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序章  
 
 
神とは誰か？ 
 
 
聖書に描かれている神の姿はとてもシンプルです。	
神は愛です（1ヨハネ4:8,16）、神は光です（1ヨハネ1:5）。 
これらの定義的な用語は単純に見えるかもしれませんが、神につ

いてのこれらの定義的な記述を正しく解釈し、全体として理解す

る前に、聖書的に理解しなければならない重要な基礎的な概念が

あります。 
例えば、聖書が「神は愛である」と言っていることの意味を理解

する必要があります。イエス様や使徒パウロをはじめとする新約

聖書の作家たちが、神の愛を説明し、定義するために使ったギリ

シャ語は「アガハペイ」でした。パウロが第一コリント13章で述
べているこのアガハペイ、すなわち神の愛は、完全に無私、無条
件、自己犠牲、自由を与えるものです。それはすべての人を包含

しています。友人から、さらに驚くべきことに、敵までもです。

これが一般的に"十字架の原理"と呼ばれるものです。 
第一コリント13章にある有名な一節には、神の心の中にある愛が
垣間見えます。この愛は、神が宇宙を支配する法則であり、アガ
ハペー愛の法則です。この聖句の中で私たちは、アガハペイの愛
が理解され、実践されなければ、人間の心が霊性の最高レベルに
到達するために思いつくことのできるどんな働きも価値がないこ

とを示しています。 
 
わたしは人と天使の異言を話しても、愛がなくても、わたしは
金管の音やシンバルの音になってしまいました。  
また、預言の賜物を持ち、すべての神秘と知識を理解し、すべ
ての信仰を持ち、山を取り除くことができたとしても、愛がな
ければ、わたしは何もありません。  
また、貧しい人々を養うためにすべての財を捧げ、自分の体を
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焼かれるために捧げても、愛がなくては何の益にもならない。
愛は長く苦しみ、親切であり、愛は妬まず、愛は自分自身を誇
示せず、膨れ上がらず、無礼な振る舞いをせず、自分のものを

求めず、挑発せず、悪を考えない［「DOES NOT KEEP 
RECORDS OF WRONG, ACCORDING TO THE NEW GREEK-
ENGLISH INTERLINEAR NEW 
TESTAMENT］［オリジナルのグリー語の読み方は「NOT 
IMPUTES THE 
EVIL.不義を喜ぶのではなく、真理を喜ぶ；すべてのものを負
い、すべてのものを信じ、すべてのものを望み、すべてのもの

を耐え忍ぶ（1-7節、強調）。 
 
一方では印象的に壮大であっても、他方では平凡で謙虚であって

も、神の永遠の原則である「アガハペイ愛」と矛盾していること

がわかれば、人間の能力は何の役にも立たず、何のプラスの結果

にもなりません。  
 
愛は決して失敗しない。しかし、預言があろうとなかろうと、
それは失敗し、異言があろうとなかろうと、それは消滅し、知
識があろうとなかろうと、それは消滅する。私たちは部分的に
知り、部分的に預言するからです。  
しかし、完全なものが来た時には、部分的なものは消え去る(8
-10)。 
 
神のアガハペイの愛の完全さが知られるようになると、神の愛は
決して失敗しないことが理解されるようになります。  
さらに、神の性質についての私たちの古い誤った考え方や、それ

によって生きてきた方法は、取り除かれるでしょう。 
 
子供の頃は子供のように話し、子供のように理解し、子供のよ
うに考えた。今は鏡の中でぼんやりと見ていますが、その後は
顔を合わせて見ています。  
今、私は部分的には知っているが、その後、私もまた知られて

いるように、私も知るようになるのである(11,12)。 
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子供の頃、私たちは神の愛の性質について未熟な理解を持ってい

ました。  
私たちの行動は、神の愛について間違った知識を持っていたため

に、私たちが関わっていたすべての子供じみたことを反映してい

ました。  
神の本質が愛であることを確信を持って知ったとき、私たちは人

間になるのです。  
 
そして今、信仰、希望、愛、この三つがありますが、これらの中

で最も偉大なものは愛です（13節）。  
 
信仰と希望は、確かに私たちの生活の中で最も重要なものです。  
信仰と希望がなければ、クリスチャンは霊的な歩みの中で生き残

ることはできません。  
しかし、上記の一節では、信仰、希望、愛の三つのうち、愛が最

も偉大であると言われています。  
信仰と希望が消滅したように見えても、アガハペイの愛は生き残
り、すべての信仰の無さと絶望を超越し、決して消えることのな

い一筋の光となるのです。パウロはまた、次の節で、愛がこれら
の中で最も偉大なものであることを確認しています。 
 
あなたがたを迫害する者を祝福し、祝福し、呪ってはならない。
誰一人として悪に報いてはならない。  
すべての人の目には、善いものを大切にしなさい。悪に打ち勝つ
のではなく、善をもって悪に打ち勝て。人を愛する者は律法を成
就しているからである。愛は隣人に害を与えないので、愛は律法

の成就です（ローマ12:14,17,21; 13:8,10）。 
 
私たちは神のアガハペーの愛を学ぶとき、神の愛と人間の愛は世
界的に離れていることに気づくでしょう。  
神の愛のすべての面を理解することは非常に重要です。  
また、アガハペイの愛は神の本質であり、単に神の多くの属性の
一つではないことも理解しなければなりません。  
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神は一つの至高で、他の追随を許さない、非の打ちどころのない

本質を持っておられ、それがアガハペイの愛なのです。  
 
神は光であり、神のうちには全く暗闇がありません（1ヨハネ1
:5）。 
 
光の中には暗闇はありえない。  闇は光の欠如である。  
光と闇は混ざり合うことができず、別々に存在し、光が来れば闇

は消える。  太陽の光は決して止まることはありません。  
大気中の不透明な物質の粒子によって遮られているだけである。

それと同じように、神の光も決して止まることはなく、ただ欺瞞

によって遮られているだけなのである。  
したがって、宇宙の神は、その存在のどの部分にも光と闇が混在

していることはありえないことを、最初からはっきりと述べなけ

ればなりません。  
言い換えれば、神はいかなる二つの相反する原理からも動作する

ことはできません。次の箇所では、「暗闇」と「死」、「光」と

「生」という概念がどのように対になっているかを注意深く観察

してください。   
 
暗闇の中に座っていた人々は大きな光を見、[JESUS 
CHRIST]となり、死の領域と影の中に座っていた人々[THE 
HUMAN 
RACE]の上に光[LIFE]が現れた（マタイ4:16、強調）。 
そして  
 
彼の中にいのちがあり、そのいのちは人の光であった（ヨハネ1:4
、強調）。 
 
アガハペイの愛の神の本質の中に光と闇が共存することができな
いように、生と死が共存して神から進行することができないよう

に、生は光であり、死は闇であり、神は光であり、その中には全

く闇がないのです。 
イエスの最も大胆な発言の一つは、「神は死者の神ではなく、生
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ける者の神である」と宣言しています（マタイ22:32）。イエスは
、このような断定的な発言によって、本当に何を言っているので

しょうか？  
神は死んだ者を見捨てたと言っているのでしょうか、それとも死

を引き起こす原理に神は関与していないと言っているのでしょう

か。 
なぜなら、聖書には、神が死者のことを深く心配しておられるこ

とが約束されており、イエスは多くの人を死から救い出すことに

よって、それを確認したからです。  
そうであれば、「神は死者の神ではなく、生ける者の神である」
という記述は、神が生ける者と死者の両方の神であることを示す
ように解釈することができます。どうしてでしょうか。なぜなら

、神は死の神ではなく、生の神だからです。  
これは確かに良い知らせです。なぜなら、死を経験した者は皆、

神によってよみがえるからです。 
 
しかし、死者の復活について、神があなたがたに語ったことを
読まなかったのか、『わたしはアブラハムの神、イサクの神、
ヤコブの神である』と言った。神は死者の神ではなく、生ける

者の神です（マタイ22:31,32）。 
 
なぜなら、彼は死者の神ではなく、生ける者の神であり、すべて

の人は彼のために生きているからです（ルカ20:38）。  
 
使徒パウロはこのことをさらに次のように説明しています。 
 
人（すなわち、アダム）が死を来したので、人（イエス・キリ
スト）もまた、死者の復活を来した。  
アダムではすべての人が死んだように、キリストではすべての
人が生かされる。  
しかし、一人一人が自分の順序で。キリストが最初の実を結び
、その後、キリストが来られたときにキリストのものとなる者

たちである。...最後に滅ぼされる敵は死です（第一コリント15:
21, 22, 23, 26；強調されています）。 
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聖書は、悪人でさえも千年紀の後に復活することを教えており、

神が死者の神ではなく、生ける者の神であることをさらに証明し

ています。  
言うまでもなく、聖書には、彼らが自らの意思で、永遠の命とい

う神の贈り物を拒否し続けるために、彼らは滅びを経験するとも

書かれています。  
悪人の復活は、神が命といのちだけを与え、彼らが他の神を選ん

だにもかかわらず、そうすることを証明しています。  
彼らは息を引き取るまでも、滅びの神であるこの世の神の原則に

従って生きることを選んだので、確実に滅びを経験することにな

ります。  
さらに勉強していくと、天と地、海と水の泉を造られた真の神（

ヨハネの黙示録14：7）は、いのちの神であり、アガハペイ愛とい
ういのちを与える原理によってのみ動かされていることがわかり

ます。  
神は死と死を与える原理の神ではなく、サタンの善悪の原理であ
る死を与える原理の神でもありません。  
この二つの原理、アガハペイと善悪の原理が本書の主題であり、
深く解説されていくことになります。 
ルカとマタイの前二節でイエス様が述べられたことの意味を理解

することは非常に重要です。  
イエス様は、このような発言をすることによって、「神は死を引

き起こす」という誤った考えを反駁し、覆し、同時に、「神はい

のちを与える方」であることを確信を持って断言されたのです。

神は死の原理を使われませんし、使うこともできません。  
それは神の性格と性質に絶対に反するものです。  
ですから、神は私たちが経験する死の責任者ではありません。  
ですから、神は死者の神ではなく、生ける者の神ですから、死は

神にとって忌み嫌われるものなのです。  
このことは、使徒パウロが第一コリント15:26に書いた「最後に滅
ぼされる敵は死である」という言葉からも明らかです。聖書は、
死が神の敵であることを十分に明らかにしています。なぜならば

、死は究極の悪であり、死は神の手から出ることができないから
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です。  
この作品の背景にある聖書的推論は、カルバリーの十字架上での

イエス・キリストの死によって明らかにされた根底にある原理、

すなわち、十字架で死んで私たちに命を与えてくださった方が、

同時に闇と死と滅びの創造者であることはできないという前提に

基づいています。  
以上のことを述べ、「光」と「闇」という言葉の聖書的な意味を

予備的に理解した上で、私たちは次のような疑問を抱かざるを得

ません：私たちは、光と闇の戦いに関与するものの深さを本当に

理解しているのでしょうか？  暗闇はどこから来たのでしょうか？   
神の人格、神の考えと行動の総体は、闇の業を反映しているので

しょうか？ 
世界の大多数の宗教が、このような光と闇が混在している神を信

じることができるのはどうしてでしょうか？神の性格は、逆説的

で相反する二つの原理から成り立っていて、それがどうにかして

愛のハイブリッドな原理に融合しているのでしょうか？  
さらに、もし神が本当に「闇」として認識される方法で行動した

としたら、つまり、自然死（もしそんなものがあるとしたら、神

にとって死はすべて不自然なものです）だけでなく、意図的な殺

害を伴う方法で行動したとしたら、これらの行為は、神によって

行われた場合には悪ではないと考えるでしょうか。  
私たちがお互いに説明責任を負うのと同じように、これらの行為

について神に責任と説明責任を負わせるべきではないでしょうか

？  
それとも、もし神がそのような暗黒で懲罰的な方法を用いたとし

たら、神は創造物の究極の利益のためにそれを行うのでしょうか

？  
ドイツの皇帝ヨーゼフ二世の碑文の背後にある「王は善が現れる

ように人々に害を加えることを余儀なくされている」という推論

は、私たちが神がそのような悪を行うと考える理由を説明してい

るのでしょうか。  
神はすべての関係者にとって何が最善であるかを知っておられる

のですから、このような破壊行為は避けられないものであり、許

されるものなのでしょうか。  
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私たちは、これらの前提を何の疑問もなく盲目的に受け入れなけ

