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“出版し続けよう！“

“私はひどい失語症を患っているので読書は大変だが、この本を読んだときに理解でき

るばかりか、とても力強く、楽しいと感じた。

―ロバート コンクリン・

あなたが私にくれた本、最後の鼓動を私は初めから終わりまでこの７時間で読んだ。

夕食とホテルにチェックインする際に婚約者にそのことを言った以外

―トッド ジョーダン・

“この本は私が読んだ本の中で一番素晴らしい”－パム マシューズ・

“あなたが私にくれたこの本は私の‘死後’と‘永遠そのものに関するすべての質問に

答えをくれた。そう、この本が私の’永遠への旅‘になったのである。私はそのパージ

を繰るごとに感銘を受けた…－ヴィヴィアナ コトロヴァ・

私と友達は４０代を終えようとしており、大事な子供たちがいて、私たちは多くの重要

な問題に答えなくてはならない。‘この後に何が起こる？’子供たちを正しい方向に導

く以外の方法がなければ我々は皆‘最後の鼓動‘だ―スコット ガラハー・

私はあなたの新しい本‘最後の鼓動’がとても素晴らしいことを言いたかった。それは

すべての我々がなぜここにいるかを理由を説明する。もし世界の６０億の人すべてがこ

の本を読んだなら！－バート マッカーディー・

私はあなたの新しい本”最後の鼓動：あなたの永遠への旅“をちょうど読み終えた。出

版し続けよう！この本は必読で人が持つ最も重要な質問‘この惑星を去った後にどこへ

行くか’に答えている。－リック ブラザーズ・

この本は私が出会った中で最も広い範囲の人に届く、若者、高齢者、親切な人、ひど

い人。堅実な真実が引き込むような読みやすい方法で語られている。私たちは患者が

私たちの病院を霊的な目を開けて去ることを固く信じる。

―スティーブン カークハム博士、眼科医・
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序文

この世のことを気にかけて、永遠のことをおろそかにするのは一見、賢いよう

にみえるが永遠の愚か者である

ジョン　ティロットソン

大統領立候補者が当選するには副大統領候補者の選択が重要であると言われて

います。副大統領は世界で最も重要な地位であるアメリカ合衆国大統領に最も近い存

在です。実際には我々の誰もが永遠まで人生の脈拍の最後の鼓動を待つ身なのです。

人間の心臓は 24時間周期に 10万回鼓動します。しかし、ある日その最後の鼓動を迎え

るのである。

あなたにとって死は重要ですか？大概の人は当然のこととして死に対して恐怖

を持つでしょう。喜劇俳優のロビンウイリアムスはこれに冗談として軽いたとえをし

ました―「死ぬということはあなたのテーブルが用意できましたよと言われることで

ある」。これに対して、俳優のデビットニーヴンは―「私は行かないよ。蹴ったり叫

んだりして暴れると」と。ウッディアレンは「私は死が怖くはない、ただその死が実

際に起きた時にその場にいたくないだけだ

と。
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また、ある車のバンパーのスティッカーには「死とは‘自然’が減速しろとい

うことである」と書いてあります。死は誰しもが迎えるものです。そして、その後に

永遠がくるのです。今から 3億年後にあなたはどこにいるでしょう？

それは我々の誰もが人生の間に時として考えることです。病気の時、乗っている

飛行機がグラグラ揺れるとき、交通事故にあった時、友人やジョニー カースン、デー・

ルアーンハルト（ローマ法王）のような有名人が死んだとき、あるいは９ １１のよう・

な大惨事やインド洋の津波、また自然災害の時―こうした状況が我々にこの地球を離

れるときのことを想起させます。

しかし、それ以前に地球にいるということさえもなぜ言えるでしょうか？我々

の存在の意義は？多くの人がそれは学校に行くこと、パーティをすること、就職、結

婚して子供を持つこと、スポーツイヴェントに参加すること、白髪が生えてくる（あ

るいは抜け毛）、定年を迎えること、ゴルフをすること、そして死ぬことだと考えま

す。

しかし、それが我々が毎日呼吸する理由でしょうか？人生には生きることと死

ぬこと以外に何もないのでしょうか？どのようにして我々はこの地球という惑星の上

で成功したと言えるのだろうか？牢屋に入らずに良い生活を送り、他人を傷付けなけ

ればよいという人もいます。また、ある人は成功を自分の名前が後世に残ることと定

義します。あなたにとって良い生活とは子供が大きなトラブルに巻き込まれないこと、

そしてお金の心配をしないことだと考えるかもしれません。
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では、人生で最も重要なことは何でしょう？上述したことのどれかに当てはま

りますか？私は空港である人にこの質問をした。彼は家族が一番重要だと答えた。そ

れは多くの人の答えと一緒です。

存在していることの意義は何だろう？多くの人は学校に行って、パーティをし

て、就職し、結婚して子供を持ち、スポーツイエヴェントに参加して、白髪頭になり、

（あるいは禿げ頭に）、定年を迎え、ゴルフをして死ぬことだと思っている。

そこで、私は彼にではあなたが死ぬときに一番重要なものは何かと尋ねました。

彼はやはり家族だと答えました。私はその意図を訊くと、彼は死んだ後に家族が生活

するのに困らないだけのお金を貯めておきたいと答えました。しかし、私は死後にど

こに行くか、そしてのちに家族に再会できるかを見出すことが重要ではないかと尋ね

ました。彼は眼を開いてそんなことは考えたこともなかったと答えました。

人間にとって 10人のうち 10人が確実に死ぬという、あるいは死は避けられない

ことだから、死後にどこに行くのか、我々はいつ死ぬのか、そして死ぬときに誰が一

緒にいてくれるのかを我々は考えなければならない。身体は骨になってしまうが、魂

はどうなのか？もし、あなたが人生にさらに深い意味があると信じるならば幸運です。

バーナグロウプによる最近の調査ではアメリカ人の 10人中 8人がなんらかの死後の世

界の存在を信じているそうです。79パーセントの人は神が存在するか否かに関わらず

魂は永遠に生きると信じている。あなたは死後の世界がどのようであると思うでしょ

うか？これにはたくさんの異なる信条があります。
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 ヒンズー教は人が因果応報の法則によって人は限りなく輪廻（生れ変

り）を繰り返し、正しい行いや悪い行い、人々が人生で行ったことを来

世で報いを受けると教えます。輪廻は魂が神の本質に至るまで何度でも

繰り返されると。

 ユダヤ教（旧約聖書だけを信じる）は新約聖書と同様に天国と地獄の存

在を教えます。ユダヤ教徒はクリスチャンと同じように死後に裁きを受

けることを信じています。

 イスラム教徒は楽園と地獄の業火を教え、殉教だけが楽園に行ける確実

に切符をもらう方法と教えます。

 仏教は人は悟りを通して魂は輪廻を繰り返し、それがニルヴァーナと言

われる究極の無に至るまで続くと教えます。

 無神論は意識のある死後の世界を否定します。ある無神論者は死を「天

における昼寝」と呼びました。

 新時代活動者（ニューエイジモーブメント）は多くの異なる信条を包括

し、人が神と一体になるまで生まれ変わると教えます。

多くの可能性があるが、どれがあなたに起こるでしょうか？死後に何があると

どのように知ることが出来るだろうか？いや、そもそも知ることが出来るでしょうか？
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多数派の人が魂の存在や死後の世界を信じていますが、多くの人が目的地につ

いてはっきりとした確信はありません。25％の人が死後に何があるか全く分からない

と認めています。なんと、3分の 2の無神論者あるいは不可知論者が死後の世界を肯定

している。しかし、多くの人は彼らの信条について真剣に考えたことがなく、その理

由も分からないと認めています。さらに重要なことは彼らの信条の根拠についがある

かどうかさえも考えたことがないことである。

なんと、3分の 2の無神論者及び不可知論者が死後の世界を信じている。

わたしが 12月に北アメリカにいたとする。氷点下の温度が数日続いたあとに、

湖のそばに氷の塊が出来たとします。そこで、私は氷の上を歩いてみようと決心しま

す。そして、スノーモービルで氷の上を走ってみようと決心します。私は人がスノー

モービルで走るのをテレビで見たことがあるのですが、とても楽しそうでした。もっ

と、楽しそうなのは氷の塊でジャンプ台を作り、ジャンプして着地した後に滑ったら

どんなに楽しいでしょう？しかし、問題が一つだけあります。私がどれだけそれを信

じようと、信仰しようと、氷を割って湖に落ちてしまうでしょう。なぜなら、その氷

が薄すぎるのです。それが現実です。

今度は 2月の同じ湖を考えてみましょう。すでに 2か月以上の氷点下の人が続い

ています。私はその氷の上を歩いてみたいのですが、数か月前に友達が氷を割って湖

の中に落ちたので、怖くて出来ません。だから、氷の上にそっと乗ってみて大丈夫か
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確かめたいのです。しかし、氷はわたしの体重を支えるだけでなく、スノーモービル

でジャンプしたって大丈夫なのです。なぜか？氷はすでに数インチ（1インチは２．５

センチ）はっているからです。

この二つのシナリオの違いは何でしょうか？一つ目の場合はこの世の価値観を

信じた場合です。信じた対象はわたしが思っているようなものではありませんでした。

氷が薄すぎたのです。私は明らかに間違ったことを信じていたのです。二つ目の場合

は証拠を考慮に入れていたのです。わずかな信仰が行動を起こし、何事もなかったの

です。

意識しているといないに関わらず、我々は何かを信じているものです。いや、

あなたは毎日たくさんのことを信じて生きているのです。あなたは車を運転するとき

に他の車が赤信号で止まることを信じています。座っている椅子が壊れないと信じて

います。飛行機に乗るときにパイロットに自殺願望がなく、飛行機を墜落させること

がないと信じています。問題はどれだけ信じるかということではなく、何を信じるか

ということです。つまり、我々は真実を信じているかどうかということです。

死後の世界について何を信じてもかまいません。しかし、信じていることに根

拠があり信頼できるかどうかが問題なのです。あなたが信じているものは根拠の薄い

氷のようなものでしょうか？あるいは、数フィート（1フィートは 30センチ）ものス

ノーモービルが着地しても大丈夫な氷でしょうか？その答えがどうであれ、あなたは

何かを信じているのです。ですから、自分に信じているものに本当に根拠があるのか

どうか自分に訊いてみてください。
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オプラ ウインフリー（アメリカのコメディショーの司会者）はゲストにする好・

きな質問をこう言っています。「どうしてそのように言えますか？」。我々に確実な

ことはいつか死ぬということです。問題はその後なのです。死ぬことは確実ですが、

問題はその後にどこに行くかなのです。

我々は毎日確実に死に近づいているのです。あなたの信じているものの根拠が

なんであれ、あなたはその確率にかけているのです―あなたの永遠はあなたの信じて

いることによるのです。

あなたはあなたの信じていることが本当かどうかを検証したことがあるでしょ

うか？あなた自身のためにあなたはその選択肢を追求しなければなりません。信じて

いることを検証する時間がなかったから、永遠に間違った選択をしたくはないでしょ

う。

ですから、永遠への旅を始める前に私と一緒に永遠の真実を始める短い旅をし

てください。神はいるのかいないのか。死後の世界があるのかないのか。あなたの信

じていることにどれほどの根拠があるのか？ウインストンチャーチルは言いました

「人は時に真実を見失うが、たいていの場合はそれがなかったことのようにやり過ご

す」と。私はあなたが真実を見誤り、それを無視するのではなく、あなたがそれを追

い求めるのを希望します。そして、それを信じることが出来るように。あなたが死ぬ

ときにその氷がどれほど厚いものかどうかを確かめてみましょう。永遠の真実の深さ

を一緒に探してみましょう。
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ウインストンチャーチルは言いました「人は時に真実を見失うが、たいていの

場合はそれがなかったことのようにやり過ごす」と。
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第 1章ノーベル賞

地球を見下ろして神がいないというのは理解できるが、天国を見上げて神様が

いないというのは理解できない―アブラハム リンカーン・

多くの人は科学がすべて宇宙の成り立ちを説明したから、神様がいないと結論

付けます。しかし、我々の起源の自然的な説明が出来たとしても、超自然的なものは

どうであろう。おそらく、あなたも科学と宗教の対立を見て、科学の勝利を信じてい

るでしょう。しかし、科学のみでこのとてつもなく美しく、複雑な想像を説明できる

でしょうか？このそばらしさにあなたは疑問をもたないでしょうか？

どのようにして太陽が適量の光と熱のエネルギーを供給できるのか？我々の整

然とした世界はどのように保たれているだろう？どのようにして満月や月食、そして

壮絶な嵐や降雪を予測できるだろう？

稲妻はどこから来るのか、美しい虹はどのように出来るのか？美しい夕焼けを

見ると我々はその創造に感嘆する。壮大な山や美しい砂浜にも。

わたしは初めてグランドキャニオンを見た時に唖然とした。その広大さは荘厳

であったし、その色彩は素晴らしかった。このグランドキャニオンはどうしてできた

のか？

我々が人間によって造られたものを見るとき―例えば家を見るときに必ずそれ

を作った人がいることを思います。また、時計などのデザインを見た時にそのデザイ

ナーがいることを疑う人はいません。絵画などの芸術を見た時も、なんらかの秩序が
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あるときも―例えばコーラのグラスが 20個並べられていたらそれを準備した人がいる

ことを知ります。

我々が宇宙を見た時にそれは人のものによるものではないことが分かります。

そこには想像、デザイン、芸術、そして秩序があることを見ます。もしも我々が人工

のものを見た時に創造者や、デザイナー、芸術家がいることを知るなら、宇宙につい

ては創造者、芸術家、そして秩序を保つものがいることを思わないのでしょう？どう

してラシュモア山を見て四人のアメリカ大統領が浸食によってできたと思わないの

か？それはバカバカしいからです。我々はなにがしかの創造、デザイン、芸術や秩序

を見た時にそこには知的な力が働いていることを知ります。私はアメリカ国内の様々

なところで講演をするのでしばしば飛行機に乗ります。あるときに空港から運転して

いるときに美しい夕焼けを見ました。繊細な色の移り変わりはまるで万華鏡のようで

あり、私は人々がその美しい夕焼けを見るように祈り、だれがそのような美しい夕焼

けを作ったのかと感嘆しました。

翌日はハロウィーンでした。私は友人と人里離れた大きな家にました。だれも

キャンディをもらいに来ませんでした―9時半にドアベルがなるまでは。その家の人が

ドアを開けるのを私は頭を傾けて見ました。そこには顔を白く猫のように塗った二人

の若い女性がいました。かれらはトリックオアトリーティング（お菓子をくれなけれ

ば魔法をかける）をするには歳を取りすぎていたので私が年齢を訊ねると、20歳と 21

歳であった。私はなぜ彼女たちにトリックオアトリーティングをやっているのかと訊

くとキャンディが欲しいからだと答えました。
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数分間話した後に、私は永遠について話し始めました。一人の女性が答えまし

た。「我々は無神論者だから神様のことを私たちに話しても時間の無駄」だと。そこ

で私は聞きました、あなたは何の証拠をもってそのようなことを証明できるのかと。

かれらは何の証拠ももってなくて、私はおかしく思いました。

多くの人が彼らと同じでしょう。何の証拠もなしになにかを信じるのは盲目的

な信仰です―しかも、それを永遠の運命の根拠にしているのです。神を信じるのには

盲目的な信仰が必要だというひとがいます。しかし、我々は様々な思考を経て多くの

決定をするのだから、永遠の運命についての決定もそうするべきでしょう。私は彼女

たちに神を信じるのにどれほどの証拠が必要かと尋ねました。かれらはそれについて

も答えをもっていませんでした。そこで、私は少し考えて見なさいと言いました。私

は宇宙は想像、デザイン、芸術、そして秩序があることを示していると教えました。

もしも、すべてのものが創造者、デザイナー、芸術家がいるとしたならどうして宇宙

にはそれらがないのか？彼らの目が突如として輝きだしました。一人の女性が「実は

昨日散歩していた時に、非常に美しい夕焼けを見て、だれがこのような美しい夕焼け

を空に描いたのかと思ったのですと言った。祈って、24時間のうちに私は神について

証しする人を神様は与えました。

二人の女性は地方の芸術大学の学生で、芸術家として、彼らはすべての美しい

絵画にはそれを描いた画家が必要であることを知っていました。論理的に言って、宇

宙についても同様のことが言えなくてはなりません。論理的に画家のない絵画や陶芸

家のない陶芸、デザイナーのいないデザインというのはあり得ないのです。言うまで
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もない。そして、我々が永遠の運命に理屈にならないことを根拠にするのは適当であ

りません。

私はアトランタのダウンタウンである男性と魂について話していました。彼は

無神論者であり、神の存在を証明することはできないと言いました。我々は高層ビル

の中に立っていたので、私はその一つを指さして「このビルの建築士たちがいること

を証明してくれ」と言いました。彼は言った。「それは容易いことだ。このビルの存

在そのものが建築士のいたことの証拠だ」と。

彼は正しかったのです。我々は人が単にコンクリートやパイプ、窓、ペンキ、

ワイヤなどを集めて突如としてビルが建築されることをなどと信じない。ビルにはそ

の建築士がいるのだ。

私はその通りだと言いました。ビルそのものが建築士の証拠だと。加えて、太

陽や月、星や海、砂や雪の結晶、30億個のDNAの違いは宇宙に創造主がいることの確

実な証拠であると。彼はわたしを見ました。私は彼の中で何かがひらめいたことが分

かった。彼が言ったことそのものがその証拠なのです。あなたが建築士を見ることや

聞くこと、触れないことやにおいをかぐことができないことは建築士がいないことを

否定することはできません。あなたが建築士がいることを信じるのに盲目的な信仰は

必要ないのです。ただ、その証拠を見て論理的な判断をすればよいのです。最良の証

拠はその創造物を見ることです。宇宙についても同じことです。

宇宙の創造についても同じことである。すべての証拠は我々に宇宙の創造主が

いることを示しています。
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無から有へ

シナリオを想像してみてください。

数十億年前に無からダークマターへと進化しました。どこから来るともなく。

そして、大爆発（ビッグバン）がありました。なぜ起こったのかはわかりませんが、

とにかくそれは起こったのです。数百万年たって、この物質は泡状になり甘くなりま

した。数百万年後に無からアルムニアムの分子が形成され、それらが集まりそれはこ

の液体を完璧な形のシリンダー状のものを覆いました。そして、アルムニウムが突然、

シリンダー状のものの上に炭酸を作った。

40

45年くらい前に赤と白の分子がその缶の上に落ちてコカ コーラという文字を作った。・

しかも、賞味期限と材料のリストまでついて。おお、素晴らしい！！

この例はわたしの友人から教わったものだが、非常にバカバカしい思考の例で

す。もしも、私がこのシナリオを真実だと主張すればあなたを馬鹿にすることになる

でしょう。宇宙はこの缶よりも無限的に複雑です。しかし、なんらかの理由によって

人々はこの無から有への進化を満足して信じている。しかし、コーラの例が偶然に起

こることが不可能ならそれよりもはるかに複雑な宇宙がどのように形成されたので

しょうか？論理的に我々はそれが不可能であることを知っています。

ある夜に私が話していた時に若者がフットボールを練習しているのが目につき

ました。そこで、私はそこに行ってそこで息子のプレーを見ていた男と話をしました。
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彼は自分がユダヤ教徒だと言いました。しかし彼は同時に無神論者であるとも言いま

した。私にはこの組合せが面白く思わました。

美しい夜でした―寒いが美しい月を無数の星が取り囲んでいた。このような美

しい夜を見ているとその創造主について考えることはないかと私は訊いてみました。

彼はそうだねと認めました。そして、それが彼の悩みの種だとも言いました。彼はそ

の美しい空、そして素晴らしい創造を見て、創造主について考えないわけにはいかな

いと。しかし、一体それは誰なのか？

多くの人は永遠の存在というものを想像できないので、神様が宇宙を創造した

ことを信じません。確かに神にも初めは必要だと彼らは考えます。神はどこから来た

のか？神を作ったのは誰なのか？そして、満足な回答を得られないと彼らは信じるこ

とを拒否します。面白いことに科学者がビッグバン理論を思いつくまでは人間は宇宙

が永遠であると信じていました。どのように形成されたかが分からないので、単純に

それはそこにあったのであろうと主張していました。

現在の科学者は宇宙がビッグバンとともに始まったと主張します。しかし、こ

の答えはより多くの謎を与えます。爆発するべきなにかがなければなりません。その

物質はどこから来たのか？どのような過程を経て爆発したのか？宇宙を形成するため

に何が働いたのか？無秩序からどのように秩序が生まれたのか？考えてみてほしい。

もしあなたが永遠であり、秩序を持つ、美しい宇宙を創造する能力を持つパワフルで

知的な存在を信じたとすれば、それが神ではないのか？あなたは神を理解できないか

もしれません。しかし、それは神が存在しない根拠にはなりません。
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ある夜遅くに帰宅して、テレビをつけるとデビットレターマンショーという番

組をやっていた。ゲストは 80歳のノーベル賞を受賞したイギリス人でした。私はイギ

リス英語が好きなのでその番組に引き込まれていきました。

彼は言いました。「デビット、科学は宇宙に始まりがあったという結論に達し

た」。レターマンは座り直し、ゲストを見つめ、ちょっと待ってくれ、もしも始まり

があるならそれは…あなたが話していたらこの後をどう言うだろう？宇宙に終わりも

あるということだろうか。しかし、レターマンは続けた。「それは宇宙を始めたもの

がいたということではないだろうか？」論理的に考えれば何かに始まりがあるならそ

れを始めたものがいたはずなのである。それを始めたものが。科学者の返答は素晴ら

しかった。彼は床を見つめてレターマンに答えた。「それは科学が答えるべき問題で

はない」と。なんと潔さだろう。彼は科学者としてそれについて考えたくないと答え

たのである。我々は真理を探究する旅をやめる権利があるが、それは賢いことではな

い。レターマンのように我々は本能的に始まりには始めたものがいたということを

知っている。

原因と結果

科学には因果関係という法則がある。これは普遍的な法則としてすべての結果

には原因があるというものである。宇宙に原因のない存在（結果）というものは存在

しない。あなたは両親からそして両親は祖父母から生まれたのである。しかし、これ

は永久に元をたどることはできない。最終的には第一原因（first cause）、あるいは原
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因のない結果）にぶち当たることになる。つまり、何もないところから宇宙が出来た

原因がなければならないのである。

NASAのゴッダード宇宙研究所の創始者であるロバートジャスロウは述べた。

宇宙、そして時間の初めから宇宙の内包するすべてのものは原因の分からな壮大な効

果（grand effect）の結果である。これは科学ではない。それは魔法の話であり、悪魔や

中世の世界のものであり、科学が排斥しようとしたものである。

チャールズ ダーウィンでさえも認めている・

壮大で不思議な宇宙の観察の不可能さは神の存在の議論を引き起こさないでは

いられない。私は最初の原因の存在を認めたとしてもそれがどこからきて、どのよう

に起きたかを知りたいという欲望の存在を認めなければならない。

科学者の中には第一原因の存在を認めたくない人がいる。しかし、この法則に

よれば宇宙を含めたすべての始まりには第一原因があることを否定することはできな

い。宇宙（結果）はそれ自体が第一原因とはなりえない。それはその原因を必要とす

るのである。

C.S.ルイスはその著書の中で次のように書いている。

鳥以外からきた卵は永遠に存在していた鳥よりも「自然」である。そして卵が先か鳥

が先かという議論は初めという概念を不可能なものにしている。この連鎖の外にその

原因を探究するのが適当なのだろうか？それなら、同様に自然の秩序に本当の第一原

因を求めるのも論理的ではないだろうか？
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あなたはどう思いますか？有名な科学者のパスツールは自然（Nature）を研究す

るほどにその創造主について感嘆すると言った。アイザックニュートンは言った、こ

の最も美しい太陽系は知的でパワフルな存在の支配の下のみに起こりうると。そして、

神が全てを創造したということを信じるのが難しいなら、すべては無から生じたとい

うことを信じるほうがさらに深い信仰を求めるのではないだろうか？

創造の証拠

コカ コーラの例でも分かるように偶然の重なりはデザインにはなりえない。あ・

なたは竜巻がジャンボジェット、メルセデスベンツ、あるいは高層ビルをその行く

先々で作ったという話をきいたことがあるだろうか？なぜか、偶然の重なりはそのよ

うなデザインを生み出さないからである。

あなたは時計のすべての部品を靴箱に入れて 10分間、上下にふったらきちんと

した時計が組み立てられると思うだろうか？もちろん思わないだろう。では、一年間

では？50億年ではどうだろうか？答えは同じだろう。そして、比較的単純な構造の時

計が出来ないなら無限に複雑な宇宙が偶然できることもありえないだろう。

1． 地球は生命が保てる程度のちょうど良い熱がある位置に太陽から離れて

いる。ほかの太陽系の惑星はいずれも近すぎるか遠すぎる（寒すぎるか暑すぎ

る）である。
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2． わずかな自転の速度の変化は生命体の保存を不可能にする。たとえは、

10分の１のスピードなら地球上の生命は昼の間に燃え尽きてしまうか夜のうち

に凍り付いてしまうだろう。

3． 気温の変化は公転の適度なスピードに保たれている。

4． 月は潮の満ち引きを起こすに適当な地球の 24万マイルの距離を公転して

いる。この 5分の一の距離を公転すれば一日に二回、月と地球はぶつかってし

まうだろう。

5． 地殻の厚さと海の深さは注意深く計算されている。もしも、これらが数

フィート違えば植物と動物に必要な酸素と二酸化炭素の量は保つことができな

い。

6． 地軸は公転の周期の直角から 23度に保たれている。これは食料を生み出

す季節の違いを起こすのに不可欠である。

7． 地球の大気（特にオゾン層）は有害な紫外線から生命体を守っている。

8． 　大気圏はそれに毎日、秒速 30マイルで突入する約 2000万個の隕石を燃

やし続けている。この重要な保護がなければ生命体への影響ははかり知れない。

9． 地球の大気を形成する二大要素である窒素（78パーセント）と酸素（20

パーセント）のバランスはすべての生命体にとって限りなく重要である。

10． 地球の磁場は有害な宇宙の放射線から地球を守っている。

22



これらはすべての偶然の産物であろうか？もしも、そう考えるならそれは知的

自殺をしなければならないことを意味する。どのような論理的な証拠があるだろうか？

有名なスティーブンホーキングは以下のように結論した。

宇宙と物理学の法則はすべて人間のためにデザインされた。もし 40のうちの一

つでも物理的質（physical quality）が異なっていたら生命体は存在しえない。もし原子

が安定していなかったら分子と結合できないし、星も宇宙も生命体が発生する前に破

壊されてしまう。

デビットレターマンショーの紳士と違って、多くの科学者は論理的に証拠を

もって高い秩序を持つ宇宙は偶然の産物でないことを認める。進化論者であったホー

キングでさえ神の介在をなくしてこのような宇宙がどのように形成されたかを説明す

るのは難しいと認めている。

宇宙の形成について他の科学者はこのように結論付けている。

フレッド　ホイル（イギリスの宇宙物理学者）

事実の常識的な解釈として超人的な知性が物理学や生物学、化学を無視しなけ

れば秩序が偶然の産物ということはその考えを起こすことさえ愚かしいことである。１

２

ポール デイビス（オーストラリアの宇宙物理学者）・

わたしにはかげで何らかの法則が働いて宇宙を形成したということを示す強力

な証拠がある。デザインされた印象がとてつもなく強い。13
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アラン　サンダージェ（クローフォード賞を受賞した最も偉大なる天文学者）

宇宙は部分的にもその組み合わせにおいても偶然の産物としては複雑すぎる。

生命とその秩序だった成り立ちはあまりにも都合よくデザインされている。14

「すべての証拠を検証するときには超科学的な仲介者いや、間違いなく仲介者

がいるに違いないと確信する」　ジョージ　グリーンスタイン

ジョン　オキーフ　（NASA天文学者）

我々は、天文学的観点から言って限りなく恵まれた生命体であり….もしも宇宙

が緻密に計算されて形成されなかったら決して存在しなかっただろう。これらの状況

から私には宇宙は人間が住むために作られたとしか思えない。15

アルノ　ペンジアス（ノーベル物理学者受賞者）

天文学は無から作られた宇宙は生命体が存在するのに非常にデリケートなバラ

ンスの上に成り立っており、それは超科学的な計画により作られたという結論に行き

着く。16

ジョージ　グリーンスタイン（天文学者）

「すべての証拠を検証するときには超科学的な仲介者いや、間違いなく仲介者

がいるに違いないと確信する」人間を超えた存在の科学的な証拠を発見することは可

能であろうか？神は偶然に宇宙が我々にとって住みやすい環境であるようにデザイン

したのであろうか？17
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歴史上最高の科学者であると言われるアルバート アインシュタインは「私は神・

様がどのように宇宙を創造したのか知り合い」と述べた。我々が証拠を検証するとき

にこの欲望について考えなければならない

道徳律

神の存在を検証するときに必要な議論は道徳律である。人間は道徳を持ってい

るが、進化論は我々がどのようにして道徳を身につけたかを説明できない。どのよう

にして本能的になにかが間違っているか、正しいかどうかを判断することができるだ

ろう？

我々の道徳的性質は正義を求めすところからも見ることが出来る。我々は常に

正しいことが出来るわけではないが、我々は間違いを犯したときにそれについて間違

いだと知ることが出来る。そして、間違いが起きた時には我々は正義を要求する。こ

の道徳律はどこから来たのか？道徳律は不注意な偶然の産物では説明することができ

ない。

道徳律は前述した因果関係の法則とも関連している。因果関係の法則は結果が

原因の前に起こることはありえない。そして、原因は結果よりも大きく優れていては

いけない。したがって、宇宙が存在するに至った原因は宇宙そのものよりもすべての

点で大きくなければならない。建物がそうするように宇宙はそのデザインを示す、そ

してそのデザイナーをも。宇宙のデザインが知性を示す以上、デザイナーも知的でな

ければならない。そして、宇宙が生命体を持つ以上、デザイナーも生命を持っていな

ければならないし、道徳律がある以上はデザイナーも道徳的でなければならない。
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よく考えてみてほしい。神がいるというよりも神がいないことのほうがより強

い信仰を必要とする。物質がなぜ無から存在するようになったのか？どのように結果

が原因よりも先に来たのか？生命がないものからどのように生命体が出来上がったの

か？知性のないものからどのように知性のあるものが生まれたのか？なぜ無意味なも

のから意味のあるものが生まれたのか？これらはすべての無神論者が神はいないと信

じるためには信じなければならないことである。そして、すべてが否定することの不

可能な因果関係の法則と矛盾する。

あなたの論理とどのように関連するだろうか？常に証拠、事実、真実に基づい

て物事を決定しなければならない。感情的になってはいけない。感情も生命体の重要

な一部であるが、感情は真実を決定するものではない。あなたの下にある氷が厚くな

り始めているのではないか。創造、デザイン、芸術、秩序、科学、そして道徳律の証

拠を考えるとき永遠なる真実の探求はあきらかにしぼられてくる。

次章では宇宙のデザイン過程について詳しく述べてみたい。そして、第 3章では

そのデザイナー（創造主）について考察する。
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2章

　自動的狙い、自動焦点、自動しぼり調整など、人間の目はおよそ完全な暗闇

から明るい陽射しまで髪の毛の直径のものを見極め、一日に平均して 10万回の異なる

動きをする、、、そして、我々が眠る間にその整備をする

スコット ヒューズ博士・

光量の異なるそして、色や形の調整などを全自動で行う真似ることのできない

精巧な作りの人間の眼を考えるとき私は自然淘汰で出来るなどとはばかばかしくて考

えられない　チャールズ ダーウィン・

前章で述べたように宇宙がデザインされたことは明らかである。創造者を示す

論理的な証拠にもかかわらず、人々は進化論を信じ神様の存在を否定する。我々は幼

稚園でカエルが王子様になるのはおとぎ話と教わった。しかし、高校や大学でカエル

が王子様に代わるのは科学だと教えられたのである。したがって、科学者が全ての宇

宙がそれ自体によって造られたということを科学者が述べるともはや創造主は必要と

しないのである。

私は公立学校で育ち公立の大学に行ったので学校では進化論を教わった。大人

になって果たして進化論がすべての創造たりうるかと考えた。私はそれを調べ始めて

驚いた。

このことは神が存在するかどうかだけでなく、神がどんな性質を持っているか

をもしめすのでこれらの証拠がどのような結論に導くか詳しく検討してみよう。
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進化とは何か？

まず、進化とは何を意味するかから考えてみよう。進化には二種類ある。一つ

はミクロな進化である。これは種の範囲内における比較的小さな変化であり、バクテ

リアが抗生物質に対して抗体を作るなどいたるところで見ることが出来る。これは適

合や自然淘汰とも呼ばれる。ミクロな進化は観察可能で測定出来るので科学的である。

もう一つはマクロな進化である。これはミクロな進化が長い時間を経て別の種へと変

化することである。これは小さな調整ではなく完全に新しい性質と体形へと変わるも

のである。J.P.モーランド博士は以下のように要約している。

マクロな進化とはすべての生命体が化学物質（化学反応と最初の生命体を作る

エネルギーを持つ）から進化したというものである。それは初めに生まれた生命体か

ら人間に至るまでの進化である。マクロな進化―ミクロな進化が個体内の変化にとど

まらず種を超えて進化し新しい種を生む―が進化論の最も重要な骨子である。しかし、

マクロな進化はこれまでに観測されていない。したがって、科学的ではない。

進化について私が研究していた時に最も驚いたことはミクロな進化は遺伝的信

号に基づいているということである。生物のDNAにない変化は自然淘汰では起こりえ

ないのである。つまり、種の中の変化はすべてこの範囲に限られるのである。例えば、

犬には様々な種類があるが、チワワであれアイリッシュウルフハウンドであれ、ヨー

クシャーテリアまですべてが犬であるということである。

アンサーズブックの中でケン ハムはミクロな進化の限界を述べている。・
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適合は自然淘汰の結果である。しかし、アメーバから人間への進化は違う。自

然淘汰は現在の種が持つ遺伝的情報のなかでだけ行われるのであって、新種への変化

はありえない。毛を持つ爬虫類が見つかっていないので、爬虫類が毛を持つことはあ

りえない。突然変異は調整やすでにある形をなくすことはできても新しい種を作り出

すことはできない。２０

したがって、生物の変化には常に限界がある。自然淘汰は結局のところ自然選

択である。新しいものを作り出すことはできない。すでに生命体にある遺伝的な情報

の中から選択することだけが可能である。しかし、進化論者はこの重要な事実を無視

し、一つの種が新しい性質を作り出し別の種になると主張する。残念ながら進化論者

はその科学的根拠を示すことができない。それはこれまでに観察されたことがないし、

観察されえないのである。マクロな進化における二つの重要な条件をけんしょうして

みよう。

生命の始まり

進化論者の最初の主張は非生命体から生命体が生まれたとすることである。これ

は不可能である。科学は繰り返し観察できるものしか受け付けない。しかし、科学者は

その熱心な努力によっても非生命体から生命体を作ることを再現できない。その反対が

残念ながら事実である。進化論者であるマーティン モーは一世紀にわたる生物学の研・

究はわたしたちに生命体は生命体からほか生まれることはないということを教えたと

述べている。したがって、進化論者の主張する遠い過去のいつか非生命体から生命体

が生まれたというのは科学的でないし、正確ではない。
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ルイス パスツールは偶然による生命体の誕生を生合成（生物学的起源）の観点・

から不可能であることを示した。生命体は生命体以外から生まれることはなく、また

その種以外から生まれることもない。著名な進化論者のジョージゲイロードシンプソ

ンとその同僚は述べた。

生合成に関して疑わしいところは全くなく、生命体はその種の中かしか（細胞

毎に、同じ細胞の種類に限って以外に）生まれることはない。

生合成は生命体が必ず生命体からしか生まれず、これは次の疑いを引き起こす。

宇宙の初めの生命体はどこから来たのか？論理的な答えは生命体が常に存在していた

としか考えることはできない。原因がない結果がないことを想起してもらいたい。そ

して、結果より小さい原因がないことも。したがって、唯一の可能性は我々が永遠に

存続する生きる創造主から来たことだけである。

ノーベル賞受賞者のフランシス クリックは述べた。・

生命体が生まれるまでの過程はどのようにしても再現することができない。科

学者としての知識をもっても生命の起源は奇跡である。それが起こるにはあらゆる条

件が一致しなければならない。生合成は種の起源に加えて種がその種を超えないこと

をも述べている。一つの種はその個々にプログラムされたものに限って再生産される。

これはなぜクジラがクジラだけを、牛が牛だけを、アリがアリだけを、そして人が人

だけを生むことをも説明する―これは進化論についての次の問題を引き起こす。

中間種（Transitional forms）
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マクロな進化に対する次の問題は種が少しずつ時間をかけて他の種へ変化した

という主張である。マクロな進化を証明するためには科学者は様々な生物がその共通

点を持つことを示し、共通の祖先をもつことを示さなければならない。あなたも学校

の教科書で魚が爬虫類へ、そして哺乳類へ進化した表を見たことがあるでしょう。

しかし、あなたはわたしが様々な車を並べて軽自動車から高級車までが似通っ

た共通点を持つことを示したらそれらが共通の祖先を持つことを信じるだろうか？そ

れともあなたは常識的にそれらが共通の自動車メーカーが作ったというふうに判断す

るだろうか？

ミクロな進化は様々な種類の馬が存在することをこのような表で示すことが出

来るかもしれない。しかし、種が他の種へと変化したことをどのように示すことが出

来るだろうか？そのような証拠はどこにもない。もしもマクロな進化が真実であれば

様々な種は完成よりもその過程に時間がかかったに違いない。そして、それらを示す

数億個の中間種がなければならない。しかし、進化の過程を示す化石は存在しない。

進化論をとなえたチャールズ ダーウィンは「種の起源」（・ On the Origin of 

Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for 

Life）の中で中間種のないことを彼の理論の致命的な欠点だと述べている。この理論に

よれば数えきれない中間種が存在しなければならないが、地殻の中にそれを発見する

ことはできない。なぜ、自然は混沌としてなく整然としているのか？地学的には種ご

とにたくさんの過去と現在の変化が示されなければならない。これは当然の疑問であ
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る。しかし、問題は地質記録（Geologic record）が極端な不完全さを現わしていること

である。

ダーウィンは彼の理論を証明するための方法を知っていた。そして、正直にそ

れを述べている。彼も彼の理論に対する反論、とりわけ中間種の欠如については認識

していた。

進化論が本当であれば数億個の進化過程の化石が発見されなければならない。

ダーウィンは我々がまだ十分な化石の証拠を発見していないと提言した。これは近代

的地学によって検証されなければならない。ダーウィン以降過去 150年間にどのような

化石を発見しただろう？我々は完全に進化したマンモス、魚、爬虫類らの化石を発見

した。化石の中ですべてが完全に進化したものだけが発見された。進化過程の骨や、

魚のヒレやくちばしは発見されなかった。数十億の発見された化石の中でダーウィン

の提唱する中間種は一つもない。これは何を意味するだろう？彼の理論が間違ってい

ることだろうか？化石は単純生物から複雑な生物までの少しずつの進化の過程を示さ

なければならない。他の専門家の意見を見てみよう。

ジョージゲイロードシンプソンは認めている

進化の過程の欠如は哺乳類に限らない、それどころかほとんどすべての生物に

おいて認められることであると多くの古生物学者が長い間主張していることである

また、A.J. マーシャルは述べている
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鳥類の起源の説明は演繹的である。爬虫類から鳥類への進化を示す化石は存在

しない。

さらに、ニューヨーク大学のH.W.スミスは脊椎動物の化石の欠如について次の

ように述べている

脊椎動物の進化の説明はおとぎ話である

40年間の進化論の証拠を探究し、失敗したニルスへリバートルソンは以下のよ

うに述べている

化石を系統的に示す作業は完成した。しかし、進化過程を示す証拠はほとんど

なく、また見つかることもないだろう。

結論として、マクロな進化の証拠は化石からは見つからない。つまり、一つの

種から他の種へと変化した証拠はない。進化論者は種は急激に進化したためにその証

拠を残さなかったと主張するが、しかし、進化の速度は遅すぎて我々の誰もが見るこ

とができない。現実的に言って、生物の進化が速すぎようが、遅すぎようと化石の証

拠はどこにも発見できない。我々は全く根拠のない「事実」を肯定することが出来る

か？それは理論としても成り立たないのではないだろうか？

「進化」という雑誌の中でデビッド キッツは同僚の進化論者に述べている・

古生物学者の主張する楽観的な進化論に対する約束に反して進化論者は進化の

過程を示す化石の欠如しか認めることができない。
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化石の記録が示すものは徐々に起こる進化でなく、唐突で安定的な完全に進化

した生物の存在しか示さない。

また、古生物学者のロバート　キャロルは

急速な進化の驚くべき特徴はその起源からその生物の基礎構造が変わっていな

いことである。欠如しているのはダーウィンの言う進化の過程にある中間種である。

古生物学者のとなえるカンブリア期の爆発がほとんどすべての生物を突然発見

し、中間種がまるでない。したがって、動物が共通の祖先から進化したというよりは

化石はすべての動物が一時期に突然現れたことを示している。考えてみてほしい。こ

の突然の動物の出現は徐々に進化したという進化論を支持するだろうか？それとも創

造主を示すだろうか？

進化論者は進化過程の化石はまだ発見されていないだけか、破壊されてしまっ

たと主張する。このように全く証拠がない時にそれは科学と呼べるかあるいは信仰で

あろうか？

なぜ、人は根拠のない進化論の証拠を信じるのか―ケント ホバンド博士は基本・

的な質問を挙げている。あなたならどうこたえるだろうか？

1． いつ、どこで、なぜ、どのようにして非生物は生命体になったのか？

2． いつ、どこで、なぜ、どのようにして生命体は繁殖することを学んだの

か？

3． 最初の細胞はどのようにして繁殖（sexual reproduction）を行ったのか

34



4． なぜ、植物や動物は余分な栄養分や食料を必要とする他の種類を増やそう

とするのか？(人間や種の生存本能をどのように説明するのか？）

5． 突然変異（遺伝的信号の書き換え）はどのように新しいそして優れた変化

をもたらすのか？（英語を書き換えても中国語にはならない）

6． 自然淘汰は保持している遺伝的情報の範囲内で可能であり、種の保存のた

めに行われる。もし進化論が真実ならどのようにより複雑な遺伝的情報を

生まれるのか？

7． いつ、どこで、なぜ、どのようにして

a. 単細胞植物はどのように多細胞生物になるのかような進化過程はある

のか？

b. 魚が両生類になるのか？

c. 両生類が爬虫類になるのか？

d. 爬虫類は鳥類に変わるのか？（彼らの肺、骨、眼、生殖器官、心

臓、」移動方法や体を覆う構造などは全く違う）

8． いつ、どこで、なぜ、どのようにして

a. クジラは進化したのか？

b. 竜の落とし子は進化したのか？

c. コウモリは進化したのか？
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d. 髪や、皮膚、羽毛、うろこ、爪などは進化したのか？

9．   これらのうちなにが最初に進化したのか（ほかのものがなくても機能し

た）？

a. 消化器官、消化するべき食糧、食欲、食料を探し食べる機能、消化液

に耐えるだけの体の内側の強さ（胃液、腸など）

b. 生殖する機能とその欲求

c. 肺、肺を守る機能、咽喉あるいは肺に完璧な空気を送る機能

d. 植物と昆虫の受粉を促す機能

e. 骨、靭帯、腱、血流、骨を動かす筋肉

f. 免疫機能とその必要性

少し時間を取ってこの答えを考えてみてほしい。あなたはこれらが適当であり

科学的に証明できると思うだろうか？あるいはそのようになると信じ、希望するだろ

うか？本当に進化論が適切であると考えるだろうか？科学者はこれらの身体の部分や

互いに相補する複雑な機能は単純に必要に応じて進化したと我々を説得したいのであ

る。

しかし、論理的に考えてそれは不可能である。自然淘汰は種内の比較的小規模

の変化は説明できるかもしれない。たとえは、鳥のくちばしが周囲の環境に応じて変
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化するような。それは、現在の機能を保ちながらそれを高機能にしていくことである。

しかし、最初の複雑な構造は説明できない。

同時に我々は中間種の論理的な結論を出さなければならない。魚が部分的なエ

ラを持ちながら生きうるだろうか？鳥が半分の羽根だけで飛べるか？いや、それでは

他の動物のえさになってしまうだろう。我々は不完全な消化機能で食料を消化できる

か？不完全な眼玉はどうか？チーターは半分だけ進化した足で走れるか？常識で考え

てほしい。

失われた環（Missing link）

これらは究極の進化過程の問題にたどり着く。サルと人間の間の失われた環

（中間種の問題である。もしも、人間がサルから進化したのであればこの二つには多

くの進化過程の化石が存在するはずである。そして、人間が比較的最近に進化したと

すれば化石は傷むことなくきれいにかつ大量に保存されるはずである。

では、科学者はそれらを発見したであろうか？ネブラスカ人、ピルトダウン人、

ジャワ人、北京原人、ネアンデルタール人、そしてルーシーが「失われた環」であろ

うか？しかし、あなたはこれらのすべてが科学的に間違いであったとされたことを

知っているだろうか？多くの教科書にこれらは証拠として載っているが、科学的に間

違いであることは証明されているのである。では、一つ一つの証拠を見てみよう。
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ネブラスカ人はネブラスカにあった一つの歯から想像で形成された。ネブラス

カ人はその頭蓋骨、スケルトン、彼らが使った道具や家族までが想像で形成されたが、

もともとは絶滅した種類の豚の歯であったことが明らかになっている。

ピルトダウン人は意図的に作られたものであり、骨は実際の人間の骨を集めた

ものである。あごの部分と二つの歯はオランウータンからとったものである。母人間

の歯であったように加工され、骨と歯は古代のものであるように接合された。すべて

の発見は真実を探求しない者たちの愚かな行いの結果である。

ジャワ人は比較的多くの体内の場所から形成された。たとえば頭蓋骨、腰の骨

が見つかっているがこれらは巨大なサルと人間の骨であることが分かっている。

北京原人は背中が強打されたサルの骨から形成されたが、その骨が様々な骨と

そして道具を使っていた様子が発見されたため道具を使うサルとして人間の祖先とさ

れた。しかし、後になってそれは人間が食べた動物のものであったことが分かり、使

われた道具もサルではなく人のものであったことが分かっている。

ネアンデルタール人は完全な人間であったことが分かっている。近代の発達し

た文化を持ち、芸術や宗教も持っていたが栄養不足であったことが分かっている。

ルーシーは失われた環ではありえない、なぜならルーシーの時代よりも前にすでに人

間が出現しているからである。

失われた環は依然として失われている―そして永遠に失われたままであろう。

なぜなら、人間を律している法則が全ての生命体を律しているからである。そして、
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失われた環など存在しないのだから。すべての化石はそれが突然現れ、完全に進化さ

