
Out  Of  Place Artifacts



ロシアで発見された15億年以上前(カンブリア紀)に生成された
石の中に埋まっていたボルトの化石。15億年前人間は存在せず、
ましてや金属ボルトなんてあるわけがない！15億年前に地球に
やってきた宇宙船が何らかの原因で故障・爆発し、飛び散った
部品の一部なのでしょうか？

カンブリア紀の金属ボルト



１０万年前の地層より見つかった石に
埋め込まれた三叉プラグ



三億年前の地層から見つかったサンダルで
踏みつけられた三葉虫の化石と足跡



カムチャッカの４億年前の地層より出土
歯車の化石



南米で発掘された巨人です！

巨人の骨はこれ一つだけではなく、多数見つかっています！他に
巨人の足跡の化石なんていうのも見つかっています。聖書に示さ
れたネフィルム、ゴリアテ、ギリシャ神話のタイタン等、実在したも
のかもしれません。現在の人類が生まれる前に巨人が生息して
いてもなんら不思議なことではないんですがね。恐竜と同様に巨
大化する環境があったのかもしれない。例えば地球の重力が小さ
かった時期とか。

贋作説もあるようだ



水晶ドクロ(クリスタルスカル)

加工された痕がないことから、一つの水晶から作られたと考えられ、
現代の加工技術をもっても当時の技術を再現して作るのは不可能で
す。

プリズム効果も考慮して製造されており、ドクロ全体が炎に包まれた
ように光ったり、眼球部分から光が放たれたりする。

水晶のプリズム効果・屈折率の知識がないと製造は不可能で、偶然
でできることはありえない。しかも当時の人間が知っているはずのな
い知識でもある。

失われた技術(ロストテクノロジー)の可能性もあります。

「水晶ドクロは全部で13個あり、全てが再び１ヶ所に集結した時、宇
宙の謎が暴かれ人類を救う」とされています。

現在７個まで発見されているとのこと。

加工技術が不明とはあるが現在の技術を駆使して製作された偽物
との噂も絶えず。オーパーツに入れられるかまだ問題がありそう。



ヴォイニッチ手稿

現在も何語で書かれているのかわからない未知の文字で書か
れた古文書。

ところどころに描かれている植物も未知のものであり、挿絵も意
味不明、解読ができないので内容が全くの不明。

暗号文を言語学の統計的手法で解析した結果、でたらめな文
字列ではなく、自然言語か人工言語のように確かに意味を持つ
文章列であると判断された。



聖徳太子の地球儀

兵庫県の斑鳩寺で発見された地球儀。

目録によれば江戸時代にはすでに存在しており、当時発見されてい
なかったアメリカ大陸、南極大陸などが描かれている。

地球儀の表面には「墨瓦臘泥加（メガラニカ・伝説上の大陸）という
文字が書かれているとか。



アンティキティラ島の機械

紀元前150～100年にギリシャで制作されたと考えられてい
る歯車式の天球儀。

まぁ、つまり太陽や月の動きを正確に示すことができる機械
です。

非常に複雑で精巧な作りになっていて、うるう年や月食や日
食も予想できるそうです。

同様の複雑さを持った技術工芸品は、この1,000年後に発
明されています。



コスタリカの石球

コスタリカの密林で発見された石球群。

西暦300～800年に製造されたと思われます。

現在までに2㎝～2m級のものが200個以上確認されてお
り、そのどれもが完全なる真球。

完璧な真球を造る幾何学的知識と、意図通り石を削り取る
高度な成型技術がないと製造は不可能。

ロストテクノロジー説も。



黄金のデスマスクに隠された謎

写真は、紀元前1,000頃に栄えたプレインカ文明の墓地から発見さ
れたミイラがつけていた仮面。

不可解なのは仮面の目から垂れ下がっている数珠状の、涙を表現
したものと考えられるエメラルド。

両方の目に７個ずつのエメラルドが数珠つなぎに垂れ下がっている。