ればならないのでしょうか。  
実際のところ、神は私たちに何でも盲目的に受け入れることを望

んでおられるのでしょうか。  
それとも、このパラドックスの底にたどり着くために、神が私た

ちを創造された知的能力を使うことを望んでおられるのでしょう

か。    
多くの人は、悪人は神の怒りによって滅ぼされると信じています

。  
広く考えられているのは、罪人や不敬虔な罪人に対する怒りは神

の愛の本質的な要素であり、この怒りは神の義の怒り、神の義の

怒りに分類されています。  
もしそうだとしたら、怒りに満ちた怒りという神の性格の暗い側

面も、神の愛の一部と考えられるのでしょうか。  
聖書に神は愛であると書かれている場合、神の愛は神を信じる人
々に適用されなければならないということに、私たちは皆同意し

ています。  では、不敬虔な人々はどうでしょうか？   
もし神が個人的に不敬虔な人々を殺したり、殺させたりするほど

の怒りを持っていたとしても、神は愛であると言えるでしょうか
。  
神は自分の敵を愛せよという命令を破るでしょうか。悪が神々し

く生きる人々の生活を汚したり、影響を与えたりするのを防ぐた

めに、悪人を滅ぼされたとしても、神は愛であるでしょうか。  
邪悪な者を滅ぼすことは、罪と罪人に対する神の道徳的正義の結

果であり、もしそうならば、カルバリーの十字架で起こったこと

を無効にしないでしょうか？  
聖書は、宇宙の死の原理を生み出したのは誰なのかという理解へ

と導いてくれます。  
闇の業はルシファーの王国の実であり、彼の王国は善悪の知識の

木で表されています（創世記2:9）。  
この研究の過程で、闇の業のすべての実行を引き受けるのは、神

ではなく、この存在とその使者であることがわかります。 
神が生命の木（創世記2:9）に代表される原理だけで動いておられ
ることが理解できるようになると、聖書がその前提を明確に裏付
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けていることに気づくでしょう。そうすれば、聖書は新たな意味

を持ち、生き生きとしてきます。  
熱心に祈り、聖典と激しく格闘し、同様に神と激しく格闘して答

えを求めることによって、神はこのような暗闇の業には一切関与

しておらず、また、一切関与しないと反論の余地なく結論づける

ことができるでしょう。  
神は私たちに難しい質問をするように招いておられます。神は、

私たちに与えられた心と知性を満足させるために、これらの問題

を調査することを望んでおられます。  
ですから、神様は私たちを神様と一緒に推理するように招いてお

られます。さあ、来て、一緒に推論しましょう」（イザヤ1:18）
。  
難しい質問には必ず答えが与えられると約束されています。求め
よ、求めよ、求めよ、求めよ、求めよ、求めよ、求めよ、求めよ
、求めよ、求めよ、求めよ、求めよ、求めよ、求めよ、求めよ。 
思慮深い聖書の読者は、このような質問もしたに違いありません

。  
神が被造物のために定められた基準以外の基準で生活されている

かどうかという疑問は、多くの人の頭をよぎったに違いありませ

ん。  
残念なことに、宗教界の大多数の人々は偽りを盲目的に受け入れ

てしまい、神が個人的に与えた、あるいは神の指示の下で行われ

た場合、神のいわゆる暗黒の懲罰的な手段は本当に悪ではなく、

神の無限の全知全能の愛の別の一面に過ぎないと結論づけてしま

いました。  
しかし、そのような破壊的な行動は、人間によって行われた場合

、明らかに悪に分類されます。  
神は暗黒の懲罰的な手段を提供したり、命令したりはしません。  
これに反して信じるのは間違った考えです。  
神はご自身についての真理が理解されることを望んでおられます

。  エレミヤ書9:23-24には、こう書かれています。 
 

主はこう言われる。"賢者はその知恵に栄光を、強者はその力
に栄光を、富者はその富に栄光を、しかし、このことに栄光を
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持つ者は、わたしが主であり、地に愛と裁きと義を行う者であ
ることを理解し、知っているからである。  
これらの中に私は喜びを感じるからである。 
 
神の人類に対する助言を正しく理解するためには、次のような記

述の中にある神の人類に対する助言を正しく理解することが賢明

であると思います。  
神を理解し、知るためには、創世記に戻って、神がアダムとエバ

に「善悪の知識の木を食べた日には必ず死ぬ」（創世記2:17）と
言われた意味を明確に理解する必要があります。    
彼は彼らを殺すと言ったのでしょうか？  
それとも、彼らから自分の生命力を奪い取って、彼らを死なせる

と言ったのでしょうか？  
彼らの不従順を死で罰するという意味だったのでしょうか。  
それとも、善悪の知識の木を食べた結果、サタン自身が彼らに与
えるであろう結果を、単に彼らに知らせていたのでしょうか。  
善悪の知識の木の意味するところはすべて，私たちがはっきりと
理解しなければなりません。  
この木が何を表しているのかを正確に知ることができれば、私た

ちは疑いの余地なく、神が死の原理を使わないことを知ることが

できるでしょう。 
園内の二本の木の存在は、神の性格の本質を明らかにしています

。  
一本の木は神のアガハペー愛の原理を表し、もう一本の木はサタ
ンの善悪の原理を表していました。  
善悪の知識の木が神の性格を反映する役割を果たしていることを
不思議に思う人もいるかもしれません。  
それは、サタンの原理がアダムとエバに平等にアクセスできるよ

うにすることで、神ご自身の原理と並んで存在しているという意

味で、神は神の性格の二つの側面を明らかにしています。  
神は、アダムとエバが誰に服従し、誰に従うかを選ぶ自由を持て

るように、サタンがアダムとエバに対等にアクセスできるように

しました。そうでなければ、アダムとエバは神に背き、サタンに

従う機会を得られず、罪とその恐ろしい結果がこの世に入ること
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はなかったでしょう。しかし、自由を妨げることは、神の性格や

性質にはありません。自由は神の愛に内在するものです。  
アダムとエバに関して、神が敵対者に平等にアクセスできるよう

にしたという事実は、悪に直面していても、神の公平性を明らか

にしています。  
このことは、使徒ペテロが言った「神は決して偏見を示さないこ

とを、私は真実に感じています」（使徒言行録10:34）という言葉
によって確認されています。 
神の知恵に関連して、神の公平性については、使徒ヤコブによっ

てさらに説明されています。  
 
あなたがたの中で，知恵があり，理解のある者は誰か。その人に
は、その行いが知恵の柔和さの中で行われていることを、善行に
よって示させましょう。  
しかし、もしあなたがたの心に苦い妬みと自己求道があるならば
、真理に反して自慢したり、嘘をついたりしてはならない。この
知恵は上から降りてくるものではなく、地上のもの、官能的なも
の、悪魔的なものである。妬みと自己求道が存在するところには
、混乱とあらゆる悪事が存在するからである。しかし、上から降
ってくる知恵は、まず純粋で、次に平安で、穏やかで、降伏する
ことを厭わず、あわれみと良い実りに満ちていて、偏見と偽善の

ないものです（ヤコブ3:13-17）。 
神の知恵の最も重要な基準は、それが最初に純粋な単一の、混合

物なしであるということです。  
これは、神の叡智には、相反する、あるいは相反する二つの原理

の合成がないことを意味します。  
これは「生命の木」に代表されるもので、アガハペー愛の単一原
理を表しています。  
この純粋な神の知恵を持っている者は、敵に対してさえも、すべ

ての活動において偏見を示すことはありません。  
すべての人間の行動は、神の純粋なアガハペー愛の単一原理を利
用しているのか、それとも善と悪の二重の悪魔的原理を利用して
いるのかを明らかにしています。   
神は園で、上から来た知恵は第一に純粋であることを明らかにさ
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れました。生命の木の原理は神の性格を表しており、第一に純粋
であり、死の原理の混合や汚染がないことを意味しています。神

は光であり、神の中には全く闇がありません。  
それゆえ、神の原理は自己中心的なものではなく、降伏すること

を厭わず、偏見のないものである。         
神は公平であるため、善悪の知識の木に代表されるサタンの原理
によって、アダムとエバに平等にアクセスできるようにしてくだ

さいました。サタンの原理は善と悪が混ざっているので、純粋な

原理ではありません。 
サタンの原理を表す木は、神が本来の創造的な仕事の中で不完全

なものを創造したわけではないので、本質的に欠陥があるわけで

はありませんでした。 
 
すると、神はご自分が造られたすべてのものを見て、確かにそれ

はとても良いものでした（創世記1:31）。 
 
二つの文字通りの木は、神のアガハペー愛とサタンの善悪の原理
という、相反する二つの原理を表すものにすぎませんでした。  
蛇が木の中にいたことで死の器となっただけでなく、蛇が夫婦に

提案していた原理は、それ自体が致命的な原理だったのです。前

述したように、アダムとエバが神の原理に従うか、サタンの原理

に従うかを選択する自由を与えられたのは、園にある二つの木の

存在によってでした。  
悲劇的なことに、神にとっても、私たちにとっても、そして全宇

宙にとっても、彼らはサタンの善と悪の二重の原理を選択したの
です。その一つの運命的な選択以来、私たちは皆、このような考

え方の中に生まれてきたのです。それゆえ、私たちが神を誤って

自分自身のようなものにしてしまうのは驚くべきことではありま

せん。私たちの神に対する認識は、神が本当は誰であるかを変え

るものではありませんが、アダムとエバの関係に影響を与えたよ

うに、神と私たちの関係にも影響を与えます。  
この本の目的は、神の活動はすべて、生命の木に代表される単一
の原理によってのみ支配されていることを理解することです。  
いかなる状況においても、神は善悪の知識の木からサタンの死の



16 

 

原理を利用することはありません。  
二つの木を見れば、死の原理の具現化はサタンの法の支配に由来

するものであることを疑いなく知ることができます。  
聖書はさらに、神の原則が生命の木によって表され、死の木によ
ってではないことを明確にしています。ヨハネの黙示録に描かれ

ているように、新しく生まれ変わる地では、善悪の知識の木につ
いての言及はありません。新しい地には、いのちの木だけが存在
し、そこから国々の癒しがもたらされるのです。  
もし神が善悪の知識の木が表す原理に基づいて行動していたとし
たら、善悪の知識の木も永遠に存在するでしょう。なぜなら、善
悪は神ご自身の中にあるからです。神が永遠であるように、それ

は永遠の原理となるでしょう。  
生命の木は、神の生命を与える力、無条件の愛の原理、唯一の永
遠の原理の象徴です。  
この生命力、この無限の愛こそが国家を癒し、私たちに永遠の命

を与えるのです。  
聖書を研究すると、悲劇的なことに、すべての暗闇がルシファー

と呼ばれる天使によって宇宙と世界に導入されたことがわかりま

す。文字通り「昼の星」や「光の運び手」という意味のルシファ

ーは、神の御座の間にいる二人の覆いのあるケルブのうちの一人

でした（イザヤ14:12、エゼキエル28:14）。  
不義が彼の中に発見された後（エゼキエル28:15）、聖書の説明に
彼が次に現れるのは、創世記の本の中で「狡猾な」蛇として、善
悪の知識の木の実を食べるようにイブを誘惑した時です。   
ルシファーの中に見られる不義を徹底的に研究すると、この木は