れたものだけである。

前述したようにミクロな進化（種の内における変化あるいは適応）は多くの証

拠が発見されているが、マクロな進化（１つの種が別の種へと進化すること）の証拠

は全く見つかっていない。科学者はいかなる進化過程の化石も失われた環も見つけて

いないのである。

英国自然博物館のコリンパターソン博士は著名な進化論者で進化論についてた

くさんの書を書いている。彼はどうして彼の本に進化過程の化石のイラストがないの

かと問われたときに以下のように述べている。

英国自然博物館は 700万の化石を所蔵しているが進化過程においてあなたのコ

メントと完全に同意する。もし、私が化石であれ生物であれもしも進化過程のものが

あれば展示するだろう。しかし、どの化石もその議論に加えるのに十分な証拠価値を

持っていない。３２

ナイルス エルドリッジ、脊椎動物の化石の専門家は正直に証拠を検証している・ 。

古生物学者が進化論を論じるのから長い間離れているのも無理はない。そんな

ことは起こらないだろう。些細な変化を詳しく検証した結果、何百万年もかけた進化

はすべての急激な変化になりえない。我々が進化の新しさを検証するときに、通常は

急激な変化、そして進化の徐々に起きた証拠はどこにも発見できない。進化の議論は

どこにも永遠に行ききえない。それが古生物学者の残念ながら結論である。なんとい
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う説明であろう！彼らは進化論に証拠がないと完全に言い切っている。そして、長い

研究の結果の真実は進化論を信仰するだけの証拠がないということである。あなたは

どうだろうか？

確率論

前述したように生合成によると進化は不可能である。そして、中間生物の化石が

ないことがその結論を支持している。もう一つ進化が不可能な理由として確率論があげ

られる。確率論とは非生命体から生命体が生まれる不可能さをしめすものである。著名

なイギリスの天文学者であるフレデリック ホイル卿によるとアミノ酸が生命体に必要・

なエンザイムを作り出す確率は１０の４万乗以下であると述べている３４。１兆分の一

は１０のたったの１２乗分の一である。そして宇宙には１０の８０乗分の一の陽子し

か存在しない。したがって、１０の４万乗以下というのは想像することも出来ない。

数学者によると１０の５０乗分の一以下の確立の出来事は不可能である。それは、ど

のようによっても不可能なのである。

ホイルの述べた１０の４万乗の一というのは１０の５０乗分の一よりもはるかに

低い確率である。イエール大学の生物物理学の前教授であるハロルド モロビッツ博士・

はもっとも小さく最も単純な生物が発生する確率は１０の３億４千万分の１乗以下であ

ると述べている。また、天文学者であり進化論者でもあるカール セーゲンは地球を含・

む宇宙のどの惑星でも生命が進化する確率は１０の２０億乗分の一であると述べてい

る。
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この数字がどれほど莫大かお分かりになるだろうか？これは３００パージの本

に数字を描くだけで６０００冊にも上る。したがって、もしも不可能なら物がなんで

あるかと考えたら生命体の誕生であろう。

確率の法則によれば非生命体から生命体が誕生するのは完全に不可能なのであ

る。そして、それは一つの分子が生命体になる確率に過ぎない。あなたはどのように

して生命体の複雑さや極限的に詳細なDNA（デオキシリボ核酸）を説明できるだろ

う？

例えば人間のDNAは３０億以上の情報が含まれている―文字通り何万パージにもいた

る。その情報が一時に１ページの割合で進化したのであろうか？どのようにして無作

為のチャンスがこのような複雑な情報を作りえたのであろうか？考えることも出来な

い。これは偶然ではなくデザインとしか考えられない。

ある男性が私に質問した。コンピュータとロボットと７４７ジャンボジェット

と芋虫（lowly worm）のなかでどれが一番複雑なデザインを持っているかと。私は芋虫

であると思った。科学者と私の答えとは同じであった。消化器官やほかの単純なシス

テムも高度に秩序だった働きをしている。我々はコンピュータに創造者とデザイナー

がいることを知っている。ロボットや７４７ジャンボジェットも同様である。しかし、

虫は偶然に長い期間を費やして生まれたのだろうか？まったく話にならない。もしも

非生命体が創造者とデザイナーを要するなら、複雑なだけでなく、生きている、そし

て繁殖することのできる虫はなおさらである。そして、単純な虫でさえもそうである
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ならさらに素晴らしいほど多彩な人間の脳を形成するのがどのようなことか考えてほ

しい。

カール セーゲンも認めている、、、・

人間の脳の信号はおそらくすべての神経伝達物質の結合に等しいだろう―およ

そ１００兆、１０の 14乗ビットである。もしも、英語で書くならその情報は 2000万冊

にも及ぶ―世界でもっとも大きな図書館に匹敵する。2000万冊の本に匹敵する情報は

我々の脳には含まれている。脳は非常に小さなスペースにある大きな器官である。脳

の神経伝達物質はおそろしく早く他のどんな人間の器官よりも優れている 35。

もしも、人間がそのような優れた器官を作りえなかったらいったい誰が出来るだ

ろう、いやしたのだろう？ダーウィンの世界的に有名な支持者であるリチャード ドー・

キンス教授は述べている。我々は動植物などの生命体が偶然によって生まれたとする

には美しすぎるのをみた 36。

極限的な複雑性

進化論が生命体の複雑さを作りえないと主張する生化学者マイケル ベー博士は・

「極限的な複雑性」の存在を主張する。これは各器官があまりにも複雑すぎて、一つ

一つが徐々に進化したことはありえないことと述べた。すべての器官が同時に出来な

くては機能しないと彼は主張する。
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私は極限的な複雑性を以下のように説明する。それは一つの器官が複数の部分

の一部として働いており基礎的な機能に貢献していることである。どの一部が欠けて

もそれは効率的に機能しない。極限的な複雑性はいくつかの部分が徐々に進化してで

きたものではありえなく、徐々に進化すればその時点で未完全な部分は機能しないの

である。自然淘汰はすでに働いている器官から選択されるのであり、もしも生物学的

なシステムが少しずつ生産され全部の機能になるのではなく、一度に完全に進化しな

ければならない。

ベー博士はネズミ捕りを例に挙げる。ネズミ捕りはすべての部分が同時に働か

なければ機能しない。一つの木材でネズミを捕まえることはできない。木材とバネだ

けでも同様である。木材とバネと蝶番でも駄目である。すべての道具がそろってしか

もきちんとデザインしてはじめてネズミを捕まえることが出来る。極限的な複雑性も

同じことである。例えばひざの関節が 16個の重要な特徴を持っており、そのためには

数千の情報が同時に遺伝的情報を送らなければならない。したがって、ひざは徐々に

進化したのではなくて全体がいっぺんに全部創造されたのである。

チャールズ ダーウィンも驚くべきことに極限的な複雑性のような理論が証明さ・

れれば進化論は消えると種の起源の中で述べている。

もしも複雑な器官が長い間徐々にできないことが証明されれば私の理論は崩壊

してしまう。
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ダーウィンは冒頭でも述べたように人間の眼の複雑な働きに困難を覚えた。目の

複雑性を考えると徐々に進化したというのはばかげた考えであることを認めている。ス

コット ヒューズ博士は人間の眼の出来ることついて以下のように述べている。・

自動焦点、自動しぼり、自動的な光のしぼりを備えた人間の眼はほぼ完全な闇

から明るい太陽光まで対応し、細かな髪の毛も見ることが出来、日に約 10万回の異な

る動きをする、フルカラーで立体的な映像を与える。これらはすべてなんの不自由も

なく行われ、眠っている間にはその機能の整備をする 39。

鞭毛はバクテリアの後ろに位置し、水的環境を維持する。1分間に 10万回回転

し、4分の一回転ずつすることができる。この複雑な分子的モーター―回転部、固定子、

O型のリング、入れ子、ドライブシャフト―は 40の複雑なたんぱく質によって機能す

る。

バクテリアの鞭毛を見て、ハーバード大の生物学者ハワード ベルグは彼の講義・

で宇宙は最も効率的な器官だと述べた。鞭毛はバクテリアの後ろに位置し、水的環境

を維持する。1分間に 10万回回転し、4分の一ずつ回転することができる。この複雑な

分子的モーター―回転部、固定子、O型のリング、入れ子、ドライブシャフト―は 40

の複雑なたんぱく質によって機能する。このどの部分が欠けても足りなくても機能的

な鞭毛は形成されない。では、それがどのように進化したと言えるのだろう。

マイケル ベー博士によると我々は高度に統合された極限的な複雑性―・
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優れたデザイナーの一部分しか知らないらしい。分子生物学は一つの細胞でさ

えも、とてつもなく複雑な特徴を持っている。細胞生物学のリーダー的存在、国立自

然科学研究所のブルース アルバーツは述べている。・

我々は常に細胞の複雑さを軽視している。一つの細胞全体はそれぞれが多くの

タンパク質を融合した優れた技術が統合された機械工場に似ている。なぜ、機械と呼

ぶのか、それは機械が人間の効率的な努力によって発明されたからである。これらの

タンパク質は高度に統合されている。

これらの器官が同時に動かなければ細胞は機能しない。そして、生命体が自然

発生的に出来たという説明は愚かしい。べー博士は言っている。

細胞の中には極限的な複雑性を持った機能がある。自然法によって生命体が出

来たと考えることに慣れている我々には細胞がデザインされた（設計された）という

のは驚きである。

これらの高度に統合された細胞の仕組みは人間の設計した機械とよく似ているこ

とが多いが、人間がつくるものよりもはるかに優れている。進化論者のリチャード・

ドーキンス博士は細胞のDNAについて「遺伝子の機械的信号は精巧に作られたコン

ピュータソフトに似ている」と述べている。マイクロソフト社の共同創立者であるビ

ル ゲイツ氏も「・ DNAはコンピュータプログラムに似ているが、その何層倍も優れてい

る」と述べている。
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ゲイツ氏は彼のソフトを開発するのにプログラマーを雇っているのであるから

細胞のソフト―人間の作るプログラムよりも何層倍も優れたソフト―はやはりデザイ

ナーがいると考えるのが妥当ではないか。実際に研究者たちはDNAが新世代のコン

ピュータの偉大でパワフルなソフトの基礎となると信じている。コンピュータ技術者の

レオナルド アドルマンはコンピュータと人間の細胞は同じように情報を貯蔵すること・

を気付いていた。

世界中の研究者はアルゴリズム処理と情報の出力をDNAを含む水の試験管を用

いて、小さなコンピュータを設計した。(I had difficulties to understand what this means 

like test-tube of DNA laden water???)。研究者は遺伝的情報がそれ自体で増殖しさらに複

雑なシリコンベースのコンピュータが処理しきれない問題を解けるように望んだ。

Nature Biotechnologyという学術誌はコンピュータが二人の科学者が作ったプログラム

はマルバツ（tick-tack-toe）でコンピュータが人の手を借りずに人間に負けないソフト

を作った。

質問：もしも生命を作る基礎が人間よりも賢かったら、人間をデザインするの

はさらに難しいのではないだろうか？分子生物学者の（Molecular biologist）ジェーム

ズ シャピロが言うには・

ダーウィニズムにはいくつかの希望的観測以外に biochemical　生物化学あるい

は細胞の原理的な進化を説明するのに何の根拠もない。ダーウィニズムがほとんど実

証的な研究がないのに、進化という生物学的適応と複雑さという壮大な研究の説明と
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して用いられていること自体が驚きである。優れた進化論者のシャピロでさえもダー

ウィンの進化論に証拠がないことを認めている。

進化を拒否する生物（evolution-defying creatures）

もしも、進化で形成できえない生物がいるとすれば、それは想像の証拠ではな

いだろうか？もしも、たった一つの動物しか創造されなかったとすれば、なぜすべて

のものが神様によって創造されたということが信じられないだろう？あなたが証拠と

いうことを正直に考えてみるとこのようなデザインがデザイナーがなくて自然に出来

上がったということは思いにくいのではないだろうか？以下に述べる動物は素晴らし

くデザインされた、そして進化を否定する生物である。

ダニ（tick）

最初の素晴らしくデザインされた生物はあの嫌われ者のダニである。国立健康

研究所（National Institute of Health）のホセ リベリオ博士によればダニは我々が知って・

いることをすべて知っており、化学的に言って薬学についてなにも知らない。小さな

ダニは唾液の中に何ダースもの化学的武器を持っており、傷にそれを吸い付ける。ダ

ニはその存在を取りついた動物に数日間気付かれないように、そして血を吸うという

食事を邪魔されないようにそれを唾液の中に複数の麻酔を持っている。動物の血液凝

固を妨げるメカニズムも持っている。動物の免疫機能を妨げるために白血球をの働き

を妨げる機能も持っている。
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1万ものダニを研究した昆虫学者のステーヴン ウィケルはこの機能を研究する・

には生涯を要すと述べた。リベリオ博士はこの小さなダニを古代からの知恵を持って

いると述べた。あなたはこの信じがたい科学的唾液が偶然の結果生まれる多と信じる

だろうか？

ヤモリ（Gecko Lizard）

次にヤモリについて考えてみよう。ヤモリは天井を逆さまに這うことが出来る。

足の裏には 5億もの細かい繊維が吸引する役目を果たしている。加えて、ヤモリのつま

先は上にはがれて吸引が徐々にはがれる役目をしている。ロバート コッフェル博士は・

説明する

ヤモリのつま先の素晴らしく繊細な構造は知的な目的を持ったデザインを示唆

する。その構造は進化論者が用いる特異変化や自然淘汰の概念では説明できない。ま

た、かりに進化論者が適切な説明を思いついたとしてもその進化を示す化石の証拠は

どこにもない。

どのようにして特異変化や偶然がヤモリのつま先を作ることが出来るだろう。

ヤモリのつま先が半分だけ進化していたならばすぐに他の動物のえさになってしまう。

吸引力が強すぎればヤモリは動くことが出来なくなってしまう。無作為な進化がどの

ようにしてつま先の構造（適度な吸引力を持つ）を作ることが出来るだろう？神様だ

けが目的を持ったデザインをすることが可能である。

海綿動物
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次に頭を悩ませるのが驚くほど単純な構造かつ科学者の最近の発見によると最

も先端的な我々の技術をもってしてもこれより優れた光ファイバーを作ることが出来

ない海綿動物である。海綿のグラスファイバーは我々が通信に使う光ケーブルよりも

上手に光を伝えることが出来る。商業生産な方法では高熱を必要とし、曲がったら壊

れてしまうケーブルしか作れない。海綿動物のファイバーは低温度で育ち、はるかに

柔軟であり、結んでしまうことが出来るほど丈夫である。海綿はナトリウムを取り込

むことで光を伝える能力を高めることが出来る―これは我々の商業生産では出来ない

ことである。ベル研究所の科学者たちは将来にこの単純な海綿動物の生産過程を作り

出すことを目標にしている。

ベル研究所のジョアンナ アイゼンバーグは認めている「近代技術はまだ行動な・

光システムを持つ生物的組織に対応するほど高度ではない。我々の多くは海綿動物は進

化の系列の比較的古い単純な生物と考えるが、エリート科学者たちはその洗練された光

システムを模倣しようとしている。彼らは知的デザインの証拠を見て、それをただしく

評価しているだろうか？驚くべきことに答えはノーである。化学者のじぇり リッチモ・

ンドは海綿動物についてこう述べている。

 自然がどれほど美しく複雑なシステムにデザインされているかの海綿動物は素

晴らしい例である。我々は紙にペンで書いて、生産することは出来るがそれは自然に

比べれば我々は石器時代にいるようなものだ。

科学誌ネイチャーによると、バイオメメティクス（biomimetics）という新しい科

学が現れて、それは自然界がどのように生物学的なシステムが生産するかを研究して
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いる。あなたは科学者以上に高度な生産システムを自然界がもっていることを聞いて

驚嘆しないだろうか？それは無作為で偶然的に出来上がったということが起こりえる

だろうか？それが我々が先ほど提起した統計というものである。

他にも最近の発見はクラゲの光るたんぱく質を手術中にガンの組織を取り除くと

きに使うことが出来るようになった。あるいはクモヒトデというヒトデの一種は小さな

レンズで覆われた眼がたくさんあるが、これはセンサーとガイドの役割を果たす技術の

モデルとされている。海洋生物学者のランディ コチヴァはクモヒトデを以下のような・

信じられない働きをすると述べている。これらの生物は目が見えることすら知られて

いないが、かれらはとてつもなく緻密な光学システムを内蔵している。

オーストラリアの宇宙物理学者であるポール デイビスはその著書「・ Superforce: 

The Search for a Grand Unified Theory of Nature」で以下のような洞察に満ちた質問を提起

している。自然がこのように賢いシステムを持っているなら、宇宙の創造に知的なデ

ザイナーがいた強い証拠になるのではないか？我々の最も優れた頭脳を持つ人たちが

自然の機能のほんの一部しか理解できないなら、どうしてそれが偶然や無作為のチャ

ンスによってできたといえようか？

キリン

私は背が高いので（6フィート 6インチ；訳 190センチ）あまり見上げることが

ないが、動物園では唯一はるかに見上げるものがある。キリンは 18フィート（約 5.4

メートル）も身長があるのに私と違ってとても速く走ることが出来る。私はこの奇妙

な動物についてもっと知りたいと思う。キリンは脳に血を送るために非常に強い心臓
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を必要とする。もしも、進化によるのならこの足の速いキリンが 60センチの時に長い

そして血を送る首が必要になる。心臓がそれほど強ければ頭を下げた時に脳の静脈が

破壊されてしまう。そして、キリンはこのような複雑な組織を形成する高度の知識を

持たなければならない。そうでなければ数日でキリンは脳出血で死んでしまうだろう。

（もちろん、脳出血していればそんなことを考えうることも出来ないだろう）。長期

間に無作為で偶然によって出来上がったという想像上の進化では、水を飲むのに脳が

破裂してしまうことを瞬時に知り、それを防ぐ方法を考えなければならない。

ジョブ マーチン博士は以下のような素晴らしい詳細な解決法を述べている。・

牛が頭を下げるとき,,,血管のヴァルヴが脳に向かって動く。反対に脳を破壊する

代わりに最後のポンプが海綿体の働きをする…脳はその酸素処理された血を優しく海

綿体の中に広げるのである。しかし、これは別の問題を生む。ライオンは徐々に見つ

けた獲物を捕らえる準備をする。そうなったら、キリンは血流を下げずに、頭を上げ

ないと気絶してしまう。急激な行動は低血圧を起こし、脳の酸素を減らしてしまう。

ライオンは栄養のある食事を食べるので、キリンは生きているならその代りに酸素を

減らすよりも酸素を増やす方法を考え付くだろう。ライオンに食われる動物は進化し

ないが、進化論者は我々に生物は生き残るのに必要な進化をすると信じさせようとし

ている。

それでも、キリンは生き残る。頭をもたげると血管のヴァルヴが開く。海綿体

は酸素処理された血を脳に送り込む。静脈はいくつかのヴァルヴを持ち、血圧を保つ
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ために首の中でさがる。これによりキリンは急いで立って気絶することなく走り、ラ

イオンのえさになることから逃れることが出来る。

これらのことはすべて全自動で行われる。キリンは進化を否定する素晴らしい

動物の一つである。あなたはキリンが長期間にわたって徐々にこのような性質を獲得

するように進化するという進化論者の説明を信じられるだろうか？もしも、一種類の

進化しない動物がいたらそれは創造主が必要なことを意味するということを思い出し

てほしい。

証拠に従う

証拠を検証すると―全体の中のほんのわずかなものだが―我々は科学者が進化の

証拠が何もないことが分かる。そして、マクロな進化が生命体の誕生の説明にならない

ことや単純生物から複雑生物への進化もないことが分かる。もう少し、証拠の検証をし

てみた例を見てみよう、いや証拠がないことの検証を。ノーベル賞受賞者でハーバード

大学の教授であるジョージ ウォルドは生命体の誕生について以下のように述べている・ 。

生命体が突如、誕生するということが不可能であることを受け入れるには熟考しなけ

ればならない。しかし、ここに突然の誕生を私は信じる。

著名な科学者が突然の生命体の誕生は科学的に不可能であるが、それが起きた

ことを信じると述べているのである！ここに、ノーベル賞を取るほど優秀な頭脳を

持った人がかたくなに明らかな事実を拒否している。ペニシリンの発見においてノー

ベル賞を受賞したアーネスト チェイン卿は進化の主要な見方につちえ述べている。・
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突然変異によって生き残るのに適当な進化が起きたというのは何の証拠もない

仮説で想像すらできない。古典的な進化論は複雑で入り組んだ事実の恐ろしく単純化

した説明であり、それが科学者が疑問を口にすることなくすぐに受け入れられたのは

驚きである。

もしも、真実を知りたいなら常にどんな結論になろうとも証拠を求めなければな

らない。一つの種から違う種に進化するというのは間違ったうそ以外のなにものでもな

い。アドルフ ヒトラーが言ったように大きなうそのほうが信じられやすいと言ったの・

と同じである。私も数年間、進化論を信じたが、その証拠はどこにもなかった。事実

が進化論を否定している。私はうそをもはや信じないし、あなたにも信じてもらいた

くない。

しかし、なぜ人は証拠をろくに検証しないでそれが導くところも考えずに理論を

信じるのだろう？なぜ、科学者はそのような理論を批判しないのだろうか？ハーバード

大学の遺伝学者であるリチャード ルワォンティン教授の正直な意見を聞いてみよう。・

常識に逆らう科学的主張を受け入れるのは科学と超自然の戦いである。明らか

な理論の誤謬にも関わらず科学を受け入れるのは…科学的共同体の検証されていない

理論への寛容さは我々が商業主義にかかわっているからだろう…それ以上に商業主義

は神様以上に絶対である。全能の神様への訴えは我々に自然はいつでも破壊される、

あるいは奇跡が起こるということである。

真実をお分かりになっただろうか？ルワォンティン教授は証拠がどこに導こう

ともそれを熟考しないと実際に認めているのである。神様の介在を受け入れないとい
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うことである。なぜか？みんな原因は同じである。我々が神様を知ったら神様にこた

えなければならない。したがって、ある人々は証拠があるにも関わらず神様を受け入

れないのである。あなたはこの証拠によってどちらの方向に行くだろうか？

NASAの宇宙研究ゴッダード研究所のロバート ジャスロウ主任研究員は選択肢・

について述べている。おそらく地球の生命体の誕生は奇跡である。科学者はこの見方

を受け入れないが、次の二つしか選択肢はない。化学の理解しえない方法で生命が創

造されたか、惑星の表面で偶然の化学反応で突然生命体が進化したかである。

選択肢は二つきりである。限りなく複雑な宇宙が偶然によって出来たかあるい

は神様の手によって創造されたかである。あなたはどちらを選ぶだろうか？盲目的な

信仰でなく、事実に基づいて選択してほしい。その選択にあなたの将来がかかってい

るのである。もう一つ熟考しなければならない真実がある。もしも、神様があなたを

創造しなかったということを信じることを選択するのであれば…つまり、あなたが無

作為な偶然によって生まれたと信じるほうを選択するなら次のことを信じなければな

らない。

 人間と動物の間に質的な違いはない。

 最終的には人生には意味はない。

 死後の世界はない。

 人間の歴史に目的はない。
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これらをあなたは論理的に受け入れることが出来るだろうか？それともあなた

は直感的に人間には特別な価値があり、あなたの人生には目的があると思うだろう

か？いくらかの人のようにあなたが責任を持つ神様がいると言いたくないかもしれな

い。しかし、我々はみないつかは死ぬ。最終的には我々は全身で否定しようとも事実

と向き合わなくてはならない。究極の統計を覚えているだろうか？10人中 10人の人が

死ぬ。そして、その最後の呼吸をするとき、神様はそこにいる。そして、どうなる？

この章の眼を見張る証拠を考えた時にカエルが王子様に変わるのはおとぎ話で

あり科学的な事実ではありえないことがあなたにも分かったのではないだろうか？証

拠は我々が創造主によって造られたと示している。私は偶然ここにいるのではなく目

的をもって創造されたのです。生命の謎は我々の永久的な真実の探求によりさらに明

らかにされていきます。次に、証拠が我々をどこに連れていくか検討してみよう。

第 3章赤い銀のドル

（テキサスを 60センチの深さに銀の硬貨で埋め尽くして、その一つを赤色に

塗ってみよう）

聖書は一世紀のうちに消失してしまうだろう ボルテール（1694-1778）

創造主の証拠が固く、進化の存在したという証拠が薄い時に、我々は創造主が

誰かを訊ねなければならない。なぜ、かれは我々を創造し、、闇の中に我々自身を取
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り残したのか？神様が人間が神様を見つけ出すように手段を残したと考えるのが論理

的だろう―我々に神様の性質や人間のための計画について書かれたもの。

神様がだれかというのはたくさんの可能性がある。仏教徒は神様を信じない。

輪廻転生が我々を最終的には宇宙に戻すと語っている。イスラム教の神であるアラー

人間には遠く知ることが出来ない。ニューエイジの若者には全員があるいはすべての

物が神様である―あなたも私も神様である。ヒンズー教徒の神様ブラーマンは宇宙の

魂の我々が一部であると言っている。しかし、ヒンズー教徒は至高の存在には言及し

ないが、3億 3千万もの神を信仰する。ユダヤ教徒には神様が創造主である―個人的で

全能の自身をアブラハムや預言者、いつか現れる救世主を約束する。

クリスチャンにも神は同じ創造主である。彼らはイエスキリストが神様の現れ、

また救世主として自分自身を犠牲として人間と罪のバリアを壊すために、そして将来

人間たちを裁くために来ることを信じている。ほかにも神様については様々な意見が

ある。中にはどれか一つの信念あるいは信仰あるいは宗教（belief system）が唯一の真

実であり、ほかのものをすべて偽物だと考えるのは寛容さがなく、傲慢であると考え

る人もいる。しかし、一つ一つの宗教が互いに異なる神様について述べており、それ

らが矛盾するためにすべての宗教がすべて正しいことはあり得ない。すべてが間違い

であることはありうるが、すべてが本当であることはあり得ない。

では、もしも正しいものがあるとしたらどのようにして本当の宗教を選べばい

いのか？選択肢の中のそれぞれの妥当性を決めるためにまずはその belief systemの書か

れたものを調べなければならない。エジプトの死者の書、モルモン教徒の聖典　(book 
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of Mormon)、末日聖徒イエス キリスト教会の高価な真珠（・ The Pearl of Great Price）、

コーラン、ハディス、聖書、バガヴァッド ギーター（ヒンズー教の聖典）、ヴェーダ・

（バラモン教とヒンズー教の聖典）、法句教（仏典）などである。

何を根拠にその聖典が正しいと決められるのだろう？聖典の妥当性を検証する

ときに我々が何を信じるのかではなく、なにが真実であるかが大事である。私は地球

が平たんであると信じるかもしれないが、それは真実ではない。私は空が緑色である

と信じているが、それは真実でない。私は億万長者であると信じるが、本当ではない。

真実とは現実的にそう言えるものである。

したがって、何が真実であるかはあなたが今何を信じているかとは必ずしも一致

しないかもしれない。あなたが永遠のために盲目的な信仰ではなく計算された信仰を持

つようにしてもらいたい。あなたが正しい聖典を発見すればその信条 宗教は本物であ・

る。では、テストについて話してみよう。あなたが選択肢問題を解いているとして次

の問題があったとしよう。

2+2　=　a) 4; b) 5; c)3; d) 6 

あなたが答えを知ったらたの選択肢である b, c, dを検討するのにどれほどの時間

が必要だろうか？全く必要ない。なぜ、他の選択肢を検討しないのか？真実というも

のはわずかなものである。2+2には 4以外の選択肢がない。一つの正しい答えと数百万

の間違った答えである。例えば、アメリカ合衆国には大統領は一人しかいない。あと

のお 60億人は違う。同じことが永遠ある真実についても言える。永遠なる真実は少な

く、あなたは本当に正しい答えを選びたいはずである。
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私が多くの飛行機のフライトの一つで隣に座った人が「近所の魂について」とい

う論文を読んでいた。その論文の中には仏像の絵がすべてのページに印刷されれており、

私は興味を持った。彼はユニテリアン ユニヴァーサリズムの牧師で信者の中にはユダ・

ヤ教徒、クリスチャン、仏教徒、無神論者など様々な人がいると話した。彼は教会の

中のほんの一部分であった。私は「あなたが死んだ後には何があると思うか」と訊い

てみた。彼は「よくわからない」と答えた。彼は輪廻転生があると望んでいた。彼の

教会では信者はなんでも信じたいものを信じることが出来る。彼の教会は他者への善

行を積む社会正義を目指しており、それは次の世界に行って何があっても大丈夫なた

めであった。

私は次の質問をぶつけてみた。もしも、死後に人が反対側にあると思ったもの

がないことはありうると思うか？彼は答えた、もちろん。あなたは正しいと私は言っ

た。もしも、死後に何もないと思っていて、なにかがあったら彼は 100％間違っている。

何があれば間違いだと分かりますか？と私は訊いた。彼はわたしをみて、はっとした。

そして、「正しい答えだね」と彼は答えた。「その通り、永遠に対する正しい答えが

なければならないとあなたはたった今言いましたね」私は答えた。それは永遠の真実

のことを意味する。「その場合、あなたの教会の信者の人々が間違った答えを持って

いたらどうするか？あなたはどうしますか？」と私は訊いた。

彼の論理は正しいか間違いかを選ばなければならないと彼に認めさせたが、彼

は正しいか間違いかについては信じていないと言った。しかし、正しい答えと間違っ

た答えがあり、永遠に関してはすべてが正しいことはあり得ない。もしも、間違った
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答えがあるなら正しい答えもあるのである。あなたにはどれが正しい答えか分かりま

すか？輪廻転生が多くの人が受け入れている信条なので（ヒンズー教、仏教、超越瞑

想教、オカルトやニューエイジサークル、などなど）少しどのようなものか検討して

みましょう。

輪廻転生のメカニズムはカルマの法則に基づいています。カルマの法則とはこ

の世での良い行いと悪い行いが来世でのその人の運命を決めるというものです。善い

行いは高いステイタスか幸運をもたらし、悪い行いは悪い来世に導くというものであ

る。

輪廻転生は多くの場合善い行いと悪い行いのバランスがちょうど良い時に終わ

る。そして、最終的に人は人でなく宇宙の universal consciousness or cosmic consciousness

中に吸収される、つまり人間が存在しなくなるということである。虚無である。結果

は完全なる個人の喪失である。人々は宇宙と一緒になるのである。

私は一体だれがそのようにしてカルマの輪の中で生きる人々の一生涯のカルマ

を計算し続けることが出来るだろう？そのようなものは…

全ての場所にいる（偏在 omnipresent）同時にすべての場所にいることが出来、

すべてのひとの思考や動機を知ることが出来る。

全てを知っている（全知 omniscient）数十億の人の行動をチェックでき、来世で

上位に行くか下位に行くか決めることが出来る。
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何でもできる（全能 omnipotent）決定を実行できる

良い―高い道徳心を持ち、いかなる状況においても何が正しく何が間違いかを

知ることが出来る。また、正義がありその人が来世でどのような人生を送るかを正し

く判断できる。

我々は宇宙が輪廻転生を実行できるために宇宙がそのようであると定義した。

しかし、むしろ我々は人でない「宇宙の力」よりも人間的な、全知全能の公正で知的

な損材であろう。そして、もしも人がした行動のうちで何が善で何が悪かしらなけれ

ばならない。それは「カルマの計り」をも見ることができなければならない。最終的

には神様が我々がどこに立つかを適当ではないか？72億 582

6418この善行を一生の間に積んでも、（来世がゴキブリのようなものである

と）もう一つの善行を積まなかったために優秀な種へと変化しなかった！

72億 582

6418この善行を一生の間に積んでも、（来世がゴキブリのようなものである

と）もう一つの善行を積まなかったために優秀な種へと変化しなかったというのは人

間にとってあまりにも過酷だろう。

それは残念なことだろう。神様にとっても公正であるはずがない。公正で、義

があり、正しい神様は我々に彼が何者であり、我々が彼を知ることが出来、何が永遠

であるかを言ってくれるはずだ。彼は善と悪の基準をそして我々がどういう状況かを

明らかな方法で知らせてくれるはずだ。たの聖典と違い聖書は明確にそれをしている。
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聖書とはなんだろう？それは 40人以上の筆者が 1600年以上に及んで書いた 66

章からなる本である。聖書の統一性、調和性、正確性のどれをとっても他の書物と比

較にならないほど高い。聖書はその存在そのものが献身的な人々が神様の手によって

書かれた証拠である。もしあなたが他の好きな聖典を持っていたらそれを議論したい

かもしれない。では、聖書がどのようにユニークか説明してみよう。

ある聖書学者がこのように述べた

聖書の多様さの奇跡を考えてほしい。聖書は 60世代以上（約 1600年）に及び

40人以上の著者によって書かれている。著者は多様な背景を持った人たち（王様、牧

者、兵士、漁師、詩人、政治家、学者、僧侶、預言者）からなる。著者はアジア大陸、

アフリカ大陸、ヨーロッパについてヘブライ語、ギリシャ語、アラマイック語によっ

て書いている。しかし、聖書は一つの救済のドラマが紐解かれるように書いてある。

どのようにしてこのように多様、複雑にして正確なものを正確にまとめ上げることが

出来たのか？

聖書は歴史上一番のベストセラー

何千、何万、あるいは何百万、何千万冊売れた本がありますね。比較して、聖

書は年に 1億 5千万冊売れます。2000ヶ国語で 40億冊が印刷されており、他のほんの

追随を許しません。それだけの人々が世界中で読みたいと引き付けるものがあるので

す。何十億冊あることが真実の証明にはなりませんが、これだけ読まれているのです

から読んでみる価値はあるでしょう。実際に読まずに聖書を批判する人にだけはなら

ないでください。
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聖書は神様の手によって書かれたと主張されています

他のすべての聖典は神様の代わりに人間が書いたと主張されていますが、バガ

ヴァッド ギーターを書いたのは人間で、モハメドを知っていたのも人間で、コーラン・

は彼の死後長くたってから書かれました。モルモン教徒の聖典は天使が古代の金属の板

に書かれた翻訳を書いたと言い、メリー ベイカー エディはクリスチャンサイエンスの・ ・

中心となる聖書の鍵となる科学と健康を 1879年に出版されました。

聖書だけが神様が人間に話しかけて書かれたと主張しています。聖書の中には

3000回以上も「主が言った…」という箇所が出てきます。ほかのどの聖典がそのよう

に頻繁に神様が言ったと書いてあるでしょうか？決して人間の手で書かれた形式では

ありません。私がこれを知った時に聖書の超自然的な起源を証明する証拠はあるのか

と考えました。私はその中から歴史、考古学、科学、預言に至るまで豊かな情報があ

り、聖書は文字通り神の言葉であると覆いました。次の証拠を読むまで私と同意しな

いでください。そして、信じる信じないのどちらであるかを自分で決めてください。

聖書の歴史的証拠

何かが歴史的に正しいかどうかを証明するにはあなたは様々なものを見なけれ

ばならない。一つはその書物の早期の原稿である。そして、今持っているものとその

原稿がどれくらい近いかを考えなければならない。聖書の場合は新約の 2

4千の古代のコピーが存在する。次に多いのはホーマーのイリアドであるが、643部で

ある。ジョン ワーウィック モンゴメリーは言っている。・ ・
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新約聖書に対する懐疑はすべての古代の書物を忘却の地に運び去る。新約聖書ほど歴

史的に検証された書物はないのだから。

古代も書物の中でも聖書ほどオリジナルにちかいものは見つからない。イリアド

もオデッセイも受け入れるなら聖書も受け入れなければならない。聖書ほど歴史的に支

持された書物はないのだから。加えて、本は矛盾を含んでいてはならない。もしも、自

己矛盾を本が持っていればそれ自体に信頼性がない。グリーソン アーチャー博士は言・

う…

聖書と他の書物（言語学、考古学、科学）とその矛盾点を比較すると聖書の信

頼性が繰り返し検証され、強められる結果になった。

多くの人が聖書は矛盾すると主張するが、どれかと訊かれるとみな答えること

が出来ない。聖書の全部を読んだことがあるという人もいるが、数年前に一度だけで

あることが多い。これは人が 12歳の時に読んだもので永遠の運命を決定していること

を物語る。あなたは他人が言ったことではなく事実を自分自身で確認しなければなら

ない。

聖書の「外部からの」証拠も素晴らしい。ローマ時代の歴史学者タシタス

（Tacitus）もユダヤ系の歴史学者ジョセフス（Josephus）も聖書の正確性を支持してい

る。例えば、キリストが処刑されたことを書いた 17人の歴史学者がいる。これは作り

ものではなく、外部の人が聖書の真実性を証言している。
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聖書の正確性は歴史の非常に細かい部分までにも及ぶ。例えば、ギリシャ帝国

やローマ帝国の栄枯盛衰（ダニエル書 2章 39

40節）、タイアやサイドンなど大都市の破壊（イザヤ書 23章）は聖書に記載さ

れている。タイアの破壊は古代の歴史学者に記録されている。それらはどのようにバ

ビロンのネビュカネザード王が 13年かけて海岸の町を制圧するのに失敗したことが書

かれている―アレキサンダー大帝が 7か月間、街を制圧し、完全に人々まで虐殺した。

長期間にわたる精密な研究は聖書がエジプト、アッシリア、ほかの古代の国々の書物

よりも正確なことを示している。

聖書を裏付ける考古学的証拠

2

5千以上の証拠が人々、その肩書、場所に至るまで聖書の正しさを示している。

興味深いことにそのどれ一つとして聖書と矛盾していない。いや、むしろ聖書の正しさ

を示していると言ったほうがいいだろう。有名なユダヤの考古学者であるネルソン グ・

ルエックは書いている

分類上、どの考古学的証拠も聖書の正しさを否定するものではない。

素晴らしいことであり、この歴史的書物は信用に足る。ミラー バローズは述べ・

ている。聖書は考古学的証拠により繰り返し検証され、全体としてどのような観点か

ら見ても歴史的書物として学者の尊敬を集めている。

聖書を裏付ける科学的証拠
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聖書の正しさを最も強く裏付けるのはその科学的性質である。私は科学と聖書

はお互いにマッチしないと信じ込まされていた―その二つは互いに矛盾すると。私は

いかに間違っていたか。2500年ころ前に科学は空には約 1100の星があると言った。し

かし、預言者は空の星は数えきれないと言った（エレミア書 33章 22節）。海辺の砂の

ように…しかし、現在はハッブル宇宙望遠鏡のとらえた写真で見ると星の数は人間に

は数えられないということが分かっている。もちろん、神様には可能でありすべての

星は名前が付けられている（詩篇 147章 4節）

科学は世界が大きな動物の背に乗っていると教えていた。しかし、私は最近子

供がこの事実を受け入れ世界が宇宙に単純にぶら下がっているのではなく、カメの背

中に乗っていると信じたと聞いた。そして、そのカメは何の上にあるかと問われたと

きに彼は答えた「もう一つのカメの上だ」と。では、そのカメの下には何があるか？

どこまでもカメがいるのだと…ヨブ記 26章 7節では神様は「彼は空間の北側に手を伸

ばして地球を何もないところにぶら下げた」と書いてある。これは 3500年前に書かれ

たものである。聖書は地球は常に宇宙にぶら下がっていると書いており、実際に現在

ではそれが正しいことが分かっている。ヘブライ人への手紙に以下のように書いてあ

る。

進行によって、私たちは、この世界が神のことばで造られたことを悟り、その

結果、見えるものが目に見えるものから出来たのではないことを悟ります（ヘブライ

人へのてが 11章 3節）。これは約 2000年前に書かれたものである。これらから、私た

ちは聖書が目に見えるものが目に見えないものから出来たことが分かる。これは最近
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まで分かっていなかったことだが、我々は目に見えない原子というものの存在を知っ

た。

ヨブ記では 3500年前に、私たちは「あなたは稲妻に向こうに行かせ、あなたに

向かって「私たちはここです」と言わせることが出来るか。（ヨブ記 38章 35節）」と

読むことができた。

聖書はここでは科学的にはバカバカしいことを述べている―光が送られしゃべ

るなどという。しかし、あなたはラヂオ音波が光のスピードで移動することを知って

いるだろうか？これが我々が地球の反対側の人とケーブルがなく会話できる理由であ

る。科学はそれを 1864年にイギリスの科学者ジェームズ クラーク マクスウェルが電・ ・

気と光の波は違う形だが同じものだと提唱するまで分からなかった。

再度言うが、聖書は科学的に正確である。2800年前にイザヤは興味深い観察を

している彼は…主は、地をおおう天蓋の上に住む方。地の住民はバッタのようだ。主

は、天を薄絹のように述べ広げ、これを天幕のように張って住まわれる（イザヤ書 40

章 22節）　クリストファー コロンブスはその航海の中でこの真実に影響された。・ 彼は

イザヤ書 40章 22節を読んで、世界が球体であることを知った。当時地球は平たんであ

るとほとんどの人が信じていた時代にである。彼は「これは主の私への導きである、

私は彼の手を感じることが出来る…聖霊からの不思議な光が私を慰めたのだからこの

ひらめきが聖霊によることは間違いない。宇宙の創造主はもちろん宇宙がどのようで

あるかを知っているし、聖書を通してその証拠を教えている。
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数年前に、空港の本屋を歩いているとヴァニラアイスという有名なラッパーと

会話をすることになった。会話の中で私はあるとき「あなたがクリスチャンだったこ

とを知っている」と言った。彼は「私は一時期はまっていた」と答えた。面白い回答

だった。会話の中で彼は聖書によれば自殺した人は地獄に行くと書いてあると言った。

彼は聖書を引用しようとしたがどの箇所か分からなかった。聖書は 6回自殺について述

べていて、もちろん正しいことではないと言っている。しかし、それは自動的に地獄

行きを意味することではないと私は言った。

彼は科学にもなじみが深かった。なので、私は彼に聖書の科学的証拠を彼に教

えった。すると、もっと詳しい情報を知るための本を読むために、彼は住所まで教え

てくれた。我々の論理と良心は我々が正しい答えを導く証拠を知りたいと望んでいる

―次は。あなたの論理と良心はそう望んでいますか？

実現した預言が聖書を裏付けている

聖書に対する科学的裏付けは衝撃的なものがあるが、それと聖書が神のことば

からどうかは別問題である。では、聖書が人間のことばでなく、全知全能の神様のこ

とばであることを示すにはどのような事実が必要なのか？100％の預言の実現性である。

もしも、我々が正しい聖典を見つけたらその答えが見つかるだろう。

次の質問：世界中のどの本が何百もの預言やその実現について書いてあるだろ

う？答えは聖書である。末日聖徒イエス キリスト教会のモルモンの聖典も、ヒンズー・

教の聖典であるバヴァガヴァッド ギータも書いていない。仏陀も孔子も老子もそのす・

べての聖典のどれにも一つとして実現した預言は書かれていない。コーランだけがモ
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ハマドが彼がメッカに戻ると予言しているが、それは彼がひとりで行うことのできる

容易いことである。

それに対して、聖書は 2000以上の詳細な予言が旧約聖書だけでも書かれている。

実際には約 25％の聖書は予言的な性質を持っている。そして、キリストの再来を除け

ば他のすべての予言は政治的にも、宗教的にも、知的にも、地理的にも詳細にわたっ

て実現している。聖書について興味深いことは 100％の正確さをもって予言しない預言

者は偽預言者と呼ばれることである。ナショナル エンクワイアの予想は予言ではない・ 。

旧約聖書の時代にはもしも預言者（神の言葉を預かるもの）の予言が実現しな

かったら彼は石投げの死刑であった。（神様は預言者には非常に厳しかった）。した

がって、預言者は神の言葉を語るときにかれらは自分の言葉を語っているか神の言葉

を語っているかについて非常に注意深かった！予言は誰が神様であり、彼が信頼され

るかどうかがかかっているので、非常に重要だった。

遠い昔のことを思い出せ。わたしが神である。ほかにはいない。わたしのよう

な神はいない。私は後のことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、

「私の計画は成就し、私の望むことをすべて成し遂げると言う…私は語って、それを

来たらせ、計画を立ててそれを実行する」（イザヤ書 46章 9節～11節）

　神様は終わりのことを初めから宣言している。彼は彼の預言者を通して彼が

行うことを語っている。では、それを検討してみよう。旧約聖書は新約聖書が書かれる

400年前に書かれたものである。神様の予言を確かめるために旧約聖書の一部から検討

してみよう。救世主は…
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1． 旧約聖書のイザヤ書の 7章 14節に「それゆえ、主は自ら、あなたがたに一

つのしるしを与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして、男の子

を生み、その名をインマヌエルと呼ぶ。

この予言はエシュア（ヘブライ語でイエスの意）に実現されている。新約聖書

では…

イエス キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していた・

が、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身ごもっていることが分

かった。

夫のヨセフは正しい人で、マリアをさらし者にしたくなかったので、ひそかに

離縁しようと思った。

彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れて言った。

「ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その

胎に宿っている子は聖霊によるのです。

マリアは男のことを産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分

の民をその罪からお救いになるのです。」

このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためで

あった。

「見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエル

と呼ばれる」それは訳すと「神が私たちとともにおられる」という意味である。
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ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じたとおりにし、自分の妻を迎え入れ

