述べているか
を調べますか。 聖書の教えと進化論者の教え， どちらが信頼できるでしょ
うか。 （ヘブライ １１：１） ぜひ事実を調べてみてください。
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根本主義者や， 神を信じない人たちの見解を非難することは， この冊子
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地球は生きている
進化論によれば， 地球の生命の存在は幾つもの幸運な “偶然” によって成り立っていることになり
ます。 では， どんな “偶然” があるのでしょうか。 中には， ２０世紀になって発見・解明されたものも
あります。 例えば以下の三つがそうです。
天の川銀河や太陽系における地球の位置， 地球の軌道・傾き・自転速度， 月の特異な働き
二重の防護壁となっている磁界と大気
地球の空気と水を浄化して供給する循環システム
これから， これらの点を一つ一つ取り上げます。 お読みになりながら， 『地球のこうした特徴は全
く偶然に生まれたのだろうか。 それとも， 明確な目的のもとに設計されたのだろうか』 と考えてみ
てください。
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地球は生命の生存に最適な位置にある。
これ以上の場所があるだろうか

密度で存在しています。 そこより外側は化学元
素が非常に少なく， 内側は大量の致死的な放
射線などが飛び交っているため極めて危険で
す。 「我々は一等地に住んでいる」 とサイエン
ティフィック・アメリカン誌（英語）は述べてい
ます。１

地球 — 完璧な位置にある

理想的な “通り”： 太陽系という “市” の中で
地球が位置している “通り”， つまり軌道は， 一

住所を記すとき， 国， 市， 通りの名前を書くこ

等地の中の 「一等地」 です。 この軌道は， 太陽

とがあります。 それに倣えば， 地球は天の川銀

から約１億５ ０００万㌔離れた， 生命が生存でき

河という “国” の，太陽系という “市” の，太陽系

る狭い領域にあります。 そこでは， 生物が凍り

内の軌道という “通り” にあることになります。

つくことも焼けつくこともありません。 しかも，

天文学と物理学の進歩に伴い，宇宙におけるこ

地球の軌道はほぼ円形で， 太陽との距離は年

の地球の “住所” がいかに優れているかがよく

間を通じてほとんど変わりません。
ぺき
太陽は， 完璧 な “発電所” です。 安定してお

分かってきました。
まず， 太陽系という “市” は， 天の川銀河の中

り， 理想的な大きさで， ちょうどよい量のエネル

の理想的な領域に位置しています。 中心に近

ギーを放射しています。 「極めて特別な恒星」

すぎることも遠すぎることもありません。 科学

と呼ばれるにふさわしい星なのです。２

者たちはこの領域を 「ハビタブルゾーン（生命

最高の “隣人”： 地球にとって， 月に勝る “隣

居住可能領域）」 と呼んでおり， そこには， 生命

人” はいないでしょう。 月は直径が地球の４分
地球は生きている
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を支えるのに必要な化学元素がちょうどよい

の１を超えており， 太陽系の他の衛星と比較す
ると， 母惑星に対してかなり大きいと言えます。
これは単なる偶然でしょうか。 そうではなさそ
うです。
月は， 地球の生態系に肝要な， 潮の干満に大
きくかかわっています。 また， 地軸の安定にも
貢献しています。 この特別仕立ての月がなけ
れば， 地球は， ふらふらと回るこまのようになっ
てしまうでしょう。 ついには倒れて， 横を下にし

地球の防護壁
宇宙は， 致死的な放射線や流星体の飛び交

うなれば， 気候や潮流などが変化し， 大災害が

う危険な場所です。 それでも地球という青い星

起きるでしょう。

は， この “射撃場” のような宇宙空間をほとん

完璧な傾きと自転速度： 地軸が約２３．４度傾

ど無傷で飛行しています。 驚くべき防弾チョッ

いているおかげで，季節のサイクルが生まれ，気

キ — 強力な磁場と特別製の大気 — で身を固

温が穏やかになり， 変化に富む気候帯が作り出

めているからです。

されます。 「地軸の傾きは “まさに絶妙”
け う
と言える」 と， 「稀有な地球 — 複雑

の塊が回転しており， それが， 宇宙空間にまで

な生命体が宇宙にありふれてい

広がる強力な磁場を作り出しています。 この磁

ない理由」 （英語）という本は述

場は， 強力な宇宙放射線から， また太陽の及ぼ

べています。３

す危険な影響力からわたしたちを守ってくれま

地球の磁場： 地球の中心部では，溶融した鉄

地球の自転によって生じる昼

す。 その影響力には， 太陽風（定常的なエネル

と夜の長さも， 「まさに絶妙」 で

ギー粒子の流れ）， 太陽フレア（何十億個もの水

す。 もし自転速度がずっと遅けれ

素爆弾に相当するエネルギーが短時間で放射

ば， 昼が長くなって太陽に向いた側は

されること）， 太陽の最外層つまりコロナで起

焦げつき， 反対側は凍りついてしまうでしょう。

こる爆発（何十億トンもの物質が宇宙空間に噴

逆に， ずっと速ければ， 昼間は数時間で終わり，

出される）などがあります。 地球を守る磁場が

高速回転の結果として暴風が吹き荒れるなど，

存在する証拠は目で見ることができます。 オー

恐ろしいことになるでしょう。

ロラ（地球の磁極付近の大気圏上層での色鮮
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Magnetosphere: NASA/Steele Hill; earth tilt: Based on NASA/Visible Earth imagery

て回転するようになるかもしれません。 もしそ

磁場 — 目に見えない，
地球の防護壁

北極圏のオーロラ

Aurora: Photo: Jan Curtis (http://latitude64photos.com); meteorite: ESA, NASA

やかな発光現象）がそうです。 これは太陽フレ

き渡らせ， 夜には熱を逃がさない毛布のような

アと， コロナでの爆発によって引き起こされる

働きをします。

現象なのです。

地球の大気と磁場は，いまだ解明し得ないほ

地球の大気： 気体でできたこの “毛布” は，

ど， 実に見事にできています。 地球上の生命を

生物の呼吸を可能にしているだけでなく， 防護

支える循環システムについても同じことが言

壁の役割も果たしています。 大気の 成層圏 に

えます。

は， 酸素の同素体であるオゾンが多く含まれて
おり， 宇宙からの紫外線を９９％も吸収します。
ですからオゾン層は，人間やプランクトン（地球
上の酸素の大部分を生成している）など， 多様
な生物を危険な紫外線から守る働きをしてい
ます。 しかも， 成層圏のオゾンの量は一定では
なく，紫外線が強くなると増加します。 オゾン層
は，堅固でありながらも柔軟な防護壁なのです。