サタンの原則と法則をすべて体現しており、神の永遠の法則に取

って代わろうとしていたことがわかります。  
神ご自身が宣言されたように、この木から食べると死そのものが

究極の結果となります。これらの問題をさらに研究すると、善悪
の知識の木に象徴されるサタンの律法の導入、管理、そして最終
的な効果に神は全く関与していないことがわかります。神はこの

木に象徴される律法の支配を全く利用していないのです。  
神がいわゆる暗闇の業に参加していたとしたら、神は善悪の知識
の木からもたらされるすべての致命的な影響の正当な作成者とな
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るでしょう。これらは現在のように、論理的には神に帰すること
になりますが、もしそうであれば、神はアガハペイ愛の神ではな
くなるでしょう。  
この議論の余地のない事実を理解しないまま，私たちは神に善と

悪の原則によって動作し，AGAHAHPAYではない性格を帰属させ
てきましたし，今後も神に帰属させ続けるでしょう。 
もし善と悪とアガハペイが相反する二つの原則であるならば、宇
宙の唯一の真の神の中に共存することができるのでしょうか？  
そして、もしそれらが両立しない、相反する二つの原理ではない

としたら、それらは愛の神の異なる属性に過ぎないのでしょうか

？  
この二つの質問に対する正しい答えにたどり着けないと、神では

なくサタンが崇拝されることになるのは間違いありません。 
これらの質問は、私たちが崇拝しているこの神についての答えを

求めて、真摯に、深く謙虚に、根深い願望を持って投げかけられ

ています。  
私たちは皆、自覚しているかどうかにかかわらず、神に対する飽

くなき飢えと渇きを持っています。  
神を信じていると公言する私たちは、方法は違えど、誰もが最も

深い献身をもって神を崇拝しています。  
すべての宗教には、それぞれの宗教的パラダイムの下で神に熱烈

な信奉者がいます。  
無神論者でさえ、神によってのみ満たされることができる空虚さ

を持っています。  
しかし、本書は、どんな状況であれ、誰かの信仰に否定的な形で

挑戦する意図は全くないことを強調しておかなければならない。  
ここに書かれているすべての議論は、聖書に基づいてシンプルか

つ情熱的に提示されており、そこから導き出された結論は、創造

主であり贖い主である神の愛と愛に私たちの目を開かせるために

、神と宗教に対する根本的に異なる見方を真摯に提案しています

。  
これらの結論の基礎は、イエス・キリストが全人類の罪のために

十字架上で死なれたことに基づいています。  
教会の長であり礎であるイエスは、聖書の真理に関する究極かつ
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最終的な権威であり、彼以外の誰でもないことが、私たちのすべ

ての研究の焦点となるべきです。  
これらの知見は、聖書を十字架の原理を唯一の土台として解釈す

るときに確認されます。   
創世記から黙示録までの聖書の中心的なテーマはイエス様である

ということは、すべてのクリスチャンが同意しています。  
なぜ聖書は、イエス様の最大の仕事である十字架上の死から導き

出された原理で解釈されてはいけないのでしょうか？神の人格を

誠実に理解するためには、十字架の原則を聖書解釈に使うべきで

はありません。聖書の中で、神がサタンの死と破壊の業を行って

いると描かれているときはいつでも、私たちは十字架の原理、ア
ガハペー愛に立ち返って、問題の状況を真の意味で理解しなけれ
ばなりません。 
 
律法とあかしに!  
もし彼らがこの言葉に従って語らないなら、彼らの中に光がな

いからです（イザヤ8:20）。 
 
律法とは、宇宙の唯一の真の神が命じたアガハペイ愛の神の律法

です。申命記6:5とレビ記19:18にはそれぞれ書かれています。 
 
あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神
である主を愛さなければならない。 
 
と。 
 
あなたがたは復讐をしてはならないし、あなたがたの民の子ら
を恨んでもならないが、隣人を自分のように愛してはならない
。わたしは主である。 
 
新約聖書では、イエス様は愛の律法を確認されました。 
 
その時、ある弁護士がイエスに質問をして、イエスを試してみ
て、「先生、律法の中の大いなる戒めはどれですか」と言った
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。イエスは彼に言われた、『あなたがたは、心を尽くし、魂を
尽くし、心を尽くして、あなたがたの神である主を愛さなけれ
ばならない』。これが第一の偉大な戒めです。  
第二の戒めも同様である『隣人を自分のように愛さなければな
らない』。この二つの戒めの上に、すべての律法と預言者たち

がぶら下がっている」（マタイ22:35-40）。 
 
また、パウロはこうも言っています。 
 
愛は隣人に害を与えないので、愛は律法の成就です（ローマ13:10
）。 
 
すべての律法はこの一言で成就しています。"あなたがたは、あな
たがたの隣人を自分のように愛さなければならない」（ガラテヤ5
:14）。 
 
イザヤ書8:20で語られている証は、神の御性質に関するイエス・
キリストの証です。ヨハネの黙示録12:17は、この二つ、イエス・
キリストの律法と証が、教会に、つまり、この二つを持っている

者に、サタンの怒りをもたらすと宣言しています。 
 
そして、竜はその女を激怒させ、神の戒めを守り、イエス・キ
リストの証を持つ残りの子孫と戦争をするために行った。 
 
イエス・キリストの証は、神の人格についてのイエス・キリスト

の啓示に他なりません。この知識は、イエス・キリストの生と死

の中で表現されました。 
バプテスマのヨハネは、イエス・キリストについてのこの証言を

行い、イエス・キリストだけが持っていた天の信任状によって、

イエス・キリストの究極的で唯一の権威を確認しています。 
 
上から来る者はすべてのものの上にあり、地から来た者は地の
上にあり、地のことを語る。  
天から来られた方は、すべてのものの上におられる。彼が見た



20 

 

こと、聞いたことは、彼が証言する。その証しを受けた者は、
神が真実であることを証明している。神が遣わされた者が神の
言葉を語るのは、神が量りで御霊を与えないからである。父は
御子を愛し、すべてのものを御自分の手にゆだねておられます
。御子を信じる者は永遠のいのちを持ち、御子を信じない者は
いのちを見ることができず、神の怒りがその者の上にとどまる

（ヨハネ3:31-36）。 
 
使徒パウロも同様に、イエス・キリストによって啓示され、与え

られたもの以外の権威を用いませんでした。 
 
兄弟たちよ、私があなたがたのところに来たとき、優れた言葉
や知恵をもって、神の証をあなたがたに宣言しに来たのではあ
りません。イエス・キリストと十字架につけられた方以外は、
あなたがたの間では何も知らないと決めていたからです（第一

コリント2:1-2）。 
 
ほとんどの場合、私たちの神への礼拝は、残念ながら、神に対す

る誤った、誤った、真実ではない知識に基づいています。  
ほとんどの場合、私たちの神への礼拝は、旧約によって与えられ

た知識に基づいた礼拝であり、神はそこから出てくるように私た

ちに呼びかけておられます。  
このことはヘブル書に示されており、神は新しい契約の約束であ

るアガハペー愛の律法を私たちの心に入れると約束されています

。 
 
"彼らがわたしの契約を守らず、わたしが彼らを無視したので
、わたしはイスラエルの家とユダの家との間に新しい契約を結
ぶ。  
わたしの律法を彼らの心に刻み込み、彼らの心に書き記す。  
彼らは誰一人として隣人に教えてはならず、またその兄弟に教
えてはならない。  
わたしは彼らの不義を憐れみ、彼らの罪と無法な行いは、もう

覚えていないからである。""新しい契約を"と言うことで、最
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初の契約を廃止したのです。今、時代遅れになりつつあるもの

、老いていくものは、追い払う準備ができています（ヘブル8:
8-13）。 
 
神の性格とアガペー愛の法則についての人類の最初の欠陥のある
知識は、節にあるように、時代遅れになっています：神は最初の
ものを時代遅れにされました。  
今、時代遅れになりつつあるもの、古くなりつつあるものは、消
え去る準備ができています。    
これが達成されたとき、私たちは神への強烈な愛と尊敬と感謝の

念に満たされ、私たちのすべてのエネルギーと情熱が神に栄光を

与えるようになり、非常に大きな祝福を受けることになります。  
このような変容が私たちの中で起こるとき、私たちは神の純粋で

揺るぎのないアガハペイの愛の性格を証明することになります。  
このような変容は大変な努力のように見えても、神の恵みは神の

性質を正当化し、神への愛と感謝をさらに強めていくために十分

なものなのです。 
人類の大部分が「霊と真実のうちに」知り、崇拝したいと願って

いる宇宙の唯一無二の創造主である神とは誰なのか、という問い

への答えは、十字架上で示されたようなアガハペー愛の本質の無

垢な姿で私たちがこの神を見るときに得られるかもしれません。

そこでのみ、神の性格がその清らかな純粋さの中で理解されるの

です。  
神の性格の無垢な純粋さを汚染したり、ほんのわずかでも汚した

りすると、人間の心は紛れもなく汚され、その結果、荒廃と混沌

の壊滅的な刈り取りを受けることになります。   
私たちの認識が汚染されていても、実際にはそのような認識によ

って神の人格を汚染したり、汚したりすることはできないと主張

する人もいるかもしれません。  
それにもかかわらず、私たちは間違った信念にしがみついている

だけで、神の御性質を中傷していることに変わりはありません。  
人間の心には神が創造した空洞があり、それは神ご自身によって

のみ満たされることができます。しかし、この宇宙の唯一無二の

創造主である神についての真の知識は、私たちが精神と真実で神
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を礼拝できるようにするために必要なものですが、悲しいかな、

痛いほど不足しています。神は創造主であると同時に破壊者でも

あるという私たちの考えは、私たちが神を恐れる気持ちで崇拝す

る結果となっています。私たちが知られているべき神を知らない

とき、私たちは神を崇拝しないことによる結果を恐れて神を崇拝

しています。  
完全な愛が恐怖を打ち消すというヨハネの言葉は、私たちがイエ
スが十字架上で死んでいくのを見て、私たちすべてに対するイエ

スの完全なアガハペイの愛を示すときに、意味を持つようになり
ます。 
 
愛には恐れはありませんが、完全な愛は恐れを打ち消します。
しかし、恐れを抱く者は、愛のうちに完全なものとされていな

いのです（1ヨハネ4:18）。 
 
この愛は、パウロが言及しているように、私たちがまだ罪人であ
った時にも注がれたのです。 
 
しかし、神は、私たちがまだ罪人であったときに、キリストが
私たちのために死んでくださったという点で、私たちに対して

ご自身の愛を示してくださっています（ローマ5:8）。  
 
神が十字架上でわたしたちのために示された驚くべき無条件の愛

の意味を完全に理解するとき，わたしたちはもはやこの神を恐れ

ることはなく，霊と真実をもって神を礼拝するようになるでしょ

う。誰もが神の愛を完全に理解することができるでしょうか。答

えはイエスです。人間の心が地上の領域にある無限の神を理解す

ることができる範囲であれば、です。  
 
このため、私たちの主イエス・キリストの父にひざまずいていま
す。天と地の家族全員の名前がある主イエス・キリストの父にひ
ざまずいています。あなたがたは、愛に根ざし、地に足をつけら
れて、すべての聖徒たちとともに、幅と長さと深さと高さが何で
あるかを理解することができ、知識を超えたキリストの愛を知る



23 

 

ことができ、神のすべての満ち足りたものに満たされることがで

きます（エペソ3：14-19；強調しています）。エペソ3:14-
19；強調されています）。) 
 