たが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そして、その子の名をイエ

スとつけた（マタイの福音書 1章 18節―25節）

神様は御子を処女から生まれさせると予言し、実際にそのようにした。

2． 旧約聖書の救世主、は御子（インマヌエル、私たちとともにいる神）であ

り、全知全能の父の子である。旧約では…

ひとりのみどりごが私たちのために生まれる。ひとりの男の子が私たちに

与えられる。主権はその肩にあり、その名は「不思議な助言者、力ある神、

永遠の父、平和の君」と呼ばれる（イザヤ書 9章 6節）

新約では…

しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなたがたは力を受けます。そ

して、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、わた

しの証人になります。」

こう言ってから、イエスは使途たちが見ている間に上げられた。そして、

雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。

イエスが上って行かれるとき、使徒たちは天を見つめていた。すると、見

よ、白い衣を着た二人の人が、彼らのそばに立っていた。

そしてこう言った。「ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立ってい

るのですか。あなたがたは離れて天に上げられたこのイエスは、天に上っ
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ていくのをあなたがたが見たのと同じ有様で、またおいでになります。」

（使徒 1章 8節～11節）

イエスは彼らに言われた。「まことに、まことに、あなたがたに言います。

アブラハムが生まれる前から『私はある』なのです。」（ヨハネ 8章 58

節）

神様は救世主が全能の神、永遠の父、人間の形をしていると言った―そし

て、それはすべて正しかった。

3.　旧約聖書は同様に人間の形をした、救世主は神の子であると予言してい

る。

「私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。『あなたはわたしの

子。わたしが今日あなたを生んだ。（詩篇 2篇 7節）

子の予言はマタイ 3章 17節で成就された。

そして、見よ、天から声があり、こう告げた。「これはわたしの愛する子。

わたしはこれを喜ぶ」

さらにマタイ 17章 5節では

彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲が彼らをおおった。すると、

見よ、雲の中から「これはわたしの愛する子。わたしはこれを喜ぶ。彼の

言うことを聞け」という声がした。
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ルカ 22章 66節―71節は…

夜が明けると、民の長老会、祭司長たちや律法学者が集まり、イエスを彼

らの最高法院に連れ出して、こう言った。「お前がキリストなら、そうだ

と言え。」しかし、イエスは言われた。「わたしが言っても、あなたがた

は決して信じないでしょう。」私が尋ねても、あなたがたは決して答えな

いでしょう。だが、今から後、人の子は力ある神の右の座に着きます。彼

らはみな言った。「では、おまえは神の子なのか。」イエスは彼らに答え

られた。「あなたがたが言うとおり、わたしはそれです。」そこで、彼ら

は「どうしてこれ以上の証言が必要だろうか。私たち自身が彼の口から聞

いたのだ」と言った。

我々は神様が子を持つと言った、そして、御子が来たのを見た。

４．さらに旧約聖書の予言では救世主はベツレヘムで産まれると書いてあ

る。イエス誕生の時

ベツレヘムは 1000人くらいの町に過ぎなかった。

「ベツレヘム エフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい。・

だが、あなたからわたしのためにイスラエルを収める者が出る。その出現

は昔から、永遠の昔から定まっている。」（ミカ書 5章 2節）
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５．ミカは救世主の存在について「昔から、永遠の昔から定まっている」

上述しているが、これは彼がジュディアにいたころイエス自身が成就する

と予言した、その時に数人の人は彼に反対した。

あなた方の父アブラハムは、わたしの日を見るようになることを、大いに

喜んでいました。そして、それを見て、喜んだのです。そこで、ユダヤ人

たちはイエスに向かって言った。「あなたはまだ 50歳にもなっていないの

に、アブラハムを見たのか。」イエスは彼らに言われた「まことに、まこ

とに、あなたがたに言います。アブラハムが生まれる前から『私はある』

なのです。」（ヨハネ 8章 56節―58節）

この予言はコロサイ人への手紙 1章 17節でも述べられている。

御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。

神様はすべての前に存在していたと言い、そして、その通りであった。

６．申命記 18章 18節も救世主は預言者であると述べている。わたしは彼ら

の同胞のうちから、彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こして、

彼の口にわたしのことばを授ける。彼はわたしが命じることすべてを彼ら

に告げる。

この予言はマタイ 21章 11節で成就している。群衆は「この人はガリラヤの

ナザレから出た預言者イエスだ」と言っていた。

神はその御子が預言者だと予言し、実際にその通りになった。
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７．救世主は通常でない聖霊の顕示を持つ。イザヤ 11章 2節は言う

その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を

恐れる、知識の例である。

マタイはこのことを予言の成就として伝えている。マタイ 3章 16

17節は

イエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると見よ、天

が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧に

なった。そして、見よ、天が声があり、こう告げた。「これはわたしの愛

する子。わたしはこれを喜ぶ。」

神は救世主は通常でない聖霊の顕示を持つと言って、実際にそうなった。

8．救世主はは奇跡の伝道を行うだろうとイザヤ書 36章 6節で述べられてい

る

そのとき、足の萎えた者は鹿のように飛び跳ね、口のきけない者の舌は喜

び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。

この予言はキリストによって何度も実現されているマタイ 9章 35節は

それからイエスは、すべての町や村を巡って、会堂で教え、御国の福音を

宣べ伝え、あらゆる病気、あらゆる煩いを癒された。

また、マタイ 15章 29
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31節では

それから、イエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして

山に登り、そこに座っておられた。すると大勢の群衆が足の不自由な人た

ち、目の見えない人たち、手足の曲がった人たち、口のきけない人たち、

そのほか多くの人をみもとに連れて来て、イエスの足元に置いたので、イ

エスはかれらを癒された。群衆は、口のきけない人たちがものを言い、手

足の曲がった人たちが治り、足の不自由な人たちが歩き、目の見えない人

たちが見えるようになるのを見て驚いた。そして、イスラエルの神をあが

めた。

神はその子供が奇跡をおこなうと予言して、実際にそうなった。

９．旧約聖書では救世主は死からよみがえると予言している。詩篇 16章 10

節は

あなたはわたしのたましいをよみに捨て置かずあなたにある敬虔な者に滅

びをお見せにならないからです。

この予言は使徒 2章 31節で成就されたことをパウロから我々は知らされて

いる。

それで、後のことを予見し、キリストの復活について、『彼はよみに捨て

置かれず、そのからだは朽ちて滅びることがない』と語ったのです。
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なんという素晴らしい予言なのでしょう。何百年も前に神様は地球を歩き、

そして死からよみがえることが預言されていたのです。そして、彼はよみ

がえられました！

１０．聖書は救世主はともにより裏切られると書いています。詩篇 41章 9

節にも

私が信頼した親しい友が私のパンを食べているものまでが私に向かってか

かとを上げます。

マタイ 10章 4節はイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。そして、

ヨハネ 13章 21

22節、25

26節はさらに詳細に記しています。

イエスは、これらのことを話されたとき、心が騒いだ。そして証しされた。

「まことに、まことに、あなたがたに言います。あなたがたのうちの一人

が、わたしを裏切ります。」　弟子たちは、だれのことを言われたのか分

からず当惑し、互いに顔を見合わせていた…その弟子はイエスの胸元に寄

りかかったまま、イエスに言った。「主よ、それはだれのことですか。」

イエスは答えられた。「私がパン切れを浸して与える者が、その人で

す。」それから、イエスはパンを浸して取り、イスカリオテのシモンの子

ユダに与えられた。
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そして、ユダは親友を裏切る計画を知りながら、そのパンを取って食べた。

神は御子が食事を共にする友達に裏切られると予言してその通りになった。

11.預言者は救世主は 30個の銀で裏切られると言った。ゼカリア 11；12は

裏切り者についてこう述べている。

私は彼らに向かって「あなたがもし、よいと思うならば、私に賃金を払い

なさい。もし、いけなければやめなさい」と言ったので、彼らはわたしに

賃金として 30シケルを量った

マタイ 26章 15節が預言の成就を示している

言った、「彼をあなたがたに引き渡せば、いくらくださいますか」。する

と、彼らは銀貨 30枚を彼に支払った。」

イエスは数百年前に予言された価格で友人に裏切られた。神は御子が 30個

の銀で裏切られると予言し、その通りになった。

１２．　旧約聖書は救世主はあざけられると予言している。

しかし、私は虫であって、人ではない。人にそしられ、民に侮られる。す

べて私を見る者はわたしをあざ笑い、唇を突き出し、かしらを振り動かし

て言う、「彼は主にゆだねた、主に彼を助けさせよ。主は彼を喜ばれるゆ

え、主に彼を救わせよ」と。（詩篇 22章 6
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8節）

マタイ 27章 29節はその成就を記述している：

また、いばらで冠を編んでその頭にかぶせ、右の手には葦の棒を持たせ、

それからその前にひざまずき、嘲弄して「ユダヤ人の王、ばんざい」と

言った。

マタイ 26章 67節は：

それから、彼らはイエスの顔につばをきをかけて、こぶしで打ち、またあ

る人は手のひらでたたいて言った、

神はその御子があざけられると予言して、実際にそうなった。

13. 詩篇は救世主は死ぬことを、そして詩篇 22章 14

20節は彼の死を詳細に述べている：

わたしは水のように注ぎだされ、私の骨はことごとくはずれ、私の心臓は、

ろうのように、胸のうちで溶けた。私の力は陶器の破片のようにかわき、

わたしの舌はあごにつく。あなたはわたしを死のちりに伏せられる。まこ

とに、犬はわたしをめぐり、悪を行うものの群れがわたしを囲んで、わた

しの手と足を刺し貫いた。わたしは自分の骨をことごとく数えることがで

きる。彼らは目をとめて、わたしを見る。彼らは互いにわたしの衣服を分

け、わたしの着物をくじ引きにする。しかし主よ、遠く離れないでくださ
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い。わが力よ、速く来てわたしをお助けください。わたしの魂をつるぎか

ら、わたしの命を犬の力から助け出してください。

彼が完全に彼のはり付けの死を記述した詩篇の 22章に達した時、彼はそば

にいた人たち―すべての詩篇を知っている人たち―に聞こえるように最初

のことばを大声で言った。

この壮大なる死刑の具体的な記述はローマ人に使われる数百年前に書かれ

た。はり付けは紀元前 200年前ころに発明され、紀元前 63年に初めて実行

された。詩篇 22章を書いたダビデ王はイエスよりも 1000年以上前に生まれ

た人である。そう、死に方を予言され、そのように死んだのである。手と

足を釘で打たれ、着物を賭けの景品にされたことは詳しく書かれている通

りである。

ルカ 22章 33

34節もその様子が書かれている。『されこうべと呼ばれているところに着

くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも、一人は右に、

一人は左に、十字架につけた。その時、イエスは言われた「父よ、彼らを

おゆるし下さい。彼らは何をしているのか、わからずにいるのです」。

人々はイエスの着物をくじ引きで分け合った。』マタイ 27章 35節では『彼

らは』イエスを十字架につけてから、くじを引いて、その着物を分け、』

と書かれている。
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神は御子がそのような形で死ぬと書き、その通りになった。

１４．旧約聖書は救世主の嘆きを予言された。詩篇 22章 1節は

『わが神、わが神、なにゆえわたしを捨てられるのですか...』

マタイ 27章 46節は予言をこう記している。『そして三時ごろに、イエスは

大声で叫んで、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と言われた。それは

「わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか」という意味

である』

宗教心の強いユダヤ人はどの時代も男女ともに詩篇を繰り返し覚える―

とりわけ困難な状況、そして未信者に囲まれているときに。私はイエスが

詩篇の 22章を叫んだ時にそれを強調したのだと信じている。そして、詩篇

22章はそれを信じている路傍の人たち、それが救世主の予言であることを

信じている人たちに語られたのである。

そして、ユダヤ人たちはその予言が目の前で実現されてゆくのを目の当

たりにしたのである。それも、イエスがなしえないことをである。彼の体

は十字架にはり付けられ、彼の着物は賭けの景品にされて、兵士たちは彼

の手と足を十字架に釘で打ち付けているのである。彼が侮辱された様は

様々な詩篇の箇所で述べられている（イザヤ 53）。人々はイザヤの救世主

に関する予言を記憶している。
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『まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担ったしかるに我々は

思った、彼は打たれ、神にたたかれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は

我々のとがのために傷付けられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は

みずから懲らしめを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって、

我々はいやされたのだ。我々はみな羊のように迷って、おのおの自分の道

に向かって行った。主は我々すべての物の不義を、かれの上におかれた。

かれはしいたげられ、苦しめられたけれどもほふり場にひかれて行く子羊

のように、また、手を着る者の前に黙っている羊のように、口を開かな

かった。かれは暴虐なさばきのよって取り去られた。その代の人のうち、

だれが思ったであろうか、かれはわが民のとがのために打たれて、行ける

者の力絶たれたのだと。かれは暴虐を行わず、その口には偽りがなかった

けれども、その墓は悪しきものと共に設けられ、その塚は悪をなす者と共

にあった。しかも、かれを砕くことは主のみ旨であり、主は彼を悩まされ

た。彼が自分をとがの供え物となすとき、その子孫を見ることができ、そ

の命を長くすることができる。かつ、主のみ旨が彼の手によって栄える。

かれは自分の魂の苦しみにより、光を見て満足する。義なるわがしもべは

その知識によって多くの人を義とし、また、彼らの不義を負う』（イザヤ

書 53:4

11　強調は作者）

神様は御子が死の時に叫ぶことを予言して、その通りになった。
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15．旧約聖書は救世主がくぎで打たれることを予言した。我々は彼の手

と足がくぎで打たれること、そして、その予言が実現されることを読んだ。

例えば、

『私はダビデの家およびエルサレムの住民に恵と祈りの霊とを注ぐ。彼

らはその刺したものを見るとき、ひとり子のために嘆くように彼のために

嘆き、ういごのために悲しむように、かれらのためにいたく悲しむ。』

（ゼカリヤ書12：10）

しかし、ヨハネはイエスがくぎ打たれる前に体の横を打たれることを述

べた。その予言が成就するためである。

しかし、彼らがイエスと一緒に十字架につけられた初めの者と、もうひ

とりの足を折った。しかし、彼らがイエスのところにきた時、イエスはも

う死んでおられたのを見て、その足を折ることはしなかった。しかし、ひ

とりの兵卒がやりでそのわきを突き刺すと、すぐ血と水とが流れ出た。そ

れを見た者があかしをした。そして、その証しは真実である。その人は、

自分が真実を語っていることを知っている。それは、あなたがたも信ずる

ようになるためである。これらのことが起こったのは、「その骨はくだか

れないであろう」との聖書の言葉が、成就するためである。また、聖書の

ほかのところに、「彼らは自分が刺し通した者をみるであろう」とある。

神は御子がくぎ打たれることを予言し、その通りになった。
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１６．　闇が陸をおおいつくすとエイモスが言った。

　『主なる神は言われる、「その日には、わたしは真昼に太陽を沈ませ、

白昼に地を暗くし」これはマタイで成就されている。

『さて、昼の十二時から地上の全面が暗くなって、3時に及んだ』（マタ

イ27章 45節）

（原文では6つの時間からとなっており、ユダヤの時計は6時始まりなの

で実際には正午であると記載アリ）

神様は昼に地球を暗くすると言って、3時間暗くした。

熟考　これらは正確に成就された何百の予言のほんの一部である。すべ

ての予言のうちで大事なものは複合確立である。同じ人がいくつかの予言

を成就する確率は非常に低くなる。状況がまれであればなおさらである。

次にはこれをイエスキリストは地上で300以上の予言を成就させた。次の

ものと比較してみよう。

 テキサス州の周りに小さなフェンスを作る。

 それを60センチの銀の硬貨で埋め尽くす。

 その中の一つを赤く塗る。

 硬貨を混ぜる

 ルイジアナの州の境から目隠しをして好きなだけ歩く。
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 目隠しを付けたまま前にかがむ

 そして、赤く塗られた銀の硬貨をひろう

赤い硬貨を見つける確率はどのくらいであろうか？あなたはそれを見つけるこ

とに退職金をかけるだろうか？永遠の命をその確率にかけるか？我々のすべてがする。

なぜならそれがひとりの人が 8の予言を成就する確率だからである。イエスは300以上

の予言を成就した。

ラバイ（ユダヤ教の教師）たちは2種類の救世主の存在を考えた。神と人の罪の

さかいを取り除く苦しむ召使と、かれの人々を世界から救い征服する王である。しか

し、彼らは救世主の二回の訪れのことを読んでいたのである。来たものとこれから来

るものである。

ラバイは3人の救世主のことも考えていた。彼がベツレヘムに生まれ、エジプト

から連れ出し、かれがナザレと呼ばれることを。彼らは一人の人が三つの予言を成就

すると考えられなかったのである。しかし、イエスはベツレヘムに生まれ、ヘロデ王

から守るために両親に神様が良いというまでエジプトに連れていかれ。そして、イエ

スは育ち、学び、30まで働いたのである。ひとりの人が3つのことを成就するのも難

しいのに、キリストは300以上の予言を成就したのである。

あなたは最初に中性子、陽子、電子、から原子までサンプル数を大きくするた

めに行くのである。それ以外にこの宇宙の起こりえない一つのことを述べることはで
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きない。将来を100パーセント予言するなど不可能なのである。この次元まで。神様だ

けが出来るのであり、やったのである。

マタイは述べている

『イエスは答えて言われた、「『人はパンのみにて生きるのではなく、神の口

から出る一つ一つの言で生きる者である』と書いてある」（マタイ4章4節口語訳）

我々は聖書から出た彼の言葉を知っている。永遠についてはどうだろう？

『ピラトはイエスに言った、「真理とは何か」。こう言って、彼はまたユダヤ

人の所に出て行き、彼らに言った、「わたしには、この人になんの罪も見いだせな

い」（ヨハネ18章38節口語訳）

ピラトのように我々は信頼に足る真実をみな追及しているー盲目的信仰ではな

く確実な証拠に基づいた信仰を。ヨハネは言う

『真理によって彼らを聖別して下さい。あなたの御言は真理であります』（ヨ

ハネ17章 17節口語訳）

全てを考える神様の救世主についての言葉は聖書に書かれており、成就してい

る。科学、歴史、考古学や予言がその証拠を示している―証拠に基づいてー神がいな

いことは考えられない。なぜなら、宇宙はすべて理知的なデザインに基づいており、

神様以外にはそのようなことはできないし、預言もーしかも数千年も昔に―ひとりの

人の人生に単純に美しくすべてを集約させて。これまで我々は創造者を呼び起こす科

学について考えてきた。そして、聖書は信頼性のある本当の記述であることが明らか

85



になった。これらすべてを一つにまとめるとどうなるであろう？聖書は科学と同じ立

場を支持するだろうか？詳しく見てみよう。

聖書、自然、科学、そして真実

これまで永遠の真実を探してきて、主があなたの論理性を使えと言ったことを

覚えておられるだろうか？論理的整合性である。真実を信じることは知的な自殺では

ない。現実的になり、心理がどのようであるか検討してみよう。

『主は言われる、さあ、我々は互に論じよう…』（イザヤ書1章18節口語訳）

聖書は神様の言うことと矛盾しない間違いを起こさない人間が書いたとしよう。

予言の成就こそがその大きな証拠である。さらに言えば、人間は常に間違うわけでは

ない。我々は間違いなしに書くことができる。実際に、学校や食はで小切手や金融機

関のものなど間違いなく書かなければならない。聖書は 92回「こう書かれている通

り...」と書かれている。これは神様が人間を使って神の言葉を書いた証拠である。あ

なたが美しい絵画を見た時に画家が描いたと思うだろうか？それとも絵筆が描いたと

思うだろうか？我々は画家が描いたことを知っているのと同様に彼が絵筆を使ったこ

とを知っている。同様に、神様が書いたものでもやはり人間を使って羊皮に書いて保

存したのである。

誰かが神様は曲がった棒でまっすぐな線を引くことは出来ると言った。つまり、

彼は不完全な人間を用いて、完全なものを書いたのである。我々は神様が失敗するこ

とのないことを知っている。聖書は神の言葉なのでやはり間違えることがない。神様
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は彼の言葉を保ち、間違えることがない。我々はただこれが真実であるという証拠を

見ればよいのである。聖書は書いた人について次のように述べている。

『もろものの天は神の栄光をあらわし、大空はみ手のわざをしめす。この日は

言葉をかの日につたえ、この夜は知識をかの夜につげる。話すことなく、語ることな

く、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく、その言葉は世界の果てに

まで及ぶ。神は日のために幕屋を天に設けられた。日は花婿がその祝のへやから出て

くるように、また勇士が競い走るように、その道を喜び走る。それは天のはてからの

ぼって天のはてにまで、めぐって行く。その暖まりをこうむらないものはない。』

（詩篇 19章1－6節口語訳）

『はじめに神は天と地とを創造された。』（創世記1章1節口語訳）

我々が1章の証拠を見た時に我々は宇宙に創造主がいないことを信じるのは適当

でないと結論した。我々の前に神は同じ結論に達し、彼の存在を否定するものに対し

て次のように語った。

『なぜなら、神について知りうる事がらは、彼らには明らかであり、神がそれ

を彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち、神の永遠の力と神

性とは、天地創造このかた、被造物において知られていて、明らかに認められるから

である。したがって、彼らには弁解の余地がない』（ローマ書1章19－20節口語訳）

『愚かな者は心のうちに「神はない」と言う。彼らは腐れはて、憎むべき事を

なし、善を行う者はない。』（詩篇 14章 1節口語訳）
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神様は宇宙を作られたときの初めのことも宣言している。

『主はその力をもって地を造り、その知恵をもって世界を建て、その悟りを

もって天をのべられた。彼が声を出されると、天に多くの水のざわめきがあり、また

地の果てから霧を立ちあがらせる。彼は雨のためにいなびかりをおこし、その倉から

風を取り出される。すべての人は愚かで知恵がなく、すべての金細工人はその造った

偶像のために恥をこうむる。その偶像は偽り物で、そのうちに息がないからだ。』

（エレミア書10章 12－14節口語訳）

『わたしは山にむかって目をあげる。わが助けは、どこから来るであろう

か。』（詩篇 121章 2節口語訳）

『ヤコブの神をおのが助けとし、その望みをおのが神、主におく人はさいわい

である。主は天と地と、海と、その中にあるあらゆるものを造り、とこしえに真実を

守り、』（詩篇 146章 5－6節）

『またエズラは言った、「あなたは、ただあなたのみ、主でいらせられます。

あなたは天と諸天の天と、その万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべ

てのものを造り、これをことごとく保たれます。天の万軍はあなたを拝します』（ネ

ヘミヤ記 9章6節）

神は動物の創造のことも言っている

『しかし獣に問うてみよ、それはあなたに教える。空の鳥に問うてみよ、彼ら

はあなたに教える。海の魚もまたあなたに示す。あるいは地の草や木に問うてみよ、
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彼らはあなたに教える。海の魚もまたあなたに示す。これらすべてのもののうち、い

ずれか主の手がこれをなしたことを知らぬものがあろうか。』（ヨブ記12章 7－10

節）

神はすべての生物をその手の中に持っており、そのほかにはない！

『主よ、あなたは世々われらのすみかでいらせられる。山がまだ生まれず、あ

なたがまだ地と世界とを造られなかったとき、とこしえからとこしえまで、あなたは

紙でいらせられる』（詩篇90章 1－2節）

『主こそ神であることを知れ。われらを造られたものは主であって、われらは

主のものである。われらはその民、その牧の羊である。』（詩篇 100章 3節）

『天を創造してこれをのべ、地とそれに生ずるものをひらき、その上の民に息

を与え、その中を歩むものに霊を与えられる主なる神はこう言われる、』（イザヤ書

42章 5節）

わたしは地を造って、その上に人を創造した。わたしは手をもって天をのべ、

その万軍を指揮した。私は義をもってクロスを起した。私は彼のすべての道をまっす

ぐにしよう。彼はわが町を建て、わが捕囚を価のためでなく、また報いのためでもな

く解き放つ」と万軍の主は言われる。

イスラエルの神、救主よ、まことにあなたはご自分を隠しておられる神である。

偶像を造るものは皆恥を負い、はずかしめを受け、ともに、あわてふためいて退く。
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しかし、イスラエルは主に救われてとこしえの救を得る。あなたがたは世々限りなく、

恥を負わず、はずかしめを受けない。

天を創造された主、すなわち神であってまた地をも造り成し、これを堅くし、

いたずらにこれを創造されず、これをひとのすみかに造られた主はこう言われる、

「私は主である、わたしのほかに神はない。（イザヤ書45章 12－13節、15－18節）

 神は動物と人間の両方をその種類に応じて創造した。それは一つの種類

が同じ種をつくり、他の種ではないということである。

『神は海の大いなる獣と、水に群がるすべての動く生き物とを、種類にした

がって創造された。神は見て、良しとされた。

神はこれらを祝福して言われた、「生めよ、ふえよ、海の水に満ちよ、また鳥

は地にふえよ」。

夕となり、また朝となった。第 5日である

神はまた言われた、「地は生き物を種類にしたがっていだせ。家畜と、這うも

のと、地の獣とを種類にしたがっていだせ。そのようになった。

神は地の獣を種類にしたがい、家畜を種類にしたがい、また地に這うすべての

ものを種類にしたがって造られた。神は見て、良しとされた。

神はまた言われた、「我々のかたちに、我々にかたどって人を造り、これに海

の魚と、空の鳥と、家畜と、地のすべの獣と、地のすべての這うものを治めさせよ

う」。』（創世記1章21－26節）
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 聖書はさらに詳細にマクロエヴォルーションが起きなかったと述べてい

る。

『すべての肉が同じ肉なのではない。人の肉があり、獣の肉があり、鳥

の肉があり、魚の肉がある。』（第一コリント15章 39節）

科学的証拠が示すように、それぞれの種類の肉は異なり、同じ種類の肉

だけを再生産する。聖書はまったく同じことを語っている！

 重要点　真実は明らかにされた。聖書は我々が永遠を過ごすのに必要な

すべての知るべきことを述べている。聖書は地球を去る前に必要な基本

的情報なのである。BIBLE is a great acronym for “Basic 

Information Before Leaving Earth.

あなたが誰でもかまわない。マイケルジョーダンであれ大統領であれ、あなた

や私はすべてがいつかは地球を去るのであるあなたが永遠に関する正しい情報

をもっていれば、正しい場所に行くのである。しかし、あなたが間違った情報

を持っているなら、あるいは正しい情報を持っていながらそれにそわないこと

をすれば間違った場所に行くのである。我々の下の氷は非常に厚くなっている。

聖書が真実であるから、永遠の真実もより明らかになって行く。

我々は死を予定表に書き入れない。それは突然やってくる。

4章　「火事だ！火事だ！」
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天国か地獄の間にだけ人生があります。待っているのではなくつかみ取りなさ

い

ブレイズ・パスカル

さて、聖書が正しいかどうかの謎は解けました。次は我々の旅のステップが開

いています。聖書が永遠の到着点についてどのように述べているかの。これら

の言葉を聞いたことがありますか？

すべての物には季節があります。

天国に行くための時、生まれた時、死ぬとき、植えるときと刈り取るとき、殺

すときと癒すとき、壊すときと組み立てるとき、泣くときと笑う時、嘆くとき

と踊るとき

この言葉を数十年前にバーヅ（ロックバンド）が書いたという人もいま

すが、実はこの時間を超える言葉は数千年前に神様の霊感によって書かれたの

です（伝道者の書3章1－4節）。

これらの言葉は真実なので心を打ちます。生きるときと死ぬとき、すべての

者たちに。問題は死んだ後にどこに行くかです。最後の鼓動を終えた後に何が

起こるのでしょう？もしも、それが今日であるならあなたは準備ができていま

すか？

神様は永遠という観念をすべての男と女に受け付けました。心の奥底で、

我々は本能的に人生がこれだけのものではないと知っているのです。墓の下に
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何かがあると。聖書は我々はみな体、魂、霊を持っていると述べています（第

一セサロニケ 5章 23節）。あなたは死後に体を離れます。しかし、あなたの魂

や霊はどうでしょうか？どこで永遠を過ごすのでしょうか？

あなたが墓に掘られた名前を見るときに、死者の誕生日と死んだ日を見ます。

もしも、その間に70－80年間くらいの間があればそれは多くの人によい人生

だったのだと思われるでしょう。

しかし、永遠は当然ながら 80年よりも無限に長いものです。私はあなたが物

理的な死の後にはるかに長い時を過ごすことを保証します。

それが本当であるから、一時的に出来ることではなく永遠について何が出来

るかを学ぶほうがよいでしょう。150年の間にあなたが数百万ドル稼ぐことや、

ベンツのオープンカーに乗ること、素晴らしい家を持つこと、Final Fourで戦

うことは重要ですか？私たちは霊柩車の後ろの U-Haulを見ることはありません。

私たちが死ぬときはなにも持っていけないからです。死ぬときに最も重要なこ

とは我々が神様に創造されたかどうかを知っているかどうかだけです。もしも、

あなたが知っていればあなたは神様と共に永遠を過ごすでしょう。そして、も

しも知っていなければ神と離れて永遠を過ごすでしょう。なぜなら、あなたは

彼の愛ある存在を否定し、拒絶したからです。

永遠なることのみが重要なのです。一時的なことではありません。自分の旨

に聞いてみてください。短い人生で関係や所有物が重要か、永遠をどこでどの

ように過ごすことが大事か？
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聖書は裕福な男が彼の生涯で得た所有物に満足したことについて書いていま

す。彼は自分に言います。

『…こうしよう。わたしの倉を取りこわし、もっと大きいのを建てて、そこ

に穀物や食料を全部しまい込もう。そして、自分の魂に言おう。たましいよ、

おまえには長年分の食料がたくさんたくわえてある。さあ安心せよ、食え、飲

め、楽しめ。すると神が彼に言われた、『愚かな者よ、あなたの魂は今夜のう

ちにも取り去られるであろう。そしたら、あなたが用意したものは、だれのも

のになるか』。（ルカ12章 18－21節）

死は突然やってくる。死は歓迎されないものであるが、確実にやってくる。

我々は計画表に“死”と書き込まないがそれは突然やってくる。戻ることのな

い旅である。我々は愚か者と呼ばれたくない、この人生でも来世でも。では、

どうやって死の後に愚か者にならないようにすればよいのだろうか？

人生にはあまりにも多くの選択がある。どんな車を買うか、今晩何を食べる

か、どこの学校に行くか、だれと結婚するか、どの大学に行くか、どのように

時間を過ごすかなどなど。聖書は我々が死後に二つのうちの一つに行くことが

決まっていると述べている。

『また地のちりに眠っている者のうち、多くの者は目をさますでしょう。そ

のうち永遠の命にいたる者もあり、また恥と、限りなき恥辱をうける者もある

でしょう』（ダニエル12章 2節）
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私たちはみんな目覚めて天国に幸せにいるか、地獄に不名誉と憎しみの中に

いるかどちらかである。マーク・トウェインは言った『天気のためなら天国へ、

仲間のためなら地獄へ』と。しかし、地獄に行くことは誰にとっても冗談ごと

ではない。

『天国がないと想像してごらん』

ジョン・レノンはイマジンという歌の中で永遠についての神様の言葉を真剣

に受け止めなかった。（すべての歌詞はインターネット参照）。レノンの想像

は天国も地獄もなく、国もなく、殺したり死ぬ理由もなく、宗教もなく、所有

物もない。レノンのこの世界を良くしようとする想像は完全に間違っている。

人々は幸福になりたいが所有物、国、神を投げ出すことは幸福をも投げ出すこ

とである。

神様を投げ出すこと、そして彼が我々に望む所有物、国などを投げ出すこと

は果たしていい考えであろうか？神様がいなければ。しかし、これまでみたす

べての証拠が神様がいると証明している。レノンのこの世界を良くしようとす

る想像は完全に間違っている。人々は幸福になりたいが所有物、国、神を投げ

出すことは幸福をも投げ出すことである。

死後の世界についてレノンが存在を否定した到着地について考えてみよう。

我々よりもはるかに優れた視点を持つ神様だから、我々に永遠を一緒に過ごす

場所を聖書の中から探してみよう。あなたはあなたの発見に驚くだろう。バー

ナグループ調査では76％と言う多数のアメリカ人が天国が存在すると信じてい
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る。46％の人が神様と一緒に永遠に過ごすと述べ、30％の人が実際の休憩の地

であり、死後に魂が報酬を得る場だと述べている。14％の人はそれをシンボル

的だと述べている。

あなたは天国がどのようだと思うだろうか？

多くの人が天国を旧友や死んだ家族と一緒に過ごせる限りなく楽しい場所だ

と想像する。彼らは天国の目的が個人的な楽しみだと、そしてそこに行く権利

があると。しかし、皆が自分の利己的に考えるというのは地上と同じように聞

こえないだろうか？皆が他人から奪ってでも欲しいものを得ようとする。実際に

C.S.ルイスは無慈悲で眠れず、ほほえみのない自己への集中は天国ではなく地

獄のようであると述べている。

それは神様の述べる天国とは異なる。聖書は天国を以下のように描写してい

る。

『…もっと良い、天にあるふるさとであった。だから、神は、彼らの神と呼

ばれても、それを恥とはされなかった。事実、神は彼らのために、都を用意さ

れていたのである』（へブル11章 16節）

『わたしの父の家には、すまいがたくさんある。もしなかったならば、私は

そう言っておいたであろうあなたがたのために、場所を用意しに行くのだか

ら』（ヨハネ14章 2節）
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天国には古びたり壊れたりするものはない。それは我々が確実に良いと信頼

できるものである。

『むしろ自分のため、虫も食わず、さびもつかず、また、盗人らが押し入っ

て盗み出すこともない天に、宝をたくわえなさい』（マタイ6章20節）

『肉のからだでまかれ、霊のからだによみがえるのである。肉のからだがあ

るのだから、霊のからだもあるわけである』（第一コリント15章 44節）

『彼らは、もはや飢えることがなく、かわくこともない。太陽も炎暑も、彼

らを侵すことはない』（黙示録 7章 16－17節）天国には聖書によると報酬を受

け、仕事から休むことができると書かれている。天国は平和の地であり、疲れ

たものに快適であなたが今住んでいる国よりも良い。そこには神様と天使がい

る。

私の友人が最近亡くなった。かれはクリスチャンであった。彼は心臓が止

まった時には透析機械につながれていたのである。医師たちは急いで心拍を回

復させようとした。

彼は父親を見て言った。「パパ。信じないかもしれないけど今イエスに会っ

たよ！驚くべきことは彼が20年間糖尿病により盲目だったことである。

彼は彼の魂が体を離れ、心臓モニターのフラットな線を見ることが出来、そ

してその旅が始まったのである。彼は言った。白い鋭い光と豊かな愛が彼を包

97



み、彼は見たこともない美しい花を見たと言った。彼は「パパ、もしもあれが

死なら、知って悪くないよ」と言い、5日後に死んだ。

天国はあなたがいつか行く本当の場所なのである。クリスチャンであった夫

の葬式で妻は言った。「彼は幸運ね。私は今日天国に行きたいと思っていたの

に、どうして私でなかったのでしょう。」我々の愛するもの、そして我々が行

く先を知っていれば死は恐れるべきものではないのである。

また、ある若者が夏空を見て言ったのを聞いた。もし、天国の外側があれだ

けキレイなら、内側はもっときれいだろうと言った。我々の誰もが神様が実際

に用意している場所のことを知ることが出来ない。聖書は天国は金の道があり、

真珠やエメラルドなどの宝石で壁が作られていると述べている。

私は天国では単に踏んで歩くためのものを地上では非常に大事にするのを面

白く思う。なんと、天国の美しいことだろう？

ことばではそれは言いつくせない。痛みも苦しみも病気もなく、泣くことも

死もない。その中でも最も素晴らしいことは我々の創造主に直接会えることで

ある。それはあなたが永遠を過ごす場所ですか？

“地獄がない”

もう一つの選択肢は地獄と呼ばれるところである。ジョン・レノンは地獄が

ないことを想像してみろとそイマジンと言う歌の中で歌っている。地獄は今日

の流行ではないが、そういう問題ではない。我々が好きでないということだけ
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で地獄が存在しないというわけではない。多くの人は地獄を信じないので地獄

は存在しないという。しかし、忘れないでほしい。私たちが信じるかどうかが

問題ではないのである。それが真実であるかどうかということが問題なのであ

る。不信仰は現実を変えない。我々は毒が我々を殺さないと信じることが出来

るが、殺すのである。地球が平たんであると信じることはできるが、そうでは

ない。あなたが信じたいことではなく、真実を見つけてほしい。

多くの人が地獄には友達がたくさんいるから行くのは構わないと言う。しか

し、地獄はリハビリをするところでも楽しいところでもない。罰を受ける場所

である。3分の1の人しか地獄を苦難の場所だと信じていないとバーナグループ

調査では述べているが10分の4の人が神から離れた場所であると考えている。

我々が考えるのにかかわらず、神様の言葉ではどのように記されているであろ

う？

聖書によれば地獄は現実に存在する場所である。イエスが33回におよんでそ

の恐ろしい描写をしている。それは永遠に苦難の場所で消えることのない火が

ある場所である（マタイ3章12節）

聖書は神にしたがわない者は永遠の破壊とともに罰せられると（第 2セサロ

ニケ 1章 9節）。そこは火が燃え盛る場所でうめきや苦しみがある（マタイ13

章 41－42節）。それは地獄の火と呼ばれ（マタイ5章22節）、住人は永遠の罰

を苦しむ（マタイ25章 46節）、怒りと憤りとが加えられ、患難と苦悩とが与え

られる（ローマ2章 8－9節）。
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イエスはどうしても我々に地獄に行かないでほしい。

『もし、あなたの片手が罪を犯させるなら、それを切り捨てなさい。両手が

そろったままで地獄の消えない火の中に落ち込むよりは、かたわになって命に

入るほうが良い。地獄ではウジがつきず、火も消えることがない。もし、あな

たの片足が罪を犯させるなら、それを切り捨てなさい。両足がそろったままで

地獄に投げ入れられるよりは、片足で命に入るほうがよい。地獄ではウジがつ

きず、火も消えることがない。もし、あなたの片目が罪を犯させるなら、それ

を抜き出しなさい。両目がそろったままで地獄に投げ入れられるよりは、片目

になって神の国に入るほうが良い。地獄では、ウジがつきず、火も消えること

がない。』（マルコ9章43－48節）

『神は、罪を犯した御使いたちを許しておかないで、彼らを下界におとしい

れ、さばきの時まで暗やみの穴に閉じ込めておかれた』（第 2ペテロ 2章 4節）

これは人は光よりも闇を好むために神様を拒絶したということである。闇を

好むものは永遠にこれを得ることになる。そして、その逃げ道はない、出口は

なく入り口だけである。

なぜ地獄？

神様が地獄で人を永遠に罰を与えるからそのような神様を信じないという言

う人もいる。わたしもそのように思っていた。クリスチャンになる前は神様に

様々な属性があることを知らなかったのである。多くの人は「神様は愛」とい
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う聖句に親しいと思う。実際に神は愛である。しかし、同時に神は正義である。

神は神聖である。彼は正しい。これらの属性により神は厳しい側面も持ってい

る。

神は罪を憎む。以上である。我々の誰も神がどれほど小さな罪でも憎むのか

を知ることが出来ない。私はこの神様の厳しい側面を想像できなかった。ある

日、私は私に好ましい神様を造ったわけでないことに気が付いた。神様は創造

の産物ではない。神様は私の思考とは独立の関係にある。聖書を知らない私に

はそれが普通のことだったのである。本当の神様は私が死後に会う神様であり、

創造の神様ではない。

我々は聖書を信じているから、我々は神様が聖書による神様であることも

知っている。したがって、我々は神様を探究し、理解しなければならない。彼

は怒りの側面も持っている。我々は神様の怒りの側面に死後会わないようにど

うすればよいかを知らなければならない。聖書、神の御言葉はなぜ我々が彼の

怒りを起し、どのように避けることが出来るかを述べている。

『だから、地上の肢体、すなわち不品行、汚れ、情欲、悪欲、また貪欲を殺

してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝にほかならない。これらのことのために、

神の怒りが下るのである。（コロサイ5章6節）

聖書には他にも…
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『神の怒りは、不義をもって真理をはばもうとする人間のあらゆる不信人と

不義とに対して、天から啓示される』（ローマ1章18節）

『あなたのかたくなな、悔改めのない心のゆえに、あなたは、神の正しい裁

きの現れる怒りの日のために神の怒りを、自分の身に積んでいるのである。神

は、おのおのに、そのわざにしたがって報いられる。すなわち、一方では、耐

え忍んで善を行って、光栄とほまれと朽ちぬものとを求める人に、永遠の命が

与えられ、他方では党派心をいだき、真理に従わないで不義に従う人に、怒り

と激しい憤りとが加えられる』（ローマ2章5－8節）

だから、人々が神の怒りに直面し地獄に行くときにそれは選択の結果なので

ある。神様は宇宙を創造されたときに彼の存在のたくさんの証拠を残した。し

かし、多くの人がそれを拒絶したのである。聖書は火の海を当初は悪魔とその

天使たちのために作ったのである。しかし、悪魔を信じる人たちもまたその火

の海に行くのである。

『それから、左にいる人々にも言うであろう、「のろわれた者どもよ、わた

しを離れて、悪魔とその使いたちとのために用意されている永遠の火にはいっ

てしまえ」マタイ25章 41節）

『あなたがたは知らないのか。あなたがた自身が、誰かの僕になって服従す

るなら、あなたがたは自分の服従するその者の僕であって、死に至る罪の僕と

もなり、あるいは、義にいたる従順の僕ともなるのである』（ローマ6章16

節）
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神様が人々に地獄に行ってほしいのではなく、彼は我々の選択の自由を与え

るのである。詩篇 139章 8節にあるように『わたしが天にのぼっても、あなたは

そこにおられます。わたしが陰府に床を設けても、あなたはそこにおられま

す。』

あなたが床を作ったのだからそこに寝なさいということわざがある。床を作

ることはなる準備なのである。それは私たちの行いが将来を決めるということ

である。好むと好まざるとにかかわらず。マタイの箇所で我々は地獄が当初は

人のために造られたのではないことを学んだ。対して、天国は…

『そのとき、王は右にいる人々に言うであろう、「私の父に祝福された人た

ちよ、さあ、世の初めからあなたがたのために用意されている御国を受けつぎ

なさい」（マタイ25章 34節）

聖書は神が悪人の死を悲しむことを明確に述べている。

『あなたは彼らに言え、主なる神は言われる、わたしは生きている。私は悪

人の死を喜ばない。むしろ、悪人が、その道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた

がたは心を翻せ、心を翻してその悪しき道を離れよ…』（エゼキエル33章 11節

a）

『ある人々がおそいと思っているように、主は約束の実行をおそくしておら

れるのではない。ただ、ひとりも滅びることがなく、すべての者が悔改めに至
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ることを望み、あなたがたに対してながく忍耐しておられるのである。』（第 2

ペテロ 3章 9節）

神様にとって人が死に地獄へ行くのは楽しい日ではない。あなたが死ぬ日は

神さんにとって悪い日だろうか？多くの人が神様が人が神様を拒絶したことに

よりその人を永遠に地獄に送ることを不公平だと考える。神様は人の拒絶に対

して公平である。

もし、人々が地上で神様と過ごしたくないなら、なぜ来世で一緒に過ごした

いだろう？もし、彼らが神を憎むなら、やはり来世でも神を憎むだろう。フラ

ンク・ハーバーは述べている…

もし、神さんが人の意に反して彼らを天国へ強制的に送るならそれは天国で

はなく地獄である。無神論者のジャン・ポール・サルトルは地獄のドアは内側

から男と女の自由意思によってロックされていると述べている。６８

C.S.ルイスは述べている

世の中には2種類の人がいる。神様にあなたの意思が行われるようにという

ひとと、神様が「では、あなたの好きなようにしなさい」という人々である。

我々は善と悪とを選択する自由意思を与えられている。神の意志と自分の意

思である。神様は単純にその選択を尊重しているのである―その結果に直面さ

せることによって。
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数年前に地獄は単純に神様から永遠に離れる場所であると言われたことがあ

る。黙示録 14章 10－11節にはそのようなものでないことが書かれている。我々

の誰も神様のいない世界を理解できない。神様の存在するかしないかに関わら

ず『神のうちに生き、動き、存在している』（使徒 17章 28節）。そして、『万

物は彼によって成り立っている』（コロサイ1章17節）。神様の存在しない世

界というのは恐ろしい。しかし、我々は何も想像する必要はない。聖書はそれ

を現実的に述べている。

『その苦しみの煙は世々限りなく立ちのぼり、そして、獣とその像とを拝む

者、また、だれでもその名の刻印を受けている者は、昼も夜も休みが得られな

い』（黙示録 14章 11節）

神様は二つの恐ろしい方法で経験される。第一には彼は天使たちと証人がい

ることである。

『ほかの第三の御使いが彼らに続いてきて、大声で言った、「おおよそ、獣

とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に混ぜものなし

に盛られた、神の激しい怒りのぶどう酒を飲み、聖なる御使たちと小羊との前

で、火と硫黄とで苦しめられる。（太字は筆者によって強調された）。

第二に神様は愚かしい記憶の中に存在することである。最も苦しいことの一

つは彼らが神様いかに根気強く彼らの心に語られたかを思い出すことである。

『これは道だ、これに歩め』（イザヤ書30章 21節）。彼らは彼らが聞くことを

拒否したことを思い出すのである。地獄では彼らは神様から逃れることが出来
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ない。彼らは慈愛ある神の存在を地上で否定し拒絶し続け、その結果後悔の念

に苦しみながら永遠の時を過ごすのである。

しかし、神様は繰り返し我々が選択していると述べている。例えば…

『彼を信じる者は、さばかれない。信じない者は、すでにさばかれている。

神のひとり子の名を信じることをしないからである』（ヨハネ3章18節）

『しかし、自分をよくわきまえておくならば、わたしたちはさばかれること

はないであろう。』（第一コリント11章 31節）

神様は天国では栄光であり、地獄では恐怖である。地獄を地獄たらしめるの

は神様の怒りである。もし、あなたが地獄に行ってしまえば神様の栄光から離

れて、その素晴らしさからも離れるが神の怒りから逃れることはできない。

サタンが地獄の担当だと思う人がいるが、サタンは裁かれたものでなんの役

目もない。神様がすべてを支配しておられるのである。神様が天国、地球、そ

して地獄の栄光ある支配者である。地獄はサタンの王国でも、人々がパーティ

をする場所でもない。それは永遠の罰の場所である。

地獄の最も恐ろしいところは罰ではない。それは罰が永遠に終わることがな

いことである。もしも、あなたが神様の真実を拒絶するならそれは神様の前に

いつか立つのが恐ろしいだろう。預言者であり使徒であるヨハネはその光景を

以下のように描いている
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『またみていると、大きな白い御座があり、そこにいますかたがあった。天