大気は流星体から
地球を守っている

大気は， 宇宙から毎日降り注ぐ大小さまざま
な無数の物体からも守ってくれます。 それらの
物体ほぼすべては， 大気中で明るく輝いて燃え
尽きます。 いわゆる流れ星です。 しかし地球の
防護壁は， 熱や可視光線など， 生物に不可欠な
ものは遮りません。 大気は， 地球全体に熱を行

地球が二つの
柔軟な防護壁で
守られているのは
単なる偶然だろうか

生命を支える循環システム
都市に汚い空気がよどみ， きれいな水の供給がストップ
し，下水道が詰まったなら，すぐに病気が広まって死者が出る
でしょう。 地球はどうでしょうか。 例えばレストランでは， 新
鮮な食材などを外部から搬入したり， ごみを運び出したりし
ていますが， 地球は違います。 生きるのに不可欠なきれいな
空気や水を宇宙から運び入れているわけでも， ごみをロケッ
トで宇宙に投棄しているわけでもないのです。 では， 地球は
どうやって安全で住みやすい環境を保っているのでしょう
か。 かぎは，自然界の循環システムです。 水・炭素・酸素・窒素
などの循環システムがあるのです。 簡単にご説明しましょう。
水の循環： 水は生命に不可欠です。 人間は水がな
いと数日しか生きられません。 きれいな水が地球全

２

体に行き渡っているのは， 水が循環しているからで
す。 水の循環には， 三つの段階があります。 （１ ） 太
陽の熱によって水が蒸発して大気中に引き上げら
れ， （２） そのようにして浄化された水が凝結し，雲に
ひょう
なり， （３） 雲となった水は雨・雹・みぞれ・雪として地

３
１

面に落ち， 再び蒸発できる状態になります。 これで
一通り循環が終わります。 １年間にどれくらいの水が
リサイクルされているのでしょうか。 その量は， 地表
全体を覆うと深さ８０㌢ほどにもなる， と推定されて
います。 ４
炭素と酸素の循環： ご存じのように， 生きるには呼
吸， つまり酸素を取り入れて二酸化炭素を出すこと

２

が必要です。 しかし， 数え切れないほど多くの人間

酸素

と動物が呼吸しているのに， 空気中から酸素がなく
なって二酸化炭素で一杯になったりしないのはな
ぜでしょうか。 その答えは，炭素と酸素の循環にあり
ます。 （１ ） 植物は， 光合成という驚くべきプロセスに

二酸化炭素

１

よって， 人や動物の吐き出す二酸化炭素と太陽光エ
ネルギーを用いて， 炭水化物と酸素を作り出します。
（２ ） そして， 動物や人間が酸素を取り入れることに
よって， この循環は完了します。 炭水化物と酸素が
生成されるこのプロセス全体は， 清潔かつ静かに，
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また効率的に行なわれています。

地球の大気の
７８％は窒素

有機分子

A

バクテリア

C

B

窒素化合物

バクテリア

窒素の循環： タンパク質などの有機分子が作られなければ， 地上の生物は生きてゆけません。
（A） そうした有機分子を作るには窒素が必要です。 幸いにも， 地球の大気の約７８％は窒素です。
窒素は稲妻とバクテリアによって， 植物の吸収できる化合物に変えられます。 （B） 次いで植物が，
それらの化合物を取り入れて有機分子を作ります。 動物は， 植物を食べることによって， やはり窒
素を吸収します。 （C） 最後の段階として， 死んだ動植物の窒素化合物をバクテリアが分解します。
この分解のプロセスにより窒素は土や大気に戻され， この循環は完了します。

人間は， 様々な先進テクノロジーを有してい
ますが， 毎年， リサイクルできない有害廃棄物

Stockbyte/Getty Images

すべてをリサイクル

を大量に発生させています。 一方，地球は，見事
な化学処理プロセスによって， 自らの出す廃棄
物すべて を完全にリサイクルします。
地球のこの循環システムはどのようにして生
まれたのでしょうか。 宗教・科学の著述家 M・
A・コリーはこう述べています。 「もし本当に，地
球の生態系がただ偶然に進化したのであれば，
ぺき
これほど完璧 な環境調和に到達することは不
可能であろう」。５ あなたはどう思われますか。

まとめてみましょう
地球の特徴は明確な目的のもとに
設計されたものだと思いますか。
ここに挙げたどんな点から
そう感じましたか。
地球は特別なものではなく，
進化に適した星の一つにすぎない，
という意見にどのように答えますか。

地球は生きている
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生命の宝庫
地球にどれほど多くの生物種がいるか，
正確には分かっていません。 ２００万種
とも１ 億種とも言われています。 ６
生物は地球の至る所に存在しています。
土の中： ある調査によると，わずか１００㌘
の土の中に１万 種 ものバクテリアが存在
ばく
していました。 ７ 個体数の合計は莫 大な
数になるでしょう。 また， 地下３ ０００㍍
ほどの地点で発見された バクテ リアも
地中の
バクテリア

います。 ８
空気中： 空中を飛ぶのは鳥やコウモリや
昆虫だけでは あり ません。 花粉や胞子
や種子， そして何千種もの微生物が飛び
交っています。 空気中の微生物の多様性
は 「土壌中の微生物の多様性に匹敵す
る」 とサイエンティフィック・アメリカン誌
は述べています。 ９

花粉

なぞ
水の中： 海洋は， 今も大部分が謎 に包ま
れています。 深海の調査には大抵， 高コ
ストの先端技術が必要だからです。 比較
的に調査しやすく研究の進んでいるサン
ゴ礁にさえ， 未知の種が無数にいるかも
しれません。
生命は実に多種多様です。 これは偶然
に生じたのでしょうか。 次の詩人の言葉