そして、神ご自身は、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師に何人
かを与えられました。それは、聖徒を聖職の業のために、またキ
リストのからだを教育するために、私たちが皆、神の御子の信仰
と知識の一致に達し、完全な人となり、キリストの満ち足りた身

の丈を測ることができるようになるまでです（エペソ4:11-13）。 
 
神の純粋なアガハペイの愛を復讐と報復の属性で汚すことによっ
て、人間の心は混乱と混沌で汚されることになります。  
先に引用したイザヤ書8章の「律法と証しに」という文章は、神に
対する誤った理解のために人間の霊に訪れる荒廃について述べて

おり、神の性格を知ることで脱線した場合に何が起こるかを説明

しています。神の真のご性質を知らなければ、私たちは完全な暗

闇に追いやられてしまいます。 
 
律法と証に!もし彼らがこの言葉に従って語らないならば，彼
らの中に光がないからである。  
彼らは苦しい思いをして、飢えたままでこの地を通過する。飢
えているとき、彼らは憤慨し、王と神を呪って、上を見上げる
。  
その時、彼らは地を見て、悩みと暗闇、苦悩の暗闇を見て、暗

闇の中に追いやられる（イザヤ8:20-22）。 
 
このような破壊を引き起こすことができる神を信じているために

、私たちは暗闇に追い込まれ、私たちの王と神を呪うことになり

ます。 
絶対に、そして疑いなく、宇宙の神は存在します。  
絶対に、そして疑いなく、神には敵対者と敵対者がいます。  
これらの基本的な事実を理解していないと、私たちがうっかり間

違った神を崇拝してしまうような破滅的な欺瞞に陥ることは間違

いありません。   
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誰も意図的に間違った神を崇拝したいとは思わないでしょう。  
しかし、神の信奉者であることを公言し、様々な宗教的信念と所

属の下、神が破壊者であると信じている私たちは皆、間違った神

を崇拝しています。  
全人類は、神が破壊者であると信じているときに、自分たちが崇

拝していると信じている神以外の神を崇拝するように騙されてい

ます。  
ヨハネの黙示録12:9には、サタンが全世界を欺いていることが書
かれています。   
全世界」とは、二重人格の神を信じているすべての人を含み、ク

リスチャンも含まれているはずです。  
人類は、真の神の性格を知らないので、間違った神を崇拝してい

るのです。  
これは、信じて受け入れるのは非常に難しいことかもしれません

が、悲しいかな、これが現実なのです。  
敵の策略は非常に巧妙に細工されており、十字架の原理がなけれ

ば、欺瞞を見分けることは不可能なのです。  
イエスは、偽キリストと偽預言者が立ち上がり、大きなしるしと
不思議を示して、可能であれば、選民でさえも欺くことができる

と言われました（マタイ24:24）。   
 
私たちはそのような策略に引っかかることはないと考える前に、

純粋で超知性的な存在である天使たちの三分の一はサタンの一見

論理的な原理に騙されていたことを忘れてはいけません。  
神は、サタンが決して私たちを欺くことができない唯一の方法を

提供してくださいました。  
もし私たちがイエス・キリストとその十字架の原理である無条件

の自己犠牲的な愛に目を向ければ、イエス・キリストはすべての

罪の責任をご自身に負われたので、サタンの嘘に騙されることは

ありません。嘘が巧妙なのは、それらが完璧に提示され、人間の

心に完全に論理的で知的な意味を持たせているからです。  
十字架で私たちに与えられた神の知恵がなければ、このほとんど

不可解な嘘を突き通すことは不可能だったでしょう。  
神様は、神様の真の姿を世に現すために、私たちを選んでくださ
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いました。  サタンの頭が砕かれるのは、私たちの足元です。 
 
そして、平和の神は間もなくサタンをあなたの足元に押しつぶす
でしょう（ローマ１６：２０）。   
 
エペソ3:10は、神とサタンの間で現在進行中のこの論争における
私たちの役割を述べています。 
 
私たちの主キリスト・イエスにあって成し遂げられた永遠の目
的に従って、神の多様な知恵が教会によって天の地の支配者と
権力者に知らされるようにするためです。 
 
最後に、私たちが見るものは何であれ、私たちの思考と人生に影

響を与えるという普遍的で時代を超越した法則が存在します。  
見ることによって人は変わるという原則は既知の事実であり、聖

書的に証明されています。 
 
しかし、私たちは皆、除幕された顔をして、鏡のように主の栄
光を見て、主の霊によって、栄光から栄光へと同じ姿に変えら

れていくのです（第二コリント3:18）。  
 
すべての人はそれぞれの神の名のもとに歩むが、私たちは永遠

に主の名のもとに歩むのである（ミカ4:5）。 
 
私たちの世界観は、私たちが熟考し、見たものの結果であり、私

たちの客観的な現実は、私たちの思考や生活に影響を与え、善か

れ悪かれのどちらにも影響を与えます。  
私たちが崇拝する神の性質をどのように認識するかは、間違いな

くイエスの教えの本質に対する私たちの反応に影響を与え、人生

のあらゆる面での私たちの相互関係に影響を与えます。  
これがキリスト教における「ゴムと道が出会う場所」なのです。 
 
わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたもまた、互い
に愛し合いなさい。私があなたがたを愛したように、あなたが
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たもまた、互いに愛し合うことです。 
 
イエスによれば、互いに愛し合うという最大の啓示は、私たちが

神から神に与えられた最も深い指令を果たすときに現われるとの

ことです。 
 
あなたがたは、『あなたがたは隣人を愛し、敵を憎みなさい』
と言われたことを聞いたことがあるでしょう。  
しかし、あなたがたに言います、あなたがたの敵を愛し、あな
たがたを呪う者を祝福し、あなたがたを憎む者に善い行いをし
、あなたがたを悪用し迫害する者のために祈りなさい、そうす
れば、あなたがたは天の父の子となります。もしあなたがたが
自分を愛する者を愛するならば、あなたがたにはどんな報いが
あるでしょうか。  
徴税人も同じことをしないのか。また、あなたがたが兄弟たち
にだけ挨拶をするならば、他の人よりも何をしているのか。徴
税人でさえそうしないのか。それゆえ、あなたがたは、天にあ
るあなたがたの父が完全であるように、完全でなければならな

い（マタイ5:43-48）。 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一つの 
 
ルシファーと天国の戦争 
 
あなたがたは、創造された日から、あなたがたの中に
不義が見いだされるまで、あなたがたのやり方は完全

であった（エゼキエル28:15）。 
 
永遠の昔から神は、神の存在の本質から発せられる法則

、すなわちアガハペー愛の法則をもって宇宙を支配して
きました。聖なる天使や他の創造された存在たちは、自

分たちがそうしていることを意識することなくこの法則

に従って生活していましたが、彼らは神のアガハペイ愛
の法則の下で享受していた喜び、幸せ、調和のとれた幸

福な状態に反するものを知らなかったからです。彼らと

神との関係は愛に満ちた献身の一つであり、そこには全

く恐れがありませんでした。  
"ルシファー"とは"昼の星"という意味です。ルシファーは
"朝の子"とも呼ばれていました（イザヤ14:12）。この存
在に関する聖書の記録は、彼の中に不義が見出される前

に、彼は光に満たされていたことを示しています。ルシ

ファーの記述は、驚異的な知性と美しさと力を持った生

き物を描いています。エゼキエルは彼について次のよう

に述べています。  
 
あなたは神の園エデンにいました。すべての宝石があ
なたを覆っていました。あなたのティンブルとパイプ
の細工は、あなたが創造された日にあなたのために準
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備された。   
あなたは油を注がれたケルブであり、わたしがあなた
を定め、神の聖なる山の上にいて、火の石の中を行っ
たり来たりしていた。あなたは創造された日から、不
義があなたの中に見いだされるまで、あなたの道は完

全であった（エゼキエル28:13-15 
 
チェルビム 
覆う油注がれたケルブとして、ルシファーは神に最も近
い位置にいました。地上の聖域では、覆うケルブは最も

神聖な場所である聖なる場所に置かれていました。彼ら

は，十戒の錠剤を含む，アガハペイの愛の神の律法が書
かれた遺言の箱舟を覆っていました。来たるべきものの

影として（ヘブル10：1），また天のものの象徴として（
ヘブル8：5），地上の聖所は，神の天の御座所の象徴で
あり，神の性格と，アガハペイの愛の律法に具現化され
ている神の統治の原則の象徴でした。  
ルシファーは、神ご自身によって神の聖なる高みに置か

れた。私があなたがたを確立した。神ご自身はルシファ
ーをご自身の懐に入れ、天の御座の間で他の一人と並ん

で最も特権的な地位を与えられました。覆うケルブとし

て、彼は実際には神の律法の守護者でした。  
 
ルシファーは神の愛の法則によって生きていた 
愛は神の本質であり、神の完全な性格です。愛は神の基

準であり、人生のあらゆる側面を統治するための神の唯

一の原則です。AGAAHPAY愛は、神が宇宙の中の最も
微小な出来事においても利用する統治法です。ルシファ

ーが創造されたのはこの完璧な愛の法則であり、これが

彼の性格を最初に支配していた支配原理でした。あなた
は、創造された日から、あなたの道において完全であっ
たのです。聖書がルシファーに与えたこの完璧さは、ル
シファーが人生の初めから神の愛の最高律法と完全に調

和していたことを意味しています。したがって、彼は創
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造されたその日から、神が宇宙の運営に用いたこの永遠

の愛の原則を完全に信じ、支持し、推進していたのです

。次に起こったことは、エゼキエル書28章15～17節に記
されています。 
 
あなたがたが創られた日から、あなたがたの道は完全
であったが、不義があなたがたの中に見いだされるま
では。あなたがたの交易の豊かさによって，あなたが
たは内なる暴力に満たされ，罪を犯した。だからわた
しは，あなたがたを神の山から冒涜的なものとして追
い出し，あなたがたを覆うケルブよ，火の石の中から
滅ぼした。あなたの心はあなたの美しさのために持ち
上げられ、あなたはその素晴らしさのために知恵を堕
落させた。 
 
ルシファーの中に不公平感があったとき 
エゼキエルは、罪はルシファーの中に不義が見つかった

時から始まったと教えています。エゼキエル28:15にある
この言葉を理解することが必要です。 
この節は、不正が何であれ、それがルシファーの中にあ

ったことを明確に伝えています。それは最初にルシファ

ーの中にあったのです。神の宇宙における不義の発生は

、最初にルシファーの頭の中で思考として生まれました

。当初、不義はいかなる外部の経験的な行為においても

それ自体を示すことはなかったため、その堕落を明らか

にしていました。ルシファーの思考に続くすべての行為

は罪深い悪行であったが、彼の中に見出された不義は、

まず彼の心の中にあった。その後に行われた悪の行為は

、彼の思考過程で最初に始まったことへの反応であり、

それらの思考の物理的な現れでした。自分の考えが自分

の行動に先行し，予測するという原則は，箴言23:7に示
されています。その人が心の中で考えるように，その人
もまたそうである。イエスはまた、心の中で欲情するこ
とさえも姦淫とみなされると言われたとき、この事実を
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確認しました。 
 
"あなたがたは、昔の人たちに『姦淫してはならない』と
言われたことを聞いたことがあるだろう。しかし、女を
見て女を欲しがる者は、その心の中ですでに姦淫を犯し

ている（マタイによる福音書5:27-28）。 
 
何よりもまず第一に、ルシファーは神の心を認知的に逸

脱している。AGAAHPAYの愛に反する概念はすべて神
に反しており、神とは不倶戴天です。宇宙の法則の規則

としての神のアガハペイ愛の永遠の原理から、少しでも
特別に逸脱することは、全くの不義です。   
したがって、ルシファーが神の「アガハペイの愛」から
目を背けているときに抱いていたのは、良心的な考えで