エメラルドには極小の穴があけられ、糸が通されているが、古代人
はどうやってエメラルドに極小の穴をあけたのか？

エメラルドは鉱石の中でもかなり硬い部類に入り、硬いわりには縦
の衝撃に弱く割れやすい性質もあり、加工にはかなり難しい鉱石な
のです。



ロシアの金鉱で発掘された極小コイル

ロシアの金鉱の土の中に、小さな機械の部
品が大量に埋まっていた。

発見された部品コイル状もの、金属棒にコ
イルを巻きつけてあるものなど形状は様々
で、大きさは３cm～３ミクロン(0.003mm)と
いう極小サイズ。

年代測定の結果、2万年～約32万年前の
物と判明。

こんなに小さなものを加工する技術が過去
にあったのか？

まさしくロストテクノロジー。



数億年前の地層から発見されたハンマー

1億～４億年前の地層から、ハンマーが見つかる。

人類が生まれる遙か以前にハンマーが存在した？

情報源によって地層の年代が違うので１億～４億と表記します
が、それでもその時代の地層からハンマーが発見されるの自
体がおかしいので気にしません。

ハンマーの金属部分の成分を分析したところ、鉄96.6％、塩素
2.6％、硫黄0.74％、珪素0.06％という測定結果が出ました。

鉄の純度が高いのはもちろん、特筆すべきは「塩素」が含まれ
ていること。

現在の科学では、塩素を含んだ合金はまだ作れないそうです。

ロストテクノロジーなのか？？



ネアンデルタール人の頭蓋骨に残る弾痕

ネアンデルタール人の生きたのは10万年前、

その時代に当然銃など存在するはずがなく、
専門家も「銃に撃たれた時の特徴を満たして
おり、間違いなく銃痕」と認めています。

ただし、話題作りの為に、ネアンダール人の
頭蓋骨に発見者が面白半分で銃を撃ち込ん
だ可能性もあります。



恐竜と人間の化石が同じ地層から発見される

アメリカのテキサス州、パラクシー川流域で、恐竜と人間が
同一の時代に生きていたという足跡の化石が発見されまし
た。

人間と恐竜の足跡が同じ岩層、同じ岩盤から発見されたとい
うのです。

これらの足跡が発見された岩層は、地質年代測定の結果、

白亜紀前期(約1億1,000万年～1億1,500万年前)のもだそう
です。

つまり、恐竜と人類は共存していた時期があるという、地質
年代柱状図の概念に全く反することなんですね。



アステカ・カレンダー

太陽の石とも呼ばれるマヤ・アステカ文明
の遺産。

これによれば「人類は過去４度滅亡しており、
現在は５番目の人類」、「世界は2012年に
滅亡する」などと記されているんですね。

お気に入り追加



踏まれた三葉虫の化石

三葉虫が生息していたのはカンブリア紀(約
5億年前)

その三葉虫を人間が踏んづけたような化石
が発見された。

靴跡のような化石は長さが約26cm、踵のく
ぼんだ場所の深さは3mm。

そんな時代にあるはずのないもの、まさしく
オーパーツ！



モヘンジョ・ダロのガラスの町

モヘンジョ・ダロの近くにガラス化した石が
散乱した町があります。

その他に溶けてくっついたレンガや、ねじ曲
がったり気泡が混じってガラス化した壺の
破片が見つかっており、「まるで核爆発でも
起こったような町」と云われています。



カンブリア紀の金属ボルト

ロシアで発見された15億年以上前(カンブリ
ア紀)に生成された石の中に埋まっていたボ
ルトの化石。

15億年前人間は存在せず、ましてや金属
ボルトなんてあるわけがない！

15億年前に地球にやってきた宇宙船が何
らかの原因で故障・爆発し、飛び散った部
品の一部なのでしょうか？



バグダッドの古代電池

現在のイラク・バグダッドで出土した古代の
電池。

土器の中に固定された銅の筒が入っており、
その中にアスファルトで塞がれたシリンダー
の中に鉄製の棒が差し込まれている。また、
底に何らかの液体が入っていた痕跡が残っ
ていた。