イソギンチャク

に多くの人が共感しています。 「エホ バ
よ， あなたのみ業は何と多いのでしょう。
あなたはそのすべてを知恵をもって造ら
れました。 地 は あなたの産物で満ちて
います」。 —詩編 １０４：２４。
エ ホ バ と は 聖 書 に 出 てくる神 の 名 です。 —詩 編
８３：１８。
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Bacteria: Penn State University, laboratory of Jean Brenchley, and with kind permission from
Springer Science+Business Media: Extremophiles, Novel ultramicrobacterial isolates from a
deep Greenland ice core represent a proposed new species, Chryseobacterium greenlandense
sp. nov., January 2010, Jennifer Loveland-Curtze; pollen: © Fotosearch

だれが最初に
デザインしたのか
近年， 科学者や技術者たちは， まさしく植物や動物に教
えられてきました。 （ヨブ １２：７， ８） いろいろな生物の造
りやデザインを研究して， それをまねているのです。 これ
はバイオミメティックス（生体模倣技術）と呼ばれる分野
であり， 新製品の開発や既存品の改良を目指していま
す。 次に挙げる幾つかの実例を見ながら， 『称賛を
受けるべきなのはだれだろうか』 と考えてみてく
ださい。
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クジラのひれから学ぶ

の安全性は増し， メンテナンスも楽になるはず

航空機の設計者はザトウクジラから大きなヒ

です。 生体力学の専門家ジョン・ロングは， 遠く

ントを得ているようです。 おとなのザトウクジ

ない将来， 「どのジェット旅客機にも，ザトウクジ

ラの体重は３０㌧ — 荷物を積んだ大型トラック

ラのひれにあるような瘤が付いているだろう」

ほど — もあり， 体は硬くて， 大きな翼のような

と考えています。１１

ひれが付いています。 体長が１２㍍もあるのに，
しょう
水の中では驚くほど敏捷です。

カモメの翼をまねる

研究者たちが特に注目したのは， 硬くて大き
な体にもかかわらず， 小さな円を描きながら旋
回できることです。 その秘密は， ひれの形状に
ありました。 ひれの前縁部は飛行機の翼とは
でこぼこ
異なり，滑らかではなく凸凹しています。 結節と
こぶ
呼ばれる瘤が並んでいるのです。
クジラが泳ぐとき， この瘤のおかげで揚力が
増し， 水の抵抗が少なくなります。 どういうこと
でしょうか。 ナチュラル・ヒストリー誌（英語）の
説明によると， その瘤はひれの上に渦を発生さ
せ， 水流を加速させます。 急角度で上昇すると
きも同じです。１０
この発見にはどんな実用化の道があるでしょ
うか。 飛行機の翼にこのデザインを応用すれ
ば，空気の流れを変えるフラップなどの
装置を減らせるでしょう。 飛行機
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飛行機の翼はもともと， 鳥の翼をまねたもの
です。 技術者たちは最近， この模倣技術をさら
に向上させました。 ニュー・サイエンティスト誌
（英語）はこう伝えています。 「フロリダ大学の
研究者たちは， カモメのように空中で静止し，
また急降下も急上昇もできる， 遠隔操作の無人
機を試作した」。１２
カモメが見事な曲芸飛行をやってのけるの
ひじ
は， 肘関節や肩関節で翼を曲げることができる
からです。 このしなやかな翼を手本にした 「２４

ぼすべて 伝わります。
同じように， 氷の上に立ったカモメの冷たい
足から戻って来る血液は， 脚の熱交換システム
インチ［約６０㌢］の無人試作機は，小型モーター

によって温められます。 このシステムのおかげ

で何本もの金属棒を操作して翼を動かしてい

で， 足から熱が放出されずにすみ， 体温が正常

る」 と同誌は述べています。 その精巧な翼によ

に保たれるのです。 機械航空工学の技術者アー

り， 空中で静止したり， 高層ビルの谷間を急降

サー・P・フラスは， このデザインを， 「世界屈指

下したりすることができます。 軍関係者の中に

の高効率の再生式熱交換システム」 と評してい

は， そうした機動性の高い航空機を開発して，

ます。１３ 技術者たちはその精巧なデザインに注

大都市での化学・生物兵器の探索に用いたい，

目し， それをまねてきました。

と考える人たちもいます。

カモメは氷の上に立っていても凍えません。

© Fotosearch

カモメの脚をまねる
どうやって体温を保っているのでしょうか。 秘
密は， 寒冷地の動物に多く見られる興味深い造
りにあります。 対向流熱交換と呼ばれるシステ
ムです。
対向流熱交換システムとは何でしょうか。 例
えば，ぴったり並んだ２本のパイプがあるとしま
しょう。 １本には温水を， もう１本には冷水を流
します。 温水と冷水を同じ方向に流すとしたら，
温水の熱はほぼ半分しか冷水に