はありませんでした。それどころか、彼が考えていたこ

とは悪意と悪意に満ちていました。なぜなら、彼が考案

し始めた律法は、後に善悪の知識の木によって表される
ようになったからです。イエスの十字架は、ルシファー

の心に由来する悪の高さと深さを明らかにしています。

彼の律法の支配は地球と宇宙に大混乱をもたらし、十字

架はこの事実を究極的に確認するものです。  
 
 
ルシファーは神の本質を拒否し、暴力が導入されました

。 
ルシファーに見出された咎は、事実上、神の本質、神が

宇宙の統治のために用いた律法を拒否したことになりま

す。神の本質は、神のアガハペー愛である神の性質です
。神の律法は愛です。ルシファーは、宇宙の法の支配と

しての神の愛を拒絶し、善悪の原理としてしばしば参照
することになる恣意的な報酬と恣意的な罰の原理を導入

することによって罪を犯しました。この原理や法律は、

地球が経験したすべての死と破壊の原因となっています

。ルシファーが考案し、エデンの園にある善悪の知識の
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木に代表されるようになった法律については、次の章で
詳しく説明します。 
 
サタンの原理と神の原理の違い 
AGAAHPAYの神の原則と善悪のサタンの原則の違いは
、私たちが敵を愛するというイエスの指示と、旧約聖書

の目のための目と歯のための歯の法律との間の比較を通

して最もよく理解することができます。ルシファーの律

法は、すべての悪は罰せられなければならず、すべての

善は報われなければならないと提案しているという点で

恣意的でした。彼は明らかにガバナンスのための神の方

法に優れた、より機能的な代替としての法律の彼の新し

いルールを見た。ルシファーは、AGAGAHPAY愛の一見
寛容な神の法律が悪を根絶することに成功する可能性が

ある方法を理解することができませんでした。彼の新し

いひねくれた考え方にとって、アガハペイ愛の神の法律
は効果がなく、機能不全であり、全く愚かなものでした

。  
聖書は、善悪の原理の破壊力の下に生きる私たちにとっ
て、神の愛の律法は無意味なものであると教えています

。例えば、第一コリント人への手紙の中の次の一節を見

てみましょう。 
 
十字架のメッセージは、滅びゆく者にとっては愚かなも
のですが、救われる私たちにとっては、神の力なのです
。   
それはこう書かれているからだ。"私は賢者の知恵を滅ぼ
し 慎重な者の理解を無にする"と 
書かれているからだ賢者はどこにいるのか？律法学者は
どこにいる？この時代の散逸者はどこにいるのか？神は
この世の知恵を愚かにされたのではないか？なぜなら、
神の知恵の中にあって、知恵による世が神を知らなかっ
たので、信じる者を救うために説かれたメッセージの愚

かさによって、神は喜ばれたからです（第一コリント1:1
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8-21）。 
 
十字架のメッセージ、すなわちイエスがご自身の命を世
のためにささげることによって神の愛の律法を示すこと

は、滅びゆく人々にとっては愚かなことなのです。  
滅びゆく者とは誰なのか？ルシファーの死と破壊の恣意

的な法則に基づいて考え、行動している人たちです。私

たちは、彼らを滅ぼしているのは神ではなく、彼らが恣

意的な報酬と罰という自己破壊的な原則を守っているた

めに滅びているのだと理解しなければなりません。しか

し、救われている私たち-
ルシファーの恣意的な報酬と罰の律法を手放している私

たち-にとって、それは神の力-
私たちの内なる心の中にある神のアガハペイの愛の力な
のです。それはこう書かれているからです。私は賢者の
知恵を滅ぼし、慎重な者の理解を無に帰す」と書かれて
いるからです。 
神の愛の原理の究極的な霊的至高性は、いわゆる賢者の

知恵を破壊するだろう、なぜなら賢者の知恵は、善悪の
原理という悪魔のような知恵にほかならないからである

。神の知恵は、慎重な者の理解を無に帰す。パウロが言

っているのは、私たちには筋が通っているように見える

ことが、必ずしも神の知恵であるとは限らないというこ

とであり、もし私たちが注意を払わなければ、いわゆる

慎重派と呼ばれる私たちは、サタンの善悪の原理を信じ

て生きていることに気づくかもしれないということなの

です。 
賢者はどこにいる？律法学者はどこにいるのか。この時
代のディスピーターはどこにいるのか。神はこの世の知
恵を愚かにされたのではないか。なぜなら、神の知恵の
中で、愛の律法の知恵の中で、知恵の中で、つまり、ル
シファーの知恵、善悪の律法に従った知恵の中で、世は
神を知らなかったからです。善悪の原理を信じて生きて
いれば、神を知ることは不可能です。つまり、十字架に
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よって示された神の無条件の恵みとアガハペイの愛-
信じる者を救うために-
神の愛の律法を信じる者を救うために。言い換えれば、

サタンの善悪の法則に内在する非難と破滅から彼らを救
うためです。  
 
ルシファーの法則は功徳に基づいており、神の法則は無

条件である 
サタンの善悪の法則では、個人の価値はメリットのみに
基づいており、外面的な行動に焦点が当てられています

。対照的に、神の「アガハペイ愛の法則」では、その人
がどんな堕落した状態にあっても、無条件に受け入れら

れ、愛されます。さらに、それは単なる外面的な行為で

はなく、心の関係に焦点を当てています。神にとって、

私たちの本質的な価値は、私たちが神の子供であるとい

う事実にあります。ですから、神様は私たちの成績に関

係なく、私たちを無条件に受け入れてくださいます。神

の無条件の受け入れは、私たちを高揚させる恵みでもあ

ります。ルシファーは、自分の善悪の法則のために、神
の目に自分の価値を見失ってしまい、自責の念に駆られ

てしまいました。  
 
無価値な偶像を見なす者は、自分のあわれみを捨てる（

ヨナ2:8）。 
 
ジェームズ王版にはこう書かれています。  
 
嘘つきの虚栄心を観察する者は、自分の慈悲を見捨て
る。 
 
嘘つきの虚栄心とは、サタンが偽りの教義を通して教え

ている偽りのことです。サタンの嘘は、神の無条件の愛

の原則に内在する救いから人間の魂を遠ざけるものであ

り、嘘をつく虚栄心を観察する者は、自分の憐れみを見
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捨てることになります。  
エレミヤ8:19では、「虚栄心」という言葉は、KJVでも
明らかに偽りと結びついています。  
 
見よ、わたしの民の娘の叫びの声を、遠い国に住む彼
らのために。主はシオンにおられないのか。主はシオ
ンにおられないのか。なぜ彼らは、彼らの彫像と奇妙
な虚栄心をもって、わたしを怒りに駆り立てたのか（

エレミヤ8:19）。 
 
彫像崇拝の基本的な問題点は、彫像が神の性格に関して

奇妙な虚栄心を教えていることです。より具体的には、
彫像によって教えられる神は、愛の性格を持たず、むし

ろ善悪の性格を持つ神である。これらの神は、生け贄を
要求し、罰を与え、人間性を顧みない。  
第三の戒めで主の名を無駄にしてはならないと諭されて

いるとき、主は主の名を無駄にする者を無罪とはしない

とも言われています（出エジプト記20:7）。神に関して
嘘のうぬぼれを信じる者は誰でも、その罪を取り除くこ

とはできません。私たちが父からのイエスのメッセージ
を信じると、神のアガハペイの愛のために、神に無条件
に受け入れられていることを知ることによって、私たち

の罪悪感は取り除かれます。 
 
無条件愛の神の法則 
山の上の説教で、イエスは神のアガハペー愛の律法と善
悪の律法の違いを説明されました。イエスは、究極の権
威を持つ者だけができる最も単純で明快な方法で、不確

かな言葉ではなく、そうしました。 
 
あなたがたは、『あなたがたは隣人を愛し、敵を憎み
なさい』と言われたことを聞いたことがあるでしょう
。しかし、あなたがたに言う、あなたがたの敵を愛し

なさい』（マタイ5:43）。 
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使徒パウロがイエス様の愛の律法をどのように確認して

いるかに注目してください。律法の弁護士として、彼は

より法的な方法でそれを行いますが、本質的にはイエス

が言ったのと同じことを言っているのです。 
 
さて、働く者には、その賃金は恵みとしてではなく、
負債として数えられます。しかし、働かずに、不義な
者を義としてくださる方を信じる者には、その信仰は

義とみなされます（ローマ4:4,5）。 
 
不義を正当化することと敵を愛することは同じことで

す。神はそのアガハペイの愛の中で、不敬虔な者を正
当化します。サタンは、善と悪の原理を通して、不敬
虔な者を非難し、罰します。 
 
サタンの法則は宇宙に暴力と死をもたらした 
ルシファーの原理は、行動の動機として恣意的な報酬と

恣意的な罰を用いているので、この法則によって暴力と

死が宇宙に入ってきたのです。AGAAHPAYの愛には暴
力も死もありません。暴力と死は、その広い範囲で、す

べてを包括的に適用すると、不義です。ですから、ルシ

ファーの律法の支配は不義なのです。広い意味での罪は

、神のアガハペイの愛とは正反対の原理であり、完全に
受け入れられて実行されると、死につながる暴力が組み

込まれています。簡単に言えば、不義は善と悪に等しく
、暴力と死を引き起こし、神のアガハペイの愛に反して
います。これがルシファーと彼の律法の支配に見られる
咎でした。  
 
ルシファーはAGAHAHPAY愛の神の法則を拒否し、善
悪の法則を導入しました。 
わたしは天に昇り、神の星々の上に自分の玉座を高ら
かに掲げる。わたしはまた、北の最も遠い側にある会
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衆の山の上に座り、雲の高みの上に昇り、最も高い方

のようになる（イザヤ14:13-14）。 
ルシファーが心の中で、自分はすべてのものの上に昇り

、最高位の神のようになるだろうと言ったとき、罪のな

い存在が神の不可分の愛の法則に反抗したのは、宇宙で

初めてのことでした。ルシファーは、彼が唯一のライバ

ルではなく、アガハペイ愛の神の法則を上回ることを望
んでいた統治の方法を考案し、彼は宇宙の知的存在の残

りの部分に彼の法則を促進するために行ってきました。

彼の最高の野望は、会衆の山の上に座って礼拝されるこ

とでした（イザヤ14:13）。それは   
事実上、彼が最終的に自分自身の律法のルールによって

宇宙、会衆を支配したいと思っていたことを意味してい
ました。これが彼の反逆の根本的な理由であり、彼が考

案した律法は、分裂可能なハイブリッド律法、すなわち

善悪の律法であった。  
 
神はルシファーに新法を開発する自由を与えた 
すでに見てきたように、ルシファーの法則は彼の心の中

で、彼の心の中だけで発芽し、その胎教の段階で彼の神

からの背を向けることは、疑問を抱く思考の形で始まり

、時間の経過とともに本格的な反抗に発展しました。彼

が自分の考えを実際の行動に移すことができるようにな

るためには、自由が必要であり、それは神のアガハペイ
愛の律法の下で十分に得られたものでした。彼が考案し

ようとしていた法則は、永遠の過去から宇宙を支配して

きた神の統一された、混じりけのない、不可分の無条件

の愛の法則とは正反対のものでした。  
ルシファーが神の律法の支配に反抗した結果は、それま

で宇宙では知られていなかった性質のものであり、実際

にはルシファー自身も知らなかった。神はこれらの結果

について彼に警告し、彼が危険で悲惨な道に進むのを食

い止めようとした。この善悪の法則のハイブリッドな法
則を導入した直後の結果は、ルシファー自身がハイブリ
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ッドな性格を獲得し、発展させたことであった。自らの