も地も御顔の前から逃げ去って、あとかたもなくなった。また、死んでいた者

が、大いなるものも小さきものも共に、御座の前に立っているのが見えた。か

ずかずの書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これはいのちの書で

あった。死人はそのしわざに応じ、この書物に書かれていることにしたがって、

さばかれた。海はその中にいる死人を出し、死も黄泉もその中にいる死人を出

し、そして、おのおのそのしわざに応じて、裁きを受けた。それから、死も黄

泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。このいのちの書に

名が記されていない者はみな、火の池に投げ込まれた。』（ヨハネ20章 11－15

節）

最初の死は我々のからだから魂が離れた時である。この瞬間にもし我々が神

様を信じ愛していれば、我々の魂は神様のもとへ行く。パウロはしの不可避性

について考察している。

『それで、わたしたちは心強い。そして、むしろ肉体から離れて主と共に住

むことが、願わしいと思っている。』（第 2コリント5章 8節）

第二の死は最後の審判の時である。魂が神様のもとへ行かなかったもの、そ

して地獄にそれまでいる者が正式にのこりの非難される人間とともに慈悲深い

神様から離れて、永遠の火の池に行くときである。

我々はみな第一の死を経験する。しかし、わたしたちはどうやって第二の死

を経験しないようにすることができるだろう我々は次に天国での永遠の命と地
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獄での永遠の苦難の違いを見ることになる。あなたは1,000年以上でもなく、10

秒たりともそんなところに行きたくないであろう。

死は安全ではない

わたしはある日大けがをして緊急救命室に行った若者と話したことがある。

彼は心臓がその鼓動を終え、魂が体から離れるのを、そして悪魔が近づいてき

て笑うのを聞いたと言った。彼は生きて体に戻ったのがとてもうれしかったと

言った。彼は悪魔が本当に真実であることを知った。

緊急救命室で働く呼吸器系の看護師が患者がコードレッド―心拍がなくなっ

たことがあったと言った。数人の同僚と共に心拍をもとに戻す機械をもって急

いだ。そのパドルを当て心拍を取り戻そうとすると、彼は熱い、熱いと言った。

そして、心臓がまた、止まった。もう一度心拍を戻そうとすると今度は火事だ

火事だと言った。これが何度か繰り返されてついには心拍は戻らなかった。同

僚の医師や看護師は数分間立ち尽くし、その死体を見ていた。皆が彼が地獄へ

行ったのを知った。ここを出る前から熱いと叫んでいたのだから。

わたしは同じような燃える地獄やイエスの存在、あるいはトンネルと白光を

経験した（薬物やアルコールを飲んでいない）数人の人と出会った。だから、

このような話がまやかしだと思ってはいけない。

心臓外科医のモーリス・ローリング博士は数多くの死線をさまよった患者を

見ている。そして、その発見言いついて「死のドアのさき」という発見を書い
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ている。ローリング博士は死にそうになった300人の患者の約半数が火の池、悪

魔のような姿、そして、地獄の光景を目撃していると語った。そして、ローリ

ング博士は「私が死後に行くところを知らなければ死ぬのは安全でない」と

言った。

彼は地獄をありありと経験し、説明した人々が数日もするとその記憶を失っ

てしまうことも同様に発見した。彼は地獄を経験した人はそのことについて恥

に思い、家族にさえも伝えづらく、話を変えてしまうことに気づいた。反して、

天国を経験した人はその模様を詳細に記憶、そして説明していた。

だから、死を楽しいことのなどとはゆめゆめ思わないでもらいたい。地獄は

現実の場所で決してあなたが死後に行きたい場所ではない。

ヴォルテール、フランスの著者、哲学者、そして無神論者は死に行く友人を

励ますために一言言ってもらえるように頼まれた。ヴォルテールは答えた。わ

たしには出来ない。地獄があることということにさいなまれているから。

地獄は存在する。その様は聖書ではお金持ちとラザラスの話がよく知られて

います。

『ある金持ちがいた。彼は紫の衣や細布を着て、毎日ぜんたくに遊び暮らし

ていた。ところが、ラザロという貧乏人が全身できものでおおわれて、この金

持ちの玄関の前にすわり、その食卓から落ちる者で上をしのごうと望んでいた。

その上、犬がきて彼のでき物ををなめていた。この貧乏人がついに死に、御使
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いたちに連れられてアブラハムのふところに送られた。金持ちも死んで葬られ

た。そして、黄泉にいて苦しみながら、目をあげると、アブラハムとそのふと

ころにいるラザロとが、はるかに見えた。そこで声をあげて言った、「父、ア

ブラハムよ、わたしをあわれんでください。ラザロをおつかわしになって、そ

の指先を水でぬらし、わたしの舌を冷やさせてください。私はこの火炎の中で

苦しみ悶えています」。アブラハムが言った。「子よ、思い出すがよい。あな

たは生前よいものを受け、ラザロのほうは悪いものを受けた。しかし今ここで

は彼は慰められ、あなたは苦しみもだえている。そればかりか、わたしたちと

あなたがたとの間には大きな淵がおいてあって、こちらからあなたがたのほう

へ渡ろうと思ってもできないし、そちらから私たちのほうへ越えてくくること

もできない」。そこで、金持ちが言った。「父よ、ではお願いします。わたし

の父の家へラザロをつかわしてください。わたしに5人の兄弟がいますので、こ

んな苦しいところへ来ることがないように、彼らに警告していただきたいので

す」。アブラハムは言った、「彼らにはモーセと預言者とがある。それに聞く

がよかろう」。金持ちが

言った。「いえいえ、父アブラハムよ、もし死人の中からだれからが兄弟た

ちのところへ行ってくれましたら、彼らは悔い改めるでしょう」。アブラハム

は言った、「もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中から

よみがえってくる者があっても、彼らはその勧めを聞き入れはしないであろ

う。」（ルカ16章 19－31節）
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金持ちは地獄におり、すべての五感はきちんと働いている。彼は苦難の中で

たった水の一滴を頼む。わたしをひときわ打つのはそこに越えることができな

いものがあることである。さばきはあなたが最後の鼓動を取ったときに行われ

る。金持ちは水を持ってこさせることが出来なく、ラザラスはそうしたくても

手伝うことが出来ない。

あなたは死後にその永遠の場所を変えることはできない。あなたは死後に片

道だけの切符を持っているのである。あなたは最後の鼓動を打つ前にどちら側

に行くかを知らなければならない。金持ちは兄弟に同じ地獄に来てほしくはな

かった。わたしはあなたにも警告を与えたい。神様はあなたに地獄へ行ってほ

しくはないし、わたしもそう望まない。

もしも人がバーナ調査研究を真剣に受け止めたなら、わたしはそう思わない

が、地獄はとても人口が多い場所である。0.5％のアメリカ人だけが死んだとき

に地獄に行くだろうと言っている。64％のアメリカ人が天国に行くと答えたの

である。

しかし、イエスは何と言うだろう？

『狭い門からはいれ。滅びに至るもんは大きく、その道は広い。そして、そ

こからはいっていくものが多い。』（マタイ7章3節）

『だから、あなたがたも用意をしていなさい。思いがけない時に人の子が来

るからである。』（マタイ24章 44節）
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何が最後の目的地を決めるのだろう？どのような基準が用いられるのだろ

う？この重要な質問は次の章の話題である。わたしたちの永遠の真実の探求は

さらに狭くなる。

上司やコーチや教師らが他者を我々のすることやしなかったことについて裁

く。社会全体としてほかの方法はない。

5章　法だ！

わたしは完全な最期が欲しい。さあ、わかった。難しいこと、韻を踏まない

し、はっきりとした初めも中も最後もない。人生は知らずに決定をしてその

時々の瞬間を生き、次に何があるかわからずに。そのような美味なあいまいさ

なのである。－ギルダ・ラドナー

ギルダ・ラドナー、有名な喜劇役者は次に何があるか知らなかった。しかし、

あなたは知っている。あなたは死後に二つの世界があって、最後の鼓動を終え

た後にそのどちらかにむかう。

それは次の質問を我々に与える―もっとも人が知りたい。

わたしはシンシナティへの飛行機にある日乗った。となりには Proctor and 

Gamble(アメリカの食品製薬)に勤める人が座っていた。私は彼に死後に何があ

ると思おうか聞いてみた。彼は答えた。死後には天国か地獄がある。分からな

いのはどのような基準でそのどちらかに決められるかだ。もちろん、それが質

問なのだ。何が我々を永久にそのどちらかに決めるのか？
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『あなたがたの救われたのは、実に恵により信仰によるのである。それは、

あなたがた自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるの

ではないそれは誰も誇ることがないためなのである』（エペソ 2章 8－9節）

『私たちの行った義の技によってではなく、ただ神のあわれみによって、再

生の洗いを受け、聖霊により新たにされて、わたしたちは救われたのである

（テトス3章5節）

最初に驚いたことは我々は天国へ行くための入り口に入るのに良い行いの報

いを得ることが出来ないことである。これは我々の思うことの反対である。

上司やコーチや教師らが他者を我々のすることやしなかったことについて裁

く。社会全体としてほかの方法はない。神様は同じでないのか？私はティーン

エージャーの時に教会に座っていたことを覚えている。私の人生を変えた日で

ある。神様がどのように私を裁くか考え始めたのである。私は天国に大きなス

コアカードがあり、それに兄弟や姉妹に良いことをしたときに得点を得ると

思っていた。25セントを献金するときに、また宿題を提出するときに、あるい

は教会に行くときに。しかし、わたしには大きな質問があった。それはどれだ

けの得点を稼げば天国に行けるかということである。500か 501か？答えは何だ

ろう？何が我々を天国に連れてゆくのか？地獄はどうか？人は考えるだに不愉

快になる。ここにシアトル・ポストインティジェンサーの2004年 2月 4日水曜

日版がある。

少女が地獄という言葉を学校で使い、停学に
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ダン・ネフリン　アソシアティッドプレス記者

ピッツバーグ AP　バランディ・マッキネイス、7歳が地獄という言葉を使って停学

になった。しかし、彼女の家族は彼女が聖書の火の池のある所を意味したと言っている。

彼女は火曜日に停学に服した。ピッツバーグパブリックスクールは冒涜を禁じてい

る。しかし、その規律には定義がなかったと代理人のパット・クローフォードは述べた。

学校はそれ以上のコメントを控えた。

学校は冒涜を禁止していたが、それは定義されていなかった。どのようにこの小さ

な少女が冒涜の意味を知ることが出来ただろう？そもそも地獄という言葉自体が冒涜で

あるかどうかが疑問であるし、文脈的に考えて冒涜とは考えられない。マッケニス、

ピッツバーグ警察の刑事は家族が宗教的に狂信的ではないと報じたが、主への健康的な

尊敬があったため、彼は娘の説明を受け入れた。彼女は良い人間は天国へ、そして悪い

人間は地獄へ行くと考えていたと彼は水曜日に答えた。

しかし、小学二年生がどうして良い人間は天国へ、悪い人間は地獄へ行くと

考えるだろう？そして、ほとんど我々のすべてが同じように？

テッリ・シンドラーはその日に死んだ。私はビル・オライリーのラヂオ

ショーを聞いていた。かれは言った。「私は彼女が楽園にいることを望む」そ

れを信じて何がいけないのか？悪い人も良い人もその報いを得るべきではない

のか？

わたしはどうして多くの人がそのように考えるかを知らない。しかし、それ

は我々の心に刻まれている。私は探求を続けるうちに世の中がどのような基準
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を持っていても、神様は違う基準を持っていると知った。そして、わたしは自

分が永遠についての正しい判断をするためにその基準を知らなければならない

と思った。我々の永久的な行き先はその基準によって決められるのだから。で

は、神様の信頼に足る書物はどのようにその基準について述べているだろう？

何がその基準を満たすのか？そして、「よい」「悪い」をきめるのだろう？

ローマ書3章23節でパウロは『すなわち、すべての人は罪を犯したため、神

の栄光を受けられなくなっており』と述べている。すべての人は“罪”を犯し

たというのはどういうことであろうか？“罪”とは牛の眼の標的を示す的を外

すことである。我々は的の真ん中を得たいが、牛の眼を外せば違うところを

撃ってしまう。それこそが“罪”－的を外したということである。

使徒パウロは述べている『罪の支払う報酬は死である。しかし、神の賜物は、

わたしたちの主イエスキリストにおける永遠の命である』。私の次の質問は単

純である。我々が死を避け永遠の命を得るためにはどのような的を撃てばよい

のか？　

ローマ書3章19－20節は述べている『さて、わたしたちが知っているように、

すべて律法の言うところは、律法のもとにある者たちに対して語られている。

それは、すべての口がふさがれ、全世界が神のさばきに服するためである。な

ぜなら、律法を行うことによっては、すべての人間は神の前に義とせられない

からである。律法によっては、罪の自覚が生じるのみである。』
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この律法がわたしに罪についての知識をくれることは明らかである。律法と

は何であろうか？詩篇 19章7節には

『主のおきては完全であって、魂を生きかえらせ、主の証しは確かであって、

無学なものを賢くする』。もし律法を破ればそれは罪だろうか？律法とは何

か？ローマ書7章7節は尋ねる

『それでは、わたしたちは、なんと言おうか。律法は罪なのか。断じてそう

ではない。しかし、律法によらなければ私たちは罪を知らなかったであろう。

すなわち、もし律法が「むさぼるな」と言わなかったら、わたしはむさぼりな

るものを知らなかったであろう。』

ここに私たちが探していた大きなてがかりがある。我々は十戒がここで引用

されていることが分かる「むさぼってはならない」とは十戒の10番目の律法で

ある。

モーゼによって書かれた最初の5冊の聖書の本の中で十戒は二度与えられて

いる（出エジプト記20章 1－17節、申命記5章6－21節）。私は母が二回同じ

ことを言ったときにそれは大事なことで忘れてはならないことだったことを覚

えている。神様が短い時間の間に二回述べている十戒は大事に違いないし、そ

れを知って従うことは重要だろう。

ABCナイトラインのテッド・コッペルはデューク大学の入学式で述べている。

我々はスローガンが自分たちを助けるのを知っている。「打つならきれいな針で」、

「セックスをするならだれとするのでもどんな時でもコンドームを使え」。いや！答え
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は Noである。それがかっこよくなかったり、あるいは刑務所に行かないから、あるい

はエイズで死なないからしていけないのではない。それは間違いだからしてはいけない

のだ。モーセがシナイ山から持ち帰ったのは10個の提案ではない、戒律である。十戒

の素晴らしさはそれが短い言葉で人間の許された行動を語り、しかも当時だけでなく永

遠に正しいからである。

テッド・コッペルでさえ十戒が単なる提案ではなくそれによって生きる者だ

と知っていた。

そして、これらの戒めは神様を幸せにするためで私たちを聖的にするもので

もない。それは満足をもたらすものである。

例えば、わたしが最近頼まれてスピーチをした場所にウエストポイントのア

メリカ軍隊学校最大のオフィサーズ・クリスチャン・フェローシップがある。

それを語るのも恵みであるほどである。多くの士官学校の生徒を見ることはけ

んきゅにもなれたし様々な感情を体験することが出来た。神様は10分の一の生

徒に一時間半話す時間を与えてくれた。若い男女に会えることはなんという恵

であろう！軍隊は将来の士官たちがいて安心である。私が話し終えた後に生徒

がデイビッド・リプスキーの Absolutely Americanという本をくれた。それはウ

エストポイントの士官学校の4年間の生活を振り返る本である。著者はローリン

グストーンマガジンの大学生向けの担当者である。彼が書いたことの一つがわ

たしを驚かした。彼は30の士官学校を見学した結果、ウエストポイントの士官

学校が最も幸せであると書いていた。彼はその発見にショックを受けた。彼は
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士官学校の生徒はそのすべての規律のために不幸せだと思っていたからである。

もちろん、多少の不平不満はあってもそれでも大学の学生たちの中で疑いなく

最も幸せだった。

わたしはそれはなぜだろうかと考え始めた。しかし、思うとそれは簡単なこ

とだった。我々はルールがないところに住めば何の自由もない。決して、幸せ

でない。しかし、規律やルールがあれば実際には世界のすべての自由があるの

である。我々は幸せになれる。どこか、おかしいだろうか？

彼とある日話して、わたしは彼に一つの例を挙げた。もしも30階建てのホテ

ルに滞在していてもしもバルコニーが手すりのないただのコンクリートだった

らそこに行くだろうか？子供をそこにはなすか？

もちろん、あなたはそんなことはしない。危険すぎる。しかし、もしも丈夫

な手すりがあればそこに出るか？子供は？

もちろん行くだろう！我々はむしろ手すりに寄りかかりさえするだろう。そ

こに境界があるからだ。そこでお昼を食べることも出来る。そして、その中の

自由を満喫することが出来る。　

あるとき、マーチル・ビーチで18歳の子たちと話していたら、彼らは絶対に

クリスチャンにならないと言った。なぜ？と私は訊いた。人生のすべての楽し

みをなくすからだと彼らは答えた。私は彼らの目を見て言った「僕は今日誰か
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を妊娠させることはありえない」「今日、エイズになる心配もない」「酒飲み

運転をする心配もない」。「クリスチャンになるとメリットもあるだろう？」

両方の相手がびっくりしてあごを外しそうになった。彼らはそんなことを考えたこ

ともないと言った。彼らは自由があると思っていたけど、そうではなかった。彼らはし

たいことを出来ると思っていたが、彼らはその選択の結末の奴隷であった。

神様はルールや律法を我々のために与えてくれたのである。我々がこの律法を守っ

ているときに我々は世界で一番幸せな人々なのである。この境界の外に出ることは30

階建てのバルコニーで手すりもなしに歩こうとするようなものである。その結果は罰で

はない、単なる反抗と近眼の結果である。

ジョン・ハギーの興味深い研究に 97％のアメリカ人が十戒を信じているが、わずか

5％しかそれを3つか4つ述べることが出来ないという結果であった。我々は天国に行

くためのガイドとして律法を守らなければならない。そして、律法とは十戒である。

では、次にこの多くの人が信じている、しかし実態を多くの人が知らない十戒につ

いて検討してみよう。最初に出エジプト記の20章 1－17節を見て、我々人間がどれほ

ど神様に近くなれるか考えてみよう。

第一の戒律

『神はこのすべての言葉を語って言われた。「私はあなたの神、主であって、あな

たをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。あなたはわたしのほかに、な

にものをも神としてはならない」』（出エジプト記20章 1－3節）

十戒の第一の戒律は神様があなたの愛の中心でなければならないという意味である。

神様とあなたの関係があなたの生活で一番重要でなくてはならない。
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一つの完璧な例は新約聖書のマタイによる福音書のお金持ちで若い支配者が我々に

言うことである。『すると、ひとりの人がイエスに近寄ってきて言った、「先生、永遠

の命を得るためにはどんなことをしたらいいでしょうか」。イエスは言われた、「なぜ

よいことについてわたしに尋ねるのか。善い方はただ一人だけである。もし命に入りた

いと思うなら、いましめを守りなさい」。彼は言った、「どの戒めですか」。イエスは

言われた、「『殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな。父と母を敬え』。また

『自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ』」。この青年はイエスに言った、「そ

れはみな守ってきました。ほかに何が足りないのでしょう」。イエスは彼に言われた、

「もしあなたが完全になりたいと思うなら、かえってあなたの持ち物を売り払い、貧し

い人々に施しなさい。そうすれば、天に宝を持つようになろう。そして、わたしに従っ

てきなさい」。この言葉を聞いて、青年は悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を

持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。「よく聞きなさい。富

んでいる者が天国に入るのは、むずかしいものである。また、あなたがたに言うが、富

んでいる者が神の国に入るよりは、らくだが針の穴を通るほうが、もっと優しい」。』

（マタイ19章16－24節）

お金持ちの若い支配者にイエスが話すときに十戒から始めたのは興味深いことであ

る。十戒によってイエスは彼の自己的正義を示すことが出来た。これは素晴らしい話で

ある。この若者は第一の戒律すなわちあなたは神様があなたの愛の中心でなければなら

ないという戒律さえ守れていなかったのである。彼にとって最も重要なものはお金で

あった。

我々はみな何かを崇拝するものである。我々が無神論者であろうと、不可知論者で

あろうと、何らかの宗教の信者であろうと、みな何かを崇拝するのである。あなたの心
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は何によって意味を得るのであろうか？支配、守護、あなたの生活で重要なものであろ

うか？あなたは何に瞑想するであろうか？あなたが夜寝るときに頭を枕につけるときに

何を考えるだろうか？誰が、あるいは何があなたの神であろうか？自身に尋ねなさい。

あなたは第一の戒律を守っていますか？

第二の戒律

『あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない』。上は天にある者、下は

地にあるもの、また地の下の水の中にある者の、どんな形をも造ってはならない。それ

にひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主であるわたしは、

ねたむ神であるから、わたしを憎む者は父の罪を子に報いて、三、四代に及ぼし、わた

しを愛し、わたしの戒めを守る者には、恵を施して、千代に至るであろう。』（出エジ

プト記20章 4－6節）

第二の戒律は偶像礼拝についてである。我々は我々の罪にあった神を造るときにこ

の戒律を破るのである。すなわち、「私の神はうそをついても怒らない」「私の神は人

を罰して地獄に送ることがない」「私の神は良い人を天国に入れる」。こうしたことを

言って、我々は自分の想像による神を造るのである。

問題は我々は自分たちの神様を造れないことである。それを創造することはできる

がわれらが全能の神は変わらない。我々は神様に我々が望むべきであってほしいと力は

ない。我々が出来るのは偶像を造って信じることだけである、それらが神様であるかの

ように。
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我々が造ろうが文化の中に含まれていようが、偶像は我々に影響を及ぼす。所有、

お金、スポーツ、スポーツチームを応援すること、食物、薬、ボーイフレンド、ガール

フレンド、テレビ、映画、仕事などなどのすべてが我々の偶像になりうる。

‟アメリカン・アイドル”というテレビ番組を見ると分かります。番組の誰もが人か

らうらやましがられるアイドルになりたいのです。我々は自分たちそのものをアイドル

（偶像）にすることも出来るのです。

あるときに、西海岸のクリスチャン・ハイスクールで話す機会があった。一時間目

の授業で数人の生徒と話し、ベルが鳴った後に外に出た。私はマスタングをきれいに吹

いている生徒を見た。それは1966年モデルであった。白い車体の真ん中に青いレース

模様があった。美しい車であった。私は言って何をしているのか訊いた。「木の樹液や

なんかが車に落ちないようにしているんだ」「我々は校舎内に50分しかいなかったの

に！」「たったの50分間で何が車に起こると言うのだ？」。彼がその車を愛している

のは明らかだった。

わたしは彼がその車をどの程度愛しているか知りたかったので、尋ねてみた。「車

を運転させてもらえるかい？」「だめ、父と僕しかこの車を運転してはならないんだ」

私は彼に言った。チャールズ・バークリーの大学の友達は１００，０００万ドル（やく

１千万円）のベンツを運転させてくれるよと。彼はそれでも私にその車を運転させては

くれなかったが、そこでしばらく話しているうちに「考えてみるよ」と言ってくれた。

その後、彼は「僕が一緒に乗ると言う条件付きで運転させてあげるよ」と言ってくれた。

私は言った「別に車を運転したいわけじゃないが、君が運転させてくれるかどうかを知

りたかったんだ」。僕は君の車が君のアイドル（偶像）かどうかを知ろうとして、やは

りそうだったんだね。彼の顔はそんなことはないと言いたげであった。宇宙の神様より
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も車一台のほうがより愛されると言うのは不思議じゃないだろうか？我々は壁のポス

ターにも我々の礼拝するものを見つけることが出来る。しかし、神様は君に自分以外を

愛してほしくないし、それがあなたを満足させることもないのを知っている。彼の愛だ

けが君を満足させることが出来る。私はある人が戒律（ねばならない）のどの部分が理

解できないかと話しているのを聞いたことがある。それは理解できないのではなく、守

りたくないだけなのだ。神様がしてはならないということは明らかなのに、我々のどこ

かに反抗心があるのだ。しかし、二つの神に同時に仕えることはできない。どちらかが

かならずもう一つよりも重要になるからである。例えば、マタイの中でイエスはお金を

愛することについて述べている。

『だれも、ふたりの主人に兼ね仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、

あるいは、一方に親しんで他方をうとんじるからである。あなたがたは、神と富とに兼

ね仕えることはできない。』（マタイ6章24節）

人間は本能的に何かを礼拝するものである。そして、そのあなたの礼拝するものが

あなたを支配する。

『あなたがたは知らないのか。あなたがた自身が、だれかの僕になって服従するな

ら、あなたがたは自分の服従するその者の僕であって、死に至る罪の僕ともなり、ある

いは、義にいたる従順の僕ともなるのである。』（ローマ6章16節）

あなたは人生で何を礼拝しますか？さあ、自分に聞いてみなさい「自分は人生で偶

像を持つことで第二の戒律を破っていないか？

第三の戒律
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『あなたは、あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。主は、御名を

みだりに唱える者を、罰しないでは置かないであろう』（出エジプト記20章 1節）

“みだりに”とはどのようなことだろう。それは“使う価値がない”あるいは

“役に立たない”ということである。例えば、“私の目標を達成しようとする努力は

価値がなかった”のようにである。

神の名をみだりに唱えることは無関係に、使う価値がないことである。なぜな

ら、我々は主の御名を真の意味で唱えていないから。それは神様に対する侮辱である。

おそらく知らず知らずのうちになにかを重要にとらえて、安物にして使うことになる

のである。旧約聖書では神の名をみだりに唱える者は死刑に処された。ユダヤ人には

聖なる神様の名を言っても書いてもいけないとしていた人たちがいた。それは不注意

にこの戒律を破ることになるからである。

どのようにして神様を畏怖しながら彼の名前をみだりに唱えることが出来るで

あろう？神様の悪口を言ったり、悪魔であると糾弾する人もいる。神様と約束をしな

がら守らない人もいる。神に誓ってと心にもないことを言ったりする人もいる。もし

も、神様に不満を言ったり、神様の名前と性質を批評する人は、神様の名をみだりに

唱えているのである。

一つの悲しい例がある。ニューアークに最近渡航したときにとなりに誰も座っ

ていなかった。それは、不思議なことだった。なぜなら私は主のことについて話せる

ように誰かが座ってくれることを祈っていたから。しかし、列越しに座った人がいた。
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私は普段は列越しに話はしない。人が通ったりして会話がさえぎられるからである。

しばらく後に、祈ってやはりその人が話したいかどうか聞いてみることにした。

彼の名前はマイケルだった。彼は 9月 11日が誕生日だと言った。彼は2001年に

ワールド・トレード・センターで働く義理の妹が彼の誕生日プレゼントを取りに来て

欲しがっていたと言った。彼は出かけ、彼女は 8時45分におりてきた。3分後に最初

の飛行機がビルに突っ込んんだ。彼は彼女に走るように言った。彼女の職場では彼女

一人が生き残った。彼は2番目の飛行機が突っ込んだときにその場所にいた。彼は恐ろ

しかったと言った。彼は彼女が走って降りてくるときに道路標識にぶつかって二つに

壊してしまった。

彼はプロのマッサージ師だったので、消防士の救護のために残った。彼は同性

愛者なのでそのために地獄に行くかが知りたかったと言った。彼は彼のバッグを二度

指さして“もし、地獄に行くなら俺は日焼け止めがこの中に入っている”と言った。

会話の最中に彼は神様や神様のことを続けざまに罵った。私は彼にそれをやめ

てもらいたかった。私は神様に神様の人々を変えるチャンスがあることを感謝した。

私は続けてマイケルの救済のために祈る。彼は神様を軽蔑し、彼の名前を恐れずに呪

う世界に生きている。

スポーツイヴェントであなたは何度選手やコーチが神様の名前をみだりに唱え

たのを唇から読み取ることが出来ただろう？神様の名前を軽い気持ちや冗談のように

言うことすら正しくないのである。JCや GDなども宇宙の創造主を尊敬する呼び方とは

言えない。
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『それゆえに、神は彼を高く引き上げ、すべての名にまさる名を彼に賜った。

それは、イエスの御名によって、天井の者、地上の者、地下のものなど、あらゆるも

のがひざをかがえ、また、あらゆる舌が、「イエス・キリストは主である」と告白し

て、栄光を父なる神に帰するためである。』（ピリピ 2章 9－11節）

宇宙で最も義であり、聖なる名前を日常のひどい呪う言葉として普通に使って

しまっている。自分に聞いてみなさい。私な神様の名をみだりに唱えて第三の戒律を

破っているか？

第四の戒律

『安息日を覚えて、これを聖とせよ。六日の間働いてあなたのすべてのわざをせよ。七

日目はあなたの神、主の安息であるから、なんのわざをしてはならない。あなたもあなたのむ

すこ、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主

は六日のうちに、天と地と海と、その中のすべての者を造って、七日目に休まれたからである。

それで主は安息日を祝福して聖とされた。』（出エジプト記20章 8－11節）

神様は一週間のうち一日を休息の火となさった。それは神様からの贈り物です

ある。安息日には仕事はもちろん、他の働きもしてはならない。神様は我々の

すべての状態を気に掛ける。モーセの時代には安息日に働いたものは石打刑であった。

今日では人々は死刑は犯罪を防ぐものではないとされている。しかし、いくつかの研

究が安息日は犯罪を低下させることを示している。私はこのために聖書が安息日を

破った石打刑を一度だけしか記録していないと思う（民数記15章 32－36節）
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ほとんどのクリスチャンが週の初め（日曜日）を安息日と考えている。我々は

神様とともに過ごすために一日をあてるのだろうか？それとも、平日の睡眠不足を解

消するためだろうか？安息日をどのように考えるに関わらず、それは守られるように

神様に計画されたのである。

第五の戒律

あなたの父と母を敬え。これは、あなたの神、主が賜る地で、あなたが長く生きるため

である。（出エジプト記20章 12節）

これは何の条件もない記述である。我々は我々の父母であるから敬うのである。

我々は自分の父母を選ばない。神様が選ぶのである。我々は父母の偉大さと重要な価

値を承認するのである。

その代りに、我々は長寿という偉大な恵を得るのである。これは新約聖書でも

強調されている。

子たる者よ。主にあって両親に従いなさい。これは正しいことである。「あなたの父と

母を敬え」これが第一の戒めであって、次の約束がそれについている。「そうすれば、あなた

は幸福になり、地上で長く生きながらえるであろう」』（エペソ 6章 1－3節）

我々は両親を重要でなく尊敬なく扱う時に彼らを敬わないのである。わたしたちの両親

への態度は生涯で出会う権威者への態度のもととなるのである。この戒律は両親の価値に対す

る我々の評価とは関係ない。我々は両親の価値がどのように見えても両親に服従し敬うのであ

る。“愚かさ”は子供の心に育つ、しかし、矯正のむちはこれを彼から離す（箴言22章 15

節）。すなわち、我々は子供の衝動的な愚かさに従うことから両親の矯正のむちによって離れ
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るのである。我々は愚かさから離れたくはないが、それは知恵を得るのに役立つのである。

我々が両親の注意に反抗すれば、愚かよりも悪くなるのである。

そむくことは占いの罪に等しく、強情は偶像礼拝の罪に等しいからである（第一サムエ

ル15章 23節 a）

神様は反逆は占いに等しいと考えるのである。なぜだろうか？それは占いは神

様から離れることだからである。反逆とは神様の教えや決定から離れ自分の自身をそ

の状況に当てはめることだからである。強情は罪であり偶像礼拝である。もしわれわ

れが両親に従えないなら同様に神様にも従えないのである。

わたしはバスケットボールを若いころにやっていた。高校生の頃、コロンビア

高校と地区予選大会に試合をした。最初の時は69－66で試合に勝ったが、その時に私

は36点取った。もし、あなたがチームの得点の半分以上を取ったならそれは上出来で

ある。

次にコロンビア高校と地区本選で対戦した時は私は 9点しか取れず、試合も負け

た。ひどいものだった。試合の後の夜、わたしは審判が悪い判定をしたと感じていた。

私は地面に倒されたのに、相手は反則を取られなかったのである。私は地面をたたい

て、「審判！よく見てくれ」と言った。僕は重大な反則を取られた。私は中指を立て、

毒づいた。審判はさらにもう一つの重大な反則を宣言した。それは自業自得であった。

この試合の時に私の両親はその光景をよく見ていた。その夜、家に帰っても両親は何

も言わなかった。彼らは言う必要がなかったのである。私は羽目を外して悪い行いと

した。その時に私はクリスチャンではなかったが、それでも両親に侮辱を与えるべき
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ではなかった。あるとき、イベントで講演をした後に18歳の若者が話しかけてきた。

しかし、彼は最初は話さなかったのである。彼はただそこで泣いていた。私は神様の

戒律として両親を敬えと話したときに、彼は5歳の時から両親に反抗してきたことを思

い出していた。あなたは産まれた時から両親を敬ってきましたか？残りの我々同様、

あなたもこの戒律を破ったのです。

第六の戒律

『あなたは殺してはならない』（出エジプト記20章 13節）

伝統的にこの戒律は Thou shalt not killと書かれているが、ヘブライ語で

は”kill”と”murder”は言葉が異なる。この違いがなぜ重要なのであろうか？なぜ

なら、聖書は正当防衛（家族、家、そして国）のために人を殺すことの権利が認めら

れているからである―例え、それが我々を攻撃する相手を殺すことであったにしても。

歴史上最初の殺人はアダムの息子であるケインがアベルを殺したことである。それは

最初の殺人であったが、決して最後の殺人ではなかった。アメリカでは一日に平均して

44の殺人がある。毎日4千もの堕胎手術も行われている。コロンバイン高校、ヒト

ラー、サダムフセイン。殺人は我々の周りで驚くほどたくさん起こっている。

我々は生涯で何万もの殺人をテレビニュース、映画、ビデオゲームで見ること

になる。我々はそうした殺人に触れすぎて、鈍感になってしまっている。町の酒場は

いつも面白い人々を集める。私はある夜デンバーの酒場街で3人の人と神様の話をする

ことが出来た。ひとりの人は酒屋に言ってわれわれのために酒を買ってきてほしがっ

た。そんなことをするつもりはなかったので、彼と女の子はほかの人に頼む様子だっ
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た。しかし、ひとりの人はわたしと話したかったために残ってくれた。会話の中で私

は彼に罪を犯したことがあるかと訊いた。彼は罪を犯したが、一体罪とは何かと聞い

てきた。私は「うーん、十戒のような」と私が答えると彼は「ああ、わたしはそれを

全部破ったよ」と言うので「あなたは人を殺したことがあるのですか」と訊いてみた。

彼は不機嫌そうに「そうだ」と答えた。「10人も」と訊くと、彼は数は分からないと

言った。彼はカリフォルニアのロングビーチのギャングの中で育ち、何人の人を殺し

たか分からないと言った。彼は14歳の時にギャングが車寄せを走っているときに何十

発も撃ち、ガールフレンドも撃ってしまった。彼女は彼の腕の中で死んだ。彼は彼女

と結婚するつもりだったと言った。彼女と子供を持ちたかったが、彼女は死んだ。

あなたは14歳でそんなことがあることが想像できるだろうか？何人の人を殺し

たことが分からないなどと想像できるか？しかし、それはあなたが心配することでは

ない。イエスはこう言った…

『昔の人々に「殺すな。殺す者は裁判をうけなければならない」と言われてい

たことは、あなたがたの聞いているところである。しかし、わたしはあなたがたに言

う。兄弟に対して怒る者は、だれでも裁判をうけなければならない。兄弟にむかって

愚か者と言う者は、議会に引きわたされるであろう。また、ばか者と言う者は、地獄

の火に投げ込まれるだろう』（マタイ5章21－22節）

ヨハネはこう語っている…

『あなたがたが知っているとおり、すべて兄弟を憎む者は人殺しであり、人殺

しはすべて、そのうちに永遠の命をとどめてはいない。』（第一ヨハネ3章15節）
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したがって、あなたが怒ったり、誰かを憎んだりしたら、それは全能の神から

すれば殺人と同じなのである。なぜだろうか？神様は外側と同様に内側も見る。神様

は私たちの行動と同様に思考も見る。だから、我々すべてはこの基準にすると問題が

あるのである。自分に聞いてごらんなさい―神様の基準でこの戒律を破ったことがあ

るか―怒ったり誰かを憎んだりしたことが自分の人生であるかを？

第七の戒律

『あなたは姦淫してはならない』（出エジプト記20章 14節）

多くの人は自分はこれをしてないと思うだろう。しかし、イエスの言葉はこの

戒律を面白いものにしている。

『姦淫するなとは、あなたがたの聞いているところである。しかし、わたしは

あなたがたに言う。だれでも、情欲を抱いて女を見る者は、心の中ですでに姦淫をし

たのである』（マタイ5章27－28節）

あなたが情欲をもって誰かを見れば、それが一回きりでもあなたはこの戒律を

破ったことになる。文字通りではなく魂でである。神様にとってはあなたが姦淫的な

思考を持っていてはならないのである。誰が知るだろう？人は他人の心を読めないが、

神様は読めるし、また読む。

加えて、もしあなたがポルノを見たことが一度でもあるならあなたはこの戒律

を破ったことになる。多くのメディアは、音楽を含めて情欲を起させる。それは、わ

たしたちを鈍感にしてしまいには行動に移してしまうのである。よく言われることだ
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が、最初の一見は情欲ではない、しかし二回目は情欲である。それは、一見ではなく、

じっくり見ることである。あなたは何度人を二回見たであろうか？それは神様の基準

であれば有罪である。アメリカでは48秒に一度レイプが起こっている。性病は我々の

文化の中で制止のない情欲のためにあふれかえっている。情欲はあなたを神様から離

れさせ、あなたを生きたくないところに連れて行く。自分に尋ねて見なさいー私は考

えたり見ることによって神様に対して危険をおかしているかどうか。

第八の戒律

『あなたは盗んではならない』（出エジプト記20章 15節）

我々は金額が少ない時に盗んでいるという実感がないものである。しかし、価

値の大きさに関わらず盗みは盗みである。幼い時に母の財布から1ドルを盗もうと20

ドルを盗もうとそれはすでに盗みである。あなたが試験でカンニングをしたなら、そ

れは誰かの答えを盗んだことになる。所得税をごまかせばそれは政府から盗んだこと

になる。雇用主から時間を盗めばそれも盗みである。聖書ではサタンが泥棒と記述さ

れるが、残りの我々もすべてそうなのだ。罪人は盗む。もし、わたしが盗めばそれは

私を罪人とする―泥棒である。

大学時代に休暇中にフロリダに行く途中で友達と私はガソリンを入れるため駐

車した。ガソリンを入れてお金を支払いに行った。私が車に戻った時にアメリカン

フットボールの選手が早く発車するように怒鳴った。私はすぐに発車したが、彼にな

ぜなのか尋ねた。彼は私がお金を払っているときに中のコンビニに入ってビールを人

ケース盗んで車に入れたのだと言った。急いで走って逃げるうちに心臓がどきどきし
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た。どうして、わたしは戻らなかったのだろう？なぜ、わたしの心臓はどきどきした

のか？私のシステムのすべてが自分たちは間違いを犯したことに気づいたのだが、そ

れでも逃げ続けたのである。

聖書は言う

『すなわり、律法を持たない異邦人が、自然のままで、律法の命じることを行

うなら、たとい律法を持たなくても、彼らにとっては自分自身が律法なのである。彼

らは律法の要求がその心に記されていることを現わし、そのことを彼らの良心と共に

あかしをして、その判断が互いにあるいは訴え、あるいは弁明しあうのである』

（ローム2章14－15節）

ここに神様は人の心に律法を書いたことを明確に述べている。我々の良心は正

しいか間違いかの知識の証人なのである。私たちがそれを認めたくなくても、わたし

たちは私たちの罪の知識を持っている。わたしたちは間違いを犯したときにそれを知

るのだ。私は一度ビデオでパプアニューギニアで働く宣教師たちを見たことがある。

宣教師たちはそこには書く言葉がない。すべては口承されていく。興味深いことに彼

らは会話の中で行動規範を持っている。一つの彼らのルールは隣人の妻に触ってはい

けないというものがあり、これは第七の戒律の姦淫してはならないとよく似ている。

もう一つのルールは人の者を取ってはいけない。これは第八の戒律が盗みを禁じてい

るのと同じである。ほかのルールは殺人をしないこと、またうそをつかないこと。村

人たちがいかに書き言葉を持っていなくても神様の律法は彼らの心に書かれている。

そして、かれらは正しいことと間違ったことを知っている。
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私がモールで若者と話していた時に私は彼に今までに物を盗んだことがあるか

と尋ねた。彼はギフトショップで働く妹を迎えに行った時のことを話してくれた。彼

がモールで歩いていた時にガードマンがモールの反対側にいることがあった。そして、

その店には防犯カメラがなかった。妹を待っているときに彼はディスプレイ棚にカマ

ロの鍵のキーホルダーがあるのに気付いた。彼の母親がカマロを持っていて、彼は母

親にそのキーホルダーをあげたかった。それは2ドルくらいだった。しかし、彼はその

キーホルダーをポケットに入れて歩き出した。彼は心臓がどきどきして玉のような汗

が額に出るのを感じた。私は彼にどうしたのか訊いた。彼はその棚に戻ってキーホル

ダーをポケットから出して棚に戻したと言った。そして、彼の心臓のどきどきはとま

り、あせも引いた。この若者に盗みが悪いことであると誰も言う必要はなかった。彼

の全神経が警報を鳴らしていた。そして彼は神様が我々をデザインした通りだと言っ

た。神様は我々のハートに戒律を刻んだのである。自分自身にこの質問をしてみなさ

い。あなたは今までに大きいものであれ小さなものであれ盗みをしたことがあります

か？それは聖であり義である神様の眼からすれば泥棒なのです。

第九の戒律

あなたは隣人について、偽証してはならない（出エジプト記20章 16節）

シカゴサンタイムズの見出しに“真実はすべての人がうそをつく”というのが

あった。本当だろうか？ある人々は悪気のない嘘だけつくと言う。しかし、わたしは

神様が嘘の性質にこだわるとは考えられない。われわれの全体的な司法制度は証人が
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嘘をつかないという前提に従っている。完全な真実である。法廷での偽証は重罪な罪

である。真実が分からないときにどうして正義がありえよう？

ある調査では 91％のアメリカ人が継続的に嘘をついていると認めている。ある

人々は真実をちょっと曲げたのは嘘ではないと言う。しかし、うそになるにはどれほ

ど真実を曲げればいいのだろう？自分たちの利益のために省略するのも嘘である。

我々が嘘が言われたときにそのままにするのも罪である。嘘を一回言うのでも嘘つき

である。2000年の調査では10人中7人が先月までにカンニングをしたのを認めている。

要するにカンニングというのはテストで知らないことを知っているかのようにするこ

とである。

あるときに我々は真実を言うよりも嘘をつくほうが簡単だから嘘をつく。しか

し、神様は嘘についてどのように言うだろうか？

『しかし、おくびょうな者、信じない者、忌むべき者、人殺し、姦淫を行う者、

まじないをする者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者には、火と硫黄の燃えている

池が、彼らの受くべき報いである。これが第二の死である』（黙示録 21章８節太字著

者）

十戒を見て私が気付いたのは神様が罪を私よりも真剣にとらえていることで

あった。

イエスは言われた
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『あなたがたに言うが、審判の日には、人はその語る無益な言葉に対して、言

い開きをしなければならないだろう。あなたは自分の言葉によって正しいとされ、ま

た自分の言葉によって罪ありとされるからである』（マタイ12章 36－37節）

無益な言葉で審判の日には裁かれるのである。もし無益な言葉で裁かれるなら

残酷な言葉はどうだろう？冒涜するような言葉はどうだろう？神様を冒涜するような

言葉は？

聖書はわれわれに単純ではっきりとまた正直であれと言う。

『あなたがたの言葉はただ、しかし、しかし、否、否、であるべきだ。それ以

上に出ることは悪から来るのである。』（マタイ5章37節）

聖書では目撃者は誰かの犯罪を証明することが出来ない。目撃者が嘘をついて

いるかもしれないし、間違っているかもしれないからである。しかし、さらに興味深

いことがある。もし誰かが死刑になり、それは多くの場合石打ちの刑であるが、あな

たは誰が最初に石を投げるかご存じだろうか？それは目撃者である。なぜかというと、

それは目撃者が嘘をつくのを避けるためである。神様はこの戒律を与えた時に人が平

気で嘘をつくであろうことを知っていた―例えば、嫉妬や仕返し、あるいはお金のた

めに―しかし、それでもその人と面と向かうのは嫌だっただろうし、まして石を投げ

て殺すことなど。そして、その石を投げる人が中途半端であれば、あるいは被害者と

対峙した時に恥があれば今度はその人が殺人未遂で訴えられるのである。神様は嘘の

ではなく真の審判を求めた。あなたの言葉は審判の日にどのように受け取られるだろ

うか？
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神様の言葉はわれわれに警告する

『しかし、そうしないならば、あなたがたは主に向かって罪を犯した者となり、

その罪は必ず身に及ぶことを知らなければならない』（民数記32章 23節）

我々はしばしな我々の罪を隠せると考えるが、しかし、罪は確実に発見される。

全能の神様が見ておられるからである。

『そして、神のみまえには、あらわでない被造物はひとつもなく、すべてのも

のは、神の眼には裸であり、あらわにされているのである。この神に対して、わたし

たちは言い開きをしなくてはならない。（へブル人への手紙 4章 13節）

すべてのものは全能の神様おまえに裸であらわされる（under the picture）

ジョージ・オーリアリ、ジョージ工科大学の元フットボールコーチは夢のよう

な仕事を頼まれた。ノートルダム大学のヘッドコーチである。あなたは記者会見での

彼の興奮した表情を想像することができるだろう。彼の故郷の誰かがなにか地方紙に

良い記事を書きたかった。なので、かれはジョージ・オーリアリの履歴書を取り寄せ

た。すると、そこにはいくつかの詐称があった。

オーリアリは早くコーチとしての職を得るために、履歴書をでっちあげて、そ

れを決して直さなかったのである。その話が紛糾して6日目に彼は職を辞した。30年

前のでっち上げのためである。時間は罪を許さない。我々はそう思いたいが、そうな

らないのである。もしも、ジョージが嘘を直していたら、彼は辞めずに済んだだろう。
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神様の前で罪を直すことが出来るだろうか？われわれは黙示録 21章 8節を読ん

だので―『しかし、おくびょうな者、信じない者、忌むべき者、人殺し、姦淫を行う

者、まじないをする者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者には、火と硫黄の燃えて

いる池が、彼らの受くべき報いである。これが第二の死である』―その時までに嘘を

直す方法を知らなければならない。

チャールズ・スパージョン、19世紀の偉大な説教師、21歳までに、ロンドンで

最も人気のある説教師、日曜日に何千人に40年以上説教した、は言った。

もっとも神様に対して違反が少ないことはその非寛容さである。もしも、地獄

の火が消されても、一つの嘘がそれを再燃させるだろう。

神様は嘘を非常に真剣に受け止める。あなたはどうだろうか？あなたは自身に

今まで一生の間に嘘をついたことがあるか尋ねてみなさい。もしもあれば、それは全

能の神の前で我々は嘘つきなのである。

第十の戒律

『あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、

牛、ろば、またすべてりんじんのものをむさぼってはならない』（出エジプト記20章

17節）

むさぼり―我々のものでない者を欲しがる―はわれわれの生涯の罪への水門を

開くのである。我々は盗む前に欲しがる。我々は姦淫を犯す前にだれかを欲しがる。

我々は両親に逆らう、あるいは法律を犯すように誘惑される。むさぼりは人生の所有

138



物や人生の状況を欲しがることでもある―成功、結婚、名声―を間違った方法で。広

告主はわれわれに特定のものを買おうという欲求を高めるために働きかける。もし、

その望みや希望が我々の中で起き上がれば、彼らはそれらをむさぼり始める―誰かが

持っているものを羨みや嫉妬で。次の段階はそれをどのように手に入れるかである、

それらを働いて得るか、それともそれなしですますかではなく。我々は神様が与えて

くださったものに満足せず、それを示し、神の横顔をたたくのである。神様はあなた

のハートを見ておられる。

あなたは生涯でこの戒律を破ったことがありますか？

神様は言います。

『われわれはみな汚れた人のようになり、われわれの正しい行いは、ことごと

く汚れた衣のようである。我々はみな木の葉のように枯れ、われわれの不義は風のよ

うにわれわれを吹き去る』（イザヤ書64章 6節）

我々の罪は神様にとって臭くなった。我々はみな汚れている。我々は何百万の

正しい行いを出来るが、それは私たちの人生から罪を拭い去ることはできない。ジェ

リー・スプリンガーは言った“多くの人はわたしが天国に行くように応援している。

もし、わたしが天国に行けるならみんながいけるからである”。スプリンガーは冗談

を言いたかったのかもしれないが、冗談ではないのである。スプリンガーはそういう

ことによって大概の人は神様の天国にいれる基準は良い行いであるということを明ら

かにしたのである。しかし、彼はこの基準を真剣に受け止めていなかった。
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あなたは今この基準を知る。どのような基準か自分に聞いてみなさい。マー

ク・トウェインは言った。聖書の分からないところが問題なのではなく、わかるとこ

ろが問題なのであると。言いえて妙だ。我々の誰もが神様の言葉のすべてを知っては

いない。十戒、神の戒律を考えるときに、一番問題なのは一つの戒律を守らなかった

らすべての戒律を守らないと同じことである。何？本当か？神様はそれについて言っ

ている

『なぜなら、律法をことごとく守ったとしても、その一つの点にでも落ち度が

あれば、全体を犯したことになるからである』（ヤコブ書2章10節）

さらに驚くべきことはあなたがどのように宗教的でも、良い行いをしても、会

衆や党派の活動的なメンバーであってもよい行いに寄付をしてもそれはあなたが天国

に行くかどうかとは全く関係がないことである。イエスが言った言葉は

『わたしにむかって「主よ主よ」というものが、みな天国にはいるのではなく、

ただ天にいます父の御旨を行う者だけが、はいるのである。その日には、多くの者が、

わたしにむかって、「主よ、主よ、わたしたちはあなたの名によって預言したではあ

りませんか。また、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの

力あるわざを行ったではありませんか」と言うであろう。』（マタイ7章21－23節）

もしも、宗教的でないことがだめなら何が良いのだろう？この聖句は我々に多

くの人が地獄に行くことを知らせる。あなたもその中の一つだろうか？我々の永遠の

真実への探求も正しい答えに近づきつつある。
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“あなたが死ぬときに反対側には何があると思うだろうか？”

（p.130 under the door）

6章

悪い知らせ

志高いものは人が何を考えるかではなく、真実のことをもっと考えるべきであ

る―アリストテレス、哲学者384-355　B.C.