熱が伝わり，
体は温かく
保たれる
足だけが
冷たい

Plane: Kristen Bartlett/University of Florida

伝わりません。 しかし，逆方向に流せば，熱はほ

驚くほど水中抵抗が少なく
安定性の高いハコフグの
デザインをまねた試作車

イルカのソナーは，
人間がそれをまねて作った
音波探知機より優れている

ことができる， とエコノミスト誌（英語）は述べ

現在， 米航空宇宙局は， サソリのような多足

ています。 このデータベースに収められた自然

歩行ロボットを開発中です。 フィンランドの技

界の種々の仕組みは， 生物学的特許として知ら

術者たちは， 巨大な昆虫のように６本足で障害

れています。 特許権の保有者となるのは普通，

物を乗り越えるトラクターを開発しました。 ま
りん
た， 松かさの鱗片のように開閉する機能を持つ

新しいアイデアや装置を正式に登録した個人

繊維も製作されています。 身に着ける人の体

データベースについて論じ， こう述べています。

温に合わせて変化する繊維です。 ある自動車

「バイオミメティックスの各種の技術を “生物学

や企業です。 エコノミスト誌は生物学的特許の

的特許” と呼ぶことにより， 研究者たちは， 自然

自然界の特許権保有者はだれか

が実際には特許権の保有者であるということ
を強調している」。１４

メーカーが開発している車は， ハコフグの驚く

自然がこのように見事なアイデアの宝庫で

ほど水中抵抗が少ない体をまねたものです。

あるのは， なぜでしょうか。 研究者の多くは， 自

アワビの殻の衝撃吸収性を調べて， 軽くて丈夫

然界に見られる精巧なデザインを， 幾億年もの

な防護服を作ろうとしている人もいます。

試行錯誤を経て進化してきた結果である， とす

自然界から多くの良いアイデアが得られるた

るでしょう。 しかし， それとは別の結論に至った

め， 研究者たちは生物に見られる数々の仕組み

研究者もいます。 微生物学者のマイケル・J・ビ

をデータベース化し， すでに何千もの情報をそ

ヒーは２００５年２月７日付のニューヨーク・タイ

こに登録しています。 科学者はこのデータベー

ムズ紙（英語）にこう書きました。 「［自然界の］

スを検索して， 「物造りのデザインでぶつかる

デザインが歴然としているので， 次のような単

難問に対する自然からの解決策」 を見つける

純明快な論理が成り立つ。 もし何かがアヒル

14

生命 — どこから？

Boxﬁsh and car: Mercedes-Benz USA

称賛を受けるべきなのはだれか

科学者たちは， アワビの殻の
衝撃吸収性を研究している

Gecko foot: © Fotosearch; hummingbird: Laurie Excell/Fogstock/age fotostock

のように見え， 歩き， 鳴くなら， 強力な反証がな

ヤモリは分子間力により，
つるつるした面にも，
へばりつくことができる

結論として

いかぎり， 当然それはアヒルだと結論できる」。

多くの人たちは， 自然界に見られるデザイン

そして， こう述べています。 「デザインされたこ

を見て， 聖書筆者パウロと同じように感じてい

とは明白なのだから， それを無視すべきではな

ます。 パウロはこう述べたのです。 『神の見え

い」。

１５

ない特質， すなわち， そのとこしえの力と神性

より安全で優れた翼を設計した技術者は， そ

とは，造られた物を通して認められるので，世界

の設計ゆえに称賛を受けるに値します。 より快

の創造以来明らかに見えます』。 —ローマ １：

適な衣服の素材や， より優れた乗り物を発明し

１９， ２０。

た人も， 同じ理由で称賛に値するでしょう。 実
際のところ， 人のデザインを無断で使用するこ
とは， 犯罪とみなされる場合があります。
では考えてみてください。 高度な訓練を受け
た研究者が， 自然界のシステムを曲がりなりに
もまねて技術上の難問を解決したとします。 し
かし， そうした自然界のシステムを造り出した
のは， 理知ではなく進化である， と考えます。 そ
れは筋の通ったことだと思われますか。 模倣し
てできた物に理知ある設計者がいるなら， 元と
なったものについてはどうでしょうか。 最高の
技術者と， そのもとで技術をまねようとする人

まとめてみましょう
自然界に見られる
優れたデザインは
偶然に生じたという
考えは， 筋が通って
いると思いますか。
生物は設計された
ように 見える だ け で
実際にはそうでは
ない， という意見に
どう答えますか。

とでは，どちらが本当に称賛に値するでしょうか。
だれが最初にデザインしたのか

15

だれかが設計？

人間が造ったものと自然界のものを比べてみましょう。

繊維
人間 が 造 っ た も の ： ケ ブ ラ ー は ， 防 弾
じん
チョ ッ キ など に用 い られる強 靭 な 人 工
繊維です。 ケブラーの製造には， 高温処
理と危険な溶剤が必要です。
自然界の も の： 円形の巣を作るクモ は
７種類の糸を出します。 その中で最も強
けん
い牽 引糸は， 木綿より軽く， 同じ重さの
鋼鉄より丈夫で， ケブラーより強靭です。
牽引糸で出来たクモ の巣をサッカー場
の大きさに拡大したとすると， 糸の太さ
が約１㌢， 糸の間隔が約４㌢になり， 飛ん
でいるジャンボジェット機を止められる
ほどです。 しかもクモは， 室温で， 水を溶
剤として， 牽引糸を作り出します。
クモが糸を出しているところ
（顕微鏡写真）
Copyright Dennis Kunkel Microscopy, Inc.
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ナビゲーション
人間が 造ったも の ： 民間航空機の中には， コ
ンピューターによる自動操縦システムを搭載してい
るものがあります。 長距離の飛行だけでなく， 着陸も誘
導できるシステムです。 ある自動操縦システムの実験で
用いられたコンピューターは， クレジットカードほどの大
きさでした。
自然界のもの： オオカバマダラ は， ボールペンの先ほど
の大きさの脳を用いて， カナダ から３ ０００㌔も離れた
メキシコの小さな森まで旅をします。 オオカバマダラ の
ナビゲーション・システムは太陽を基準にしています。 し
かも， 太陽の動きに合わせて進路を補正することができ
ます。

レンズ
人間が造ったもの： 技術者たちにより開発
された人工複眼は， 直径２．５㍉もない小さ
なスペースに， ８ ５００個以上の レンズを収
めています。 高速動体検知器や超薄型多角カメ
ラに応用できます。
自然界のもの： トンボの目一つは， ３万個ほどの レンズ
でできています。 それらのレンズの像が組み合わさり，広
角のモザイク像を作り上げます。 トンボの複眼は， 動き
を鋭く感知できます。

だれが最初にデザインしたのか
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進化

通説 と事実

「進化は， 太陽が熱いのと同じほど確かな事実である」。 進化論支持の著名な科学者リチャード・
ドーキンズ教授はそう断言しています。１６ 太陽が熱いことは確かです。 実験と直接観察によって証
明されているからです。 しかし， 進化論は， 実験と直接観察によって異論の余地なく証明されてい
るのでしょうか。

ます。 多くの科学者が述べるとおり， 生物は世

きます。 科学者は， そのようなわずかな変化を
「小進化」 と呼んでいます。

代を重ねるうちにわずかに変化することがあり

とはいえ進化論者は， 長大な年月のうちに小

ます。 例えば， 犬の選択的な交配を繰り返せば，

さな変化が積み重なり， やがて魚類が両生類

脚の短い犬や毛の長い犬を生み出すことがで

に， サルのような生き物が人間になるほどの大
きな変化が生じた， と説きます。 こうした大き
な変化は 「大進化」 と呼ばれます。
例えば，チャールズ・ダーウィンは，人間が観察