法を反映したハイブリッドな法則とハイブリッドな性格

で、彼は宇宙に死の原理を導入した責任を単独で負うよ

うになり、こうして暗黒の王国、死の影の王国を創設し

たのである。偉大な光であるイエスが地上に来られたの

は、この王国の原理の結果から私たちを救うためでした

。 
 
"暗闇の中に座っていた人々には大きな光が見え、死の領
域と影の中に座っていた人々には光が明けた」（マタイ4
:16）。 
 
ルシファーは神の性格と律法について嘘をついた 
超越領域にルシファーの原理が導入される前は、すべて

の知的な存在は、神の最高の法則によって生きていまし

た。実際には、神の律法は神の愛の性格を反映したもの

にすぎませんでした。ルシファーが自分の律法を天の存

在に提示したとき、彼は同時に、神の性格と宇宙の統治

のための神の最高律法についての嘘を彼らに教えた。  
今、宇宙は神の律法とは正反対の律法に直面していまし

た。ルシファーの新しい律法にさらされた後、天使の三

分の一は彼を彼らの指導者として受け入れ、彼は彼らの

教師となりました。ルシファーが天使たちに提示したも

のは、天使たちの三分の一が彼の律法を受け入れ、神の

愛の律法よりも優れていると考えたほど、圧倒的な説得

力を持っていたのではないかと考えると、胸が締め付け

られます。 
 
見よ、七つの頭と十本の角を持ち、その頭には七つの
玉がついていた。その尾は天の星の三分の一を引き寄

せ、それらを地に投げ捨てた（黙示録12:3, 4a）。 
 
彼は神と神の律法へのすべての依存を断ち切ったので、

ルシファーは宇宙の管理のために独自の法律を確立し、
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それによって彼は主張するように、自律的な存在として

、神よりも優れた存在として自分自身を位置づけました

。 
 
あなたがたは心の中で言った。『わたしは天に昇り、
神の星の上に自分の王座を高くし、また、北の最も遠

い側にある会衆の山の上に座る』（イザヤ14:13,14）
。 
 
善悪のサタンの法則はハイブリッドである  
ルシファーが考案した法律は、永遠の過去から宇宙を支

配していた無条件のAGGAAHPAY愛の神の統一された、
混合されていない、不可分の法則に本質的に反していた

。彼が導入したハイブリッドな法則は、彼（そしてその

後に続く天使たち、そして人類）が二重の性格を獲得し

、発展させる結果となりました。善と悪の二重人格を獲
得することは、神の法の支配に対するルシファーの反抗

の基礎となる必然的な結果でした。彼のハイブリッドな

法則と、そのハイブリッドな法則を反映した結果として

のハイブリッドな性格によって、彼は宇宙に死の原理を

導入した唯一の責任者であり、その結果は闇のすべての

作品である。  
 
 
ルシファーはサタンになる 
ルシファーは反乱を起こした後、その性格が自分の律法

を反映するようになったため、悪魔であるサタンとなり

ました。その後、彼は宇宙で最初の偽りの神となり、聖

書は彼を「サタン」と「悪魔」以外にも様々な名前で呼

んでいます。 
イエス様によると、彼はこの世界の王子であり、闇の力
を持っています。 
 
今こそこの世の裁きであり、今こそこの世の支配者
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は追い出される（ヨハネ12:31；強調）。 
わたしが毎日神殿であなたがたと一緒にいたとき、あ
なたがたはわたしを取り押さえようとはしなかった。
しかし、これはあなたがたの時であり、暗闇の力で

ある（ルカ22:53；強調）。 
 
また、使徒パウロは、この時代の神だけでなく、闇の力
を持つ者とも呼んでいます。  
 
主は私たちを闇の力から解放し、主の愛の御子の国

へと導いてくださいました（コロサイ1:13、強調）。 
 
...この時代の神が目をくらませた者、神の姿であるキ
リストの栄光の福音の光が彼らを照らすことを恐れて

、信じない者（第二コリント4:4;強調）。 
 
ヨハネの黙示録12章9節では、ドラゴンとしても知られる
蛇は、悪魔と呼ばれる古い蛇、サタンと同定されていま
す。ギリシャ語では、竜、蛇、悪魔、サタンを表す言葉

は、それぞれ、「ドラコン［素晴らしい種類の蛇で、（

おそらく魅了すると考えられている）］」、「オフィス

［オプトノマイ・オプトマイと関連している（見つめる

、ということです。驚くべきことに、目を大きく開いて

）（視力の鋭さのアイデアを徹底して）蛇、比喩的に（

狡猾な狡猾さのタイプとして）巧妙な悪意のある人、特

にサタン-サーペント]、"diabolos 
[トレーダー、具体的にはサタン、虚偽の告発者、中傷者
]、およびsatanas 
[告発者]、"（ストロングのコンコーダンス）。 
 
天国での戦争 
神とルシファーの分裂の結果は、黙示録12:7-
9に次のように報告されています。  
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そして、天で戦争が起こった。ミカエルとその天使た
ちは竜と戦い、竜とその天使たちは戦ったが、彼らは
勝てず、もはや天に彼らの居場所はなかった。それで
、大蛇が追い出された。その大蛇とは、悪魔とサタン
と呼ばれ、全世界を欺く者であった。 
 
この一節は、天で戦争が起こったことについて述べてい

ます。天国ではどのような戦争が起きたのでしょうか。

私たちが目の前の問題を正しく理解するためには、天で

どのような戦争が起きたのかを理解することが不可欠で

す。それは、私たちの限られた、ちっぽけな心では想像

もつかないような、非常に高度な兵器を使った軍国主義

的な戦争だったのでしょうか。 
 
ギリシャ語で戦争といえばポレモス 
上記の一節の原文のギリシャ語を簡単に調べてみると、

天国での戦争を表現するために使われた言葉がpolmosと
いう言葉であり、そこから英語の「ポールミック」とい

う言葉が発展したことがわかります。ケンブリッジ辞書

によると、ポールミックという言葉は、"ある人が特定の
意見、考え、信念のセットを強く攻撃したり、擁護した

りする文章やスピーチのこと"と説明されています。  
このように理解すると、黙示録12章の一節は、文字通り
の戦争を意味するのではなく、考えや原則の激しい論争

を比喩的に描写していることが明らかになります。この

論争は神とルシファーの間で起こりましたが、天使たち

は最初は傍観者であり、最終的にはどちらの側に立つか

を選択しなければなりませんでした。この情熱的で強力

な論争は、主人公である神と敵対者であるサタンの間の

超越的な領域で起こりました。結局、サタンと彼に味方

することを選んだ天使たちは勝てなかったと言われてい

ます。  
 
天国での戦争は霊的な戦いだった 
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これは、上述したように、いかなる意味でも、軍国主義

的な、文字通りの戦争ではなく、激しく、情熱的で、強

力な論争でした。この論争は、神とその天使たち、そし

てサタンとその天使たちの間で起こった。   
しかし、全世界を欺く悪魔であるサタンは、それが暴力

が関与し、双方によって利用された戦争であったと私た

ちに信じさせようとします。そうではありません。問題

の戦争における神の方法は、サタンの方法とは全く異な

ります。イザヤ書63章の次の一節から神の方法を垣間見
ることができるかもしれません。それは十字架上のイエ

ス・キリストであり，アガハペイ愛という神の律法の究
極の啓示です。  
 
エドムから来た者は誰なのか 
ボズラから染めた衣を着て この者は誰なのか 
その衣を着て栄光を受けた者は 誰なのか？- 
"私は義を語る者であり 
救う力を持つ者である"あなたの服はなぜ赤いのか、
あなたの服はワインプレスを踏む者のようなものなの

か？"わたしは一人でぶどう酒の搾り場を踏んでいた
。わたしの怒りで彼らを踏みにじり，わたしの怒り
で彼らを踏みにじり，彼らの血をわたしの衣に流し
，わたしの衣をすべて汚したからである。復讐の日
がわたしの心にあり、わたしの贖いの年が来たからで

ある」（イザヤ63:1-4、強調）。  
 
上記の箇所は、十字架、つまり神の怒りのぶどう酒の搾

り場を指していることに注目してください。   
神の怒りとは、誰かに罰を与えることではなく、私たち

のすべての罪の結果を背負って罰を受ける怒りなのです

。神の復讐とは、人間の言葉ですが、義を語ること、力

強く救うこと、贖うことです。これらは神が自由に使え

る唯一の武器であり、神の性格と調和しているからです

。 
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サタンは全世界を欺いて、神が悪との戦いに暴力を伴う

軍事力を用いていると信じるようにしています。このよ

うに、全世界、特に宗教的信仰の旗印の下にある世界の

人々は、敵として認識されている人々に対して、騙され

た考えの中で暴力を使っているのです。このような暴力

の根本的な理由は、状況が必要とするときには、神は暴

力を容認すると提案する信念体系に基づいています。人

々の神の概念にこのような欺瞞を氾濫させたのはサタン

であり、そのために  
その結果、世界は殺戮に満ちている。  
  
地球の住人はサタンの法則を採用した  
イエス様は譬え話の中で、百匹の羊がいたが、一匹だけ

が迷子になったと言われました。宇宙的なスケールでは

、迷子になった一匹の羊は地球を表しています。天使の

三分の一を除いた残りの宇宙は、ルシファーの新しい律

法を信じず、受け入れませんでした。アダムとエバが善
悪を知る木の実を食べたことで、地球は宇宙の中でサタ
ンの律法を採用した唯一の惑星となりました。 
アダムとエバの子孫である私たちは、サタンの掟の餌食

となり、それを生活の指針としています。地球上のすべ

ての機関は、善悪の知識の木に由来するルシファーの法
則に支配されています。私たち人間から見れば、善悪の
法則は、実行可能な管理システムを表しています。私た
ちは彼の法則を、存在のための倫理的・道徳的な哲学と

して受け入れてきました。それはまさに、ルシファーが

宇宙に彼の統治システムを導入したときに、元々提唱し

ていたものです。実際、私たちはルシファーの律法を受

け入れただけでなく、ルシファーのように、彼の律法が

神の律法よりも優れていると信じているという点で、さ

らに一歩進んだのです。  
私たちのすべての人は、何らかの形で、人生の恣意的な

報酬と恣意的な罰の概念を推進し、それによって生きて

います。他の人を見ていても、私たちはこのシステムの
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バランスの中で一人一人の人を判断し、重さを量り、そ

の原則のセットから、私たちはその人に報いるか罰する

かを決定しています。イエスは、他人を裁き、他人に欠

点を見つけること自体が、実際に他人の中に見られる欠

点よりも大きな罪であると警告しています。 
 
裁かれないように、裁いてはならない。あなたがたが
何を裁くかによって、あなたがたは裁かれ、あなたが
たが使ったはかりによって、あなたがたはそれを測ら
れ、あなたがたに返ってくるからである。あなたがた
はなぜ、兄弟の目の中にあるまだら模様を見ても、自
分の目の中にある板を考えないのでしょうか（マタイ

7:1-3）。 
 
ルシファーの原理を使って他人を裁くことで、私たちは

自分自身を裁き、彼の律法が私たちの行動原理であるこ

とを示しています。サタンの功徳と価値のバランスで他

人を判断することによって、私たちは無条件のアガハペ
イ愛という神の律法を無視し、再び私たちがサタンの律
法に従っていることを示しています。私たちの目に映っ

ているのは、神の無条件の愛の律法の代わりに、善悪の
システムに見られる恣意的な報いと罰のシステムを利用

していることです。イエスはこれを、私たちの兄弟の目

の中にある破片よりもはるかに大きなビームである、よ

りグロースな欠陥と特徴づけています。 
私たちがこの悪魔的な管理体制を受け入れ、推進してい

ることは、サタンの律法の博学な性質を証明しています

。彼の律法は非常に深いので、信じられないことを信じ

させてしまったのです。  
 
ルシファーは、善悪の法則を使用していることを神を告

発する 
宇宙におけるルシファーの法の支配の起源は、エデンの

園の生命の木に代表される神の法の支配と直接対立して
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いたことを強調することはできません。  
ルシファーは、自分の律法が神の律法よりも優れている