復元して実験を行った結果、発電させること
ができ、また、銀製品を金メッキ加工するこ
ともできた。



アカンバロの恐竜土偶

メキシコ・アカンバロで出土した恐竜を模し
た土偶。

科学的な測定(C14法)を行った結果、紀元
前1,000～紀元前4,000年の物と判明。

その時代に恐竜が存在するハズがなく、古
代人がなぜ恐竜の存在を知っていたの
か？

お気に入り追加

前へ

次へ



ピリ・レイスの地図

1513年に書かれた世界地図。

コロンブスやアメリゴ・ヴェスプッチがアメリ
カ大陸を発見した頃に書かれたはずなのだ
が、この地図にはすでにアリカ大陸を詳細
に書き記しており、しかも当時未発見の南
極大陸、南米大陸の海岸線までもが詳細に
書かれている



黄金のスペースシャトル(黄金ジェット)

コロンビアの遺跡から発見された黄金細工。

最低でも紀元前500年以上前のものとされています。

地球上の如何なる既知生物にも類似しておらず、三角翼や
垂直尾翼、果てはコクピットが確認できるものも見つかって
います。

みるからに飛行機ですね。当時の人間がいかにしてこの存
在を知ることができたのか？



デリーの鉄柱（アショカ・ピラー）

インドのデリーにある「錆びない鉄柱」。

およそ1,500年前のものと言われており、現
在もこの鉄柱は錆びていない。

錆びない原因はまだハッキリとわかってい
ない。

オーパーツとしては地味でワクワク感が足
りないが、知名度はそこそこある模様。



１０万年前の地層より見つかった石に
埋め込まれた三叉プラグ



三億年前の地層から見つかったサンダルで
踏みつけられた三葉虫の化石と足跡



カムチャッカの４億年前の地層より出土
歯車の化石



ロシアの科学者らは、地球には５億年前高度な技術が用いら
れていたという帰結に達した。このことから、５億年前は地球に
は別の文明が存在していたと見られる。

２０１３年夏、ロシア南部のクラスノダール地方で驚くべき人
為的な遺跡が発見された。ラビンスク市在住のヴィクトル・モロ
ゾフさんはフドジ川で魚釣りの最中に、おかしな石を見つけた
。その石にはあらゆる面でマイクロチップを想起させる物体が
埋め込まれていた。

モロゾフさんはこれをすぐに研究者の手にゆだねた。ところ
がこの物体の正体を突き止めるには１年以上の歳月が要され
た。ノヴォチェルカッス総合技術大学の地学、鉱物学科の鑑定
の結果、石は２億５千万年前のもので、ある事が判明した。

このことから、２億５千年前には地球上には生命体があり、
高度な技術が存在していた事が裏付けられた。今後の解明が
待たれる。

古代のマイクロチップ



４大文明の嘘
引用：
そもそも「世界四大文明説」というのは、1900年に、清朝末期の支那の政治家
梁啓超（りょうけいちょう）が日本に亡命中に唱えた政治論です。歴史論ではない。
どういうことかというと、1900年頃というのは、清王朝の末期です。支那は欧米
列強に植民地として国土を食い荒らされていた。
そんな折に、日本に亡命していた支那人政治家の梁啓超が、日本で、支那には
「黄河文明」という欧米に匹敵する古い文明があったのだ（当時はまだ長江文明
は発見されていなかった）という話を教わり、「そうだ！ 支那には誇るべき歴史が
あるのだ。そのことを支那の民衆に教えねば！」と、これを本に書いた。
要するに、梁啓超は、植民地化され、欧米人の家畜化されようとしている支那人
たちに、「俺たちには欧米に匹敵する誇るべき歴史があるのだ」という誇りに目覚
めてもらうために、きわめて政治的な産物として、世界四大文明切なるものを唱え
たのです。
つまり、世界四大文明説なるものは、もとから政治用語であって、歴史用語では
ない。