チャールズ・ダーウィン
と著書 「種の起原」

できる小さな変化からすれば， これまでだれも
こうした交配による変化は， 遺伝子の機能不良の結果であ
る場合が少なくありません。 例えば， ダックスフントの体が小
さいのは， 軟骨組織の発育不全によるもので， 一種の矮小発育
です。

Darwin: From the book Origin of Species, 1902; book: AbeBooks.com

答えを出す前に， 整理しておくべき点があり

はる
観察してこなかった遥 かに大きな変化も生じ
得る， と教えました。

１７

出す， という考えがありました。 それを基に今

何らかの原始的な生命，

度は， 突然変異体を人為的に選択すれば， もっ

いわゆる単純な生命体が非常に長い時の中で

と効果的に新種を生み出せるはずだ， と考える

「極めてわずかな変化」 を繰り返すことにより，

ようになったのです。 「ほとんどの生物学者の

地上の多種多様な生命体へと徐々に進化して

間に， とりわけ遺伝学者や育種家たちの間に高

１８

揚感が広がった」 と，ドイツのマックス・プランク

きた， と考えたのです。

この考え方は筋が通っている， と感じる人は

植物育種研究所の科学者ウォルフ‐エッケハル

少なくありません。 『一つの種の中で小さな変

ト・レーニヒは述べています。 なぜ高揚感が広

化が生じるのであれば， 長い時間が経つうちに

がったのでしょうか。 植物の突然変異遺伝研究

大きな変化も生じると考えてよいのではない

に３０年の経験を持つレーニヒは， こう言いま

だろうか』 というわけです。 しかし， 進化論は

す。 「それら研究者たちは， 動植物の伝統的な

次の三つの通説を前提としています。

育種法に革命をもたらす時が来たと考えた。

通説１ ： 突然 変異は 新 た な 種 を 作り出す 原
動 力 と な る。 大進化という考えは， 突然変異

— 動植物の遺伝子の， 偶然による変化 — によ
り， 新しい種のみならず， 全く新しい科の動植物

望ましい突然変異を誘発して選択することに
レーニヒは， 生命は創造されたと信じています。 この冊子に
掲載されているレーニヒのコメントは個人的なものであり， マッ
クス・プランク植物育種研究所の見解を代表するものではあり
ません。

が生じる， という主張に基づいています。１９
事実： 動植物の様々な特徴は， 設計図とも言

うべき遺伝情報によって決まり， その情報は一
つ一つの細胞の核に収められています。 研究
により， 突然変異は， 親とは異なった特徴を持
つ動植物を生み出すということが分かっていま
す。 しかし， 突然変異は本当に， 全く新しい種を
生み出すのでしょうか。 過去１００年にわたる遺

ショウジョウバエの突然変異体。
奇形ではあるが， ショウジョウバエ
であることに変わりはない

この大きな花のように， 突然変異によって
植物が変化することもあるが， あくまでも
限られた範囲でのことである

正常体

伝子研究は何を明らかにしているでしょうか。
１９３０年代後半に科学者たちは， ある新しい
考えに飛びつきました。 その時点ですでに科
学者たちの間には， 自然選択（より環境に適し
た生物が， より高い確率で生存して子孫を残す
こと）が突然変異と相まって新種の植物を生み
このセクションでは 「種」 という語が頻繁に出てきますが，
注目すべきことに， 聖書の創世記で用いられているのは，この語
ではなく， もっと広い意味を持つ 「種類」 という語です。 多くの
場合， 科学者が新たな種への進化と呼ぶものは， 創世記に出て
くる 「種類」 の範囲内での変異にすぎません。
生命体の形成には，細胞質，細胞膜その他の要素も関与して
いることが， 研究によって明らかになっています。

進化 — 通説と事実
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正常体

よって， より良い新たな動植物を生み出せる，と
考えたのである」。

２０

全く新しい種を作り出せ

る， と期待した人もいました。

一つの種が突然変異によって全く新しい種
類の生物に進化することはあるのでしょうか。
証拠からすれば， ありません。 レーニヒは研究

米国， アジア， ヨーロッパの科学者たちは， 豊

の結果， 「遺伝学的に適切に規定された種には

富な資金に支えられた研究プログラムを開始

確かに境界があり， 偶発的な変異がその境界

し， 進化を促進すると見込まれる様々な手法を
用いました。 そして， ４０年以上にわたって徹底
的な研究が行なわれました。 結果はどうだった
ばく
でしょうか。 「莫 大な資金がつぎ込まれたが，
［突然変異誘発のための］放射線照射によって
生産性の高い品種を育てる試みは全くの失敗
に終わった」 と， 研究者のペーター・フォン・ゼ
ングブッシュは述べています。２１ レーニヒもこう
語っています。 「１９８０年代には， 世界中の科学

を取り除くことも乗り越えることもあり得ない」
と述べました。２２
こうした事実が何を意味するか，考えてみてく
ださい。 高度な訓練を受けた科学者たちが， 望
ましい変異を人為的に誘発・選択しても新種を
生み出せないのに，知性の伴わない過程によっ
て新種が生まれることなどあるでしょうか。 原
種が突然変異によって全くの新種に変わるこ
とはないのに， 大進化などあり得るでしょうか。

者の間の希望や高揚感はしぼんでいた。 西洋

通 説 ２ ： 自 然 選 択 は 新 た な 種 を 生 み 出 す。

諸国において， 独立した研究分野としての突然

ダーウィンは， 環境に最も適した生物は栄え，

変異育種は放棄された。 ほとんどすべての突

そうでない生物はやがて滅びると考え， それ

然変異体が……死んでしまったり， 野生種より
弱かったりしたのである」。
約１００年間の突然変異研究全般，とりわけ７０
年間の突然変異育種から得られたデータに基
づき， 突然変異によって新種が生まれるかどう
かに関して結論を出すことができます。 レーニ
ヒは証拠を検討し， こう結論づけています。 「突
然変異によって， ［植物あるいは動物の］原種が
全く新たな種に変わることはあり得ない。 この
結論は， ２０世紀に行なわれた突然変異研究の
実績および結果の総体， および確率の法則と
合致している」。
突然変異に関する実験で繰り返し明らかになった点として，
新たな突然変異体の数が次第に減少する一方で， 同じタイプの
突然変異体が頻繁に出現しました。 また， 植物の突然変異体の
うち，さらなる研究に適していたものは１％にも満たず，商業価値
があるとみなされたものは， そのまた１％未満でした。 全く新し
い種は一つも作り出されませんでした。 動物の突然変異育種の
結果は，植物の場合よりさらに悪く，この手法は完全に放棄され
ました。
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を自然選択と呼びました。 現代の進化論者に
しゅ
よれば，種が散らばって隔絶された状況に置か
れると， 遺伝子突然変異の結果として新たな環
境で生存可能になったものが， 自然選択によっ
て生き残ります。 そして， それら隔絶された個
体群がやがて全く新しい種になる， とされてい
ます。
事実： すでに述べたとおり， 研究結果からす