と主張して、自分の律法を神に提案していました。神が

自分の善悪の法則を実行するという提案を拒否したので
、ルシファーは神に対抗するために別の戦略を取り始め

ました。彼は神に自分の律法の規則を帰依させ、神は善

悪の知識の木に代表される原理で運営されていると皆に
信じさせるようにしました。  
そもそも、私たちは地球上のサタンの管理体制を受け入

れていることに驚かされます。しかし、この律法を制定

したのは神であるという嘘を信じることによって、私た

ちは、神でさえも私たちを救うことができないかもしれ

ない深い淵に落ちてしまったのです。ユダはその良い例

です。イエス・キリストがどんなに恵みを与えても、自

分が赦されていることを信じて受け入れることができず

、自ら命を絶ってしまいました。 
考えられないように見えるかもしれませんが、サタンの

善悪の法則が神の統治の法則であると私たちが信じてい
るのは現実です。サタンの「目には目を、歯には歯を」

という売り込みは、非常に巧みで説得力のあるものでし

たので、知性的には、正義の一環として報復を用いる神

を容易に受け入れることができました。これが、サタン

、天使の三分の一、そして全人類に受け入れられた信念

体系となっている。 
 
サタンの豊富な商品には暴力が含まれていた 
スター・ウォーズのシナリオ、善と悪の戦いは究極の欺
瞞であり、天国で起こったこととは全く違う。ジョージ

・ルーカスの善人ルーク・スカイウォーカーは、宿敵ダ

ース・ベイダーと同じ暴力的な手段を使う。天国で行わ

れた極論ではそうではありませんでした。先にイザヤ書

で読んだように、ルシファーの商品の豊富さによって暴

力が宇宙に入ってきたのです。彼の商品とは何でしたか

？  
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あなたの交易の豊かさによって、あなたは内なる暴

力に満たされ、罪を犯した（エゼキエル28:16、強調
）。 
 
ルシファーの取引は、暴力の原理に基づいて運営されて
いた法律でした。この法則を通して、彼は暴力を導入し

、神の被造物の選択の自由を奪いました。彼が暴力を導

入する前の宇宙には、暴力は存在していませんでした。

天国での戦争は、宇宙の統治法としてどの方法で統治す

るかをめぐる霊的な戦争であり、ルシファーが提案して

いた法は暴力に満ちていました。神はご自身が確かに暴

力を伴う戦争に巻き込まれていることを発見しましたが

、神ご自身はその戦争の中で、無条件の愛だけを用いて

対処されています。神は決して暴力を用いませんでした

し、今後も暴力を用いることはありません。 
 
サタンは天の御前に身を呈していた 
ヨブ記は、罪が地上に入った後も、サタンが天の領域で

アクセスできるようになっていたことを伝えています。 
 
さて、ある日、神の子らが主の前に姿を現しに来たと
き、サタンも彼らの間に入ってきた。主はサタンに言
われた、「あなたはどこから来たのですか」。そこで
サタンは主に答えて言った、「地を行ったり来たりし

て、その中を行ったり来たりして」（ヨブ記1:6-
8）。 
 
神の息子たちは、超越的な領域にいる罪のない知的な存

在であり、他の世界の代表者でした。彼らは天使ではあ

りません。天使は聖書の中で星と呼ばれています。この

節から、彼らは定期的に神が主宰する集会に出席してい

たことが分かります。サタンは地球の代表として、アダ

ムからその地位を奪い取って、これらの集会に来ていま
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した。   
思い起こせば、アダムは地球の支配権を与えられていま

したが、今はアダムの代わりにサタンが指揮を執ってい

ます。地上の代表として、地上の領域を歩き回っていた

サタンとその天使たちは、天の領域にもアクセスするこ

とができました。  
 
ルシファーが降ろされたときにどのように 
ヨハネの黙示録では、サタンが天から地上に追い出され

たことを知っています。 
 
それで、全世界を欺く悪魔とサタンと呼ばれる昔の大
蛇である大蛇が追い出され、彼は地上に投げ出され、

その天使たちも一緒に追い出された（黙示録12:9）。 
 
この時点で読者は、「この文章は、サタンを天国から追

い出すために、サタンに対して暴力が使われたことを暗

示しているのではないか」と尋ねるかもしれません。な

ぜなら、イエス様だけが最終的な言葉であり、最終的な

知恵だからです。実際、イエスは神ご自身の知恵を私た

ちに与えてくださるのです。  
 
しかし、あなたがたはキリスト・イエスにあって、
神からの知恵となり、義と聖化と贖いとなってくだ
さった方のうちにいます。 
 
イエスは、ルシファーがいつ、どのような手段で天から

追い出されたのかを正確に語っています。その答えはヨ

ハネ12:31にあり、イエスはこれから起こる十字架の出来
事について語っています。 
 
今、この世界の裁きが行われ、今、この世界の支配者が
追い出される。 
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私たちが自問しなければならないのは、イエス様が「今
」という言葉で何を意味しているのか、ということです
。私たちは、この啓示を取り巻く文脈を見て、「今」と
いう言葉がどのような出来事と結びついているのかを探

り、イエス様がいつ追い出されたのかだけでなく、なぜ

、どのようにして追い出されたのかを理解する必要があ

ります。 
 
"今 私の魂は悩んでいます 
何と言えばいいのでしょうか？"父よ 
この時から救ってください" 
このためにこの時が来たのです"父よ、あなたの名を
讃えてください"すると天から声がして、"私はあなた
の御名を栄光にしてきたが、再び栄光にする"と言っ
た。そのため，傍らに立って聞いていた人々は，「雷
が鳴った」と言った．他の人たちは、「天使がイエス
に語りかけた」と言った。イエスは答えて言われた，
「この声は，わたしのために来たのではなく，あなた
がたのために来たのです。今こそこの世の裁きであり
，この世の支配者は追い出される。そして、もし私が
地上から引き上げられたならば、すべての民を自分の
ところに引き寄せるだろう」。これは、彼がどのよう

な死によって死ぬかを意味しています（ヨハネ12:27-
33）。 
 
ヨハネのこの一節と前のヨハネの黙示録の一節を合わせ

ると、まず第一に、この世の支配者であるサタンが天か

ら地に追い出されたことを安心して断言することができ

ます。サタンは地上から追い出されたのではなく、今も

この世界で支配しています。彼もまた地上から追い出さ

れる時が来ますが、その時はまだ先のことです。  
今と呼ばれている時に、地の支配者が天の会議から追い
出されたのは、この世界の代表者としてでした。イエス

様が語られている「今」とは、十字架の出来事であり、
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黙示録12:9の追い出された出来事と一致していることは
明らかです。イエス様が指し示しているのは、十字架の

出来事であり、イエス様が栄光を受けられ、サタンと神

がいつ、どこで、本当の姿を見られるのかということで

す。 
ルシファーの追放を取り巻くシナリオと問題点は、次の

ように要約することができます：十字架の前に、ルシフ

ァーは、自分の律法の支配が神のものよりも優れており

、より望ましいものであることを天使の三分の一に納得

させることができました。他の三分の二の天使は反乱に

加わらず、神に忠誠を誓っていました。ルシファーは欺

瞞と嘘を通して働いていたので、混乱と不確実性を生み

出し、神に忠誠を誓っていた天使たちは、この原則の戦

いに関わるすべての問題をまだ理解していませんでした

。十字架の前までは、彼らは神の警告を信仰で受け入れ

ていたと言えます。しかし、十字架の時、彼らはついに

サタンの嘘と欺瞞を自分の目で見抜いたのです。彼らは

、神は子供たちを滅ぼすよりも、子供たちのために死ぬ

ことを望んでおられること、そして、ルシファーは、可

能であれば、神の子さえも滅ぼそうとする殺人者である

ことを理解しました。彼らは、神が善悪の原理を用いて
いるというサタンの告発が、あからさまな嘘であること

を自分の目で見るようになりました。それゆえ、ここか

ら先は、サタンがそれ以上の操作をしようとも、彼らは

神からの忠誠を動かそうとはしませんでした。   
超越圏の知的存在は、十字架上で示された無限の愛のた

めに、神と神の法の支配への信仰を封印しました。また

、十字架では、サタンの不義の律法の支配が真の悪であ

ることが完全に暴露されました。  
 
天国の戦争が止まる 
こうして、超越的な領域での戦いは永遠に勝ち、解決し

、封印され、サタンはその領域で敗北した敵となりまし

た。ローマ人への手紙には、サタンは私たちの足元で押
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しつぶされるという一節がありますが、この一節は私た

ちにも当てはまりますが、平和の神は天人の足元でもサ

タンを押しつぶされたと言えるでしょう（ローマ16:20）
。   
彼らはサタンを拒絶した時に、サタンを打ち砕いたので

す。彼らがサタンを押しつぶしたのは、彼らがサタンの

律法を拒絶したからです。   
真実が明らかになったとき、論争は終わりを迎え、すべ

ての心が決断を下し、サタンは追い出されました。彼の

嘘と欺瞞が、彼の律法の支配や神に対する虚偽の主張を

受け入れるように天人を説得することができなくなった

ので、サタンは追い出されたように描かれています。言

い換えれば、彼らに影響を与えようとする彼の試みは永

遠に実を結ばず、彼の主張は拒否されたのです。 
サタンは、それまで何の妨げもなくアクセスできていた

超越的な領域に、それ以上の根拠も理由もなく、自分の

存在を正当化することができませんでした。ヨブ記では

、十字架の出来事の前にサタンが天の領域にアクセスで

きたことが確認されています。十字架の後、彼が神につ

いて否定的なことを言っても信じてもらえるようなこと

は何もありませんでした。彼の律法の支配における完全

な混沌と暴力が明らかにされ、彼のシステムを正当化し

ようとするそれ以上の訴えは無駄になったのです。  
神の本質、アガハペー愛の性格、宇宙の最高の法則は、
十字架上で起こったことによって超越的な領域で完全に

証明されました。彼らはサタンの話を聞こうともしませ

んでしたし、ヨハネの黙示録12章にあるように、サタン
が天から追放されたのは、主にこの意味でのことでした

。サタンとその天使たちが天から追い出されたのは、神

の恣意的な暴力的な行為ではなく、十字架から照らされ

た真理の光の結果でした。 
 
十字架はポレミックの転換点だった 
十字架の出来事が起こるまで、サタンとその天使たちは
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、超越圏の知的な存在たちに、神のアガハペー愛の法則
の愚かさを理解させるために、まだ自分たちが説得でき

ると断固として信じていました。黙示録12:10には、彼ら
が十字架の出来事によって敗北するまで、昼も夜も絶え

間なく天の領域と接触し続けたことも明らかにされてい

ます。  
 
昼も夜も私たちの神の前で彼らを非難していた私た
ちの兄弟たちの告発者は、打ちのめされたからです（

黙示録12:10、強調しています）。 
 
上記の文章にある「今」「救い」「力」「神の王国」「
キリストの権威」という言葉は、すべて十字架上で起こ
った出来事と、それに続く期間を指しています。サタン

とその天使たちは、十字架の上で起こったことを考える

と、彼らがかつての同僚たちに自分たちの意見に振り向

くように説得する可能性は全くないことを確信していま

した。十字架の上での出来事のために、彼らは完全に敗

北し、彼らは何を言っても、何をしても、かつての仲間

の心を変えることはできないことを知っていました。し

たがって、完全な敗北の中で、彼らは彼らとのコミュニ

ケーションのすべての形を永久に停止しました。十字架

の上で善悪の原理が明らかにされ、神のアガハペーの愛
が完全に明らかにされたので、サタンとその天使たちは

勝利することはなく、もはや天国に彼らの居場所はあり

ませんでした。 
 
そして、天で戦争が起こった。ミカエルとその天使たち
は竜と戦い、竜とその天使たちは戦ったが、彼らは勝て
ず、もはや天に彼らの居場所はなかった。それで、大蛇
が追い出された。その大蛇とは、悪魔とサタンと呼ばれ
、全世界を欺く者である。 
 