法廷に嘘つきで、泥棒で、殺人者で、レイプをした男がいることを想像してみ

てください。しかし、ある男が立ち上がって彼は良い隣人であったことを証言します。

彼は庭をきれいに掃除し、街でなにか問題がある人があるかどうかを探していて、い

つも遅刻することなく仕事に言っていたと。裁判官はその良い行いによってこの男を

釈放するだろうか？あなたも私もよい裁判官がそのようなことをしないのを知ってい

る。

よい裁判官は正しい義をしなければならない。男は法を犯したので、その報い

を得なければならない。彼は法律を知っていて破ったので、それを破ったことは驚き

ではない。彼はただ捕まらなければよいと思っていたのである。

わたしたちは良い裁判官が義なる審判をすると信じている。われわれも心の奥

底では裁判官が正しい判断をすることを求めている―とりわけ、我々が被害者の場合

は。であれば、義なる宇宙の神様とわれわれが対峙した時に義なる審判をするという

ことを意味するのではないだろうか？我々はこの世で正義を望んでいる。しかし、
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我々は皆人生の終わりに正しい裁判官に会うことになる―我々は正義を望んではいな

いだろうか？

十戒を眺めてみて、我々はその少しを破っただけなので悪くはないと思うかも

しれない。合格点は取ったが、次からはもう少し頑張ろうと思う。

しかし、さらに引用すると

『なぜなら、律法をことごとく守ったとしても、その一つの点にでも落ち度が

あれば、全体を犯したことになるからである』（ヤコブ 2章 10節）

したがって、十戒の一つでも破ったならそれはすべてを破ったのと同じことな

のである。これは極めて厳しい基準と言わざるとえない。この基準で言えば、アドル

フ・ヒトラー、マザーテレサ、ヨセフ・スターリン、ビリー・グラハム、ティモ

シー・マクヴェイ、オサマ・ビン・ラディン、そしてあなたも私もみな有罪である。

私いは地球の60億人の人がみな有罪であることを知った時に驚いた。それはわれわれ

のうちだれも神様が造った戒律を守っていないと言うことである。我々は全員が有罪

である。私は罪で神様を怒らせた。我々は皆同じボートに乗っている。罪の厳しさは

その行為だけでなく、全能の神様にむかっておかされたことである。それは本当だろ

うか？我々は単に人にだけでなく神様に対して罪を犯したのだろうか？聖書は明らか

にしている。

例えば、ダビデ王が部下が敵と戦っている間にその部下の妻を盗んだ。彼女は

妊娠した。そこで、ダビデ王はその部下を前線から呼び戻し、妻といさせ、つまとの
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子であるように信じさせようとした。ところが、その部下は正しく、誠実な人でダビ

デ王のもとに帰ってきたときに部屋の隅で寝て家に帰ろうとしなかった。

『ウリヤはダビデに言った、「神の箱も、イスラエルも、ユダも、小屋の中に

住み、わたしの主人ヨアブと、わが主君の家来たちが野のおもてに陣を取っているの

に、わたしはどうして家に帰って食い飲みし、妻と寝ることができましょう。あなた

は生きておられます。あなたの魂は生きています。私はこのことをいたしませ

ん。」』（第 2サムエル記11章 11節）

ついには、ダビデは彼の罪を隠すためにウリヤを殺させてしまった。神様は預

言者を送りダビデに対して彼が間違ったことをしたと宣言させた。それまでは、ダビ

デは王は自分がしたいことは何をしてもよいと信じていた。しかし、それが神様の視

点から見せられた時に彼は初めて彼がしたことの現実を知った。彼の反応は第 2サムエ

ル11章に書かれている。

『わたしはあなたにむかい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪い事を行

いました。それゆえ、あなたが宣告をお与えになるときは正しく、あなたが人をさば

かれるときは誤りがありません』（詩篇 51章 4節）

問題は我々の多くはそのように考えないことです。私は小学 2年生から高校生ま

でのバスケットボールの晩餐で話をしていた。わたしは小学 2年生に話すことがないの

でどのように話せばよいか迷っていた。私が話し始めた時に多くの小学 2年生がわたし
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の話を聞くために集まっていた。私は十戒を一通り話し、前述した名前を挙げ、その

一つでも破れば有罪になることを知った時に彼らがどのような基準を使うか訊いてみ

た。私はテモティ・マクヴェイ、ヒトラー、オサマ・ビン・ラディンに触れ、もちろ

ん彼らは”有罪“と答えた。そこで私はマザーテレサについて聞いてみた。彼女が審

判の日に有罪であるかないかを。

これは面白いことでいつも”有罪“と答える人と”無罪“と答える人がいる。

われわれは幾人か例外がいると言う印象を持っている。このイヴェントでも有罪と言

う人と無罪という人がいた。突然一人の小学 2年生が立ち上がって言った”ちょっと

待ってください、マザーテレサも生涯に一つくらいは嘘をついたと思いませんか？

“と言った。なるほど。多くの大人が知らないことを小学二年生が知っていた。

『すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなってお

り』（ローマ書3章23節）

『次のように書いてある、「義人はいない、ひとりもいない」』（ローマ書3章

10節）

十戒の基準によれば、我々の誰もが無罪にはならないのである。

ある日、飛行機で空軍の科学者と隣りになった。彼はとても興味をもって神様

の証拠と聖書の信頼性を知りたがっていた。彼がその証拠を聞いた時に、天国に行く

にはどれすればよいか知りたがった。したがって、わたしは十戒を一通り話した。
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“嘘をついたことがあるか”？“ある”“では、嘘をついたらあなたは何になる

か？”“人間”とてもよい答えであり、正しい。

わたしは言った。“もし誰からが人を殺したら殺人者であり、レイプをすれば

強姦者になる。嘘をつけばそれはあなたを何にするか？””嘘つき“と彼は答えた。

では、物を盗んだことがあるかと訊くと、あると彼は言った。”それはあなたを何に

するか“彼は泥棒と答えた。”あなたは心の中で欲情を持ったことがあるか？” 私は

イエスは言った、もし心の中で欲情を持てばそれは姦淫と同じことであると。あなた

は神の名を無意味に使ったことがあるかと訊いた。彼はあると答えた。それは神様の

眼から見たら冒涜であると私は言った。あなたは誰かに怒ったことがあるかと訊くと、

彼はあると答えた。それは神の眼には殺人と一緒であると私は答えた。心の中で人を

殺したのである。

あなたはいま私に、神様の眼からしたら嘘つきで泥棒で姦淫を犯し、冒涜者で

殺人者と言った。その基準で言うとあなたは審判の日に有罪であるか無罪であるかと

訊いたら彼は“有罪である”と答えた。それでは、あなたは天国に行くか地獄に行く

かと訊くと、地獄であると答えた。私は地獄に行くことは嫌ではないかと訊くと、彼

は嫌だと答えた。それから、彼は地獄に行かないためにはどうしたらよいかと聞いた

ので、わたしは嬉しくなった。神様の戒律からすると我々は審判の日に有罪であると

いうことがわかるので、我々は最終的に神の前に立つ審判の日に有罪から無罪になる

方法を探すようになる。聖書はいう
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『このようにして律法は、信仰によって義とされるために、わたしたちをキリ

ストに連れていく養育掛となったのである』（ガラテヤ3章24節）

あなたが神の戒律と向き合う時、それは空軍の科学者がしたようにあなたの良

心に語り掛ける。わたしたちの良心が我々が全能の神が良心に刻み付けた戒律を破っ

たことを知らせるのである。

『彼らは律法の要求がその心にしるされていることを現わし、そのことを彼ら

の良心も共にあかしをして、その判断が互いにあるいは訴え、あるいは弁明しあうの

である（ローマ書2章15節）

神様の基準に照らしてあなたはどのような状態だろうか？

タイガー・ウッズと十戒

タイガー・ウッズが神様の基準で審判されたらどうであろうか？彼はどうする

と思いますか？彼の答えは下のようである。私がフロリダにいたころ、わたしは友人

のチャールズ・バークリーがナイキのタイガー・ウッズのコマーシャルを取るのに車で

30分くらいのところにいることを知った。私は彼の電話番号を知らなかったので、彼

らが撮影をしているところによることにした。しかし、わずかな問題があった。撮影

には厳しいセキュリティチェックがあるのだ。そこで、そのセキュリティを抜けて

チャールズと会うためにどのようにすればよいか分からなかった。そこで、わたしは

車でそこまで行って、祈り始めた。（もし、あなたがしらなかったら祈りが本当に変

化をもたらすのを知るべきだ）。私はグランド・サイプレス・リゾートに駐車して
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ガードマンと話を始めた。彼は撮影はホテルではなくゴルフ場であることを教えてく

れた。

そこで女性が電話を取った。彼女は誰が訪れるかのリストを調べたのだろう。

私は当然リストには入ってなかった。そこで、わたしは彼女を車に呼んだそして、彼

女と話を始めた。私はあなたにもしあなたが今夜死ぬとしたらあなたは100％天国に行

けると思うかと訊いた。面白いことに彼女は主を愛しており聖書を教えたりしている

ことが分かった。私は私の初めての本を書いたと話した。彼女はそれを欲しいと言っ

た。私は一冊を後部座席から取り出してサインをして彼女に渡した。そして、クリス

チャンではない最初に会ったガードマンもそれを欲しいと言った。なんと素晴らしい。

そして、その女性は私を撮影の場まで連れて行ってくれた。彼女は車に乗って、わた

しは彼女について言った。すべてのセキュリティを通過して。

わたしがセットに到着した時にチャールズ・バークリーは撮影待ちでトレー

ラーの中にいた。そこで私は彼と彼の依頼主やなにかと話をした。突然、ドアが開い

て少し高齢の男が出てきた。チャールズがわたしたちを彼に紹介した。男は座ると、

なんとその人はコマーシャルのディレクターであることが分かった。話を聞いている

と、この男はやはり世界で一番有名なコマーシャルのディレクターであることが分

かった。

彼はスーパーボウルの試合のいくつかで4－5のコマーシャルを手掛けていた。

私は実際にニュース・マガジンの彼の特集を読んだことがある。しかし、彼はその成

功の割には幸せではなかった。彼は私があった人の中でもっとも尊大で、怒りっぽく、
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不幸せな人だった。彼は離婚したことを言ったが、とてもつらかったようだった。し

かし、わたしはそれが彼が怒りっぽい理由ではないと思った。彼の怒りは神様に向け

られていた。私はすぐにその直感が正しいことを知った。

トレイラーに乗っているときに、それぞれの人の話になった。私の順番になっ

た時にクリスチャン・アスリートフェロウシップで話をしていたのだと言った。彼は

私を見て、あなたが？と訊いた。その後、10－15分くらい彼はクリスチャンのことを

くそみそに言った。話題はほかにも変わっていったが、すぐに私への意地悪な質問に

戻った。最後に彼は私とバスケットボールを1対 1でやりたいと言った！！そして、彼

はトレーラーを降りて歩いて行った。私は彼にひざが悪いのだと言ったが、彼は自分

はひざに軟骨がないんだ、さあ行くぞと言った。タイガーと仲間はタイガーがすこし

いらだってきたので、撮影をしたいと言っていたのだ。しかし、ディレクターは私と

バスケットボールをしたかったのだ。それで、彼らはバスケットゴールを設置して、

われわれはプレーした。私はなぜこの高齢の男性がわたしと一対一でバスケットをし

たいのか分からなかった。おそらく、彼はクリスチャンを負かしたかったのであろう。

それで私たちはプレーしたが、そのゲームの中で私は彼に証しをしようと決心した。

私はただ彼が考えるように質問をした。それはうまくいったようだった。私は彼をみ

じめなところから救い出し、やっつけることができた。そして、撮影が始められたの

である。
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われわれがティーグラウンドに着いた時に、チャールズはわれわれをみんなに

紹介した。彼は私をタイガー・ウッズにも紹介した。タイガーは笑って、歩き続けた。

それで彼は撮影の準備をした。

もし、あなたがわたしを知っているなら、わたしが話す相手を探しているのを

知っているだろう。そこで私はリチャードという人のところに言って話し始めた。彼

はタイガー・ウッズの体の部分のモデルだった。私は訊いた、彼のスタントをやるの

か？と。私はなぜタイガーが体のモデルが必要なのか分からなかったからである。彼

はハンドショットや長距離からの撮影では彼自身がタイガーの代わりをしていると

言った。リチャードはミシシッピで育ち、彼が子供の頃に教わったことから離れてい

たため、彼の身上を支え始めることに挑戦していた。

そして、わたしはかつて大リーグでプレーしたヴィンス・コルマンに話しかけ

た。彼は素晴らしい選手でニューヨーク・メッツやセント・ルイスカーディナルスで

長い間プレーした。私はフェニックスにあるチャールズの家で彼と会ったことがある。

話してみると彼は毎週日曜日フェニックスにある教会に通っていると言った。そこで、

わたしは彼に最初の本を見せた。すると、彼はその本をすぐに欲しいと言った。彼は

夜にホテルでその本を読むつもりだと言った。彼はアトランタ・ブレーブスのインス

トラクショナルリーグベース・ランニングのために来ていた。私は彼に実は今日はタ

イガーウッズに証しをしようと思ってやってきたのだと伝えた。しかし、実はその理

由はおそらく彼の友人と大胆にクリスチャンとして挑戦するためだったのかもしれな

い。しばらくの間、10分から15分おきに撮影中にコマーシャルのディレクターから意
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地悪な質問を3メートルくらいの距離で浴びせられた。皆の前で。彼は私に意地悪な質

問で敵意を持たせるつもりだったのだろう。しかし、それは主の働きをするうえでサ

タンがしていたのだろう。あるとき、ディレクターはイエスは神様の子であり得ない。

なぜなら彼はヴェジタリアンだったはずだから。彼はイエスは魚を食べたと言った。

だから、神様の子であり得ないと。私は笑い始めた。彼は私を二度見て二度とも笑う

なと言った。彼は神様の子は殺生はしないはずだと言った。彼はインドの信条も述べ

た。したがって、わたしは彼が創造を礼拝するが創造主は礼拝しないと確信した。

私は彼を見て言った。イエスは魚を造ったのだ。彼は食べたかったら魚を食べ

てよいのだ。ディレクター以外は皆が笑いを隠そうとしていた。面白かったのは彼は

皆の前で私にイライラさせようとしていたことだった。私が辛抱強く、しかも愛を

もっていたので、それは彼をイライラさせていた。私は彼が多くの労働者に厳しくし

て、文字通り彼らを意気消沈させていた。数時間後、チャールズは撮影を終えて、さ

よならを言おうとしていた。人々はタイガーとチャールズにサインを求めていた。私

はサインをしているタイガーのところに言った。それは、神様が紅海を分けたよう

だった。皆が歩き去り、そこにはタイガーと私だけがいた。

そこで、わたしは本を取り出してこれは私の最初の本だが、それをサインして

渡したいと言った。私は彼のアシスタントに本をあげたいので、アシスタントがどこ

にいるか聞いた。彼はアシスタントを指さして、ティグランドから離れた。今では、

彼に本をあげるだけではなく、もっとなにかすればよかったと思う。しかし、わたし

は緊張していたたまれなかった。私はこの状況で恐怖におじけづくのか？愛する神様？
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私は二か月の間タイガーと話すチャンスがあるように祈っていた。そして、神

様はその機会を与えてくださったのだ。だから、わたしは勇気を振り絞った。ティグ

ランドから歩き去るときに、わたしは主が“これがわたしがお前に与えた機会だ、行

くのだ”と言ったように思った。だから、わたしは歩きながら“タイガー、わたしは

いつもあなたに質問をしたいと思っていたのだ。と言った。彼は”なんだい？“と答

えた。神様がくれたのと同じ答えだった。

私は言った。君が死ぬときに反対側には何があると思う？ここを歩いて離れた

ら何があると思う？タイガーは止まって私を見て言った。“わからないよ”。わたし

はペイン・スチュアート（ペインは数年前に死んだ有名なゴルファーで、わたしはタ

イガーが彼の葬式に行ったのを知っていた）、ジョン・リッター、ジョニー・キャッ

シュもみながこのことを考えるんだと言った。彼はただうなづいた。

私は彼を見て言った。“あなたはチャールズの兄弟がどうしたか聞いたか？”

彼は聞いてないと答えた。私は彼がイライラしているのを見て取れた。チャールズの

兄弟ダリルは心臓麻痺を起し、一度心停止して、そのまま死んだ。医者は蘇生を試み

たが、そのまま死んだ。彼は心停止した時に彼の魂が彼の身体から出たと言った。彼

は待合室に行き、だれがいるか分かっていた。彼らが言うにはそこで臨床的には死ん

でいたという。これが彼の頭の中で幽体離脱が起きたのか（待合室の中で）は知る由

もない。彼はその時に気が燃え盛っているのを見たと言った。そして、火の池を。ダ

リル？何を見た？彼は言った。俺は地獄を見た。そして、それはあなたが手にしてい
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るこの本よりもはるかに現実的であったと言った。彼は感覚が研ぎ澄まされ、驚くほ

ど文字通り火の池から出てきたのを感じることができたと言った。

タイガーはもともと大きな目をしているがそれが二倍ほどに大きくなり、それ

が彼がちょうどコマーシャルの撮影をしていた人の兄弟だったのだ。そこで、わたし

は彼に言った。“これがあなたの発見した永遠の場所です。十戒を聞いたことがあり

ますか？”彼はあると答えた。私は彼に今まで嘘をついたことがあるか訊いた。彼は

あると答えた。私はそれはあなたを何にするかを聞いた。彼は何の躊躇もなく、嘘つ

きだと答えた。私はあなたは今まで盗んだことがありますか？と訊いた。彼はあると

答えた。

彼は質問を続けるにつれてイライラしてきていた。（神様の戒律は我々のハー

トと良心に刻まれている罪と向き合うことは我々を不快にさせる）。私は詳細にはこ

だわっていなかったので、急いで“多かれ少なかれやっていますね”と言った。それ

は我々を泥棒にする。”あなたは以前に情欲をもって女性を見たことがありますか？

“彼はあると答えた。私はイエスはそれを姦淫の罪とみなします。彼は外側と共に内

側もチェックするのです。あなたは今まで誰かに怒ったことがありますか？彼はある

と答えた。

わたしはイエスは誰かについて怒るのは殺人と同じだとみなします。　イエス

は行動だけでなく、心に思うこともチェックします。私は続けた。タイガー、あなた

は嘘つきで、泥棒で、姦淫を犯し、殺人をしたと神様の基準ではみなされます。あな

たは審判の日に有罪ですか無罪ですか？彼は有罪だろうと答えた。私は“ではそれは
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天国を意味しますかそれとも地獄ですか？と訊いた。彼は答えた”多分地獄だろう“。

ちょうどその時にある男がきてタイガーのところに来てサインを頼み、次の場所に行

く時間だと言いに来た。タイガーはティグランドから離れ、そこで会話は終わりそう

になった。そこで、わたしは彼に彼が指示した女性に本を渡したといい、良い日をと

言って別れた。私はこの邂逅を不思議に思ったが神様を全面的に信頼することに決め

た。神様が残りの話はタイガーにしてくれるだろう、タイガーのタイミングが良い時

に。タイガーのために言うと、彼は非常に神様の真実に対してオープンでむつかしい

質問にも正直に答えた。

さて、タイガーは置いておいて、あなたは正直だろうか？あなたの心は？それ

はオープンですか？あなたも私も嘘つきで、泥棒で、姦淫を犯し、殺人者に神様の基

準ではなります。あなたも私も審判の日には有罪であると言わなければならない。深

刻なことである。神様はしかしその問題について解決策をくださった。あなたのハー

トは神様と正しい関係になるのに準備が出来ていますか？

撮影隊が次のホール行くにつれて、わたしは車からいくつかの本を取り出して

頼まれた人に渡した。私が本をみなに渡すのを見てディレクターはそんな紙くずを読

むなと言った。なので、わたしは会話を楽しんだと言った。彼は握手をしないだろう

と思ったが、なんと抱きしめてさよならと言った。その変化はおそらく私が彼の敵意

に対して愛をこめて真実を話したから起きたのだろう。

”すべての人が罪を犯した…“
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我々は神様の基準では有罪だから地獄が我々が行くべき場所だー神様がそこか

ら逃げる道を与えてくださらなければ。チャールズ・スパージョンは言った

あなたは地獄の入り口に細い紐でぶら下がっている。ちょっとした息使いや心臓が一

時止まれば永遠にそこに行ってしまうー笠見様なしでは、希望もなければ、許しもな

い。あなたはそれに向き合えるだろうか？

イエスは病人に話して面白い質問をした。

イエスはその人が横になっているのを見、また長い間わずらっていたのを知って、そ

の人に「なおりたいのか」と言われた（ヨハネ5章6節）

我々は神様の基準では有罪だから地獄が我々が行くべき場所だー神様がそこから逃げ

る道を与えてくださらなければ。（under the pic of the door）

　罪の代償は高い。それは我々の生活の多くを使う…そして、次は。あなたに質問す

る。”治りたいか、“よくなりたいか？”、あなたの答えは？神様の設定した基準に

よりすべての人が有罪であると言うのは驚くべきことだ。私がいくらそれを無視しよ

うとしても神様は無視しない。

　その基準では60億人が有罪である。それは60億人が神様のこの大きな問題に対する

解決策がなければ地獄に行くと言うことである。永遠の真実への道は狭くなり、我々

の罪の問題の解決は次のページにある。

P144 狭い道への切符は見つけられた。それを正しい血で刻印されなければならない

7章
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福音

ユーリーカ！（私は発見した！）

アルキメデス、287-212 B.C.

“ユーリーカ！”は偉大なギリシャの科学者アルキメデスがむつかしい問題へ

の回答を発見した時に言った言葉である。王様はその冠の密度、それが純金か、銀と

混合しているかを知りたかったのである。アルキメデスは風呂に入っていてその問題

を考えていた時に、湯船からあふれる水を見て、その水の体積が自分の体の体積と同

じだと言うことに気が付いた。つまり、対象が水に入っているときに、対象がその体

積の分だけ隙間を造るために水位が上がり水があふれたのである。“ユーリーカ！”

彼は王様の冠の体積を知る方法を発見した。彼は金の重さを知っていたので、王様の

質問に金の体積を計算して答えることができるようになったのである。

　同様に、我々はみな解くことがむつかしい問題を持っていた。それは、どのように

して神様と関係を持ち、地獄を逃れるかである。あなたは今この章を読んで‟ユーリー

カ！“と叫んだかもしれない。俳優の W.C.フィールズが死ぬちょっと前に友人が彼の

病室を訪ねて彼が聖書を読んでいるのを見て驚いた。聖書をなぜ読んでいるのかを訊

ねられて、彼は答えた。「私は間違いを探している」。我々は聖書が真理であると

知っているのでどのような間違いもないと知っている。面白いことが起きようとして

いる。

神は言う
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『地の果てなるもろもろの人よ、わたしを仰ぎのぞめ、そうすれば救われる。私は神

であって、ほかに神はないからだ。』（イザヤ45章 22節）

神様は唯一の神であると言っている。ほかに神はない。では、どうしたら神様と正し

い関係を持てるだろうか？その道は？神様は唯一の救い主である。

『この人による以外に救はない。わたしたちを救いうる名は、これを別にしては、天

下のだれにも与えられていないからである』。（使徒 4章 12節）

我々すべてを救いうるその人の名前はなんだろうか。

『神は唯一であり、神と人との間の仲保者もただひとりであって、それは人なるキリ

スト・イエスである。』（第一テモテ2章5節）

『御子を否定するものは父を持たず、御子を告白するものは、また父をも持つのであ

る』（第一ヨハネ2章23節）

『そのあかしとは、神が永遠の命をわたしたちに賜り、かつ、そのいのちが御子のう

ちにあるということである。御子を持つものはいのちを持ち、神の御子を持たない者

はいのちを持っていない』（第一ヨハネ5章11－12節）

『神を信じる者は、さばかれない。信じない者はすでにさばかれている。神のひとり

子の名を信じることをしないからである』（ヨハネ３章１８節）

『だからわたしは、あなたがたは自分の罪のうちに死ぬであろうと、言ったのである。

もし私がそういう者であることをあなたがたが信じなければ、罪のうちに死ぬことに

なるからである』（ヨハネ８章２４節）

156



イエスは彼に言われた、「私は道であり、真理であり、命である。だれでも私によら

ないでは父のみもとに行くことはできない。」（ヨハネ１４章６節）

…ほかにも多くのイエスが神様との平和な関係をつくる唯一の方法であると言う節が

ある。イエスはなぜ、仲介者で、特別であり、唯一の答えなのであろうか？この永遠

への道から抜け出し、開放する正しい答えがなくてはならあない。地獄への道から抜

け出す道がなければならない。そして、それがここにある。ただしい犠牲を持ってく

る必要がある。犠牲？それは

旧約聖書の最初から興味深いのは神様が罪への許しに動物の捧げものを使った

ことである。後に、ユダヤ人たちは罪への贖いにエルサレムの宮で動物の捧げものを

使うようになった。無罪の動物の血が流される時に、それは彼ら自身の血と引き換え

にすると理解された。彼らの罪のために動物たちは死ななければならなかった。

『肉の命は血にあるからである。あなたがたの魂のために祭壇の上で、あがないをす

るため、わたしはこれをあなたに与えた。血はいのちであるゆえに、あがなうことが

できるからである』（レビ記17章 11節）

奴隷にさせられる運命のイスラエルの子供のために罪のない羊の血を住居のドアポス

トにかけて、死の天使がその家を過ぎ越したのである。数年前、わたしは ESPNクラ

シックから電話をもらった。彼らはチャールズ・バークリーの特注のためにアトラン

タに来て人々にインタビューをするとのことであった。彼らは検索ソフトで私を何ら

かの方法で見つけたのである。若い大卒の男がカメラの前で私に質問をした。
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インタビューの後、彼はと私は話をした。彼はルター派とユダヤ教のハーフだと答え

た。私は彼に今でもシナゴーグ（ユダヤ教の会堂）に行くかと尋ねると、彼は聖日に

は言ったと答えた。インタビューは贖いの日（ヘブル語でヨムキッパー）の二日前で

あった。それは、すべてのイスラエル人が罪を告白し、動物を彼らの代わりに捧げ、

許しを得る日である。私が罪について尋ねた時に、私は罪をユダヤ教ではどのように

取り除くのか訊いた。彼らはもはや罪の捧げもののために動物は捧げていたが、もは

ややっていないと言った。なぜなら、それはイスラエルの会堂（西暦 70年に破壊され

た）でされるべきことだったからである。私は我々は神様が罪を取り除くための方法

を勝手に変えられないと言った。もし、神様が動物の血を必要とするならそれは動物

の血でなければならない。

その若い男はエルサレムの会堂がほぼ 2000年前に破壊されているのに、どうし

て動物の血の捧げものが必要なのか興味を持っていた。そこで、私は彼に教えてあげ

ようと言った。会話の後に、なぜそんなことが言えるのかと彼は訊いた。彼はあなた

がここまで読んできた内容に興味を持ったが、彼がもっとも興味を持ったのは動物の

血の犠牲がなぜもはや不可能であり、必要ないかであった。イエスの二人の弟子が

言った…

『その翌日、ヨハネはイエスが自分の方にこられるのを見て言った、「見よ、世の罪

を取り除く神の小羊」（ヨハネ1章29節）

『あなたがたのよく知っているとおり、あなたがたが先祖伝来の空疎な生活からあが

ない出されたのは、銀や金のような朽ちるようなものによったのではなく、きずも、
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しみもない小羊のようなキリストの尊い血によったのである』（第一ペテロ 1章 18－

19節）

ここですべてがつながり始めるのである。地を要求する神様は言う

『こうして、ほとんどすべての物が、律法に従い、血によってきよめられたのである。

血を流すことなしには、罪のゆるしはあり得ない。』（へブル 9章22節）

『さらに、わたしたちが義に死に、義に生きるために、十字架にかかって、わたした

ちの罪をご自分の身に負われた。その傷によって、あなたがたは、いやされたのであ

る。あなたがたは羊のようにさ迷っていたが、今は、たましいの牧者であり監督であ

るかたのもとに、たち帰ったのである。』（第一ペテロ 1章 24－25節）

我々は今も将来も神様の基準を変えることはできない。イエスは完全な犠牲であり、

すべての罪の罰を払った。我々は神様が完全の犠牲を求めることを覚えなければなら

ない。（絵の下）

我々は今も将来も神様の基準を変えることはできない。イエスは完全な犠牲で

あり、すべての罪の罰を払った。我々は神様が完全の犠牲を求めることを覚えなけれ

ばならない。イエスが我々のような罪びとであればその支払いは意味がない。多くの

人が十字架で死んだが、イエスは違わなければらならなかった。彼は…

『この大祭司は、わたしたちの弱さを思いやることができないようなかたではない。

罪は犯されなかったが、すべてのことについて、わたしたちと同じように試練に会わ

れたのである。』（へブル4章15節）
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『キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。ののしられても、ののしりか

えさず、苦しめられても、おびやかすことをせず、正しいさばきをするかたに、いっ

さいをゆだねておられた。（第一ペテロ 2章 22－23節）

これが違いである。イエスは罪を犯さなかった。一度も。全く。彼は我々同様

誘惑されてたが、彼は罪に落ちることがなかった。なぜなら彼は常に正しい心で正し

い判断をして選択をしたからである。彼が、彼のみですべての罪びとのすべての罪の

完全なあがないなのである。それが、傷のない羊という意味である。彼は宇宙の全能

の神への完全な犠牲なのである。

私がカンザスシティにいた時に、飛行機に乗った。私の座る席にカバンを置い

た。その隣に全て黒い服を着た夫人がシルバーヘアで金の宝石を付けていた。それは

非常に良い対称であった、おそらく60歳くらいであろう。私がこんにちはと声をかけ

ると彼女もやさしくこんにちはと言った。しかし、私は彼女がニューヨークタイムズ

を読んでいるのに気付いた。非常に自由主義（したがって無神論者の）新聞である。

私は少し話が出来ると考えた（私の言うことに注意しなさい、あなたはまった

く間違えてるかもしれない。落ち着いてから私たちは自己紹介をした。彼女の名前は

シイラであった。その時私は彼女がなぜカンザスシティにいるのかと尋ねた。彼女は

葬式の帰りだと言った。私は彼女が死について考えている最中なのでよい会話が出来

るとよいと思った。

私は誰が亡くなったのかと訊くと彼女は甥だと答えた。私はなぜ死んだのかと

訊いた。彼女は私を見て私はあなたに会ったばかりだから話すべきかわからないと答
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えた。私はもし話してもよければ話してくれと言った。すると彼女は甥は自殺したの

だと言った。私は私の学生の一人がやはり数年前に自殺したと言った。そうして、わ

れわれは話し始めた。

20分くらい話しているうちに、素晴らしいことが起こった。私が神様の性質に

ついて話すと彼女は霊のことについて話し始めた。私はシイラにユダヤ人かどうかを

聞くと、やはり彼女はユダヤ人であると言った。突然、彼女は私を見てどこからとも

なくどうして私のようなものがイエスに許しを請わなければならないのかと訊いた。

どうして、私は十戒を守って正しいユダヤ人であるだけでは神との関係が築けないの

か？クリスチャンになってマイノリティからマジョリティになるほうがはるかに楽だ

ろう。しかし、どうしてそうしなければならないのか？

私はあごを外しそうになった。彼女がわたしにこんなことを訊くなんて。私は

人は永遠のことについて私と話したがらないとしばしば思う。そこで、神様は私の隣

に‟探求中”の人を導くのだ。私は単に彼らに言うことについて従順であればよい。神

様が彼らの心で働き、彼らは準備が出来ている。私がするのは種を植える、あるいは

植えてある種に水をやることだけである。シーラがたくさんの質問、あるいは連続的

な質問をするので、私は立ち上がって、棚にある私のカバンから聖書を取り出した。

それからその便の中で旧約に述べられているヨシュア（イエスのヘブル語の名前はヨ

シュア、救済を意味する）について語った。

私はあるときに完全なユダヤ人―それはイエスをユダヤの救世主と受け入れた

ということである―のテープを聞いたことがある。彼は旧約聖書に書かれている4つの
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イエスのことを示唆する箇所を読んで信じるようになったと言った。そして、彼はこ

れは誰をさしているのかと自問した。彼はそれが適当であると考えたので、確かめた。

1．イザヤ書53章は苦しむ召使のことについて書かれている。彼の答えはそれは

イエスのことを指しているものだった。

2．詩篇 22章は救世主の処刑について語っている。彼はそれがイエスの死を記述

していると知っていた。

3．エレミア書31章 31－34節は古い契約と新しい契約について述べている。彼

は新約を知らなかったが、それを今知った。

4．ダニエル 9章24－27節は救世主が切り殺されて、その都市が破壊されると書

いてある。都市は常にエルサレムのことであり、エルサレムは紀元 70年に破壊された。

したがって、救世主はその前にこなければならない。この男はあるときに示唆されて

いるのがイエスだと分かったと言った。イエスだけがその預言を成就した。

私は5番目の節が好きである。

5．箴言30章 4節は神様のいて、そして、彼の子供の名前は？という質問がある。

したがって、ユダヤの経典はこれらのそして他の多くの箇所が神様の子供が示

唆されているように現れると宣言している。

シイラは我々が話していた時に真剣にあることを考えていた。われわれは十戒

を見直して彼女の罪について話した。彼女はそれが神様とのよい関係だと言った。そ

れは素晴らしい会話であった。話の最後に、私は最初の私の本を取ってサインして彼
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女に上げた。彼女は私を見て、私はいつもこのことについて長い間話したいと思って

いたのだと言った。私は空港のむかう途中に隣に座る人がどうかイエスについて自由

な会話ができる人だと祈ったと言った。私はシイラを見てあなたがわたしの祈りへの

答えだと言った。彼女の顔は素晴らしいものだった。シイラは私を見てこの会話を決

して忘れないと言った。私はシイラがヨシュア/イエスを救世主として受け入れるよう

に祈る、まだ彼女が信じていなければ。彼女が戒律によって裁かれないように。

コロラドのウインターパークで私はあるときスキーをしていた。私は永遠のこ

とについてリフトで人々としゃべりたいと思っていた。彼らはジャンプするにしても、

頂上までは一緒に行くのだ！ある日、スキーリフトでユダヤの会堂の先生とその息子

と話していた。我々は罪のゆるしについて話していた。罪のゆるしの日は数日先だっ

たけれど、断食と祈りはその日に行われていた。

話しているうちに、彼がユダヤの経典から罪の贖いは動物の血の犠牲によるも

のであることを知っていることを私は発見した。ローマ人によって会堂が破壊されて

しまったためそれが2000年ほど出来ないことにも彼は気が付いていた。したがって、

私はイエスの完璧な罪の犠牲について話して、会堂での犠牲は必要ないこと、そのた

め会堂が破壊されたことを説明した。

わたしたちはリストで偉大な話をした。そして、頂上に近づき、スキーの先端

を少し上に向けてリストから降りるときに、彼は罪のための人間の犠牲について考え

たことはなかったと言った。2タス2が彼の頭の中で４になりかけていた。彼はユダヤ
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の戒律で罪の贖いが必要だということを知っていた。そして、イエスが地上に来た理

由―すべての罪の完璧な贖いのために来たことーを理解しかけていた。

神様はイエスのことを…

『御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の真の姿であって、その力ある言葉

をもって万物を保っておられる。そして罪のきよめのわざをなし終えてから、いと高

き所にいます大能者の右に、座につかれたのである。』（へブル1章3節）

思い起こしてもらいたい。初めからこの本は真実を探求していた。真実を知り、

真実に生きることは常にあなたを自由にする。

『イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた、「もしわたしの言葉のうち

にとどまっておるなら、あなたがたは、ほんとうにわたしの弟子なのである。また真

理を知るであろう。そして、真理はあなたがたに自由を得させるであろう。』（ヨハネ

8章31－32節）

仏陀は人生の最後に言った。‟私は神様がいるかどうかを知らない。私はいまだ

に真実を探求している。“　コーランはモハメットの死の長い後に書かれたが、モハ

メットは許しを必要としていると言った。

しかし、イエスの言うことを聞いてみよう

『イエスは彼らに言われた、「わたしは道であり、真理であり、命である。だ

れでもわたしによらないでは父のみもとに行くことはできない』（ヨハネ14章 6節）
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この時、イエスは彼が天国への唯一の道であると言った。がわれわれには、ジ

レンマがある。我々はイエスがきちがいか、嘘つきか、主なのかを決めなければなら

ない。もし、彼が嘘をついていて、そのことに気づいていないなら彼はきちがいだ。

彼は気がくるっているに違いない。誰かが神であると言い、そして天国への唯一の道

であるというのは日常的なことではない。もし、あなたがこのようなことを言うなら

それを証明しなければならない。

この2000年前に歴史的に衝撃を与えた男はきちがいのようにふるまったか？そ

の誕生が B.C.と A.D.で分けられるほどの人はきちがいだろうか？しかし、もし彼が嘘

つきでそれに気づいていたなら彼は世界が見た中でもっとも大きな嘘つきである―そ

うでないときに、天国への道である。イエスの言ったことが現代まで広がり、多くの

人に真実の輪である。彼の敵は彼にどのような罪を見つけることも出来ない。彼は欠

点のない人である。

誰かの言葉が世界の歴史上、最も偉大な倫理の教えで、その影響がこの世界に

最も大きい―そのような人が同時に嘘をつき神であると称し人間が永遠の場所を過ご

す場所だと言うことができるだろうか？彼がきちがいだというのはまったくおかしい

し、嘘つきだということもそうである。それは、一つの選択肢しかない。彼が真実で

あり、彼は本気でそうであったということだけである。それが彼を神様の生まれ変わ

りで聖書に予言された通りであることである。

学者の C.S.ルイスは書いた
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この男が神の子でなければ、彼はきちがいか、さらに悪いものであろう。あなたは彼を

馬鹿と呼びだますことができる。唾を吐き彼を悪魔として殺すことができる。あるいはあなた

は彼の足にひざまずいて主、あるいは神様と呼ぶことができる。しかし、彼を人間の教師とし

て扱うのはばかげている。その余地はないし、彼はそれを意図してもいない。

キリストの訴えはほかのすべての宗教の創始者と比較してももっとも変わって

いる。ジョシュ・マクデュエルは言う

モハメットは決して神であると主張しなかった。仏陀も神様についての質問については

無言だった。孔子は神様についての議論は拒否した。モーゼは神様の預言者だとしか主張しな

かった。イエスだけが神様の生まれ変わりだと主張した。人々はイエスを‟賢い教師“、‟偉大

な主人”と述べた。しかし、それはただイエスの言葉だけでなく、純粋に正しく見られた奇跡

でもある。他の古い記述（旧約聖書）もすべて彼を肉体を持った神であると言う。

イエスは“救済”という意味である。このことが真実を語っている。彼が天国

への唯一の道なのである。天国への我々が探していた道が見つかった。なぞは解かれ

た。彼が、そして彼だけがあなたの罪を許すことができる。彼だけが父のもとへ行く

道であり、神様と正しい関係を持つ方法なのである。

『狭い門からはいれ。滅びにいたる門は大きく、その道は広い。そして、そこ

からはいって行く者が多い。命にいたる道は狭く、その道は細い。そして、それを見

出す者が少ない。』（マタイ7章13－14節）

真実への探求は常に狭い探求である。なぜなら真実はすべて他の物を取り除い

たものだからである。天国への狭い道の切符は見つかった。多くの間違った答えがあ
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るように一つの正しい答えがあり、それがあなたが神様と審判の日に直面するもので

ある。“イエスはすべて払った”

『しかし、神が光の中にいますように、わたしたちも光の中を歩くならば、わ

たしたちは互に交わりを持ち、そして、御子イエスの血が、すべてのつみからわたし

たちをきよめるのである。』（第一ヨハネ1章7節）

イエスの血が全ての罪をきよめるのである。そしてそれが全ての罪である。聖

なる神様が天国に入れてくださる唯一の道は我々が生涯で犯した罪をきよめられてい

るかどうかにかかっている。それが、“良い行い”が決して完全に聖なる神様の存在

にいたらない理由である。考えてみてください。もしあなたが焦げたケーキに白い氷

を載せたらそれはどのように見えますか？それは外側は確かにいいかもしれません。

しかし、食べてみたらどのような味がしますか？我々はみな焦げたケーキやクッキー

を食べたことがあるでしょう。その焦げた場所にいたるまではいい味ですが、その焦

げたところはひどい味です。

良い行いも同じことです。もしも、良い行いが天国への道だと信じているなら

われわれは外側を繕うでしょう。しかし、反対に我々は十戒を毎日破っているのです。

天国へは汚いものは許されません。　我々は良い行いによって罪をきよめることはで

きない。それを取り除かなてはならない。イエスの血、イエスの血だけがあなたの罪

を積もりたての雪のように白くきよめてくれる。そして、取り除いてくれる。

『主は言われる、さあ、われわれは互に論じよう。たといあなたがたの罪は緋

のようであっても、雪のように白くなるのだ。』（イザヤ書1章18節）
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Same under the picture