れば， 全く新しい種類の動植物が突然変異に
よって生まれることはありません。 では， 進化
論者は何を根拠に， 自然選択によって有利な突
然変異体が生き残り， 新種が生まれる， と主張
するのでしょうか。 全米科学アカデミー（NAS）
が１９９９年に発行したパンフレットは， 「ガラパ
ゴス諸島でダーウィンが研究した１３種のフィン
チ（ダーウィンフィンチ）」 を取り上げています。２３
１９７０年代に， プリンストン大学のピーター・
R・グラントと B・ローズマリー・グラントの率い

ダーウィンフィンチか ら分かるのは，
気象の変化に適応できる種がある
という程度のことにすぎない

ことが分かり， そうした交配が続くなら二つの

めました。 そして， ガラパ ゴスで干ばつが１年

“種” が一つに融合するかもしれない， と結論

間続いた後に， 大きめのくちばしを持つフィン

しました。２５

チのほうが，そうでないものより生存率が高い

では， 自然選択によって全く新しい種が本当

ことを発見しました。 くちばしの大きさと形は

にできるのでしょうか。 進化生物学者のジョー

１３種のフィンチを見分ける主要な特徴なので，

ジ・クリストファー・ウィリアムズは数十年前に，

これは大発見であるとみなされました。 NAS

自然選択にそのような力があるかどうか疑わ

のパンフレットにはこうあります。 「グラント夫

しい， と考えるようになりました。２６ １９９９年に

妻は， ガラパゴスで干ばつが１０年に一度起き

進化論者のジェフリー・H・シュワルツは， 自然

るとすれば， わずか２００年ほどで新種のフィン

選択によって生存条件の変化に種が適応する

チが生まれるだろう， と推測した」。２４

ことはあっても， 新しいものが生み出されるこ

とはいえ NAS のパ ンフレッ トは， ある事実

とはない， と書きました。２７

については述べていません。 それは，干ばつの

実際， ダーウィンフィンチは “新しいもの” に

後やがて， くちばしの小さいフィンチのほうが

なっているわけではありません。 フィンチのま

再び多くなったという事実です。 研究者たち

まです。 そして， “種” の違うフィンチが交配し

は， ガラパゴスの気象の変化によって１年間は

ているという事実からすると， 一部の進化論者

くちばしの長いほうが多くなったが， その後は

による種の定義方法について疑問が生じます。

小さなほうが多くなった， ということに気づき

また， フィンチをめぐるこの事例は， 一流の学術

ました。 また， “種” の違うフィンチが交配する

団体が挙げる証拠も偏っていることがある， と

こと， そして生まれた子は親より生存率が高い

いう事実を明らかにしています。
進化 — 通説と事実
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Beak drawings: From the book Journal of Researches, by Charles
Darwin (1873), image courtesy Biodiversity Heritage Library

る研究チームがこれらのフィンチの研究を始

通説３： 化石記録は大進化を裏づけている。

影響力のある進化論者リチャード・レウォンティ

前述の NAS のパンフレットを読むと， 科学者の

ンは，多くの科学者が実証のない科学的主張を

発見した数々の化石は大進化を十二分に裏づ

進んで受け入れる理由として，彼らには 「唯物論

けている， という印象を受けます。 こう書かれ
は
ています。 「魚類と両生類の間，両生類と爬虫類
ほ
の間， そして爬虫類と哺 乳類の間に， さらに霊

を支持するという最初からの固い決意がある」

長類の系統に沿って， 中間的な形態のものがあ
しゅ
まりにも数多く発見されているので， 種から種

ます。 レウォンティンの言葉を借りれば， 「神の

への移行の時期を明確に見定めることがしば
しば困難なほどである」。２８
事実 ： NAS のパ ンフレッ トにあるこの確信

に満ちた記述には驚かされます。 なぜでしょう
か。 進化論を熱烈に擁護するナイルズ・エルド
リッジによれば， 化石の記録から分かるのは，

化石記録によると， 主要な動物グループはいずれも
突然に出現し， その後は実質的に変化していない

と書いています。 多くの科学者は， 理知ある設
計者が存在するかどうかを考えることさえ嫌い
侵入は一歩たりとも許せない」 からです。３０
サイエンティフィック・アメリカン誌によると，
この点に関して， 社会学者のロドニー・スターク
は， 「科学的な人になりたいなら宗教の足かせ
から精神的に解き放たれていなければならな
い， という考えが２００年にわたって売り込まれ
てきた」 と述べています。 そして， 研究大学では
『宗教心のある人たちは口を閉ざしている』 と
もコメントしています。３１
大進化を真実として受け入れるには， 次の