中略（日本の歴史教育の矛盾点が指摘されている）

実は文明の現出は、支那よりも日本の方がはるかに古い。支那の黄河文明が、
いまから約４千年の昔です。長江文明が約７千年前の文明です。これに対し、日
本では、なんといまから１万６５００年前という世界最古の土器の遺跡が見つかっ
ている。場所は青森県蟹田町の西端に位置する「大平山元｜遺跡（おおだいやま
もといちいせき）」です。世界最古です。 しかも土器があるということは、すでに火
を使い社会的分業制度を持っていたことが同時に類推されるわけで、こうなると、
もしかすると、日本は世界最古の文明国だった可能性すらある。なにせ、支那で
最も古い長江文明より、さらに１万年もの太古の昔の文明の痕跡がでてきちゃっ
た。 さらに大平山元遺跡群の２遺跡からは、約16,000年前の石で囲った炉の跡、
石蒸し料理に使った焼けた石なども見つかっている。

中略（ここにも現在の歴史教育のまやかしが述べられている。この遺跡を意図的と
思える書き方で青森県最古の遺跡として紹介している。）

青森県最古ではないのです。世界最古なのです。意味が違う。
きちんと子供たちに教えるべき真実を教えず、真実を捻じ曲げた操作を行う。
そういういかがわしいことが、学校教育の場で、永い間、まかりとおってきた。

根津ブログより
（http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-791.html）

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-791.html


真実を探すブログより引用
（http://saigaijyouhou.com/blog-entry-376.html）

引用：
エジプト文明、メソポタミア文明、インダス文明、中国黄河文明を世界四大文明とし

て、世界文明の祖であると考えるのは、学問の世界では今や完全に否定されている。
こ れは、考古学の成果により、同条件を満たす地域が他にいくつも発見されたことによる。
そもそも欧米では四大文明という考え方をこれまでもしていない。

世界に通用しない過去の学説を当然のように載せているのが日本の中学の歴史教科書
なのである。
つまりは、４大文明という嘘をゴリ押ししたために、文明に対して固定観念が多くの人
に出来上がってしまったということなのです。それも国家単位で。そしてこの「４大文明
が最古の文明」という概念が真実を曇らせてしまって、いわゆる「オーパーツ」という言
葉を生み出してしまいました。というか、年代測定器でもしっかりと「古い時代のもので
ある」と表示されているのに、「オーパーツ」「オーパーツ」と言うのも変な話です。普
通に「古代文明の電池」とか「古代の機械式観測システム」とか、言えば良いだけの話だ
と私は考えています。変にオーパーツだの、何やかんやと言うから、真実が見えなくなっ
ているだけのことです。
近年、最新技術を駆使しして様々な調査を行なっていますが、このオーパーツを作り上
げたと思われる超古代文明の遺跡が世界中で「海底」から見つかっています。
引用終了

ここからは筆者自論
これまでの歴史教育というものが未だに変だと考える人が少ないことが、今の韓国
中国の歴史認識の問題に繋がっているのではないかと思う。近代史にしても決して
彼ら の描いている歴史認識が正しいとは思えない。日本と韓国、中国でもいいが、
政治関係者を除いて、それこそ有識者が集まって議論すれば良いと思う。この結論
を受けて政治家が動けばいいことだ。
この歴史認識を一緒に明確にしましょうという提案を日本がすればいい。韓国、中
国は 歴史認識の事実を明確にすることを嫌うだろうから、今のような言い方が何
時まで出来るか見ものだが？ こうした話を持とうと提案しただけで退いてしますの
ではないだろうか? 筋をとうして堂々と行えば言いだけの話ではないかと思う。話
がもつれた時には誰が見ても最もだと言うように筋を通すことが大事だ。

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-376.html