我々の罪を一度に全て取り除くには一つの方法しかない。イエス、救世主（ギ

リシャ語でキリストは救世主）の血によるあがないだけである。

『ところが、あなたがたは、このように以前は遠く離れていたが、今ではキリ

スト・イエスにあって、キリストの血によって近いものとなったのである』（エペソ 2

章 13節）

われわれは神様の前にイエスの義を着て立ち、われわれの判決は有罪でも無罪

でもない

『御子イエスの血がすべての罪からわたしたちをきよめるのである』（第一ヨ

ハネ1章7節）

チャールズ・スパージョンは言った…

キリストの心は山の中にある貯水池のようである。すべての罪の流れや、彼の人々の罪

の一滴、すべてが流れ一つの湖に流れ着く、地獄のように深く、永遠のように境界がない。こ

れらのすべてがキリストの心にあり、永遠にあり続けるのである。

彼は人類の罪をきよめられる、そしてきよめた。スパージョンは神の子の自己

犠牲について言った

天国と地球の不思議さ、時間と永遠、はイエス・キリストの死によるきよめである。こ

れは神様にさらに栄光を与えるすべての被創造物の謎である。

168



我々が自分たちを救うために出来ることは何もない。どんな現在の良い行いも

その一瞬正しいだけであり、過去の行いの救済にはならない。我々は霊的に破産して

いる。罪のないものだけが負債を払うことができる。

『わたしたちがまだ弱かったころ、キリストは、時いたって、不信人な者たちのために

死んでくださったのである。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないであろう。善人のため

には、進んで死ぬ者もあるいはいるであろう。しかし、まだ罪人であった時、わたしたちのた

めにキリストが死んで下さったことによって、神はわたしたちに対する愛を示されたのである。

わたしたちは、キリストの血によって義とされているのだから、なおさら、彼によって神の怒

りから救われるであろう。もし、わたしたちが敵であった時でさえ、御子の死によって神との

和解を受けたとすれば、和解を受けている今は、なおさら、彼のいのちによって救われるであ

ろう。』（ローマ5章6－10節）

わたしがある日ショッピングモールで若い男と話していた時に、彼にキリスト

の血がしたことの意味を理解できるように心がけた。わたしたちが話しているときに、

ある男が店員が防犯タグを取るのを忘れたために防犯ブザーが鳴った。わたしは彼に

訊ねたもし誰かがあなたのジーンズの防犯タグを取るのを忘れてお店を出ようとした

ら何が起こる？彼はアラームが鳴るだろうと答えた。わたしは言った。想像してごら

ん。もしも、天国の門にアラームが鳴るのを止めるとしたらそれは何だろう？彼は答

えた。私の罪だろう。わたしは言った。その通り。しかし、もしすべての罪が許され

ており、洗い流されていればその門を通ることができると思うか？彼の眼が突如輝き

だして、そうだ。普段防犯アラームがなるのが嫌なのだから、天国ではなおさらそれ

が鳴ってほしくはない。イエスの血はあなたが信頼すればすべての罪を洗い清めてく
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れる。間違いない。あなたが神の王国に近寄っても防犯アラームが鳴る心配はない。

チャールズ・スパージョンは言った。

わたしの心は草が茂っており、雑草だらけである。しかし、ある日偉大な農民がやって

きてわたしの魂を耕し始めた。10頭の黒い馬が一つのチームであり、10のすきの刃があり、10

の溝を作る。十戒は黒い馬であり、神の正義はすきの刃のように魂をそぐ。わたしは責められ、

台無しにされ、破壊され、失われ、何の手助けも望みもなかった。わたしは地獄の前にいた。

しかし、すきの刃が耕し、神様の心が福音で見たし福音の種が喜ばしく受け入れられた。

戒律の目的は人に救世主が必要だということを示すためである。誰も戒律を守

ることはできないので、それをやろうとすれば私たちは望みがない。われわれが望み

がない状況の時にはイエスが我々のために何をしてくれたかを聞いて喜ぶべきである。

あなたは以下の男のようにそれを受け取る準備が出来ていますか？

『されこうべと呼ばれている所に着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人

たちも、ひとりは右に、ひとりは左に、十字架につけた。そのとき、イエスは言われた、「父

よ、彼らをおゆるし下さい。彼らは何をしているのか、わからずにしているのです」。人々は

イエスの着物をくじ引きで分け合った。民衆は立って見ていた。役人たちもあざ笑って言った、

「彼は他人を救った。もし彼が神のキリスト、選ばれたものであるなら、自分自身を救うがよ

い」。兵卒どももイエスをののしり、近寄ってきて酸いぶどう酒を差し出して言った、「あな

たがユダヤ人の王なら、自分を救いなさい」。イエスの上には「これはユダヤ人の王」と書い

た札がかけてあった。十字架にかけられた犯罪人のひとりが、「あなたはキリストではないか。

それなら、自分を救い、また我々も救ってみよ」とイエスに悪口を言いつづけた。もうひとり

は、それをたしなめて言った、「お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは
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自分のやったことのむくいを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、このかた

は何も悪い事をしたのではない」。そして言った、「イエスよ、あなたが御国の権威をもって

おいでになる時には、わたしを思い出してください」。イエスは言われた、「よく言っておく

が、あなたはきょう、わたしと一緒にパラダイスにいるであろう」。時はもう昼の十二時ごろ

であったが、太陽は光を失い、全知は暗くなって三時に及んだ。そして聖所の幕が真ん中から

裂けた。そのとき、イエスは声高く叫んで言われた、「父よわたしの霊をみ手にゆだねます」。

こう言ってついに息を引きとられた。百卒長はこの有様を見て、神をあがめ、「ほんとうに、

この人は正しい人であった」と言った。この光景を見に集まってきた群衆も、これらの出来事

を見て、みな胸を打ちながら帰って行った。すべてイエスを知っていた者や、ガリラヤから

従って女たちも、遠い所に立って、これらのことを見ていた。』（ルカ22章 33－49節）

真実は我々のすべてがこのイエスの隣で処刑された二人のうちのどちらかであ

るということである。ひとりはイエスを嘲笑し、もう一人はイエスを神として認識し

罪のゆるしを求めた。上記の聖書箇所から分かることは我々は良い行いではなく、罪

を悔い改めることによって、そして、我々の信仰と信頼をイエスがわれわれのために

したことに置くことによって天国に行くということである。

もしも、すべてが信仰によるなら信仰とは何であろう？第一にそれは感覚では

ないということである。あなたは強い感情や身体的感覚なく強い信仰を持つことがで

きる。あなたはあなたが依り頼んでいる者に支えられるのである。あなたは完全な信

仰を何も感じずに持つことができる。反対に、疑いとは感情である。あなたが依り頼

んでいるものは感情的に肉体的に害される。疑問とは感情であり、霊的状態とは関係

ない。しかし、信仰とは感情ではない。
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それはあなたの意思決定によってたどり着いた選択である。“その椅子は良さ

そうだ”とあなたは座ってみる、それ以上考えずに。あなたはあなたの選択を信頼し

ている。イエスへの愛もそうである。いったん決定すれば感情や気持ちとは必ずしも

関連しない。あなたはイエスが救世主であることを受け入れ、彼の約束を信じ、疑問

を楽しまないのである。

どちらの泥棒もイエスを取り扱うのに選択があったのである。結果として、ひ

とりは天国に行き、ひとりは地獄に行った。あなたにも選択がある。イエスとの関係

性によって天国に行くか地獄に行くか永遠をどこで過ごすかを決定するのである。イ

エスがなぜ来たのか、そしてそれがあなたにとって個人的に何を意味するかを考える

のである。

『キリスト・イエスは、罪人を救うためにこの世に来て下さったという言葉は、確実で

そのまま受け入れるに足るものである。わたしは、その罪人の頭なのである』（第一テモテ11

章 15節）

『しかし、わたしがあわれみをこうむったのは、キリスト・イエスがまずわたしに対し

て限りない寛容を示し、そして、わたしが今後、彼を信じて永遠のいのちを受ける者の模範と

なるためである』（第一テモテ1章16節）

『神は、わたしたちを責めて不利におとしいれる証書を、その基底もろともぬり消し、

これを取り除いて、十字架につけてしまわれた』（コロサイ2章14節）

“ぬり消す”というのは“キャンセルする、神様への負債をすべて支払う”と

言うことである。イエスが“完了した”と言ったときに、彼はすべての救世主のすべ
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ての予言の成就そして人間の罪の負債をすべて払ったのである。そして、考えてみて

ほしい。あなたの負債は全て2,000年前に支払われていたのである。正義がなされ、あ

なたの負債が払われ、神様はもはやあなたを地獄にむかう罪びとだとは見ずに、彼の

元へ帰る愛する子供とみるのである。

条件は一つだけである。すべてはそれにかかっている―あなたがそれを受け止

めると決定するかどうかである。神様はあなたに愛を強制しない。それが本当のこの

世の人生の目的である。我々はここに態度を決めるためにいるのである。神様は自由

意志を授けられた。我々はそれを行使するためにいるのである。大きな質問の答えと

してわたしの人生を使うか、神に用いてもらうかである。

わたしは自分を自分の神様として設定した。彼は悲しそうにそれを私に許した。

しかし、彼はそれでも私を自分の方へと導く。もしも、わたしが悔改め神様と正しい

関係を築こうとするなら彼の私に対する答えはイエスである。なぜなら、それはイエ

スが全部を支払ったからである。なので、わたしは神様に恐れなく対峙することが出

来る。それが福音であり、それがすべてである。神様は私に憐みを示して下さり、こ

れまでで最高の愛ある贈り物をくださるのである。私が神様のゆるしの贈り物を受け

取ったならわたしは神様とともにおり、地獄に行かないのである。

これはあなたに対する贈り物でもある。もしも、あなたが罪深い道から離れ、

神様の助けをもってイエスキリストにある人生を選ぶことが出来るのである。そうだ。

あなたは神様のしてくれたことを受け止めると決心してそれを感謝すれば罪の負債か

ら自由になるのである。イエスは十字架でわれわれの罪のために死んだだけでなく、
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彼が誰であるかを我々が確実に知ることが出来るようにしてくださった。彼は死から

よみがえったのである。

『週の初めの日、夜明け前に、女たちは用意して置いた香料を携えて、墓に行った。と

ころが、石が墓から転がしてあるので、中にはいってみると、主イェスのからだが見当たらな

かった。そのため途方にくれていると、見よ、輝いた衣を着たふたりの者が彼らに現れた。女

たちは驚き恐れて、顔を地に伏せていると、このふたりの者が、言った、「あなたがたは、な

ぜ生きた方を死人の中にたずねているのか。そのかたが、ここにはおられない。よみがえられ

たのだ。まだ、ガリラヤにおられたとき、あなたがたにお話になったことを思い出しなさい。

すなわち、人の子は必ず罪人らの手に渡され、十字架につけられ、そして三日目によみがえる、

と仰せられたではないか」。そこで女たちはその言葉を思い出し、墓から帰って、これらいっ

さいのことを、十一弟子や、その他みんなの人に報告した。この女たちというのはマグダラの

マリヤ、ヨハンナ、およびヤコブの母マリヤであった。彼女たちと一緒にいたほかの女たちも、

このことを使徒たちに話した。ところが、使徒たちには、それが愚かな話のように思われて、

それを信じなかかった。ペテロは立って墓へ走って行き、かがんで中を見ると、亜麻布だけが

そこにあったので、事の次第を不思議に思いながら帰って行った。（ルカ24章 1－12節）

…そして墓を空にして去った

『神はこのイエスの死の苦しみから解き放って、よみがえらせたのである。イエスが死

に支配されているはずはなかったからである。（使徒 2章 24節）

『兄弟たちよ。わたしが以前あなたがたに伝えた福音、あなたがたが受けいれ、それに

よって立ってきたあの福音を思い起こしてもらいたい。もしあなたがたが、いたずらに信じな

いで、わたしの宣べ伝えたとおりの言葉を固く守っておれば、この福音によって救われるので
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ある。わたしが最も大事なこととしてあなたがたに伝えたのは、私自身も受けたことであった。

すなわちキリストが、聖書に書いてあるとおり、わたしたちの罪のために死んだこと、そして、

葬られたこと、聖書に書いてあるとおり、わたしたちの罪のために死んだこと、そして、葬ら

れたこと、聖書に書いてあるとおり、三日目によみがえったこと、ケパに現れ、次に、十二人

に現れたことである。そののち、五百人以上の兄弟たちに、同時に現れた。その中にはすでに

眠った者たちもいるが、大多数はいまなお生存している。そののち、ヤコブに現れ、次に、す

べての使徒たちに現れ、そして最後に、いわば、月足らずにうまれたようなわたしにも、現れ

たのである。実際わたしは、神の教会を迫害したのであるから、使徒たちの中で一番小さい者

であって、使徒と呼ばれる値打ちのない者である。しかし、神の恵みによって、わたしは今日

あるを得ているのである。そして、わたしに賜った神の恵みはむだにならず、むしろ、わたし

は彼らの中のだれよりも多く働いてきた。しかし、それは、わたし自身ではなく、わたしと共

にあった神の恵みである。とにかく、わたしにせよ彼らにせよ、そのように、わたしたちは宣

べ伝えており、そのようにあなたがたは信じたのである。さて、キリストは死人の中からよみ

がえったので宣べ伝えられているのに、あなたがたの中のある者が、死人の復活などはないと

言っているのはどうしたことか。もし死人の復活がないならば、キリストもよみがえらなかっ

たであろう。もしキリストがよみがえらなかったとしたらわたしたちの宣教はむなしく、あな

たがたの信仰もまたむなしい。すると、わたしたちはかみにそむく偽証人にさえなるわけだ。

なぜなら、万一死人がよみがえらないとしたら、わたしたちは神が実際よみがえらなかったは

ずのキリストを、よみがえらせたと言って、神に反するあかしを立てたことになるからである。

もし死人がよみがえらないなら、キリストもよみがえらなかったであろう。もしキリストがよ

みがえらなかったとすれば、あなたがたの信仰は空虚なものとなり、あなたがたは、今なお罪

の中にいることになろう。そうだとすると、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまった

のである。もしわたしたちが、この世の生活でキリストにあって単なる望みをいだいているの
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だとすれば、わたしたちは、すべての人の中で最もあわれむべき存在となる。』（第一コリン

ト15章 1－19節）

我々が以前に述べた目撃者について覚えているだろうか？わたしたちは一人の

目撃者ではユダヤの裁判の中で証明するのが十分でないと示した。少なくとも二人の

証人が何事にも真実を確定するのに必要である。キリストが甦ったのは１３の違った

場所で40日以上に少なくとも552人によって目撃されている。キリストのよみがえり

と世界での40日間の存在は隠れていない。むしろ、開かれておりすべての人が神様の

わざとして御子のよみがえりを知ることが出来る。

救世主キリストの復活は目撃した人には何の疑いも持たせない。考えてみてほ

しい。キリストは現在に至るまで歴史上人々が正しい永遠に関する選択をするように

確実にしなければならなかった。パウロはさらに言う。もしも、イエスの復活がな

かったら我々の信仰は正当なものではないと。詐欺以外の何物でもない。しかし、イ

エスの弟子は救世主の復活を見たのでそのために喜んで死んだのである。

『テオピロよ、わたしは先に第一巻を著わして、イエスが行い、また教え始めてから、

お選びになった使徒たちに、聖霊によって命じたのち、天に上げられた日までのことを、こと

ごとくしるした。イエスは苦難を受けたのち、自分の生きていることを数々の確かな証拠に

よって示し、四十日にわたってたびたび彼らの前に現れて、神の国のことを語られた』（使徒

1章 1－3節）

わたしは美術フェスティバルで二人の婦人と話していた。彼女たちは私にイエ

スだけが天国への道であるとどうしても信じられないと言ったわたしはイエスの生涯、
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死、そして復活について彼女たちに説明した。私が復活について話し終えた時に、ひ

とりの婦人が‟もしもその人が復活したのなら、イエスだけが天国への道であると言え

るだろう”と言った。

イエスを信じていない彼女でも誰かが死を予告して、墓からよみがえると予言

し、実際にその通りにしたら彼はなんでも言うことが出来ると言う。イエスについて

様々なことが言われているが、一つだけ確実なことがある。彼の復活はこの地上を歩

いたどの人とも違う種類に置くことが出来る。イエスは自分の死と復活を予言し、実

行した。モハメドはそれをすることが出来なかった。仏陀もそうである。孔子もそう

である。イエスが唯一出来ただけでなく、したのである。

パスカルの賭け

ブレイズ・パスカルは優れた数学者であり哲学者であった。彼は神がいるかの

ように生きることは神がいないかのように生きるよりもよい賭けであると言った。こ

れを‟パスカルの賭け“という。もしも、神様に生きるほうにかけて神様がいなくても

死ねばただ墓に行くだけである。しかし、神様がいるのにいない方に書ければ永遠に

地獄に行くことになる。したがって、神様がいるほうに賭けて神様が実際に存在すれ

ばそれは大成功を意味し、永遠に天国に行けるのである。

パスカルの言いたいことは神様がいるほうに賭けてみろということである。も

し、間違っていても何も失うことがないし、よい生活を送ることが出来る。そして、

賭けが正しければ永遠にその正しい選択を喜ぶことが出来る。我々は車や飛行機など
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に乗るときにあるいはレストランで食事をするときに賭けをしているのである。した

がって、負けることがないこの正しい賭けをするとよいというのである。

私がこのパスカルの賭けの議論を見ていて、パスカルは何かを見落としている

と思った。彼はイエスに言及していない。神様を選択してもただしいイエス・キリス

トを選択しなければ永遠の間違いをすることになる。何かが同時に正しくもあり正し

くないということはないのである。イエス・キリストは神様の子であり、道であり、

真実であり、死からよみがえった。－あるいはそうでなかった。

われわれのさらなる追求はパスカルが神様全般のことを言ったのではなく、キ

リストのことを言ったことを知った。パスカルはさらにあなたが信じることを実践し

なければならないとも言った。したがって、彼はイエスを勧めなかったのは無神論者

が相手であったからである。そして、間接的に神様と言ったのである。

あなたはこの問題のどこに立っているであろうか？あなたは100％死ぬ。あなた

天国にに行く正しい切符を持っているだろうか？そして、その切符はイエスの血が押

されていなければならない。天国に神様の子供として着くか、永遠にそこにつかない

かなのである。中間地点はないのである。選択をしなければならない。ジョッシュ・

マクデゥエルがイエスに対する信仰に語っている。

キリスト教は世界最大の宗教であるが、それは他の宗教と違う点がある。それは一つの

見方から言って宗教であるが、ひとりの人間についてである。ジョゼフ・スミスがいなくても

モルモン教は存在するだろう。同様に仏陀がいなくても仏教は存在するだろう。なぜなら、多

くの人が仏陀であると主張しているから。しかし、イエスがいなければキリスト教はない。こ
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の宗教は消滅しているだろう。歩いて、話して、十字架につけられて、復活したイエスがいな

ければキリスト教は成り立たない。それはすべてが神の子イエスについてであり、問題はあな

たが彼とどのようにしたいかである。

ある時、わたしは一人の男がこう言っているのを聞いた

我々が罪の深い穴にいると想像してみなさい。この穴から抜け出す方法は何もない。誰

からがあなたにはしごを渡す。それは十段ある。それをあなたは登ろうとするが、一段一段が

十戒であり、それを破った段にあなたは足を乗せることが出来ない。穴から出る方法はない。

あなたははまっている。いきなり、イエスが現れ彼の背中に乗せてくれると言う。そして、イ

エスは完全にすべての段を乗り越えて、完全な救世主としてあなたを穴から助けれてくれるの

である。

あなたはイエスに罪と死の穴の中から助け出してもらいたいだろうか？永遠の

真実の謎は解けた。今度はあなたが何をしたいか決定する番である。

P166 あなたはらくだの背中に乗っている。燃えて蒸せるような暑さである砂漠

において。残りの集団はあなたの後ろで待っている、あなたがなぜ止まったのかを考

えながら

8章　次の段階

罪と地獄は結婚している。悔恨が離婚を叫ばない限りは。

－チャールズ・スパージョン
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周りを見回してみよう。証拠は十分にある。我々は全能の神の命令を破った。

私は審判の日に有罪である。あなたもそうです。では、次の段階としてわれわれは神

様に対して何をすればよいのでしょうか？日常の英語での会話ではもはや使わないが、

‟悔恨“である。それは人生で重要な要素を代表しており、聖書はそれについて100回

以上語っている。

悔恨とは何を意味するのか？英語ではラテン語と同様に‟再び“、”考える“と

言うことである。したがって、悔恨とは再び考えることである。あるいは何かを再び

考えることである。したがって、悔恨するときに我々は罪から離れ神様にむかう、神

様の眼から見て正しいことを再考するあるいは再び考えることである。我々は神様を

怒らせそして彼の助けを借りて私たちの道を変える意図を持っているのである。悔恨

すると同時に、我々は神様の多受けを借りて我々の生活のすべてを変え二度と元の生

活に戻らないことである。神様は悔恨して神様に罪のきよめを求めてから元の罪に戻

ることを吐くこと、あるいは豚の小屋に戻ることに例えている。

『ことわざに、「犬は自分の吐いたものに帰り、豚は洗われても、また、どろの中にこ

ろがっていくと」とあるが、彼らの身に起こったことは、そのとおりである。』（第 2ペテロ

2章 22節）

同時に、我々は我々の信仰と信頼を救世主であるイエスに置くということであ

る。いいかえれば、悔恨と信仰は同時に進むのである。これがわれわれが有罪である

と宣言されてから救われたということである。我々は悔恨と信頼をして、神様の家族
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に生まれ変わったということである。我々はもはや戒律のもとにはない。聖書がこれ

以外に何を述べるか見てみよう。

『あなたがたに言うが、そうではない。あなたがたも悔い改めなければ、みな同じよう

に滅びるであろう』（ルカ13章 3節）

『よく聞きなさい。それと同じように、罪人がひとりでも悔い改めるなら、悔改めを必

要としない九十九人の正しい人のためにもまさる大きいよろこびが、天にあるであろう』（ル

カ15章 7節）

『わたしがきたのは、義人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためであ

る』（ルカ5章32節）

『わたしは、この女に悔い改めるおりを与えたが、悔改めて不品行をやめようとはしな

い。見よ、わたしはこの女を病の床に投げ入れる。この女と姦淫する者をも、悔い改めて彼女

のわざから離れなければ、大きな患難の中に投げ入れる。』（黙示録 2章 21－22節）

『これらの災害で殺されずに残った人々は、自分の手で造ったものについて、悔い改め

ようとせず、また悪霊のたぐいや、金、銀、銅、石、木で造られ、見ることも聞くことも歩く

こともできない偶像を礼拝して、やめようともしなかった。また、彼らは、その犯した殺人や

まじないや、不品行や、盗みを悔い改めようとしなかった』（黙示録 9章20－21節）

『この時からイエスは教えを宣べはじめて言われた、「悔い改めよ、天国は近づい

た」。』（マタイ4章17節）

イエスは宣教を始めた時に最初の言葉について永遠に考えるときがあった。あ

なたも正しいことを言うのにその初めがいかに重要であるかわかるでしょう。それが
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イエスの公共での宣教での『悔い改めて福音を信ぜよ』（マタイ1章15節）であった

理由である。ではなぜ、悔い改めなのか？

『ある人々がおそいと思っているように、主は約束の実行をおそくしておられるのでは

ない。ただ、ひとりも滅びることがなく、すべての者が悔改めに至ることを望み、あなたがた

に対してながく忍耐しておられるのである』（第 2ペテロ 3章 9節）

『だから、自分の罪をぬぐい去っていただくために、悔い改めて本心に立ちかえりなさ

い』（使徒 3章 19節）

『まず初めにダマスコにいる人々に、それからエルサレムにいる人々、さらにユダヤ全

土、ならびに異邦人たちに悔い改めて神に立ち帰り、悔い改めにふさわしいわざを行うように

と、時勧めました。（使徒 26章 20節）

『神は、このような無知の時代を、これまでは見過ごしにされていたが、今はどこにお

る人でも、みな悔い改めなければならないことを命じておられる』（使徒 17章 30節）

『反対する者を柔和な心で教え導くべきである。おそらく神は、彼らに悔改めの心を与

えて、真理を知らせ』（第二テモテ2章25節）

『今は喜んでいる。それは、あなたがたが悲しんだからではなく、悲しんで悔い改める

に至ったからである。あなたがたがそのように悲しんだのは、神のみこころに添うたことで

あって、わたしたちからはなんの損害も受けなかったのである。神のみこころに添うた悲しみ

は、悔いのない救いを得させる悔改めに導き、この世の悲しみは死をきたらせる』（第 2コリ

ント7章 9－10節）
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捕まったことを残念に思うのは悔改めではない。ギリシャ語で書かれている新

約聖書の悔改めとはさらに強い変化を示す。心と意思の変化である。あなたが何をし

たいかということの変化である。救いはビールを飲んだり、覚せい剤を使ったり、婚

外のセックスをしたり、テストでカンニングをしたり、両親に逆らったりすることで

はなく、イエス・キリストに人生を委ねることである。あなたの人生の中で目に見え

る変化があるはずである。イエスがあなたのからだに入ったのだから、考えや振る舞

いを再考するのである。

あなたがた救われてもやはり誘惑に苦しむことだろう。しかし、イエスがあな

たを助けてくれるために一緒にいるので誘惑を克服するだろう。したがって、あなた

の人生に変化があるはずである。あなたはあなたを神様から離れさせていた行いを避

けるはずである。あなたは違った人生を望むだろう。私の高校の同級生は私を見て私

が彼らが知っていた私から違うと言う。彼らは私が内側から変わったので外側の変化

も見ることが出来るのである―心と意思である。私が神様に対する思考が変わったの

で、神様は私に望むように変えてくださったのである。

悔改めには二つの異なる段階がある。あなたがらくだに乗って灼熱の砂漠の中

ににいると考えてほしい。多くの仲間は後ろに長く並んでいる。あなたがなぜ止まっ

たのかを考えながら。地平線を見てあなたは自分の進むべき道が間違っていたことに

気づく。それが第一の段階である。第二段階はあなたが向きを変えてぶつぶつ言う群

衆に帰る時である。悔改めは完全にらくだの向きを変えるまで完了しない。

チャールズ・スパージョンは言った…
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人は殺人者が死刑を恐れるように罪を恐れるかもしれない。しかし、これは悔改めでは

ない。もし、わたしが罰を恐れて罪を憎んだとしてもそれは罪の悔改めではない。単に神様が

公正であることを恐れるだけである。しかし、わたしが罪をイエス・キリストに対する攻撃だ

と考えるなら、あるいはイエス・キリストを傷付けたことを憎むなら、わたしは本当に心を痛

めたことになる。

結果だけが悔改めを起こすのではない。神様を攻撃することは私の人生に大き

な変化を与えるはずである。わたしたちはそのその罪の生活を去らなければならない。

あなたは去っただろうか？あなたは人生を変えて神様の栄光を現したいであろうか？

あなたは神様に天国での永遠の生活を準備したいであろうか？

チャールズ・スパージョンは言った…

罪を憎むとはキリストにいばらの冠をすることである、キリストの顔に不遜に唾を吐き

かけることである、キリストの手に釘を打つことである―これが悔改めである。地獄を恐れる

からとか、罪が痛みを伴ったり、罰を恐れたりすることではなく、キリストを極限まで苦しめ

ることである。

旅行や人と話すことは冒険である。私はフロリダ大学で何回か話したことがあ

る。大体、600－700人の学生がおり、いつもよい時を過ごした。あるときにフロリダ

からロサンゼルスに立とうとしていた朝、わたしはテレビのショーに出なければなら

なかった。フロリダの空港に着くまでは全てが順調であった。しかし、すぐに霧が問

題なっていることに気づいた。私が乗る予定の飛行機が霧で着陸できないのである。
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私は乗り継ぎのアトランタに遅く着いた。そして、なんと乗り継ぎの飛行機が離陸し

た時にゲイトに着いたのである。私は不満だった。

飛行機会社と話すと私はロスアンゼルスにそれでも時間とおりに着くというこ

とであった。しかし、違う空港に行かなければならなかった。もし、あなたがロスア

ンゼルスの空港と渋滞に詳しいとしたらそれがあまりよくないことが分かるだろう。

ロサンゼルス空港に着いた後に、ラッシュアワーの道をショーに間に合うようにいか

なければならなかった。

なので、わたしはショーのプロヂューサーにキャンセルしたいか訊いた。彼ら

は試してみようと言い、そして私はショーの最後に順番を変えてもらった。ロサンゼ

ルスに着くとスタジオの運転手は私をひろって撮影場所まで走り始めた。彼の名前は

アナクハンダだった。彼はバハマの出身であった。私は彼と話を始め、訊いた。誰が

一番乗せた中で態度が悪かったかと。彼はそれは言えないと言ったが、最後には有名

なセレブリティだと言った。彼は自分からはお客さんに最初に話しかけられないのだ

と言った。お客が最初の言葉を切り出さなければならなかった。そして、多くの人は

一言も口をきかないと言った。それは私には悲しいことだった。なぜなら、我々の周

囲に住んでいる人々に対する価値にわたしたちが気付いてないことを示しているから

だ。

考えてほしい。魂にどんな価値があるか。神様のエレミアに対する答えは
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『わたしはあなたをまだ母の胎につくらないさきに、あなたを知り、あなたがうあだ生

まれない先に、あなたを聖別し、あなたを立てて万国の預言者とした』（エレミア書1章5

節）

それが神様のエレミアに対する答えであり、あなたの魂についても同じことで

ある。それは愛すべきであり重要なものである。神様があなたの母のなかにあなたを

形作るまえにすでにあなたを知っていたのである。あなたのからだはあなたの魂の反

映であり、あなたの人生の計画にふさわしい乗り物である。あなたは神様にとってと

ても価値がある者なのである。神様は人間を神様のように作ったと言った。

『神はまた言われた、「われわれのかたちに、われわれにかたどって人を造り、これに

海の魚と、空の鳥とｍ、家畜と、地のすべての獣と、地のすべての這うものとをおさめさせよ

う」。（創世記1章26節）

神様のように造られたということを当たり前に思ってはいけない。すべての魂

は神様に対して無限の価値を持っている。

『あなたはわが内臓をつくり、わが母の胎内で私を組み立てられました。わたしはあな

たをほめたたえます。あなたは恐るべく、くすしき方だからです。あなたのみわざはくすしく、

あなたは最もよく私を知っておられます。わたしが隠れた所で造られ、地の深いところでつづ

り合わされたとき、わたしの骨はあなたに隠れることがなかった。あなたの目は、まだできあ

がらないわたしのためにつくられたわがよわいの日のまだ一日もなかったとき、その日はこと

ごとくあなたの書にしるされた。』（詩篇 139章13－16節）
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誰が何を考えたり言ったりしようとあなたは恐るべく、素晴らしい全能の神様

のようにつくられたのである。わたしは運転手のアナクハンダに死んだらそこには何

があると思うか訊いてみた。それはよい会話の始まりになった。かれは半分クリス

チャン、半分イスラム教徒として育った。そして私たちはロスアンゼルスに行くまで

の高速道路で素晴らしい会話をした。私が悔改めについて話したときに彼は自分の生

活に嫌気がさし、変化させたく、今がその時であると言った。

その後、彼は神様に罪を悔改め、イエスを救い主であると言う信仰告白をした。

わたしたちが祈ったあと彼の顔が文字通り変わって行くのを見ることが出来た。『よ

く聞きなさい。それと同じように、罪人がひとりでも悔い改めるなら、神の御使いた

ちの前で喜びがあるであろう。（ルカ15章 10節）

彼は神様がわたしを彼と話すために今日送ってくださったことを知っていると

言った。考えてみてください。この男に会うために私は飛行機を乗り過ごし、違う空

港に行き、たくさんの運転手の中から彼を選ばなければならないのである。これを神

様の取次と言う。これは偶然ではなく、我々は宇宙の神様が計画しためぐりあわせな

のである。

神様はこれをよくなさる。この本を読んでいるのも神様の取次ではないです

か？真実はあなたの目の前に示された。あなたは悔改め、イエスのために人生を使う

子準備が出来ていますか？神様との面会はある日あなたにもやってきます。神様と会

う前に義であることを確かにしたいですか？この本を読み終わる前にあなたにはその

機会があります。あなたはあなたの人生を神様に委ね、信頼し、これまでの人生より
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も素晴らしいものを送る準備が出来ていますか？あなたは罪から離れ、神様のもとに

行く準備が出来ていますか？もし、そうなら素晴らしい知らせがあなたを待っていま

す。永遠の真実への謎は次の章でさらに詳しく解かれていきます。

人生には‟もう少し“がたくさんある。しかし、次には”もう少し“はない。一

つかもう一つか。あなたの選択である

9章　決定、決定

キリスト教は試されたことなく、欲しがられたこともない。難しいと思われ試

されていない―G.K.チェスタトン

ティモシー・マクヴェイが死ぬ前に面白いことを言った。彼の最後の言葉は

“私は私の人生の主人である。私は私の魂の船長である”。彼はインヴィクトスとい

う詩から引用したのである。彼は永遠の時を過ごす所について決定しなければならな

かったと言う意味で正しかったのだろう。しかし、彼が永遠のことについてコント

ロールできると考えたなら完全に間違っている。聖書の神様だけがコントロールでき

るのである。しかし、神様はあなたに誰を礼拝するかの自由を与えている。ところで、

あなたの決定はどのようであろう？

フランク・シナトラの有名な歌の一つに“私は私の方法でやった”という歌が

ある。しかし、わたしの方法でもなければあなたの方法でもなくー神様の方法だけが

審判の日には重要なのである。あなたは神様の方法でやることに準備が出来ています
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か？われわれはみな死の谷への端にむかって歩いている。我々は皆は死から落ちる。

問題はあなたは正しいパラシュートを持っているかどうかである。あなたは天国にや

さしく着地するパラシュートを持っていますか？それともあなたのパラシュートは開

かず、地獄にドスンと落ちてしまうだろうか？

この人生を思い通りに過ごし、年を取ってから神様と関係を作ろうと思う人も

いる。しかし、考えてほしい。あなたが若いか年取っているかは年齢によらずにいつ

死ぬかによるのである。あなたが18歳だとしよう。80歳まで生きるとするとまだまだ

若い。しかし、18歳でも一週間後に死ぬとすると年老いているといえるのではないか。

我々は年寄りというと杖や車いすを想像するが必ずしもそうではない。それはあなた

がいつ死ぬかにかかっているのである。つまり、あなたが年老いているか若いかはあ

なたが何歳であれあなたには分からないと言うことである。あなたに簡単な質問があ

る。あなたは明日の朝必ず起きると保証できるだろうか？もちろん、出来ないことを

あなたは知っている。聖書は…

『あなたがた自身がよく知っているとおり、主の日は盗人が夜くるように来る』（第 1

テサロニケ 5章 2節）

あなたは今夜寝る前に最後の人息を吸って天国があなたの最終的な目的地であ

るうことをするまで寝るべきでない。私が19歳の工事をしている若者と話していると

き、何が楽しいか訊いてみた。彼はかれがビルディングジャンパーであると言った。

それは何か？と尋ねると、テレビで見たことない？ビルからビルへジャンプしてわた

るやつだよ。すごいよ。すごいね。確かに。しかし、わたしは訊いた。失敗したこと
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はないの？一度あるよと彼は言った。一度彼はジャンプした時に指だけがビルの端に

ひっかかって体はビルに激しくぶつかったことがあった。彼は必死でビルの上まで自

分を持ち上げられた。

われわれの誰もが人生のいつかに死の端のところで行くのである。わたしたち

は指だけでひっかかっている。永遠のへの最後の鼓動を終えようとしている。問題は

自分たちをビルの上まで持ち上げる強さがないときである。くぎで打たれた手を持つ

神様だけが我々を永遠の平安に持ち上げてくれる。あなたは永遠の平安に行くために

神様の手をつかむ準備が出来ていますか？

地獄に行くためにはあなたは何をする必要もない。あなたはもともと神様の戒

律を破る性質をもって生まれてきたのである。だから、なにもしなくても地獄に行く

ことはできる。しかし、イエスは天国へ行くための方法を準備してくれたのである。

彼はあなたの罪の対価を払い、天国への道を作ったのである。だから、地獄に行くに

は何もする必要がない。しかし、天国に行くためにはイエスに古い説教師が言ったよ

うに“悔改め、告白して、あなたの罪を取り除く必要がある。選択はあなた次第であ

る。誰もがどちらかという選択をしなければならない。フェンスに座っているのは良

いことではない。なぜならサタンがフェンスを所有しているからである。地獄が普通

の人の行く場所なのである。

『神が御子を世につかわされたのは、世を裁くためではなく、御子によって、この世が

救われれるためである。彼を信じる者は、さばかれない。信じない者はすでにさばかれている。

神のひとり子の名を信じることをしないからである』（ヨハネ3章17－18節）
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イエスは信条を持たないことはイエスを拒絶することだと言っている。そのよ

うな決定はこの本ですべての証拠があなたの前に提示された前では何の意味もなさな

い。実際にはすべての証拠を知り、天国へ招待されてそれでも地獄に行くことはむつ

かしい。一方、地獄へは招待されていない。どうぞ天国への切符をもらってください。

しかし、その決定をする前にあなたは知らなければならないことがある。神様

はあなたがイエスを信じてもあなたの生活が順風満帆で何の問題もないことは約束さ

れていない。聖書は神様はあなたの罪を許すと幾度も述べている、そして、『あなた

がたのいっさいの必要を、キリスト・イエスにあって満たして下さる』（ピリピ 4章

19節）と述べている。それでもイエスを信じることは人生の潤滑油ではない。

『イエスは言われた、「よく聞いておくがよい。だれでも私のために、また福音のため

に、家、兄弟、姉妹、母、父、子、もしくは畑を捨てた者は、必ずその百倍を受ける。すなわ

ち、今この時代では家、兄弟、姉妹、母、子および畑を迫害と共に受け、また、来るべき世で

は永遠の生命を受ける」（マルコ 10章 29－30節）

これは十分な富を約束しているようであるが、しかし、ほんとうは何を言って

いるのであろう？これは私たちが世の中で対処するのに重要な一群の情報を持ってい

るのである。第一に、イエスを信じることでこの世で所有する者を捨て去ることはな

いということである。それは、イエスと家族や友人などの親しい人を選ぶときにイエ

スを選べば彼はすべてを保証してくださる、いやそれ以上のことである。多くの人が

これを見て、経験している。そして、イエスはそれを今すぐにと言っている。我々は

家族や友人を憎んだり、捨てる必要はない。しかし、それは彼らとイエスという選択
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になるとおかしいことに多くの場合は選択を余儀なくされる。我々はイエスが我々の

なくすものよりはるかに多くをめぐんでくれる、家や、兄弟姉妹、両親、子供たち、

土地までも。

これはある意味ではあなたがキリストの体に生まれた時に成就される。みなが

キリストの体にいる人があなたの兄弟姉妹であり父や母である。そして、彼らの家は

ある意味であなたの家でもある。聖書を読むとクリスチャンが非常に多くの場合家族

でない人と食事をしたり訪ねていることに気づく。イエスの暮らしは多くの恵みであ

る。銀行で残高を見て「これが俺が持っている財産だ」ということはなくても、われ

われの必要な物は満たされると言うことである。

では、難しさはどこからくるのであろう。聖書箇所をもう一度読んでほしい。‟

迫害と共に“という短い一句がある。これは何を意味するだろう？これは多くの地獄

へ行く広い道を行く人々が立ちはだかるのである。

『それから、わたしがアンテオケ、イコニオム、ルステラで受けた数々の迫害、苦難に、

よくも続いてきてくれた。そのひどい迫害にわたしは耐えてきたが、主はそれらいっさいのこ

とから、救い出してくださったのである。いったい、キリスト・イエスあって信心深く生きよ

うとする者は、みな、迫害を受ける。』（第 2テモテ3章11－12節）

全員が常にではないが、時々である。そして、主への暮らしを生きれば生きる

ほどそれは神様の証人となり、そして、神を憎む人々への憎しみになるのである。イ

エスへの信仰によって我々は人から拒絶されることが予想されるが、神様からの守護

と救いもまた予測できるのである。イエスは言った…
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『一つの町で迫害されたなら、他の町へ逃げなさい。よく言っておく。あなたがたがイ

スラエルの町々を回り終わらないうちに、人の子は来るであろう。弟子はその師以上の者では

なく、僕はその主人以上の者ではない。弟子がその師のようであり、僕がその主人のようであ

れば、それで十分である。もし家の主人がベルゼブルと言われるならば、その家の者どもはな

おさら悪く言われることであろう。だから、彼らを恐れるな。おおわれたもので、現れてこな

い者はなく、隠れているもので、知られてこない者はない。』（マタイ10章 23－26節）

迫害と患難はイエスのために真に生きる者にはつきものである。それは約束で

ある。なぜか？この世は神様の栄光のためには出来ていないし、変わりもしない。サ

タンもあなたを信仰から引き離すように努力する。彼はイエスからあなたを引き離し、

信仰を試そうとする。しかし、それは実際には反対に信仰を強くするのである。

ただ、あなたの生活をよくするためにイエスを受けいれないように注意しなさ

い。それはこの世のものではなく、審判の日に神様と正しい関係を持つためなのです。

そして、地上での間は神様は我々が必要な物だけを与えてくださる。

事実、迫害のいくらかはあなたが幸せで整理によって恵まれていることをねた

むこの世のものと神様を信じない宗教的な人たちからも来る。この世の者―家、土地、

友人や家族など、神様はあなたがイエスに来た時にそれを引き離す者を取って行く。

言い換えれば、イエスに置ける暮らしはイエスを信じない者にはねたみを引き

起こす。あなたを傷付ける誘惑やゴシップ、思いつく限りの方法で抵抗するのである。

キリスト者と未信者には宣教と交わりの二つの関係しかありえない。我々は誰

とでも信者であるなしに関わらず宣教することが出来る。宣教とは友好的でイエスに
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ついての永遠の運命について相手に興味を持つと言うことである。交わりとは信者同

士でなければできない。それは宣教を含むこともあるが、深い考えや質問、祈りの要

請やアドバイスなどが含まれる。信者は未信者と交わりは出来ない。未信者は神の存

在をよりもこの世の価値観をもとにアドバイスするからである。それがイエスが我々

にイエスの敵に近づきすぎないように警告している。

『聖なるものを犬にやるな。また真珠を豚に投げてやるな。恐らく彼らはそれらを足で

踏みつけ、向きなおってあなたがたにかみついているであろう。』（マタイ7章6節）

豚に真珠を投げるのは不必要なだけでない。神様は多くの真珠を持っている。

この意味は豚が近づきすぎる者に内臓を吐きかけるからである。したがって、未信者

を信者のように扱うことは非常に悪い考えである。それは顔からであれ背からであれ

我々を攻撃するからである。

イエスのための迫害は我々には恵みをもたらす。

『義のために迫害されてきた人たちはさいわいである、天国は彼らのものである。わた

しのために人々があなたがたをののしり、また迫害し、あなたがたに対し偽って様々な悪口を

言う時には、あなたがたはさいわいである。喜び、よろこべ、天においてあなたがたの受ける

報いは大きい。あなたがたより前の預言者たちも、同じように迫害されたのである』（マタイ

5章10－12節）

ジェームズ・エメリは書いている。

クリスチャンの霊的性質は隠遁のセミナーるの中で教祖の足のもとに座っていることで

はない。それは永遠の運命に関する最終的な質問が沸き上がるときに楽しく、快適で、あなた
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を気分良くさせるものではない。イエスは彼に従うように言った―そして彼が言った唯一の場

所は十字架であった真の霊的性質を持った暮らしは義務と遂行を伴うものである。８４

迫害はあなたがイエスに従う時に来るが、それは疑いなく価値があるものであ

る。例えば、“イエスきちがい”とか“聖なる人”などと揶揄されるかもしれないが、

それはイエスがあなたにしてくれたことと比較すれば大したことはない。

イエスの前に悔改めると、文字とおり家族から見放される場合もある。イスラ

ム教徒やユダヤ教徒は息子や娘が家族との関係を失う。それはおおきな犠牲だが、神

の子供との永遠に比べたはその価値があることである。イエスはこのようなときにど

うするかを言っている『しかし、わたしはあながたがたに言う。敵を愛し、迫害する

者のために祈れ』（マタイ5章44節）。あなたが迫害する者のために祈るときに、そ

れはあなたが彼らを見る目を変えさせる。そして、彼らのあなたを見る目さえも。

わたしはかつて親しい友人がいた。彼はもはや電話をかけても出ない。しかし、

それは仕方がないことだ。わたしは彼らがイエスと友達になるように祈ることにして

いる。そして、それが神様の我々に対する最も大きな贈り物である。

『しかし、万一義のために苦しむようなことがあっても、あなたがたはさいわいである。

彼らを恐れたり、心を乱してはいけない。ただ、心の中でキリストを主とあがめなさい。また、

あなたがたのうちにある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明の出来る用意をして

いなさい。しあｋし、やさしく、慎み深く、明らかな良心をもって、弁明しなさい。そうすれ

ば、あなたがたがキリストにあって営んでいる良い生活をそしる人々も、そのようにののしっ

たことを恥いるであろう。』（第一ペテロ 3章 14－16節）
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多くの人がイエスの友人であると言うが、彼らの行動は真実を語る。

『道を進んで行くと、ある人がイエスに言った、「あなたがおいでになるところならど

こへでも従ってまいります。イエスはその人に言われた、「狐には穴があり、空の鳥には巣が

ある。しかし、人の子にはまくらするところがない。またほかの人に、「わたしに従ってきな

さい」と言われた。するとその人が言った、「まず、父を葬りに行かせてください」彼に言わ

れた、「その死人を葬ることは、死人に任せておくがよい。あなたは、出て言って神の国を告

げ広めなさい。またほかの人が言った、「主よ、従ってまいりますが、まず家の者に別れを言

いに行かせてください」。イエスは言われた、「手をすきにかけてから、後ろを見る者は、神

の国にふさわしくない者である」。」』（ルカ 9章57－62節）

イエスはまた未信者がわれわれをほめるときにもわれわれには問題があると

言っている。

『人が皆あなたがたをほめるときは、あなたがたはわざわいだ。彼らの祖先も、偽預言

者たちに対して同じことをしたのである』（ルカ6章26節）

“わざわい”とはなんだろう？メリアムーウェブスターによれば

１．深い不安や苦痛や嘆きの状態

2．ひどいトラブル、災害、苦痛

したがって、上記の聖書箇所でイエスはもし、悪魔の群衆があなたを好むなら

あなたは苦痛と破壊にむかっていると言っている。。

もちろん、逆もまた真なりである。われわれがイエスに誠実であるときに悪魔

はわれわれを憎む。したがって、悪魔の群衆がわれわれに敵対しているときに我々は
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なにか良いことをしているとも言える。他の人々の我々に対する意見は関係ない。神