漸進的な変化の蓄積があるということではあ

ことを信じなければなりません。 （１） 不可知

りません。 むしろ， 長期間にわたって 「大半の

論あるいは無神論の科学者たちが科学的発見

種で進化的変化の蓄積がほとんどない」 とい

の解釈に個人的な信条を持ち込むことはない。

世界の科学者はこれまでに約２億個の大型

（２） １００年にわたる研究によれば， 適切に定義
しゅ
された種 が突然変異によって全く新しい種に

化石と， それをはるかに超える数の微化石を発

変わったことはないが， すべての複雑な生命体

掘し， リストを作ってきました。 この膨大かつ詳

は突然変異と自然選択によって生み出された。

細な記録から， 大勢の研究者は， 主要な動物グ

（３） 化石記録の証拠からすれば， 主要な種類

ループはいずれも突然に出現し，その後は実質

の動植物は突如として出現し， 長い時を経ても

的に変化せず， 幾つもの種は出現した時と同じ

他の種類に進化してはいないが， すべての生物

ほど突然に消滅した， と考えています。

は共通の祖先から徐々に進化した。 では， こう

進化を受け入れる — 一種の “信仰”
多くの著名な進化論者が，大進化は事実であ
るという主張を曲げないのはなぜでしょうか。
研究者たちが進化の証拠として挙げる化石記録のわずかな
例も論議の的となっています。 エホバの証人の発行した 「生命
の起源 — ５つの大切な質問」 という冊子の２２‐２９ページをご
覧ください。
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したことを信じるなら， 事実を受け入れている
ことになりますか。 それとも， 通説を受け入れ
ていることになりますか。 進化を受け入れるこ
とは， 実のところ， 一種の “信仰” なのです。
「唯物論」 とは， 生物を含む宇宙のすべてのものが存在する
ようになった過程に， 超自然的な介入は全くなかった， とする考
え方です。

© Juan Carlos Mu ñoz/age fotostock, and courtesy
of Royal Tyrrell Museum of Palaeontology

うことなのです。

２９

まとめてみましょう
いわゆる小進化の
証拠があるのだから
大進化も生じたに違いない，
という意見に
どのように答えますか。
化石記録によると，
大半の種は長期間
ほとんど変化していません。
このことは，
なぜ注目に値しますか。

科学 と 創世記
科学は創造に関する聖書の記述の誤りを証明している， と言う人は少なくあ
りません。 しかし実際には， 科学と相いれないのは聖書ではなく， キリスト教
根本主義者の見解です。 一部の根本主義者は， 聖書によれば物質界の創造
物すべては約１万年前に２４時間を１日とする６日間で生み出された， という
説を唱えています。
しかし， この説は聖書に即していません。 もし即していたなら， 過去１００年の
多くの科学的発見によって， 聖書の信頼性は損なわれていたことでしょう。 聖
書を注意深く調べれば， 実証された科学的事実に反する記述などないことが
分かります。 それで， エホバの証人は， キリスト教根本主義者や多くの特殊創
造説論者には同調しません。 では， 聖書が実際には何と教えているかを見て
ゆきましょう。

「初め」 とはいつのことか
聖書の創世記は， 「初めに神は天と地を創造
された」 という簡潔な力強い言葉で始まって
います。 （創世記 １：１） 聖書学者たちも認める
とおり， ここで述べられているのは， ３節以降で
詳述されている創造の日の出来事とは別の事
柄です。 これには大きな意味があります。 創世

と地」 の年齢を明示してはいないからです。 聖
書の記述は科学と矛盾しているわけではない
のです。

創造の日の長さは？
創造の日の長さについてはどうでしょうか。
それぞれの日は ２４時間だったのでしょうか。
ある人たちはそう主張します。 根拠とされてい

ずっと 前から 存在していたことを示しているの

るのは， 創世記の筆者モーセによる別の記述

です。

です。 創造の ６日目の次の日が週ごとの安息

地質学者は地球の年齢を４０億年と見てお

日の原型である，という記述です。 （出エジプト

り，天文学者は宇宙の年齢を１５０億年と推定し

記 ２０：１１） この主張は創世記の述べている事

ています。 こうした研究結果， もしくは今後の

柄に即しているでしょうか。

研究によって，創世記 １章１節は誤りとされるの

そうは言えません。 実のところ， 「日」 と訳

でしょうか。 そうではありません。 聖書は 「天

されているヘブライ語は， ２４時間だけでなく，
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Nebula: IAC/RGO/David Malin Images

記 １章１節は， 宇宙も地球も創造の日が始まる

創世記は，
地球と宇宙が
わずか数千年前に，
１日を２４時間とする
６日間で創造された，
とは教えていない

ある 「日」 に始まった事柄が， 後の 「日」 にも続いた

様々な長さの時間を指します。 例えば， モーセ

に届いていませんでした。 濃い雲に遮られて

は神による創造の業を要約した際に， 創造の

いたのでしょう。 （ヨブ ３８：９） 第１ 「日」 の間

６日間全体を１日としています。 （創世記 ２：４）

に， この雲が薄くなり始め， 散光が大気を通り

ですから， 創造の日のそれぞれが２４時間であ

抜けるようになります。

るという意見に聖書的な根拠はありません。

第２ 「日」 には， 大気がさらに澄み， 上方の濃

では， 創造の日はどれほどの長さでしたか。

い雲と下の海との間に空間が出来たようです。

聖書は明確には述べていませんが， 創世記 １

第４ 「日」 には， 大気がいっそう澄んでゆき，

章と２章の言い回しからすると， かなり長い期

「天の大空に」 太陽と月が現われるほどになり

間だったと思われます。

創造の六つの期間
モーセはヘブライ語で， また地球上にいる人

ました。 （創世記 １：１４‐１６） つまり， 地球上の
人の視点で， 太陽と月が見えるようになったの
です。 こうした事柄は徐々に生じました。

の視点で書きました。 この二つの事実と， 日と

創世記によると， 飛ぶ生き物（昆虫および薄

呼ばれる創造の期間の始まる前から宇宙が存

膜の翼を持つ生き物など）が第５ 「日」 に現わ

在していたこととを考え合わせると， 創造の記

れ始めました。

述をめぐる問題の多くは解決されるでしょう。
なぜそう言えますか。
創世記を注意深く調べると， ある 「日」 に始
まった事柄が後の 「日」 にも続いていることが
分かります。 例えば， 創造の第１ 「日」 が始まる
前， すでに存在していた太陽からの光は地表
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このように，聖書の言い回しからすれば，各々
の日すなわち創造の各期間に主要な出来事
が即座にではなく徐々に起きた， と考えること
第１ 「日」 の出来事に関する記述の中で光を指して用いられ
ているヘブライ語はオールで， これは一般的な意味での光です。
一方， 第４ 「日」 に関してはマーオールという語が用いられてお
り， この語は光の源を指します。