様の意見だけが関係あるのである。あなたは次の節があなたのようでないことを望む

だろう

『彼らは神のほまれよりも、人のほまれを好んだからである』（マタイ12章 43節）

人々がどのようにあなたを扱ったとしても、神様の方法だけが永遠の天国につ

ながる最善であるのみでなく、唯一の道である。そして、人々があなたの悪口を言っ

ているときに神様はあなたをほめ、誇りに思うだろう。

わたしの友達に漫談をする人がいる。わたしは彼のショーの一つに言った。彼

は常にイエスをからかっていた。それは20分くらいのショーであった。ショーの後に

彼は私に最近はどうしてるかと訊いた。わたしはクリスチャンになったこと、そして

今やっていることを説明した。彼は20分のショーがどうだったかと訊いた。わたしは

神の子を侮辱するのは良くないと思うと言った。我々は話し続けて楽しい夜を過ごし

た。数年後、わたしは別の町にいて、数人の友達を彼のショーに連れて行った。彼が

いつものイエスをからかうネタをやった時にイエスについて冗談を言った。その時に、

彼はわたしの目を見ていた、その反応を確か噛めるかのように。わたしは座っている

だけで笑わなかった。面白くなかったのである。彼はわたしの姿を見て冗談が面白く

もなんともないことを知ることが出来た。彼は突然そのネタをやめて別のネタを始め

た。彼はイエスをまだ信じていなかった―しかし、神様が彼の関心を引くことを信じ

ていた―彼はわたしの誠意を尊敬した。多くの人はあなたが決定を下し、信じること

に忠実に従えばそれを尊重する。彼らは王国から遠くない。
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『わたしがあなたがたに『僕はその主人にまさるものではない』と言ったことをおぼえ

ていなさい。もし人々がわたしを迫害したなら、あなたがたをも迫害するであろう。また、も

し彼らがわたしの言葉を守っていたなら、あなたがたの言葉をも守るであろう。』（マタイ15

章 20節）

それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、彼らに言われた、「だれでも私について

いきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負うて、わたしに従ってきなさい。自分の

命を救おうと思うものはそれを失い、わたしのため、また福音のために、自分の命を失うもの

は、それを救うであろう。（マルコ8章34－35節）

あなたの人生はイエスのみにおいて見つかるのである。あなたは彼のために人

生を捨てる覚悟があるだろうか？パウロはあった。そしてこう書いた

『「やみの中から光が照りいでよ」と仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光

の知識を明らかにするために、わたしたちの心を照らして下さったのである。しかし、わたし

たちは、この宝を土の器の中に持っている。その測り知れない力は神のものであって、環 tあ

したちから出たものでないことが、あらわれるためである。わたしたちは、四方から患難を受

けても窮しない。途方にくれても行き詰まらない。迫害に会っても見捨てられない。倒されて

も滅びない。いつもイエスの死をこの身に負うているそれはまた、イエスのいのちが、好みに

現れるためである。わたしたち生きている者は、イエスのために絶えず死に渡されているので

ある。』（第 2コリント4章6－11節）

最近、わたしはフロリダの教会で話をした。ひとりの教会員は郵便局に勤めて

いた。クリスマスには毎年、皆に素晴らしく愛にとんだメッセージを書いたカードを
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渡す。彼はそれについて祈りすべてのカードに「あなたが今夜死んだらあなたが天国

に行くと100％確信していますか」という質問を書く。

それは偉大な質問である。そして、かれは良い返事をお客さんから聞くことも

ある。しかし、ひとりの男がそれを嫌って彼の上司に電話をした。彼はそれにも満足

せず、そのまた上司と話をした。彼がそのカードを無料で配っていたことが分かるま

でに彼はもう少しで首になるところだった。そして、彼は首の代わりに1週間の有給休

暇をもらった。その郵便局員は神様が彼を守っていることをその騒動の間に信じてい

た。彼は神様のためにそれをしたことをうれしく思った。彼はこのことは彼以外にも

たくさんの人に影響を与えたと言った。彼は彼の信仰を他の人と共有するために、た

くさんの人にその騒動について語った。彼は迫害は価値があったと言った。なぜなら、

彼は真実のために立ち上がり、神様がそれを通じて助けてくれたことを知っていたか

らである。

パウロは旧約聖書の聖人の患難と勝利についてこう述べている。

このほか、何を言おうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエ

ル、及び預言者たちについて語りだすなら、時間が足りないであろう。彼らは信仰によって、

国々を征服し、義を行い、約束の者を受け、ししの口をふさぎ、火の勢いを消し、つるぎの刃

をのがれ、弱い者は強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた。女たちは、その死者

たちをよみがえらせてもらった。ほかの者は、さらにまさったいのちによみがえるために、拷

問の苦しみに甘んじ、放免されることを願わなかった。なおほかの者たちは、あざけられ、む

ち打たれ、しばり上げられ、投獄されるほどのめに会った。あるいは、石で打たれ、さいなま

れ、のこぎりで引かれ、つるぎで切り殺され、羊の皮や、やぎの皮を着て歩きまわり、無一物
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になり、悩まされ、苦しめられ、（この世は彼らの住むところではなかった）、荒野とやまの

中と岩の穴と土の穴とを、さまよい続けた。さて、これらの人々はみな、信仰によってあかし

されたが、約束のものは受けなかった。神はわたしたちのために、さらに良いものをあらかじ

め備えて下さっているので、わたしたちをほかにしては彼らが全うされることはない。

これらの敬虔な聖者は最終的にはイエス自身によって導かれて天国に入ること

により勝利した―なんと素晴らしい日であったろう。この世に合わせようとして生き

るクリスチャンが多すぎる。わたしは神様の目から見て価値のある生活を送りたいの

であって、この世の目から見てではない。わたしは決して問題を探してはいないが、

どちらかと言えば必ずイエスの側につきたいと思っている。わたしはイエスにわたし

を誇ってもらいたい。

『わたしはあなたがたを大いに信頼し、大いに誇っている。また、あふれるばかり慰め

を受け、あらゆる患難の中にあって喜びに満ちあふれている。』（第 2コリント7章4節）

『わたしは、更に進んで、わたしの主キリスト・イエスを知る知識の絶大な価値のゆえ

に、いっさいのものを損と思っている。キリストのゆえに、わたしはすべてを失ったが、それ

らのものを、ふん土のように思っている。それは、わたしがキリストを得るためであり』（ピ

リピ 3章 8節）

ここにわたしが友人がどのように勇気をもってイエスについて話したかを書い

た手紙がある。

わたしは友人のブランドンと一緒にコーヒーショップから家まで朝の10時ころに帰っ

ているときに、ある女性がこんにちわとすれ違いざまに話家来た。わたしたちは歩き始めて数

歩も過ぎてなかったが必要を感じて振り返った。わたしは彼女にいいかと訊ねたら、彼女はい
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や、わたしはイエス・キリストについて発見しなければならないのだと彼女は言った。そこで

わたしたちは公園まで一緒に来てくれるように頼んだ。わたしたちは座り、彼女の話を聞いた。

彼女の名前はハイジと言った。彼女は覚せい剤をやり牢屋に入っていた。そして、同性

愛について悩んでいた。彼女はつねに神様を信じていたし、とりあわけその朝はイエスに会う

気がしていた。そこで、女はそこらじゅうの家や教会を訪ねてどのようにしてイエスを発見で

きるか聞いて回っていた。

わたしはともに聖書を開き、分かち合った…彼女はイエスにその公園で生活を捧げた！

天使がブランドンと私とパーティを開いていたかのようだった。

彼女はわたしの家に来て持っていた覚せい剤をトイレに流し、パイプを叩き壊し、そのあとの

24時間をわたしたちとイエスについて語りあい、福音を教えた。それは信じられない出来事

だった。　

あなたはこの若者たちがしたことを出来るだけの勇気があるだろうか？あなた

は身近にいる人がイエスについて知りたいと深く願っているかどうかは全く分からな

い。しかし、あなたが拒否を恐れたり、人の意見を気にしてたら、あなたはイエスに

ついて教える機会を逃してしまうだろう。あなたはイエスを語る恥ずかしさや恐れの

ためにその人が地獄に行かせてしまう。どうぞ、そのようなことが起きないようにし

てください。

”殉死者の声“という出版物―信仰のために迫害あるいは殺されてしまった何

百万ものクリスチャンについての雑誌―わたしたちはスン・オケ・リーの話をこれか

ら読む。

201



わたしはクリスチャンになるまで何を囚人が歌っているのか知らなかった。スン・オ

ケ・リーは北朝鮮で1987年から1992年まで服役していた。彼女は北朝鮮から逃れ出るまでク

リスチャンにはならなかった。彼女が初めてキリストを受け入れた時、彼女が牢屋で見たり聞

いたりしたことの記憶があふれるようによみがえった。

それらは単純なことであった。クリスチャンは打たれても死に至るまで歌い続けた。そ

の時は彼女はそれを理解できず、彼らが狂っていると思った。彼女は話すのを禁じられていた

ので、クリスチャンと話す機会がなかった。彼女はかれらがアーメンと言っていたのを覚えて

いる。

牢屋でクリスチャンは決して信仰を否定しなかった。ひとりもである。クリスチャンた

ちが黙っていると、看守は怒り彼らを蹴飛ばした。その時はなぜクリスチャンが「信じていま

せん」と一言いえば命の危険がなかったのにそうしなかったのが理解できなかった。わたしは

多くのクリスチャンがけられたり殴られたりの暴力が激しくなった時に讃美歌を歌っていたの

を見た。看守らは彼らをきちがいと言い、電気室へと連れて行った。そこから生きて帰った人

を知らない。

歌っていたことが彼女に響いた。これらの貴重な聖人たちの讃美歌がついには彼女をク

リスチャンになることの種まきとなった。スパイのように危険に直面しているクリスチャンに

好奇心を抱くのは彼らの真実を図るためである。クリスチャンが試練に会う時に静かな傍観者

たちは信者が転ぶのを望む、そうしてクリスチャンが他の人と結局は同じであることを確認す

るために。

しかし、クリスチャンは試練や踏まれたときに笑う。信者が泣くかわりに手を合わせる

ときに、彼らは驚嘆する。クリスチャンが悲しみの中で歌う時に、彼らは説明できないことの

なかに引き込まれてゆく。
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神様はクリスチャンとともにいる

『あなたがたの信仰の働きと、愛の労苦と、わたしたちの主イエス・キリストに対する

望みの忍耐とを、わたしたちの父なる神のみまえに、絶えず思い起こしている。』（第一テサ

ロニケ 1章 3節）

ここに信仰の驚くべき証しがある。これほどまでの試練に会うクリスチャンは

数少ない。しかし、試練に会う人たちは女性や子供も含めてみなこの試練に耐える。

我々は神様が働いていることを知り、彼らの迫害者たちにイエスが現実であることを

示さなくてはならない。

‟道徳的にか肉体的に破壊しろ！“

トルコメニスタンの官僚は道路伝道にもう我慢がならなかった。シャジルディ・アタコ

フはサパラムラット・ニアゾブ大統領の恩赦でイスラムの教えに従うという約束で2000年 12

月 23日に解放されることになったが、シャジルディ・アタコフは再び断った。

シャジルディ・アタコフは州の官僚から伝道をやめるように脅かされていた。彼は1998

年 12月に逮捕され、2年間の懲役を命じられた。しかし、検事はその判決が“穏便すぎる”と

いうことで控訴した。そこでさらに2年の懲役を言い渡された。シャジルディは激しい殴打に

よる苦痛のために子供たちに触らないでくれと頼んだほどだった。

2000年 2月に彼の妻と5人の子供たち家から強制的に退去させられ、遠いカフカという

村に軟禁された。

203



彼の家族が彼を訪れたのは2001年の2月だった。シャジルディはさよならを言った。

妻はその時に彼が殴打され、腎臓や肝臓が痛み、黄疸になっていることに気が付いた。　彼は

ほとんど歩くことが出来ず、往々にして意識を失っていた。彼は長くなかった。

にもかかわらず、シャジルディはまだ壊れてなかった。彼はあくまで譲らなかったし、

もしもキリストへの忠誠をなくすことが条件であれば決して釈放にも応じなかった。人間は食

事がなくても数週間生きることが出来るが、水なしでは数日も生きることが出来ない。同様に

魂の栄養も同じことである。我々は数日、数週間、そして数年ですら仲間なしで生きることが

出来る―我々の魂は孤独に耐えうるのである。我々は平和なしでも死に至る病にも耐えること

が出来る―我々の魂はくじかれても生き延びるのである。

しかし、我々はイエスキリストの望みなくしては魂が弱ってしまう。我々は神様が子供

にくれた贈り物と言う望みがなくては生きていけない。もしも、あなたが続けられないと思っ

たら、神様に勇気と動機付けを頼みなさい。あなたはイエスの強い望みにおいて耐えることが

出来る。

奇妙に響くかもしれないが、神様の子供の死は神様にとって貴重である。

『主の聖徒の死はそのみ前において尊い。』（詩篇 116編 15節）

『その時わたしは、大きな声が天でこう言うのを聞いた、「今や、われらの神の救と力

と国と、神のキリストの権威とは、現れた。われらの兄弟らを訴える者、夜昼われらの神のみ

まえで彼らを訴える者は、投げ落とされた。兄弟たちは、小羊の血と彼らのあかしの言葉とに

よって彼にうち勝ち、死に至るまでもそのいのちを惜しまなかった。』

われわれの多くはそこまで苦しまないが、多くの人が今日も多くの場所で神様

のために苦しんでいる。イエスに従うことの結果をあなたも知るべきであろう。しか
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し、その決定は地上での一時的な迫害に比べれば神様が待っている天国に比べたら価

値があるものである。

しかし、この報酬は天国のみにおいてではない。あなたを迫害する人がイエ

ス・キリストについて知ることが出来ればこの人生においても価値があるのである。

使徒 17章で使徒パウロがアテネのマーズヒルで説教していた。彼がイエスの復活につ

いて説教すると群衆の中から面白い反応が見られた。いくらかの人は嘲笑し、またい

くらかのひとはためらい、またいくらかの人は信じたのである。

これは今日起こっていることと全く一緒である。もしわれわれがもしわれわあ

れがイエスのために立ち上がれば、いくらかの人は嘲笑し、あるいはためらい、そし

ていくらかの人は信じるのである。我々はこの決断をしなければならない。

選択しないと言うことは選択していることだと思わなければならない。人々は

ただフェンスの上に乗り、神様かサタンの選択をしていないように思っている。しか

し、フェンスはサタンが所有しているのである。あなたはイエス・キリストを愛する

ことを選ぶか、拒絶するかなのかのどちらかなのである。

多くの人がテレビで犯罪現場の調査を見る。CSI（アメリカの刑事ドラマ）はテ

レビで見れるので、高く評価されている。彼らはドラマの中で非常に興味深いことを

する。最初の5分で犯人を教えない。様々な証拠を55分間で見せ、その後のに証拠が

誰に結び付くかを見せるのである。
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あなたは今この本で証拠が並べられているのを見た。あなたはイエスに結び付

く証拠に遂行する準備が出来ているだろうか？

聖書では（使徒 25－26章）パウロがアグリッパ王にイエスの真実を説得しよう

としている。アグリッパ王はパウロにほぼ説得に成功したと言う。アグリッパ王はそ

の夜にほぼクリスチャンになっていたのである。

あなたはほぼ全優を取った。あなたはバスケットボールで最後のシュートを放

とうとしている。仕事がほぼ手に入る。宝くじがもう少しで当たる。人生にはたくさ

んのあと少しがある。しかし、次はもう少しがない。もう少しで天国というのはない。

あなたはその決定をするか否かである。するかしないか、あなたの選択である。

もう少しということについてチャールズ・スパージョンは言った。

火事でもう少しというところで助かった人がいた。しかし、彼はやけどをした。もう一

人病気でもう少しで治った人がいたが、死んだ。刑の執行猶予をもう少しで得た人がいたが、

首つりになった。そして、地獄にはもう少しで救われた人がたくさんいる。

第一列王記18章21節では

『そのときエリヤはすべての民に近づいて言った、「あなたがたはいつまで二つのもの

の間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しかし、バアルが神ならば、そ

れに従いなさい」。民はひと言も彼に答えなかった。』

あなたはどちらに従おうとしているのですか？イエスですかサタンですか？イ

エスはあなたに全てを捨てて従うように望んでいます。エリヤが人々に言ったときの
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ようにならないでください。“民はひと言も彼に答えなかった”。彼らは何も言わな

かったのです。しかし、決定しないと言うのが答えである。それは主に従わないとい

うことである。どうぞ主に従ってくださいーあなたの永遠のために。

スパージョンは言いました。

われわれは望むと望まないとにかかわらず失われている―間違って、完全に。しかし、

われわれの意思で。もっとも悪い種類の失いである。我々は神様に対して失われている。神様

は我々の心からの愛、自身、従順を失う。教会に対しても失われている。われわれは奉仕する

ことが出来ない。真実に対しても失われている。我々は真実を見ることがない。権利も失われ

ている。その原因はわれわれを支えない。天国からも失われている。聖なる場所にわれわれは

来ることが出来ない。我々はそのように失われている。全能の恵深き神様がとめてくださらな

ければ我々は深い穴の中に永遠に投げ入れられるのだ。

失われている！失われている！魂の喪失よりも全世界が火事であると言ったほうが良い。

ひとりの人の魂が失われるより空の星がすべて止まり、空が壊れたほうが良い。

次の二つの祈りを読んで、どちらがあなたに当てはまるか決めてください。も

しも、意識的に読んでいるのでなければ最初の方を読んでいるのと一緒です。なぜな

ら、この本を置いた時にあなたは誰かに仕えているからです。唯一の質問はあなたが

誰に仕えているかということです。

サタン様

聖書が言うようにあなたはこの世の神であり嘘の父です。あなたは国々を騙し、人々の

心を盲目的にしている。
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神様は私が罪を犯したのでその王国に入れないと警告する。わたしは嘘をつき、盗み、

情欲をもって見て、心の中で姦淫を犯しました。わたしは憎悪を持っており、それは聖所の言

うところの殺人と同じです。わたしは神様を第一にすることを拒否し神様を冒涜し、安息に地

を守らず、他人の所有物を欲しがり、両親を尊敬せず、偶像崇拝の罪を犯しました―私は自分

に合う神様を作りました。

わたしはすべてを良心があるにもかかわらず行いました。わたしは神様がわたしに命を

与えてくれたことを知っています。わたしは太陽ののぼるのを見ました。わたしは自然の音を

聞きました。神様の寛容な手で行われるすべての信じられないほどたくさんの楽しみを享受し

ました。わたしは罪のために死に、にどと楽しみを知ることがありません。

わたしはイエスキリストがわたしの罪のために血を流し、再びよみがえり死の力を破壊

したのを知って意味明日。しかし、今日わたしは罪を告白し悔改めるのを拒絶します。

審判の日にはわたしは火の池に投げ込まれる時に、わたしは全て自分の責任だというこ

とを認めます。それは神様の意思ではありません。彼は御子の死と言う形で私に対する愛を示

し、わたしに命をくれました。盗み、殺し、そして破壊しに来たのはサタン、あなたです。あ

なたはわたしの霊的父です。わたしはあなたにこれからも仕え、あなたの意思を行います。こ

れは私が暗闇を愛し、光を憎むからです。論理的ではありませんが、わたしは永遠にあなたの

ものです。アーメン。

神様へ、

わたしはあなたの戒めを破り罪を犯しました。あなたがわたしにくれた両親にもかかわ

らず、わたしは情欲をもって見て心の中で姦淫を犯しました。わたしは嘘をつき、あなたを愛
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することが出来ず、隣人を自分のように愛すことも出来ず安息に地を守ることにも失敗しまし

た。

わたしは物欲があり、心に憎悪がありあなたの目から見て殺人を犯しました。わたしは

あなたの名前をむやみに使い、わたしに会う神様を作りました。そして、わたしの罪の性質か

ら両親を敬いませんでした。

わたしは審判の日に燃える清いあなたの前に立ち、すべての罪を告白し、すべての意味

のない言葉であなたにたいする罪の証拠となり、わたしは完全に有罪で地獄に行くのがふさわ

しいです。

わたしはイエスがわたしのために十字架で苦しみ、死んだことに言葉に出来ないほど感

謝します。イエスはわたしの罪のために傷つきました。彼はわたしのために裁判所を出る罰金

を払いました。彼はあなたがどれほど私を愛しているか示してくれました。わたしは聖書の示

す通り、イエスが死からよみがえったことを信じます。

わたしは罪を告白し、悔改め、イエスを主、そして救世主として委ねます。わたしはも

はや自分のためには生きません。わたしはわたしの体、魂、そして霊を生きる捧げものと沿い

てあなたに捧げ、あなたの王国であなたに仕えます。わたしはあなたの言葉を毎日読んで、従

います。カルヴァリの十字架の下でわたしは永遠に生き続けます。

永遠にあなたのものであるわたしから

イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。

イエスは言う
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『だれも、ふたりの主人に兼ね仕えることはできない。一方を憎んで、他方を愛し、あ

るいは、一方に親しんで他方をうとんじるからである。あなたがたは、神と富とに兼ね仕える

ことはできない』（マタイ6章24節）

誰も二人の主人に仕えることはできない。あなたは人生でそして永遠に誰に仕

えるだろう？もし、あなたが自分と答えるならあなたはサタンにしたのと同じ答えを

したということである。そして、この世でも次の世でも彼と共にいるだろう。

『もしあなたがたが主に仕えることを、こころよしとしないのならば、あなたがたの先

祖が、川の向こうで仕えた神々でも、または今あなたがたの住む地のアモリびととの神々でも、

あなたがたの仕える者をきょう、選びなさい。ただし、わたしとわたしの家とは共に主に仕え

ます。』（ヨシュア24章 15節）

どちらにあなたは仕えるだろう？実際にはあなたはすでに誰かに仕えている。

氷はとても厚い。そして、あなたの決定の時である。あなたはスノーモービルに座っ

て塊の方へ向かっている。あなたはスイッチを入れて、走り、永遠の救済へのジャン

プをするだろうか？では、あなたの魂の最も深い所からあなたがどちらかに委ねるか

によって二つの祈りをしなさい。チャールズ・スパージョンは言った

他のみがあるのだが…今夜時間を取って一人で考えてほしい。そして、主に対するあな

たの態度を決めて、二つのうち一つの単語を書いてほしい。もし、あなたが信じてないなら

“有罪”と、そして信じているならイエスの身を信頼して“無罪”と。

もしもあなたが”有罪“と言う言葉を書かなくてはならなくても書いてほしい。わたし

は教会の交わりで若い男性から「すみません、わたしは有罪と書きました。そして、それを見

ました。わたしは自身の手で有罪と書いたのです。彼はそれを見て、涙があふれ出て、心臓が
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破れそうであった。そして、かれはキリストの元へ飛んでいき、紙を火に投げ入れ、”無罪

“と書いた。

彼はこのように救われた6人目の人だった。だから、わたしはあなたにも試してほしい。

有罪か無罪のどちらかであることを忘れてはならない。その中間はない。そして、あなたが今

日、有罪でもあなたは地獄にいない。まだ、望みがある。

『…この奥義はあなたがたのうちにいますキリストであり、栄光の望みである』（コロ

サイ1章27節）

10章

わたしは誰か？

だれでもキリストにあるならば、その人は新しく造られた者である。古いもの

は過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。

使徒パウロ　第 2コリント5章17節

あなたがクリスチャンになると不思議なことが起こる。あなたがかつて愛した

ものをあなたは憎み、あなたが憎んだものを愛すようになる。考えてみてほしい。王

へ仕える旅が続くのである。

もしもあなたがイエスに従う決定をしてないなら、あなたが最後に彼に降参し

た時に経験するであろうことを読んでみてほしい。あなたがイエス・キリストに従う

決心をしたならあなたは今読みながら驚いていることだろう。あなたは神様の目から

見てまったく違う人なのである―神様から見るとまったくちがう生き物である。あな
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たは義とされた。罰金は全部支払われたのである。あなたの罪に対する借金はすべて

終わった。許されたのである。あなたは違う人である。

一人の男がこう言った

　あなたがアメフトをやったとしたらあなたの才能と運動レベル程度のプレイをするだ

ろう。しかし、ある日マイケル・ヴィックがあなたの体に入ったら大変な違いがあるだろう。

40ヤードを4秒 2で走り、光のような動きの速さを持ち、ボールを手首の力だけで相手フィー

ルドまで投げることが出来るだろう。あなたは完全に違う選手である。なぜか？中身が変わっ

たからである。

これは一つを省略している―マイケル・ヴィックが体の中にはいったと言うことはマイ

ケル・ヴィックの体になったわけではない。したがって、強い選手になりたいという希望はあ

るだろうが、強い選手になるだけの能力があるだろうか？

しかし、神様の子があなたのうちに住むとき、あなたの人生を変えてしまったのである。

もはや人生は生きるにふさわしい。あなたのなかのマイケル・ヴィックがあなたの人生を変え

たとしても、あなたは神の子が想像できないような方法で人生を変えてしまったのである。あ

なたは今、彼を信じている。

神様は言う

『その言の奥義は、代々にわたってこの世から隠されていたが、今や神の聖徒たちに明

らかにされたのである。神は彼らに、異邦人の受くべきこの奥義が、いかに栄光に富んだもの

であるかを、知らせようとされたのである。この奥義は、あなたがたのうちにいますキリスト

であり、栄光の望みである』（コロサイ1章26－27節）
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今、神の子はあなたの中にいる。あなたはあなたの人生に起こる事柄の変化に

よって敬虔にされる。イエス・キリストに従うものとしてあなたがどうなるか見てみ

よう。

『生きているのはもはや、わたしではない。キリストがわたしのうちに生きておられる

のである。しかし、わたしがいま肉にあって生きているのは、わたしを愛し、わたしのために

ご自身をささげられた神の御子を信じる信仰によって、生きているのである』（ガラテヤ2章

20節）

イエスはあなたの中で生きているのである。スパージョンは言った

あなたにキリストがいるのを確かめるほどにあなたの行動が本当のアイデンティティに

反映されるのである。

ニール・アンダーソン博士による暗やみへの勝利からあなたがどのようになっ

たか見てみよう。

わたしは誰であろう？わたしは受け入れられた…

わたしは神の子である（ヨハネ1章12節）

わたしはキリストの友達である（ヨハネ15章 15節）

わたしは義とされた（ローマ5章1節）

わたしは主と一緒であり、彼と共に一つの霊である（第一コリント6章17節）

わたしは対価を払って買い取られた。わたしは神に属している（第一コリント6章19－

20節）
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わたしはキリストの体の一部である（第一コリント12章 27節）

わたしは聖徒である（エペソ 1章 1節）

わたしは神様の子供になった（エペソ 1章 5節）

わたしは聖霊を通して神に近づくことが出来る（エペソ 2章 18節）

わたしはあがなわれすべての罪を許された（コロサイ1章14節）

わたしはキリストにあって完全である（コロサイ2章10節）

わたしは守られている

わたしは罪に定められることはない（ローマ 8章1節）

わたしは万事を益とされることを保証されている（ローマ 8章28節）

わたしはすべての咎から自由である（ローマ 8章31－34節）

わたしは造られ、油を注がれ、完全にされた（第 2コリント1章21－22節）

わたしは神の中にキリストと共に隠されている（コロサイ3章3節）

わたしは神様の始めたわたしのための良い御業が完成される自信がある（ピリピ 1章 6

節）

わたしは天国の市民である（ピリピ 3章 20節）

わたしは臆する霊ではなく、力と愛と慎み徒の霊を与えられた（第 2テモテ1章7節）

わたしたちはあわれみを受け、また恵にあずかった（へブル4章16節）
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わたしは神から生まれたので、悪しき者が手を触れるようなことはない（第一ヨハネ5

章18節）

わたしは重要である

わたしは地の塩と光である（マタイ5章13－14節）

わたしはまことのブドウの木、神のいのちとつながっている（ヨハネ15章 1，5節）

わたしは選ばれ、実を結ぶ（ヨハネ15章 16節）

わたしはキリストの個人的な証人である（使徒 1章 8節）

わたしは神の宮である（第一コリント3章16節）

わたしは神へのキリストの使者である（第 2コリント5章17－21節）

わたしは神と共に働く（第 2コリント6章1節）

わたしはキリストと共に天上で座につく（エペソ 2章 6節）

わたしは神の作品である（エペソ 2章 10節）

わたしは自由と自信をもって神に近づく（エペソ 3章 12節）

わたしを強くしてくださるキリストによって何事でもすることが出来る（ピリピ 4章 13

節）

これらは全てキリストを信じる者におこる文字通り結果である。神様のわたし

たちを変える方法は驚くべきである。
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あなたが神様の目から見てクリスチャンとしてどのように見えるかが分かった

ら次の質問である。彼は一体、わたしととおして何をするのだろう？あなたは神の偉

大なあなたに対しての計画に敬虔な思いをさせられるだろう。

P188

陶芸家（創造主）はわたしたちを通して様々な偉大なことをしたいので、われ

われの人生を創造したい。

11章

御子の光を反射する

元に戻って始めることは誰にもできないが、だれでもやり直して素晴らしい結末を作る

ことは出来る。－作者不明

さて、あなたは義とされた。次は聖化する番である。その意味は神様が男と女

を創造するとき、その望まれたようになるということである。聖書の比喩は陶器師と

粘土である。

『されど主よ、あなたはわれわれの父です。我々は粘土であって、あなたは陶器師です。

われわれはみな、御手のわざです』（イザヤ書64章 8節）

陶器師がろくろの前に座って粘土を思うような形にするように、神様は我々が

地球にいる間に良い行いをするようにわれわれを形作るのである。陶器師が粘土が思

うようにならなかったときにそれを捨てはしない。彼はそれをさらに良い形になるよ

うに作り直すのである。それは神様のするのと同じようである。神様はその子供たち
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がなにか間違ったことをしたときに捨てはしない。かわりに、神様は我々が悔改める

ように直すように敬虔な思いを送るのである。そして、神様はまた作り直す。

これが神様に従うことの面白みである。神様はその創造過程で我々個人を深く

満たす。そして、同時に我々はさらに神様のようになる。我々は旅の過程で神様によ

り従属するようになり、神様が我々をよりよく使えるようにこの瞬間には想像すらで

きないことをするのである。チャールズ・スパージョンは言った

聖霊が我々に神様の本の中で死の床についてほとんど語っていないのは興味深いことで

ある。旧約聖書にも少ないが、新約聖書にはさらに少ない。その理由は思うに聖霊がどのよう

に死ぬかよりもどのように生きるかについて、人生が主な課題としているのではないか。生き

ている間にどのように死ぬかを日々学んでいると魂を誠実な創造者に手渡すときにより簡単な

のではないか。

パウロは栄光あるイエスにダマスカスへの道で会った時の経験を話している。

彼はイエスについて話すのをやめなかった。

『まず初めにダマスコにいる人々に、それからエルサレムにいる人々、さらにユダヤ全

土、ならびに異邦人たちに悔改めて神に立ち帰り、悔改めにふさわしいわざを行うようにと、

説き進めました。』（使徒 26章 20節）

パウロと同様にあなたも救われている。神様はあなたを通して働きたい、あな

たの人生を真の悔改めと信仰が反映するように。一度悔改め、イエスを受けいれれば、

聖霊があなたに住んでおり、あなたの神様への感謝の気持ちがあなたが良い行いをし
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たいと言う欲求で満たすようになる。あなたが真に信じることがあなたの行動を規定

する。次は行動の時である。

『なぜなら、キリストの愛がわたしたちに強く迫っているからである。わたしたちはこ

う考えている。ひとりの人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのである。

そして、彼がすべてのひとのために死んだのは、生きている者がもはや自分のためにではなく、

自分のために死んでよみがえったかたのために、生きるためである。それだから、わたしたち

は今後、だれをも肉によってすることはすまい。かつてはキリストを肉によって知っていたと

しても、今はもうそのような知り方をすまい。だれでもキリストにあるならば、その人は新し

く造られた者である。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。（第 2

コリント5章14－17節）

『わたしたちは神の作品であって、良い行いをするように、キリスト・イエスにあって

造られたのである。神は、わたしたちが、良い行いをして日を過ごすようにと、あらかじめ備

えて下さったのである。』（エペソ 2章 10節）

神様は人がよい行いをするように生命を与えたのである。神様はあなたに神様

を栄光をしめすように生きてほしい。良かれ悪しかれ、あなたの行いはあなたが誰を

愛するかによっているのである。わたしの友人の一人が言った“あなたはあなたの言

うことをしないかもしれない、しかしあなたはあなたの信じることをする。”わたし

たちの行いはわたしたちの信条によって決まる。もし、わたしが盗みが悪いと信じて

いたら盗みをしないだろう。殺人も同様である。私が貧しい人を助けるのが正しいと

知っていたらわたしはそれをするだろう。そして、あなたが神の子であるなら、あな

たの行いは神様への愛を示すだろう。
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チャールズ・スパージョンは言った

わたしは集中して一つのことを祈ることにする。その一つのこととはわたしは自身に対

しては死に、彼のためにすべて生きるということだ９３

あなたが行為をしなくてもかまわない。あなたはただ自分を通して神様の意思

を行うだけである。クリントン大統領の不倫のスキャンダルのときに、アラン・キー

スがテレビのショーで面白い観察を披露していた。クリントンは私生活は彼の仕事に

影響しないと言っていた。キース氏はアメリカの大統領は自由世界のリーダーである。

一度、その職を拝命したらあなたは1日24時間、一年 365日大統領である。実際には

大統領でないときがない。

同様にイエス・キリストの信者であるように選ばれたあなたは1日24時間1年

365日信者である。あなたが信者である限り、人はそのように見ている。あなたが成功

するように、あるいは失敗するように望んで。

『しかし、愛する者たちよ。こうは言うものの、わたしたちは、救にかかわる更に良い

ことがあるのを、あなたがたについて確信している。神は不義なかたでないから、あなたがた

の働きや、あなたがたがかつて聖徒に仕え、今もなお仕えて、御名のために示してくれた愛を、

お忘れになることはない。わたしたちは、あなたがたがひとり残らず、最後まで望みを持ち続

けるためにも、同じ熱意を示し、怠ることがなく、信仰と忍耐をもって約束のものを受け継ぐ

人々に見習うものとなるように、と願ってやまない。さて、神がアブラハムに対して約束され

たとき、さして誓うのに、ご自分よりも上のものがないので、ご自分をさして誓って』（へブ

ル6章 9－13節）

219



もしも、イエスがあなたの中に生きていれば、あなたは彼の意思がいつどのよ

うなものであれ驚く必要はない。あなたはイエスにただ聞けばよい。聖書を読み、イ

エスに真実を教えてくれるように頼めばよい。彼が何かをあなたに望むと言うなら、

そのように出来るように助けてくれるように頼めばよい。彼に常にすべてのことを話

しかけなさい。それが‟祈りです“。聖書を信じる交わりの場に行きなさい。ひとりの

時に神を礼拝しなさい。他人を見返りをもたずに助けなさい。あなたは貧乏人、ホー

ムレス、病気の人、虐待されている人、見捨てられた人を助ける何百もの組織のヴォ

ランティアになることが出来る。危機妊娠センター、ホームレスシェルター、などな

ど様々な場所でイエスの仕事がある。盲目の人に読んで聞かせるヴァランティア、だ

れも面会がない入院している赤ん坊たちへのヴァランティア。読み書きのできない大

人に教える。あなたがイエスを愛するときに、あなたは人々を愛す。なぜなら、あな

たの中のイエスが人を愛しているからである。あなたは自分よりも他人の利益を考え

る、なぜならあなたの名赤のイエスが他人の利益を考えるから。

聖書はわれわれをイエスとともに見る人でなく、イエスと共に働く人であると

述べている。我々は知ると知らないに関わらずイエスの王国を人々に見せる仕事をし

ているのである。神様は彼らを知っているし、彼のもとに来てほしいのである。

聖書にはサタンが“わたしは…する”と繰り返し話す。イエスはしかし、“わ

たしの意思でなく、あなたの意思がなされるように“と話す。われわれは自分の意思

でなく神様の意思がなされるように生きなければならない。我々はもしイエスの下で

行きたいなら我々は全身全霊で神様に栄光があるようにと望むようになるだろう。
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我々は神様がわれわれに望むことをしたくなる。イエスは聖書で述べている‟ついてき

なさい”。私が知っているのはオーケーと言えば、すべてのことが意味を成すように

なることである。古い難しい問題も解決する。

わたしたちは最も高い質の人生を体験するために神様に従わなくてはならない。

そして、それは神様に栄光をもたらす。従属は選択であり、なんと素晴らしい選択か。

『彼女は、光り輝く、汚れのない麻布の衣を着ることを許された。この麻布の衣は、生

徒たちの正しい行いである』（黙示録 19章 8節）

一度救われたら、あなたは神様の聖徒である。あなたは義の行いによって神様

に栄光をもたらすために創造された。神様は貴方に全てを忘れて神様の栄光を表して

ほしい。ためらうな。

『なぜなら、わたしたちは皆、キリストのさばきの座の前にあらわれ、善であれ悪であ

れ、自分の行ったことに応じて、それぞれ報いを受けねばならないからである』（第 2コリン

ト5章10節）

これはすべての信者が死んだときに受ける裁きである。あなたが天国に行くか

地獄に行くかのさばきではない。結局のところ、あなたはすでに天国にいる。それは

あなたが地球でどれほどイエスに従ったかと言う裁きである。

『この土台の上に、誰かが金、銀、宝石、木、草、または、わらを用いて建てるならば、

それぞれの仕事ははっきりとわかってくる。すなわち、かの日は火の中に現れて、それを明ら

かにし、またその火はそれぞれの仕事がどんなものであるかを、ためすであろう。もしある人

の建てた仕事がそのまま残れば、その人は報酬を受けるが、その仕事が焼けてしまえば、損失
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を被るであろう。しかし彼自身は、火の中をくぐってきたもののようにではあるが、救われる

であろう』（第 1コリント3章12－15節）

あなたがイエスに従ったすべての人生が裁かれるのである。すべての行動がで

ある。そして神様のためにしたことが天国で報われるのだ。

『あなたがたのうち、だれが思いわずらったからとて、自分の寿命をわずかでも延ばす

ことができようか。』（マタイ16章 27節）

ふたりとして同じように創られた人はいないので、二人として同じ報いを受け

る人はいない。したがって、すべての人生は異なるものだ。イエスはあなたがたイエ

スに従った後の生活の報酬を与える。彼のさばきは他の人との比較を含まない。神様

はあなたを創造しようとしてあなたらしくした。あなたが神様を通してすることは報

われるし、あなたが自分のためにしたことも報われる。あなたが自分のためにしたこ

とは一時的な価値しかなく、焼き払われるだろう。

イエスのことを他の人に言う欲やイエスのように生きるのは新しいことではな

い。聖書の中にもそのような人々が現れている。彼らはイエスが人間のために何をし

たかを他の人に伝えようと努力したかった。アンドルー、ペテロ、井戸の女、パウロ、

ヨハネは御子と出会い、それについて誰かに言わなくてはならなかった。イエスの福

音を伝えることはイエスの栄光を表す。神様はあなたを用い、人を悔い改め、イエス

を信仰するようにするだろう。それは神様がわれわれを救った後にこの地上に残す一

つの重要な目的である。彼らが死んで地獄に行ってしまう前に。女性が妊娠した時に

人にそのことを言う。なぜか？なぜなら彼女はよいニュースがあるからだ。女性は 9か
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月間赤ん坊を身ごもり、そして赤ん坊が生まれる。お母さんは興奮していて、それを

他人に言わなければならない。

‟福音“とは”よい知らせ“と言う意味である。真実はそれは偉大なニュースで

あるということである。神様は私に怒ってはいない。わたしは全能の神様のもとで罪

を許される方法を知っている。もし、赤ん坊のことがいい知らせなら、なぜあった人

全員に福音を伝えないのだろう。あなたはイエスの僕である。今が人を導くときであ

る。

『イエスは彼らに言われた、「わたしについてきなさい。あなたがたを人間をとる漁師

にしてあげよう』（マタイ4章19節）

誰かが言った。もしあなたが人間を取る漁師になってないならあなたは僕でないと。繰

り返して言う。もしあなたがた人間の魂の漁をしていないならあなたはイエスが命令したよう

にイエスに仕えていない。　我々にとって失われた人に伝えるときである。誰もが地獄

に永遠に行かないように。あなたの光を暗やみの中で明るく輝かせるときである。イ

エスは我々は地の塩であると言った。塩は人の咽喉を乾かす。人々は我々の人生を見

て、その声を聴き、イエスを渇望させるべきである。イエスだけを。

『人の子がきたのは、失われたものを尋ね出して救うためである』（ルカ19章10節）

イエスは言った。我々は失われた人を捜し求め救うべきであると。もしも、イエスに

とって失われた者が大事ならそれはわれわれにも同様なはずである。これ以上に単純

な命令があるだろうか？我々はすべての人に福音を伝え神様へと導くためにいるので
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ある。我々は伝道者を育てるのである。神様が植えた種を育てるためにいるのだ。地

獄に行く人を天国へと導くのだ。チャールズ・スパージョンは言った…

魂の救済、もし男が消えゆく罪人への愛と恵み深き主人への愛を得たなら、彼はその情熱に燃

えるようになるだろう。それは彼を導き他社を救済するために必死になるだろう。彼は勇敢な

消防士になり、熱の暑さよりも人間性がある生き物を助けるようになる。

実家に帰る道の途中で私は赤信号で止まった。すると、ある女性が私の車の前を歩い

てきた。バスが向かいの通りからは来ており、もう一人の女性がバスに間に合うよう

にと怒鳴っていた。彼女は目の前の通りを走りわたってバスに間に合うように別の通

りに行こうとした。突然、SUVが彼女を引いた。彼女は空中に飛び、フロントガラスに

ぶつかり、別のほうにころがった。

私はできるだけ早く駐車して、彼女が落ちているところに行った。そこにはすでに彼

女を助けようとしている人たちがいた。彼らは救急車を呼び、私は祈った。

彼女の友達が話しているところを聞くと、どうも東ヨーロッパの人のようであった。

驚いたことに彼女がひかれたときにたくさんの人が駆け付けた、老若男女、白人、黒

人、ヒスパニックも。全員が駆け付けた。人種の壁もなく、経済的な壁もなかった。

彼らは誰かが助けが必要なのを見て、助けに行ったのである。彼らを止めるものはな

かった。その後、女性がどうなったのかは知らないが、少なくとも私は彼女のために

祈った。さて、すべての人間が霊的に必要なものがあってあなたがこれを読んでいる

間も地獄に行っていることを考えてほしい。一時的に、外傷を負った人を助けられて、

どのように霊的に永遠に傷つけられている人をほっておくことが出来ようか？誰かが
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スイミング・プールでおぼれているのを見て、ほっておくことが出来るだろうか？何

かをしなければならない。

ある男が、われわれはおぼれた人を助けるために「反応」することはできるが、

それいがいのことはできないと言った。もしも、あなたがイエス・キリストがあなた

の罪を許してくれたことを信じているならだれも永遠に地獄に行かないように「反

応」するべきである。

スパージョンは言った…

あなたは彼らが死ぬのを止めることはできない。しかし、神様はあなたが彼らが無知で

あることをやめさせることを手伝ってくれるかもしれない。あなたは彼らが息を吐くのを止め

ることはできない。しかし、福音が彼らを破壊へと行くのを止めることはできるかもしれない。

あなたが天国に行ったらできない唯一のことがある。それは、失われた人と信

仰を分かち合うことである。彼らはそこにはいない。だから、今しかないのである。

彼らに届くことが出来るのは今だけなのである！一つの場所だけあなたが届くことが

あり、それはこの地球なのである。

私の最初の本は『天国でできない一つのこと』であり、多くの人がこの本が彼

らを啓発し、失われた人への届く情熱を持たせたといった。あなたは本屋に行くか、

www.markcahill.orgを見てそれを得ることが出来る。この世界に住むことはいいこと

である。なぜなら、われらは失われた人に届くことが出来るから。それがパウロがあ

れだけ天国に行くことを望みながらも頑固に生きることを願った理由である。
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　『さて、兄弟たちよ。私の身に起こったことが、むしろ福音の前進に役立つように

なったことを、知ってもらいたい。すなわち、私が獄に捕らわれているのはキリストのためで

あることが、兵営全体にもそのほかのすべての人々にも明らかになり、そして兄弟たちのうち

多くの者は、私の入獄によって主にある革新を得、恐れることなく、ますます勇敢に、神の言

を語るようになった。一方では、ねたみや闘争心からキリストを宣べ伝える者がおり、他方で

は善意からそうする者がいる。後者は、私が福音を弁明するために役立てられていることを知

り、愛の心でキリストを伝え、前者は、私の入獄の苦しみにさらに患難を加えようと思って、

純真な心からではなく、党派心からそうしている。すると、どうなのか。見えからであるにし

ても、真実からであるにしても、要するに伝えられているのはキリストなのだから、私はそれ

を喜んでいるし、また喜ぶであろう。なぜなら、あなた方の祈と、イエス・キリストの霊の助

けとによって、このことがついには、私の救となることを知っているからである。そこで、私

が切実な思いで待ち望むことは、私がどんなことがあっても恥じることなく、かえって、いつ

ものように今も大胆に語ることによって、生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストがあ

がめられることである。わたしにとっては、生きることはキリストであり、死ぬことは益であ

る。しかし、肉体において生きていることが、私にとっては実り多い働きになるのだとすれば、

どちらを選んだらよいか、わたしにはわからない。わたしは、これら二つのものの間に板ばさ

みになっている。私の願いを言えば、この世を去ってキリストとともにいることであり、実は、

その方がはるかに望ましい。しかし、肉体にとどまっていることは、あなたがたのためにはさ

らに必要である。こう確信しているので、わたしは生きながらえて、あなたがた一同のところ

にとどまり、あなたがたの信仰を進ませ、その喜びを得させようと思う。そうなれば、わたし

が再びあなたがたのところに行くので、あなたがたはわたしによってキリスト・イエスにある

誇を増すことになろう。』（ピリピ１章１２節ー２６節）
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イエスは失われた人に届くように頼んだのではない。それは選択ではない。命

令である。次の個所を考えてほしいと思う。

『信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし、不信仰のものは罪に定められる』

（マルコ１６章１６節）

ここで二つ注意することがある一つは信者は福音をすべて人に伝えることを命

令されている。もう一つは福音を信じる者は天国に行き、そうでないものは地獄に行

くということである。

軍隊では上官の命令に逆らうことを“不従順”という。もしも、あなたが船長

の権限を奪えばそれは“反乱”と呼ばれる。司令官、船長、創造主の命令に逆らえば

それはなんと呼ばれるだろう？我々はそれを考えるのをやめて失われた人々に届けな

さい。私の友達が無神論者から手紙をもらった。あなたは信じないかもしれないが、

ここに示すので大きな心で読んでみてください。

あなたはすべての答えを得たと本当に信じているのですね。あなたはあなたが１００

パーセント正しいと信じるように騙されたのです。あなたはあなたが他の人々にやさしいと信

じますか？もしも、あなたがおっしゃるように神様と正しい関係にあるなら、そしてそう信じ

ているならどのように夜眠ることができるだろう。あなたが私と話しているときに、あなたは

永遠の地獄、神様が作った永遠に痛みがある恐ろしい場所へ行くことをしていて何もしないの

ですよ。

もしも、あなたが毎日数千人の人が永遠で変えようのない運命に落ちることを信じてい

るなら、その盲目さを怒りながら道を走っていくべきです。それはあなたが道の角で人が死ぬ
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運命のバスに乗るのを黙ってみているのと同じことだ。あなたは親指をぐるぐるまわしてあな

たがいつかは青信号で渡れる日を待っている。

考えてみなさい。　もしも、聖書が正しければ地獄がどのような恐ろしいものであるか

想像しなさい。あなたはそれをただ自分だけのために注意して他の人がどうなっても気にしな

いのです。あなたが正しければあなたは意地悪で、無感情で、自己中心的で愛ややさしさなど

語る資格がありません。

私は無神論者がクリスチャンが会うすべての人と福音を分かち合わないといけ

ないことを知っていることに感心した。しかし、それに気づいていないクリスチャン

もいる。彼は福音を分かち合わない人が最も自分勝手であると指摘している。そのよ

うなクリスチャンでないようにしてください。本当にお願いします。すべての魂が神

様にとっては重要です。神様は彼らのために死んだのです。彼らに神様がかれらのた

めに何をしたか知らせましょう。

私はダグラス・マッカーサーの言葉を引用している Tシャツを見た。

敵は目の前にいる。後ろにも、右にも左にもいる。彼らは今回は逃げおおせない。

なんという名言でしょう。私はサタンと失われた人たちから逃げる必要はあり

ません。私たちは彼らに向かっていけばよいのです。神様がついています。神様はす

べての人に天国への招待状を持っています。今度は我々がその招待状を会うすべての

人に渡す番です。

私が以前に述べなかったヴァニラアイスの話を述べなければなりません。私は

彼との会話の中でもしも彼が本当のクリスチャンか訊ねました。彼は言いました。私
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はそうであったと。私はどのようにして神様の子供だったなどということができるの

か不思議に思った。彼は前腕の刺青を見せて、胸には“イエスの聖なる心”（カト

リックのシンボル）という刺青が入っていたと言った。

私は彼に今はどうだと聞いた。彼はサイエントロジーという新興宗教を信じて

いると言った。私は彼にどうしてそれを選んだのか聞いた。私は彼の答えを終生忘れ

ることはないと思う。彼は言った「ジョン・トラボルタ」と話したんだ。

私は驚いてジョン・トラボルタは一体何をしているのだろうと思った。彼は自

分の信じていることに向き合っているのだ。ジョン・トラボルタは彼の信じている偽

の真実のために立ち上がっているのに、われわれはそれをしないのだ。そんなことは

ない！私はジョン・トラボルタにより多く福音を伝えさせてはならない。あなたも負

けてはいけない。

もう一つあなたが覚えておくべきことはあなたが福音を伝えるときに神様はあ

なたがまいた種に水をやることだ。そして、その結果はあなたが天国に行くまでわか

らない。

私がタイガー・ウッズに証をしたときに、彼は私がどのようにして“無罪”に

なることができる前に彼は去ってしまった。私はまだ言いたいことがあったので残念

であった。しかし、神様は後に私が植えた種に水を上げたことを示してくれた。以下

のようにである。
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私はタイガーとまだ済んでない用事があったので、私はいくらかの人に彼のた

めに、また神様がその種を育てるように祈るように頼んだ。一週間以内に友達がタイ

ガーと永遠のことについて話す機会があり、タイガーの友達が夕食のときに彼に証を

するチャンスがあった。神様はすべての引継ぎをしてくれていて、私はそれにまるで

気づかなかった。私は知るべきであった、なぜならそれが神様の望むことだからであ

る。

だから、植える者も水をそそぐ者も、取るに足らない。大事なのは成長させてくださる

神のみである。（第１コリント３章７節）

もしも、あなたが神様と話しているなら、神様にタイガー・ウッズとコマー

シャルのディレクターがともに救われるように祈ってください。今やっていることを

やめて、ただちにしてください。そして、友達とその家族についてもそうしてくださ

い。神様は誠実なだけではありません。問題はあなたと私が誠実であるかということ

です。神様は彼の王国を広げるのに我々を信用できるでしょうか？

私の上に住んでいるジェイは小さな女の子とがいます。彼らは休日にミネソタ

に行くつもりでした。彼は旅行するときに飛行機よりも車が好きでした。だから、私

はてっきりミネソタまで車で行くと思っていました。私は封筒にせんべつを入れて渡

しました。彼は驚くことに飛行機で行くと言っていました。私は彼に娘のために何か

を買ってくれと頼みました。３０分後に、ジェイはドアをノックしてお金を受け取れ

ないと言いました。多すぎるというのです。私はそれは贈り物なので受け取ることが

できないと言いました。神様が私の最初の本をたくさんの人に売ってくださりいくら
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かの小金を私は持っていました。そして、私はそれで誰かを祝福したかったのです。

私はまた上げるほうがもらうほうよりも祝福であることを学んだと彼に言いました。

彼がコーチしているバスケットボールチームをシーズンオフに夕食に誘ったらどうか

といいました。それで、彼はミネソタに行きました。

ジェイがかえって来た時に彼は旅の間中私と私がくれたお金について考えてい

たと言いました。彼の眼を見ればそのお金が彼を非常に祝福したことが明らかでした。

そこで、彼はミネソタで買ったお土産をくれました。ただ、忙しすぎて彼が旅行中に

読もうと思った私の本は読む時間がなかったと言いました。

次の日にジェイは女性の家を訪ねました。その女性には４人の子供がいて、皮

膚病に悩まされていました。彼は私からもらったお金の半分をもって彼女を祝福した

いと言いました。

その日の後、もう一人の人がドアをノックしました。彼の顔は輝き、とても、

興奮していました。彼が彼女にお金をあげたときに彼女は泣きだしたのです。彼女は

経済的に困っていてお金はとても祝福だったのです。それが彼に影響を与えたことも

明らかでした。次の日にドアを開けると、私はドアにメモが張られているのを見まし

た。ジェイはお金の感謝に２ページの手紙を書いたのです。彼は２９ドルくらいのお

金が残っていて、お母さんと住む３歳の娘に初めての聖書をあげるつもりだと書いて

いました。

考えてみなさい。彼は教会に行かないのに、娘に聖書をあげたいのです。私の

両親の家に子供用の聖書があったので、それを持ってきてジェイにあげました。私は
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彼は聖書を持っているのかと訊くと、彼は持っていないと言ったので、一つ欲しいで

すかと訊き、彼は受け取りました。彼はそれを読み始めるのにアドバイスを頼みまし

た。

神様があなたに届いたようにほかの人に届きなさい。それには何千通りも方法

があります。あなたは静かなイエスの心をハートで聞き、従いましょう。

スパージョンは言いました

われわれが何千人もの人に毎年福音を伝えても、そして一人の魂しか救われなくても、

その一人はすべての努力の報酬であり、魂は値段がつけられないものです。

私がアメリカ中から来た韓国・朝鮮の大人と若者と話していた。会議はシカゴ

郊外のノース・セントラル大学で行われた。私が大学についたときに数人の学生くら

いの年の女性が私が泊まっていた量の隣のテーブルに座っていたのに気づいた。なの

で、私は彼女たちに話し始めた。彼らはプルミエールという団体で働いていた。この

団体の目的は学期の始まる6週間前に少数派民族の学生を集め、他の学生が来る前に仲

良くするためであった。私は面白いと思ったが、彼らの人生を永遠に変えることを見

ていた。イエスという名の神様の力がすべての人種の隔たりをなくす。私は証を始め

たが、彼女たちはこの会話のすべてが気に入らなかった。そこで、私は書いた本にサ

インをしてみんなにあげたいと言った。

私が彼らの一人一人の本にサインをしているとき若い女性が来て私が何をして

いるのか訊いた。彼女の名前はタマラといった。そして彼女は多文化交流学部がこの

イベントをスポンサーしているのだといった。彼女の声と仕草から私の存在が不愉快
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であることが見て取れた。なので、私は何をしているか話した。そこで、彼女はス

タッフ立ちに話すのはいいが、少数派民族の学生がキャンパスに来た時彼らには話し

かけないでくれと言った。自由でオープンな憲法第一条の権利に反することではない

か。

そこで、私は彼女に証を始めたが、彼女はそのすべてを嫌っていた。そこで、

私は私の本を取り出し、サインをして彼女にあげた。後で、私は近くのごみ箱を見た

が、一つの本も捨てられていなかった。私は一つはあるだろうと想像していたのだが。

次の日、私はタマラが近づいてきたときに仲間と話していた。彼女は学生とは

話さないように言ったはずだと言った。私は彼女に私は話す権利があるといった。彼

女はキャンパスのガードマンをすでに呼んだと言った。彼女は見上げて言った「ほら

そこに」。角に２０歳代前半のサングラスを付けたがガードマンがいた。彼は私を見

て言った。「あなたはキャンパスで人々と話したり、本をあげたりしてはいけない」。

もしも、あなたがキャンパスを今すぐに去らないなら、あなたは逮捕されるとも言っ

た。マーク・ケイヒルの日常的な一日だった。私は彼を見て言った。「私は韓国・朝

鮮系の団体と一緒であり、私は人々と話す権利があると言った。

彼は防御的になった。私は彼は私が寮の人と話す外部者だと思ったのだろうと

思った。彼は私が私の団体と話すのは自由だが、他の団体の人としゃべってはいけな

いと言った。私は彼を見て訊ねた「私はキャンパスを歩くときに、憲法第一条の権利

を失ったのか」。私はこの質問を彼に３度した。彼は答えなかった。彼は私がこの
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キャンパスに来ることを認めたこのキャンパスの担当者と話さなければならないと

言った。

私は再度聞いた。「私にどんな不平があるのか」。彼はそれは言えないと言っ

た。そこで彼を見て、「あなたに質問がある。あなたがもしも今夜死んだらあなたは

天国に行くと１００％の確信を持っていますか？」もしも私のしていることが違法な

ら彼はそこで私を逮捕しなければならなかった。しかし、もちろん彼は逮捕しなかっ

た。

彼は言った。「私はあなたの質問に答えることを拒絶する」。我々は覚えてい

なければならない。人はその質問に答えないことにするかもしれない。しかし、いつ

かは誰もがその質問に答えなければならない。

私は昼食を取りに行った。私は大学のフットボールキャンプを主催している

フットボール選手と座っていた。我々はすぐに通じ合った。信じている人もいるし、

そうでない人もいる。一人のカトリックの男性は彼の聖書を二日前に初めて開いたと

言った。彼はいくらかの質問があると言ったので、私はそれに答えた。彼らは私の本

を欲しがった。そこで、私はサインをして本をあげた。私がサインをしているときに、

なんとタマラが私を見ているではないか！これは彼女の計画通りにはいかない。

私はカトリックの男性が一日に私の本を８０ページ以上読んだことを聞いた。

そのあと、フットボール選手の一人がキャンパスで聖書研究を始めたと聞き、なんと、

それに２０名以上の人が参加していた。
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デイビッド牧師が私たちの団体のリーダーで会ったので、私についてあったこ

とでキャンパスの責任者と話しに行った。それが月曜日のことだった。　日曜日、そ

の前日に韓国・朝鮮の若者たちは様々な教会へ日曜礼拝のために行った。デイビッド

牧師はなんと韓国・朝鮮の若者たちは彼の教会に来たといった。彼は若者たちが来た

ことは本当に恵みであり、　私の行動は何の問題もなく、ガードマンは行き過ぎだっ

たと言い、かれと直接話すと言ってくれた。デイビッド牧師はその夜私が若者たちに

話した後、同じことが９０人くらいの韓国・朝鮮の若者たちに起こったと言った。

『すると、ある夜、幻のうちに主がパウロに言われた、「恐れるな。語り続けよ、黙っ

ているな。あなたにはわたしがついている。だれもあなたを襲って、危害を加えるようなこと

はない。この町には、わたしの民が大ぜいいる」。』（使途１８章９－１０節）

黙っていてはいけない。主は我々に大胆に語ってもらいたい。主は我々と共に

いる。主はキャンパスの責任者のように我々には想像もつかない場所に人々を置いて

いる。我々の仕事は単純にイエス・キリストの真実のために強く立ち上がることであ

る。韓国・朝鮮の若者たちは大学生とその週に良い会話をした。タマラとガードマン

のためにぜひ祈ってほしい。

スパージョンは言った…

もしも、人がナイアガラの滝を言葉で止めたと言ったとしても、私は神さんが私に罪び

とが罪を犯すのをやめるということばほどうらやましくはない。もし、生き物が」ヴェスヴィ

ウス（火山）の火の上に指を置くことができるとしても私はそれができないことになんの後悔
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もない、もしも、私が神を呪うものに祈りを教えることができるなら。この霊的力は想像でき

る限り最高のもので、もっとも望まれるべきものである。

６月は偉大な月だ。多くの都市や州でそれは“プライドの月”になっている。

どういう意味かというと、それはゲイやレズビアンの生活様式を祝う月なのである。

それは共同体の中の様々な集団が祝うことになっているが、第一の目的は彼らの生活

様式を他の人に認めさせるためのものである。私は彼らがいつも”プライド“という

タイトルをイベントにつけるのに驚く。プライドはいつも悪いことを意味するからで

ある。

『高ぶりは滅びにさきだち、誇る心は倒れにさきだつ。』（箴言１６章１８節）

すべての人がプライドが永遠の破壊の前に来ることを知らなければならない。

そして、プライドの高い人、高ぶる人はある日必ず滅びるのである。

２００３年６月はゲイ団体にとって特別に意義のあるものだった。なぜなら、

それは最高裁がゲイの家庭内のプライバシーを合法であると決定したときだから。い

つも覚えておいてください。人が何を言おうと神様の言葉が常に最高であることを。

『そのころ、イスラエルには王がなかったので、おのおの自分の目に正しいと見るとこ

ろをおこなった。』（士師記２１章２５節）

もしも、人々が王であるイエスに従わなかったら、大衆に従うか、なんでも好

きなことをするかである。我々が神の目から見て正しいことよりも我々自身の目から

見て正しいことを行うとき、つねに不幸な結果になるのである。
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６月の最後の週が大都市でゲイ運動を祝うお祭りが行われる週である。アトラ

ンタではそれは“プライドお祭り”と言われる。この年は最高裁の結果が出たときか

ら数日後だったので、特別にゲイ団体が興奮してパーティを開くことをあなたも想像

できるだろう。

過去６、７年で私はアトランタに国で２番目に大きなゲイプライド祭に行った

が、２０万から３０万の人がいた。そしてもちろん、私が行ったのは永遠の真実を彼

らと分かちあうためである。１０人くらいの人がその週末には証をしに行った。われ

われはこのお祭りで手伝うことがあると確信していた。そこには多くの失われた人が

おり、彼らに近づこうというほど彼らを愛しているクリスチャンは少ない。われわれ

はどうして彼らの探している真実に向かって一緒に走るよりも、避けてしまうのだろ

う。

日曜日に私は６人の集団を見かけた。そこで、私は祈り、彼らの近くに向かっ

た。一人の少女が携帯で話すために集団から離れた。私は残りの５人と会話を始めた。

全員に例の「死んだ後にはなにがあると思いますか？」という質問をした。

突然、男性の一人が電話をかけていた少女にむかって「ミッシェルいますぐこ

こにこい」と言った。彼女が来たときに彼は同じ質問をもう一度してくれと頼んだ。

私がすると、彼女が突然目を大きくした。「どうしたの」と私が訊ねると、彼女はい

週間前に同じ質問について４時間話したといった。彼女はその議論した時のノートま

で持っていると言った！だから、私たちはその話題について１時間以上話した。

237



例えば、私はこの会話の間、一人の男性に彼の父親との関係について尋ねた。

彼は言った「父を憎んでいる」と。彼は父親が実際に彼を窓から飛び出るほど殴った

と言った。彼は父親が子供のころにたばこの火を肌につけたとも言った。私は彼に性

的虐待を受けたことがあるかと訊いた。彼はボーイスカウトのキャンプの時に誰かの

父親が彼を性的に虐待したと言った。彼はホモについてその時から考えるようになっ

たと言った。彼がこれを語るときに彼の目からは涙があふれた。

その日、私はアレックスという１７歳の少年とも話した。彼も父親とのひどい

関係を話し。同様におじさんに６歳から８歳まで３年間性的虐待を受けていたと言っ

た。

我々はよく問題について考えるときその症状だけを見る。例えば、多くの人は

ホモが問題だと考える。しかし、問題はその症状である。研究者たちは社会的要因が

人々をホモにすると考えている。このことには二つの大きな要因がある。一つは子供

と同じ性の親との関係の崩壊にある。例えば、息子と父親の間の関係、あるいは娘と

母親の関係の破壊である。多くの場合は離婚か片親がつねに働きすぎている場合であ

る。

二番目は子供の往々にして性的な虐待である。したがって、ここでわれわれは

とてつもない痛みを抱えた人々と対しているのであり、われわれは実際にその解決策

を持っている。それはイエスキリストの力、癒し、許し、そして救いである。しかし、

われわれは多くの場合彼らに真実を告げて癒すよりも彼らを非難する。
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ホモ的生活様式からの救済はエクソダス・グローバル・アライアンス

（www.exodusglobalalliance.org）とスティーブン・ベネットミニストリー

（www.sbministries.org）である。両方ともゲイと親交を分かち合うあるいは救済す

る多くの情報をもっている。

お祭りでのミッシェルとの会話に戻ると、話の終わりのほうに彼女は私を見て

「私は永遠を情熱的に信じる人とどうにかして話をしたいと思っていた」と言った。

また、「私の目と表情を見て私がこれを真実だと知っているということが分かった」

とも言った。

少し、考えてもらいたい。我々はいつも人が聞きたいのは言葉だと思う。しか

し、問題は言葉だけでなく、その伝え方が特に痛みを持つ人にイエスを伝えるの重要

なのである。あなたは偽の情熱を持つことはできない。そして、あなたは主を愛すか

愛さないかのどちらかである。あなたが主を愛すとき、それは周囲の人に大きく、そ

してクリアに伝わる。ミッシェルと友人は私の最初の本が欲しいとメールをくれた。

霊的に求めている人は何が彼らを永遠のために満足させるか求めているのである。も

しも、あなたがイエスを知るなら、あなたは彼を霊的に求めている人に伝えることが

できるだろうか？

チャールズ・スパージョン―私がどれだけこの人が好きか気づいただろうか？

は言った。

もし、たった一人の男性か女性が救世主を愛してなかったら、そして、一人っきりでシ

ベリアに住んでいたら、そして地球上の数百万人の人がその人に会うために旅行しなければな
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らなかったら、そしてすべての人が彼が救われるように願わなければいけなかったら、それは

そのすべての熱意、働き、出費は価値があるものである。一つの魂は多くの熱心なクリスチャ

ンの働きの報酬として十分なものなのである。魂は値段のつけようのないほど貴重だから。

最近のダラスへの飛行機で私はサンフランシスコに住む男性の隣に座った。彼

は強いフランスなまりを持っていた。彼はフランス生まれだが過去１５年間アメリカ

に住んでいた。我々は人生と神様のことについて熱心に語り合った。彼はまだ信者で

はなかったが、とてもオープンでたくさんの質問を持っていた。しばらくして、彼は

仕事をしなければならないが、後で話したいことがあると言った。着陸する少し前に

彼は仕事を終え、６か月前に彼の父親が亡くなったと言った。彼の父親はフランスに

住んでいて、時差があったので父親の死を１２時間後に知ったのだった。

彼の父親の死の朝、彼は起きてそして、また眠りに戻った。その起きてるとも

寝てるともつかないときに彼は話しかける男を見た。その男は白髪で伝道師かそれ以

上のようだった。彼はその男が神様について話そうとしているが彼には聞こえなかっ

た。私はなぜかと聞くと、彼は「聞きたくなかったのだ。真実だろう？神様が注目さ

せようとしているとき、聞きたくない人もいるのだ」と答えた。９月１１日はアメリ

カにとって“モーニングコール”だった。多くの人が神様について考え始める。しか

し、彼らのほとんどは神様から離れ、日常生活の忙しさにもどっていく。

さて、飛行機の彼に起こったことについて話そう。夢の場面が変わった。突然、

彼は大きな劇場か講堂にいた。同じ不思議な男がたくさんの人とともにステージに

立っていた。人々は彼のほうに一人づつ歩いてきた。サンフランシスコの男性はこれ
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をステージの後方から見ていた。彼はそのしゃべっている男は同じだったが、今度は

後ろからしか見えなかったと言った。その男は長い白い流れる髪と長い白い流れる

ローブを着ていた。

彼はこのシーンが重要なことを知っていた。しかし、それについいてどうして

よいかわからなかった。私は聖書を取り出し、旧約の預言者ヨエルが言ったことを引

用した使徒２章１７節を見せた。

『その後わたしはわが霊をすべての肉なる者に注ぐ。あなたがたのむすこ、娘は預言を

し、あなたがたの老人たちは夢を見、あなたがたの若者たちは幻を見る。その日わたしはまた

わが霊をしもべ、はしために注ぐ。』（ヨエル書２勝２８－２９節）

そして神はこれをこの時にやっていたのである。私は人が夢を見た素晴らしい

話を聞いたことがある。私は神様は夢を通してこの未信者に近づこうとしていること

を信じる。私は彼に黙示録１章１４節を見せ、イエスが述べるところを説明した『そ

のかしらと髪の毛とは、雪のように白い羊毛ににて真白であり…』、またマルコ９章

３節がイエスが山で変身するとき彼の服は真白であると述べた。

私はこの男性に彼が見た映像は彼がいつか見るものだと信じていることを知っ

てもらいたかった。したがって、彼に尋ねた。あなたはあなたのお父さんが立ったそ

の場所に立つ準備ができていますか？

審判はすべての人に来る。問題は“審判の日に準備ができているか”というこ

とである。もしそうなら、あなたは人々がその準備ができているように助けています
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か？それがわれわれがここにいる理由である。私のモットーはもし彼らが呼吸をして

いるなら彼らはイエスを必要であるということである。

『正しい者の結ぶ実は命の木である、不法なものは人の命をとる』（箴言１１章３０

節）

あなたは常に人生を賢い人として過ごしたい。神様の目から見て、魂を救うの

は賢い人である。賢くあれ。チャールズ・スパージョンは言った。

『魂を救うことについて話がしたい？天国を見上げなさい。そして永遠の歌を学ぶ金の

ハープに罪びとがどのように届くか自信に尋ねなさい。もしも、彼らががイエスについて伝え

る救う力がない限りは。しかし、最もよい議論はすべてイエスの傷に見つかる。あなたはイエ

スを敬いたい、そして彼の頭に王冠を置きたい。そして、これは彼のために魂を救うことに

よって一番よくできる。これらはイエスの奪いたい欲求であり、イエスの戦うトロフィーであ

り、彼の一番の飾りである。

ある日、私のアパートが水にあふれた。どこかに壊れたパイプがあったはずだ

が、修理屋はそれがどこかわからなかった。しかし、彼らはそれが私の部屋の中でな

いことは確信していた。彼らはようやくとなりのアパートであることを発見した。彼

らは私に、もし私がいなかったら部屋には６インチの深さの水が部屋に帰るまでにあ

ふれていただろうと言った。私は祈り始めた。私は神様にカーペットが水でびしょび

しょだったがクリスチャンとしてこれを扱うことができるように祈った。私は箱舟が

必要だっただろう、動き回るのに！私は神様にこの水漏れでかかわった人たちに証し

する機会をもらえるように祈った。
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この修理屋の名前はラマダンと言った。なんと素晴らしいムスリムの名前だろ

う。私が彼に証しを始めたときに、彼が敬虔なクリスチャンであることが分かった。

彼は名前を変えたくないと言った、なぜならそれによってイエスを分かち合うドアを

開けるから！私は彼に私の初めて書いた本を渡した。彼はとても喜んでいた。

少し後に、ある男が私のカーペットを着て捨てるために来た。彼の名前はロー

レンスといった。話すにつれて、彼は心を開いた。彼はクリスチャンではなかったが、

地獄からどのように救われるかによって２０分以上話した。彼はその本を欲しがった

ので、彼にそれをあげた。１週間おきに彼は狼瘡で死にかけている母を訪ねていた。

彼は母の医療費を払うのを手伝っていた。私はアラバマのある男性からお金の祝福を

得ていたので、彼に医療費の足しにできるように祝福することを決めた。

私は彼が去る前にお金を渡すことができたので、彼はとても感動していた。私

はそれを彼の目を見てわかったし、彼は私が時間をとって話してくれたことがどれだ

け意味があるかを伝えた。

人は真実に飢え乾いている。あなたの古い快適な場所から出なさい。彼らの乾

いた魂を満たすために神様の生きた水を与えなさい。その場所の外だけが本当に住む

べき場所なのです。私はテネシーの若者の会議で話した。ここにそこにいた若者の牧

師の要約した手紙がある。

大みそかのころだった。キャンプから家に帰る途中に私たちは昼ご飯を食べるためにタ

コベルによった。そこにつくとタイヤがパンクしたので、修理工を呼んだ。待っている間にデ

シはブレーキの一部分が壊れていてタイヤにあたりパンクしたことが分かった。弟子が古いス
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クールバスの場所を大みそかに探すためにいたことを想像してもらいたい。私はタコベルで１

９人の乗客と一緒に４時間近くも待たなければならなかった。

これが奇跡の始まりだった。一人一人の生徒がバスに乗っていた生徒があなたからも

らった”One Thing You Can’t Do in Heaven”の本を携えているのです。ほとんどの生徒はこ

の本をもらっても読まないでしょう。しかし、生徒は時間があったので本を読んでいました。

そして、一人づつが証しをし始めたのです。－タコベルとその隣のガソリンスタンドで。

私は違うバスが我々を乗せるために来たのに驚いた。私は夫が出てから４時間ほどだっ

たし、彼から連絡がなかったので、このことを運転手にどうやって知ったのだと聞いた。運転

手はノックスビルにいて、彼女の夫の情報を聞くことができ、いくつかのバスを持っていたの

で、迎えに来てモーテルまで送ることに決めたのだと言った。

生徒たちは残ったお金を足し始めた、モーテル代を他の晩に払ったので残り少なかった

のです―のちに、モーテルは親切に割引をしてくれた。したがって、生徒たちはイエスのこと

について盛り上がっていた。それは、モーテルの支配人が多すぎる人がイエスについて話して

いるとわれわれに苦情を言わなければならないほどだった！（後で詳しく聞くと、実際には一

人の男性だけだった。）

その夜はもっとも祝福されて終わった。生徒たちはその本が人生を変えたと言った。は

じめは彼らは証しするのが死ぬほど恐ろしかったが、やるにつれてやさしくなっていったと

言った。彼らは故郷のインディアナの人に重荷を感じた。彼らは学年ごとにしたいことのリス

トを作り、イエスのことについて生徒全員に話すことを目標とした。それはものすごい神様の

働きだったよ、マーク。なんて、祝福だろう。
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個人的なメモであなたのメッセージを聞いたとき、私も目からうろこが落ちたようだっ

た。私は聖書を今までよりもたくさん読んでいるし、仕えるのに”忙しい“…しかし、神様を

感じる近さはなくなってしまった。なぜだかわからない。（サタンはクリスチャンでさえも盲

目にできる）。

そして、私は一対一の魂の救いはまるでたくさんのレンガが私をうったようだった。そ

う、生徒たちが仕えるのを通して主のもとへ来た。しかし、仕えるほかの個人的な一対一の関

係をなくしてしまっていた。私は神様に仕えながら、本当の神様の仕事を忘れていた。魂を

救った時の神様との一体感、個人的な救いからくる魂の重荷、神様がなさるすべてのことを見

ること―あなたには私の言うことがわかるだろう。

あなたのメッセージは本当に届いた。神様は本当にあなたを青年たちとそのリーダーに

届くのに使われた。

大人が考えすぎて何もしないのに、どうして青年たちは失われた人に届くように真実を

聞くのか？

『今わたしは、人に喜ばれようとしているのか、それとも、神に喜ばれるようとしてい

るのか。あるいは、人の歓心を買おうとしているとすれば、私はキリストの僕ではあるま

い。』（ガラテヤ１章１０節）

『彼らは神のほまれよりも、人のほまれを好んだからである』（ヨハネ１２章４３節）

あなたの上司や友人があなたのために何を言っても問題ではない。問題はイエ

スがあなたに何を言うかだ。だから、人を喜ばす人になるな。髪を喜ばすものであれ。

それが生きる唯一の方法だ。
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チャールズ・スパージョンは言った

もし、眠れない夜がないならば、もし泣くことがなければ、心臓が張り裂けるようなこ

とがなければ、あなたが熱心とよばれることに参加する必要はない。あなたは本当の熱心の始

まりを知らない。クリスチャンの熱心の基礎はハートにあるのだ。ハートは嘆きで重くなけれ

ばならないが、聖なる熱心さでうってなければならない。ハートは欲求で満たされていなけれ

ばならない、神様の栄光を継続して求めなければならない、でなければ、我々は永遠に神様が

我々に知らせる熱心さは得られない。

偉大な祈る人の歌が書かれている…

『また月のようにとこしえに堅く定められ、大空の続くかぎり堅く立つ。セラ』（四篇

９章３７節口語訳）

私はこの聖句についてあるひ考えていた。月は空の誠実な証人である。この本

の最初の章から（創造について）空にあるだけで神様の栄光をあらわす。我々は月を

見て、月がどうやってそこにあるのか考える。我々は宇宙がなぜ詳細に整えられるの

か不思議に思うし、科学者はあなたにいつ月の満ち欠けがあるか言うことができる。

我々は月が潮の満ち引きに大きな役目を果たしていることを知っているし、地球の自

転さえも知っている。しかし、普通の科学に詳しくない人たちには月は一つの大きな

ことをすることがわかる。それは太陽の火を反射する。それは欠けた月、半月、満月

である。しかし、大事なことは月は太陽の反射を我々に見せるために正しい角度でな

ければならない。
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そこで、はっとしたが、それはイエス・キリストの信者と同じではないか？

我々は太陽の光を反射してなくてはならないのではないか？我々は神の子の光を反射

してなければならない。なにが大事なのか？イエス・キリストと正しい角度にいなけ

ればならない。

我々が神様の言葉を読むとき、我々はそれに従い、祈り、礼拝し、我々の知る

ことを生き、それで我々は他者の命に神の子、イエスの光を反射することができるの

である。人々は真実に飢えている。そして、我々が彼らのために反射するのを望んで

いる。

チャールズ・スパージョンは言った

私は確信している。他社が救われることを望まずに救済の価値を知ることは不可能であ

ると。有名な説教師ワイトフィールドは言った「救われてすぐに、私は他者の救いの手段であ

りたいと思った」私には一緒にトランプをしたり罪を犯したりした若いの友達がいる。最初に

私がしたのは彼らの家に行って彼らの救済のために自分が何ができるかを見に行くことだった。

彼らが救世主のもとに連れていかれるのを見るまでは休むことができなかった。

私は最近アトランタで聖書研究の話をした。参加者の一人にアーニー・ジョン

ソン、“NBAの内側”のしかしをテレビでしている人がいた。彼はとても神様に謙遜な

人で、私たちはそのあとに楽しく会話をした。彼は彼のテレビ局（TNT）のスタジオの

録画に招いてくれた。そこで、私は水曜日の夜にそこへ行った。私が車を駐車場に停

めていながら私はガードマンと話をした。彼は誠実に教会に通っているが、死んだと
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きに１００％天国に行けるかどうか確信がなかった。私は彼のために本にサインをし

てあげ、車を停めた。

アーニーは着て、私を彼のオフィスまで連れて行ってくれた。私たちは楽しく

会話をしたが彼はショーのためにすぐにいかなければならなかった。そこで、彼は働

いている女性の一人に私を会話するように言った。彼女と私は素晴らしい話ができた。

彼女は人生の“探索時”にいた。彼女はカソリックの家庭で育ったが、彼女自身で真

実を知りたいと望んでいた。アーニーが戻ってきたので、私は彼女にも私の本をサイ

ンしてあげた。

あなたもどこへ行くにも失われた人に話をする機会を求めなさい。チャンスは

どこにでもある。アーニーと私はセットから出て、彼は様々な場所を見せてくれた。

私はどのようにしてショー全体が成り立っているのか興味があったので、彼はショー

の内側と外側を見せてくれた。

ショーが始まる前に、マジック・ジョンソン、チャールズ・バークリー、ケ

ニー・スミスら司会者がゲームを見て大きなコントロール・ルームで話をしていた。

たくさんの冗談が飛び交い、ゲームはあまり見ていなかった。ハーフタイム・ショー

のあと、ゲーム後のショーの前に私はマジック・ジョンソンと主につて２０分間話す

機会があった。それは素晴らしい会話だった。マジックは彼の目を一度しか私から離

さなかった。

マジックは誠実に LA（ロスアンジェルス）の教会に通っていた。彼は教会で

育った。その時に私はチャールズを見て、マジックに“あなたはいつか天国でマジッ
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クに会いたいか？”と尋ねた。彼は会いたいと言った。私は彼を見て言った。それに

ついて何をするつもりかと。その時に少し緊張した瞬間があったが、人はイエスのた

めに彼らの人生のために立ち上がらなければならないときがある。我々は誰かに天国

に行って会いたいが、現実的な問題はそれについてわれわれが何をするかである。私

は私の本にサインをしてマジックに証しをしてあげた。アーニー・ジョンソンはのち

にマジックに“君が今夜、連れてきた友達をとても気に入った”と言ったらしい。

ショーの後、チャールズと何人かのスタッフはアトランタのバーのあるクラブ

に行った。私も彼らと一緒に行くことにした。最初のクラブである男性が会話の終わ

りに“あなたとの話は霊的に充実した夜だった”といった。

ある女の子は私に彼女は主をすべてのハートで愛しているが、飲みに来てダン

スをするのが好きだと言った。私は彼女にこのクラブの中でだれか死んで地獄に行き

そうな人がいるか聞いた。彼女はいると答えた。

私はそこで彼女にそれについてどうするつもりかと訊いた。彼女はただ泣き始

めた。私はもし私たちが信じていて人が死んで地獄に行くのに何もしないなら、問題

は我々は本当に信じているのだろうかということだ。チャールズ・スパージョンは

言った“あなたは他人が救済されるのを見たいと思わないか？それなら、あなたは救

済されて得ないということだ。あなたは確信できる”ほとんどのクリスチャンと称す

る人がは他人が救済されるのを見たい。しかし、どのようにして信仰を分かち合うか

分からないだけである。
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私はあなたに再度言いたい。私の最初の本、“One Thing You Can’t Do in 

Heaven”を読んでほしい。そうすれば、あなたは効率的にまた聖書的に進行を若い会

う方法を学ぶことができる（www.markcahill.org）。

少し後に、私たちは別のクラブに行った。テレル・オウエンス、サン・フラン

シスコ４９ナーズとフィラデルフィア・イーグルスのワイド・レシーバー、がいた。

我々は少しの間話すチャンスがあった。私は彼の目を見て聞いた“もしあなたが今夜

死ぬならあなたは天国に行くと１００パーセントの自信がありますか？”

私はクラブから出るときに、いくつかのトラクトをバーテンダーと用心棒と

立っていた人たちに渡した。一人の男性は私と数分間話をした。私は彼に本を書いた

ことを教えて、私に彼の住所がわかるようにメールができるように私の名刺を渡した。

私は本を送ると言った。私は午前３時半だったのでそこを去った。数日後にその男性

はメールをくれたので、本を送った。どこにいる人も福音を待っている。そして、あ

なたは福音を知っているのだから彼らに知らせに行きなさい。

チャールズ・スパージョンは言った

エチケットはしばしばクリスチャンが彼の宗教や会社を煩わせないように要求する。そ

んなエチケットは捨ててしまえ。それは地獄のエチケットである。もしも、その魂に危険があ

れば。本当の仲間の魂に対する優しさは彼に私を話しかけさせる。

スパージョンはこうも言った

神様の教会に入って、あなたのだれもが沈黙に満足できるだろうか？あなたはあなたの

周りの人が地獄に行くのに喜べるか？なに？キリストの愛をつたえことがない？なに？自分の
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子供に救済について話したことがない？これが正しいなどということがあるか？神様の名前に

よって、目を覚ませ！何のためにあなたは地球に残されているのか？もしも、あなたがするべ

きことがないなら、なぜこの罪深い世界にいるのか？

葬式に行くときに、その人が死んだなどという嘘を信じてはいけない。それは

単純に正しくない。彼らの体はたしかに死んでいる。しかし、体は魂を地球で運ぶの

に使う乗り物に過ぎない。魂は本当の人間であって、体ではない。そして、魂は死な

ない。それは決して死なない―場所を変えるだけである。

したがって棺桶にいる人の魂はすべて天国にいるか地獄にいるかである。二つ

のうち一つの選択肢である。あなたはあなたが会う人すべてがある日天国に行くよう

に確実にするために何をしているのか？さあ、イエスへの愛から育った魂を持つ男の

最後の遺書と証しを読んでもらおう。

恥のない交わり

（殉教したアフリカ人の最後の言葉）

私は恥のない交わりの一部だ。

士は消えた。私はその線を越えた。

決定は下した。私はイエス・キリストのみ使いだ。

私は振り返らず、見上げず、遅くならず、後退しないし静止しない。私の過去は買い戻

された、私の現在は意味があり、将来は保証されている。
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私は低度の暮らしで、目に見える範囲で歩き、少しの計画で、緩やかな膝で、色のない

夢で、ぼやっとした視界で、日々歩き、少しあげて、小さなゴールで終わった。

私のペースは決められ、あゆみは早く、ゴールは天国で、私の道は細く、私の

道は荒く、私の仲間は少なく、私のガイドは信頼でき、私の使命は明らかである。

私はあきらめず、後退せず、上がらず、イエスの原因のために起きている。

私はイエスが戻るまで行かなければならないし、落とすまで上げなきゃならな

い、全員が知るまで説教し、イエスが来るまで働かなくてはならない。

そして、イエスが戻るときにイエスは私を簡単に見分けるだろう。私の色は明

らかだ。『私は福音を恥としない』（ローマ１章１６節口語訳）

これが救われた魂の情熱であり、救われなく死んでいく人の悲劇を理解したも

のである。彼は人生を神の王国にできる限り多くの人を連れてゆくようにささげた人

の人生である。私はこれらの話があなたが天国でいつか“イエスについて教えてくれ

てありがとう”と誰かが言う旅をあなたが始めるのに勇気づければいいと思う。そこ

には失われたしかし届くべき世界があり、今こそそれをする時だ。

P228 一つ私たちが知らないのはどれほどの時間が残されているかだ。

１２章

チック、チック、チック

毎日を最後の日であるかのように生きよ。それはいつか正しくなる
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著者不明

あなたがバスケットボール場に入ると、必ず時計付きのスコアボードがある。

ある日、私はその時計がチクタクいうのを見ていた。５，４，３，２，１，０－そし

て、ホーンが鳴って試合が終わった。

それは私を驚かせた、我々の人生もそのようなものだ。我々の時計は毎日チク

タクいっている、そしていつかは我々は死ぬ。時計はいつも動いている。我々が知ら

ないのはどれほどの時間が残されているかだ。しかし、時計がチクタクいうのは確か

だ。あなたは残った時間で何をするか？

チャールズ・スパージョンは言った

時計が動くのを聞きなさい。それは永遠の脈をうっている。それはあなたが死ぬのの足

音だ。チクタクいうたびに足音はあなたに近くなっている。

スパージョンはこうも言った

時計がなるのを聞きなさい。振り子が行ったり来たりするのを、それはいつか言う。今

じゃなきゃダメだ。今じゃなきゃダメだ。あなたはイエスとあなたの魂を信頼しているか？

神様は我々が残った時間を精一杯使わなきゃならないと警告する。

『今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代なのである』（エペソ５章１６節口語

訳）

あなたは時間を有効に使わなければならない。我々は悪い時代に生きている。

我々は現在我々が見ないであろうと思っていたものを見ている。それは起きている。
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もし、あなたがシャツをあげたら、あなたは店に行って別のを買うことができ

る。あなたが１００ドル上げたら、あなたは仕事をすればそのお金をまた得ることが

できる。しかし、時間だけはすぎたら取り戻すことができない。神様はあなたが生ま

れた日も死ぬ日も知っている。あなたの地上での時間は限られており、それは過ぎて

ゆく。それには絶対的な限界がある。しかし、ここを去れば時は永遠にある。あなた

は将来の永遠が楽しいものであるためにこの時間で何をしたいだろう？

チャールズ・スパージョンは言った

天国と地獄は遠くない。あなたは時計が再度なるときに天国にいるかもしれない。それ

らが遠くあるように見えるからと言って、それについてかまうよりも、それを自覚しよう。な

ぜなら、それは近いのだから。今日この日、陽が落ちるまでにここで聞いている人の数人は天

国と地獄の現実性を知るかもしれない。

最後の言葉

人々が死ぬ前に行ったことを読むのは素晴らしいことである―最後の一息で言われた言

葉である。あなたはこれらの人が最後に言ったことを読んで、何が重要なのか多く学ぶことが

できる。それは、彼らが最後の息を引き取ったあとに何が残っているかについて偉大な知見を

与えるかもしれない。

ジョアン・クローフォード　“決して、神様に助けてと頼むな“

カーディナル・ボルジア “私は人生で必要なものは死以外はすべて与えられたが、

死にだけは準備ができていない。

ジョー・ディマジオ “ついにマリリンに会うことができる”
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エリザベス１世 “私に残されたものは少しの時間だけだ”

トーマス・ホッブズ（リバイアサンを書いた無神論者、リバイアサンとは絶対君主制と

人々への圧政を正当化するために書かれた。

アン・ボレン （ヘンリー８世の妻、死刑にされた）“神よ、私の魂にお

情けを。おお神よ、私の魂にお情けを”

ヘンリー（英国王） “私の体をロープで縛って、ベッドから出し、灰の中に寝

かせてくれ。私が神を冒涜した公開の祈りで死ねるように。

あなたを失った時と、他者を下らないレクリエーションで

失った時を望む”

ソクラテス “この世のすべての知恵は私たちが地球を去るときに帆を

掲げる小さな小船にすぎない。もしも、確かな基礎がある

ならそれは聖なる言葉であろう”

トニー・ハンコック（イギリスのコメディアン） “私が存在したことをみんなが忘れ

るだろう。私の後には何も残らない。何も引き継ぐものも

ない。だれも嘆かない。それが最も悲しい”

フィリップ 3世（フランス国王） “神様に何といえばいいのだろう。私はもっと別

の生き方をするべきだった。

ヴォルテール（懐疑的哲学者） “私は神様と人間に見放された。あなたが私に半

年の人生をくれるなら私の価値の半分をあげる。そして、

私は地獄に行く、あなたとともに。ああ、キリスト！ああ、
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イエス・キリスト。この才能あるフランスの著者はイエス

に一度”みじめさを呪え“と言った。

アルダス・ハックスリー（ヒューマニスト・無神論者）“一生の人間の問題について最

後に一つのことしか言えないのは恥ずかしい。もう少し親

切になれ。

カール・マルクス “続けなさい、そして出ていきなさい。馬鹿者に対する最

後の言葉は十分に言ってこなかったことだ。”

ナポレオン 私とアレキサンダーとシーザーの野望的な夢は空気に消え

るべきだった。ユダヤの農民、イエスが彼の手で人間と国

の運命を数世紀も握るべきだった。

ダイアナ（英国王女） （警察のファイルに）　“神様何が起こったのですか？

ジェームズ・ディーン “楽しい日は終わった”

ジョナサン・エドワーズ（伝道師）“神様に信頼を、そうすればなにも恐れることはな

い”

パトリック・ヘンリー “お医者さん、私はあなたにもうすぐ死ぬものにとってキ

リストの宗教がどれほど現実的で有益であるかを観察して

もらいたい”

D.L.ムーディ（伝道師） “私は太陽が後退しているのを見る。天国が開いて、神様

が私を呼んでいる”
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ウイリアム・シェークスピア“私は私の魂が創造主である神様の手にあることを告白す

る。希望的に確信的に信じる、永遠に続く人生は救い主イ

エス・キリストを通して創造された地球に戻る”

マーティン・ルーサー “私の魂はあなたの手に！あなたが私をよみがえらせる。

真実の神よ”

チャールズ・ディケンズ “私は主であり救い主イエス・キリストを通して、神様の

恵みに魂をささげる。私は私の愛する子供たちに新約聖書

にしたがって謙遜であるように勧める”

ダニエル・ウエブスター “私はまだ生きている。死に際に彼は言った。”大きなな

ぞはイエス・キリスト、福音である。もしも、永遠の命を

望まないならなにがそれを替えられるだろう？神様に感謝

する。イエス・キリストの福音と不滅の光を私の人生にも

たらしてくださって“

アンドルー・ジャクソン “わが子よ、私のために嘆かないでくれ…私は神様のもの

だ。私は彼に属している。私は少し先に行くが、君たちす

べてに天国でまた会えることを望み信じている。”

257