ができます。 後の日まで続いたものもあったで
しょう。

種類にしたがって
このように動植物が徐々に出現したという
ことは， 神が多種多様な生物を生み出すため
に進化を用いたということでしょうか。 そうで
はありません。 聖書は， 神が基本的な 「種類」
の動植物すべてを創造された， とはっきり述べ
ています。 （創世記 １：１１， １２， ２０‐２５） では， そ
れらの最初の 「種類」 の動植物には環境の変
化に適応する能力が組み込まれていたのでしょ
うか。 「種類」 というこの語は， どこまでのこと
を言うのでしょうか。 聖書は何も述べていませ
ん。 とはいえ， 生き物が 『その種類にしたがっ
て群がり出た』 ことは述べています。 （創世記
１：２１） この記述からすると， 一つの 「種類」 の
内で生じ得る変異には限界があると言えるで
例えば， 創造の６日目に神は， 人間が 『多くなり， 地に満ちる』
ことを宣言されました。 （創世記 １：２８， ３１） しかしこのことは，
実際には次の 「日」 になるまで始まりませんでした。 —創世記
２：２。

しょう。 動植物の基礎的な分類区

多くの科学者は哲学的信条ゆえに， 神が万

分に影響するような変異は長期

物を創造されたという聖書の考えを退けます。

間ほとんど生じていないことを，

とはいえ， 興味深いことに， 古代にモーセが記

化石の記録や最新の研究は裏づ

した創世記には， 宇宙に始まりがあることや，

けています。

生物が長期間にわたり段階的に出現したこと

一部の根本主義者の主張とは異なり， 創世

が書かれています。 モーセは３ ５００年ほど前

記は， 地球， 地球上の全生物， そして宇宙が， そ

の人なのに， どうしてそうした正確な科学情報

れほど遠くない昔に短期間で創造された，とは

を得られたのでしょうか。 その答えは一つしか

教えていません。 宇宙の創造および地球上の

ありません。 天と地を創造する力と知恵をお

生物の出現に関する創世記の記述は， 最近の

持ちの方なら， そうした知識をモーセに与える

科学的発見と一致しています。

ことができます。 ですから， 『聖書は神の霊感
を受けたものである』 という言葉は， 決して軽
視できないのです。 —テモテ第二 ３：１６。
しかし， 『創造に関する聖書の記述を信じる
かどうかは， 本当に重要なことなのだろうか』
と思えるかもしれません。 重要であると言え
る， もっともな理由を幾つか考えてみましょう。
詳しくは jw.org にある 「聖書の内容が真実であると確信
できるのはなぜですか」 という短いビデオをご覧ください。

まとめてみましょう
創造に関する聖書の記述について，
どんな誤解がありますか。
聖書と科学が多くの点で一致していることは，
なぜ注目に値しますか。
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Penguins: By courtesy of John R. Peiniger

現代の研究により，
すべての生物は
「その種類にしたがって」
繁殖することが
確証されている

何を信じるかは重要
人生には目的があると思われますか。 進化論者のウィリアム・B・
プロバインはこう述べています。 「進化の過程について得られた知
とら
識は， 我々にとって非常に大きな意味があり， 人生の意義の捉 え方
に影響を与える」。 プロバインが出した結論はこうです。 「宇宙にも人
生にも究極的な意義は見当たらない」。 ３２

Faunia, Madrid

これが何を意味するか， 考えてみてください。

とには確かに意義があります。 創造者は， ご自

もし生きることに究極的な意義がないなら， 人

分の意志に沿って生きる人すべてのための， 愛

生には，良いことをわずかばかり行ない，自分の

に富む目的を持っておられます。 （伝道の書 １２：

遺伝子を子に伝えるほかに何の目的もないこ

１３） その目的には， 混乱や紛争や腐敗， そして

とになります。 そして死を迎え， 永久に存在しな

死さえない世界に住まわせる，ということも含ま

くなります。 人間の脳が人生の意義について考

れます。 —詩編 ３７：１０， １１。 イザヤ ２５：６‐８。

え， 推論し， 黙想できるのも単なる偶然， という
ことになります。

世界中の何百万もの人は， 神について学んで
神に従うことだけが人生を意義あるものにす

それだけではありません。 進化を信じる多く

る， と確信しています。 それには十分な理由が

の人は， 神などいないとか， いたとしても人間の

あります。 （ヨハネ １７：３） そうした確信は， 単な

営みには介入しない，と主張します。 もしそうな

る願望に基づくものではありません。 確かな根

ら，人類の将来は政治・科学・宗教の指導者次第

拠があります。 生命は創造されたのです。

ということになります。 彼らの残してきた歴史
からすれば， 人間社会は今後も， 混乱や紛争や
むしば
腐敗で蝕 まれることでしょう。 もし本当に進化
が事実なら， 「ただ食べたり飲んだりしよう。 明

まとめてみましょう

日は死ぬのだから」 と考える宿命論的な生き方

進化と創造のどちらを
信じたいと思われますか。
どうしてですか。

も， もっともなものに思えるでしょう。 —コリン
ト第一 １５：３２。
一方， 聖書は， 『命の源は神のもとにある』 と
教えています。 （詩編 ３６：９） この言葉には， 深
い意味があります。

自分が信じている事柄の
根拠を吟味すべき
どんな理由がありますか。

聖書の述べることが真実であれば， 生きるこ
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聖書は科学的に正確ですか
聖書の預言は的中してきましたか
聖書はどれほど多くの人に読まれてきましたか
答えは jw.org にある 「聖書の内容が真実であると確信できるのは
なぜですか」 という４分半のビデオにあります。

次のような疑問の答えも得られます
人間が苦しみを経験するのはなぜか
どうすれば自分の家族はもっと幸福になれるか
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人は死ぬとどうなるか
「聖書は実際に何を教えていますか」 という２２４ページの本は，
上に挙げたものを含め， 多くの疑問に答えています。
この本は jw.org から無料でダウンロードできます。

生命は創造されたのでしょうか。 それとも偶然の所産にすぎないの
でしょうか。 これは大変な論議を呼んでいる問題です。 でも， 答えを
出すことはとても重要です。 それでこの冊子は， 次のような点を取り
上げています。
地球は生命の星として設計されたのか
自然界のデザインから何を学べるか
進化論は事実にしっかり基づいているか
科学は創造に関する聖書の記述の誤りを証明しているか
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何を信じるかが重要なのはなぜか