十字架上のイエス・キリストの死が神が愛であることを
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明らかにした後、サタンは地上に投げ出され、その天使

たちも一緒に追い出されました（第一ヨハネ4:16b）。こ
のように、イエス・キリストの死は、神がサタンとの戦

いで使った、いわば唯一の武器だったのです。  
サタンがこの戦いに敗れ、天使たちとともに地上に投げ

出されたとき、彼の敗北によって、次のような勝利の宣

言が天でなされました。 
 
その時、私は天で大きな声で言うのを聞いた、「今、
救いと力と、私たちの神の国と、そのキリストの力と

、神の愛の啓示とが、地上に来た。十字架の上に]私
たちの兄弟たち[人類]の告発者[サタン]は、昼も夜も
私たちの神の前で彼らを告発していたので、[善悪の
原則によって]打ちのめされた。”そして、彼らは小羊
の血と証しの言葉によって彼に打ち勝ち、自分たちの

命を死ぬまで愛さなかった（黙示録12：10、強調）。 
 
このようにして、主とその完全な愛の律法が天の領域で

優勢となり、私たちは天の存在の間で喜ぶ姿を見ること

ができます。 
 
それゆえ、天よ、天とその中に住むあなたがたよ、喜べ

（黙示録12:12）。 
 
他の世界は驚きの中で十字架を見た 
他のすべての知的存在、超越的な領域でルシファーの法

の支配を受け入れなかった人々は、彼らもまた、関連す

るすべての問題を完全に理解していないにもかかわらず

、神と彼の法の支配に忠実であり続けていました。神は

彼らに、アガハペー愛と恣意的な罰は決して共存できな
いこと、恣意的な罰は原則として神に反していることを

教えてくださいました。神は彼らに、恣意的な罰は宇宙

を支配する神のシステムへの侵入であり、エイリアンで

あり、邪悪な存在であり、侵略であると警告されていま
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した。宇宙の堕落していない存在たちは、善悪の知識の
木から生じる悪の深さを完全に理解することなく、神を
信頼し、神の説明を受け入れました。神は彼らに、悪に

よって引き起こされたどんな罰も、自分自身で受けると

言われていました。彼らは、神がどのようにして悪とそ

の罰を個人的に処理しようとされているのか、畏敬の念

に駆られていました。彼らは、神が個人的に悪とその罰

を処理すると言ったことが何を意味しているのか、全く

の驚きの中で、カルバリーの十字架上でのイエス・キリ

ストの死を目の当たりにするまで、気づかなかったので

す。     
 
天人は満場一致で、最終的にはサタンよりも神を選びま

す。 
イエスがカルバリーで死なれたとき、ルシファーの神に

対する告発と、アガハペー愛の法則としての神の愛に対
する告発は、神に忠実であり続けていた天上の知的存在

のすべてが嘘であることが露呈されました。今、宇宙の

ための政府の規則としての神の愛の彼らの受け入れは、

認証されました。十字架上で彼らが驚いて観察したこと

は、神が彼らに語ったすべてのことに対する彼らの信仰

を確認しました。ルシファーの恣意的な処罰の原則は悪

の体現であることが、彼らにとって確定したのです。  
サタンと彼の天使の手下たちは、もはや超越圏の知的存

在に近づいて、彼らを亡命させようと説得しようとする

努力をしなくなりました。神の性格と法の支配は、不可

侵であり、守られていました。これらの存在にとって、

十字架の出来事は、サタンが神の性格と統治方法に対し

て広めていたすべての嘘を永久に覆しました。この点で

、サタンの頭は、堕落していない人口の多い宇宙全体に

押しつぶされました。サタンは、神の律法を放棄し、神

の律法を受け入れるように、もう彼らを説得することが

できないことを知っていました。彼らは今、罪深い人間

に対する神のアガハペイの愛が、イエス・キリストが十
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字架上で死んだことによって示されていることをはっき

りと見たのです。 
  
キリストの十字架の重要性 
エペソ3:8-
11では、パウロは、地上で起こる出来事によって、天の
存在が神の知恵、それまで知られていなかったことを学

んでいることを教えています。 
 
この恵みは、すべての聖徒の中でも最も少ない者であ
る私に与えられたもので、異邦人の間でキリストの探
り知れない豊かさを説き明かし、古来よりイエス・
キリストを通して万物を創造された神の中に隠され
てきた神秘の交わりとは何かをすべての人に見ても
らうために与えられました。 
 
十字架上でのイエス・キリストの死は、超越領域の知的

存在にとって、彼らが信仰によって神について固く信じ

ていたことを明確に確認しました。今、十字架上での実

演は、信仰によってだけでなく、視覚によっても検証さ

れました。彼らは、イエス・キリストが人類の罪のすべ

てとそのすべての落ちこぼれをご自身で負い、すべての

人間のために死を遂げられたときに、神のアガハペイの
愛を観察しました。ここには、サタンの律法による人類

の罪のすべての罰をご自身で受けられた神の個人的な経

験が明らかにされています。サタンの悪意に満ちた嘘と

非難で飽和していた神の人格と愛の律法が、超越的な領

域のすべての知的存在の心の中で浄化され、本来の位置

に回復されました。サタンとそのシステムが、そのすべ

ての悪事のために完全に暴露されたのは十字架の時でし

た。 
 
十字架は天でサタンを打ち負かし、今は地球に集中して

いる 
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宇宙で誰の法の支配が優先されるべきかという、すべて

の知的存在の心をめぐる神とサタンの間の大戦争は、超

越的な領域では確実に決着がついていたが、地上ではま

だそうではない。  
 
それゆえ，天とその中に住むあなたがたよ，喜べ。
地と海の住人に災いあれ。悪魔は、自分の時間が短
いことを知っているので、大きな怒りを持って、あ

なたがたのところに降りてきたからです（黙示録12:1
2；強調）。 
 
サタンとその天使たちは超越的な領域では勝利を得るこ

とができませんでした。ここでは、目に見える十字架が

、目に見えないもの、つまり天国で起こったことを明ら

かにしています。   
しかし、地上では、すべての生きとし生けるものの心の

中で、まだ戦争が続いています。私たち一人一人が、神

が暴力の神であるかどうかを決めているのですが、これ

は、封印が行われるまで、つまり、私たちの心の中で、

いずれかの方法で決着がつくまで続きます。そうなると

、サタンは自分の王国が終焉を迎えていることに気づく

でしょう。 
 
...地と海の住人に災いあれ。悪魔があなたがたのとこ
ろに降りてきて、大きな怒りを持っているからです。 
 
サタンはどうして短い時間しかないことを知っているの

でしょうか？また、なぜ彼には短い時間しかないのでし

ょうか？その答えは、上記の文章の次の言葉にあります

。 
 
そして、彼らは小羊の血と自分たちの証しの言葉によ
って彼に打ち勝ち、自分たちの命を死ぬまで愛さなか

った（黙示録12:11）。 
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未来を見据えると、神の預言的な言葉は、人類もまた、

昼夜を問わず神の前で自分たちを告発するドラゴンに打

ち勝つことを予言しています。サタンは、神の真の性格

が地上で理解され、人類が暴力が神のものではないこと

に気づくと、自分の時間が短いことに気づくでしょう。

私たちが生活の中で暴力を使うことをやめ、無条件の愛

によって生き始めると、私たちの行動は、彼の時間が短

いことを彼に示すことになります。そして、彼がこの地

上での戦争に負けていることを知れば、彼の怒りは増し

、私たちの周りでは、彼に味方する人々による暴力がま

すます増えていくのを目の当たりにすることになるでし

ょう。  
天の領域でサタンとその天使たちを打ち負かした律法の

規則、原理、方法は、地上の領域でサタンとその天使た

ちを勝たせない原因となる同じ律法の規則、同じ原理、

同じ方法になります。十字架上で明らかにされた神のア
ガハペー愛の律法が受け入れられ、私たちの生活の中で
実践されるとき、あなたがたの内にあるキリスト、栄光

の希望が成就します（コロサイ1:27）。私たちは小羊の
血によってサタンに打ち勝つのです。小羊の血は十字架

に流され、言葉では言い表せないほどの人類への愛を明

らかにしました。私たちはまた、証しの言葉によっても
打ち勝つことができます。この愛に対する私たちの対応
は、自分の命を死ぬまで愛してはならないということで

示されます（黙示録12：11）。  
悪魔は地上に投げ出され、その天使たちも一緒に追い出

された。彼らは大いなる怒りをもって地上に出てきて、

今、私たちの兄弟たちを、昼夜を問わず私たちの神の前
で告発したのです。   
しかし、昼夜を問わず私たちの神の前で非難されている

者たち、神の義の人格を知り、それを示す真の信奉者た

ちは何をしているのでしょうか。彼らは小羊の血によっ

て、イエスが死によって示した無条件のアガハペー愛の
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原則によって、サタンに打ち勝ったのです。彼らはまた

、今では無条件の愛と受け入れが自分の人生の運営原理

となっているので、自分自身が非難者であることをやめ

ました。 
アガハペー愛は、超越的な領域でサタンとその天使たち
を打ち負かした戦争の霊的な武器であり、その敗北は、

イエス様が十字架上で「終わりだ」と言われた時に起こ

りました（ヨハネ19:30）。サタンは十字架で敗北しまし
たが、この敗北を地上の領域で応用することはまだ完成

されていません。しかし、私たちが神のアガハペー愛を
人生の中でつかみ、生きていくときに、同じ霊的な武器

によって彼は打ち負かされていくのです。 
 
 
 
 
サタンは善悪の原則を使用して十字架で戦争を失った 
サタンは、神の子を処刑するために、善悪の知識の木に
代表される原理の下で、そのすべての資源を最大限に利

用しました。悪の象徴は、十字架上の無実の受肉者であ

る神の子に実行され、解き放たれたのです。サタンは、

神の子を殺すという目標を達成すれば、自分が神との戦

いに勝利すると信じていました。十字架上でのイエス・

キリストの死によって神の律法が根こそぎ廃止され、ど

ちらの統治システムが優れているかという神との議論に

勝利すると考えていたのです。しかし、この出来事は、

その反対のことを明確に確認し、証明しました。サタン

は超越的な領域から追い出され、地上の領域では、サタ

ンの原理に勝利する者が叫ぶようになりました。  
 
"全能の主なる神よ、あなたの御業は偉大であり、驚
くべきものである。聖徒の王よ、あなたの道は正しく
真実です。主よ、あなたを恐れず、あなたの名を讃え
ない者はいませんか？あなただけが聖なる者であるか
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らです。すべての国が来て、あなたの前に礼拝し、あ

なたのさばきが現されたからである（黙示録15:3,4）
。 
 
この文脈での fear 
という言葉は、「畏敬の念を抱く、尊敬する」という意

味です（Strong's 
Concordance）。神は十字架の上でキリストにあって、
世界をご自身に和解されました。イエスが十字架で経験

した罰を、世の罪のために与えたのは神なのでしょうか

。   
私たちは、神が、私たち悪で不信心な人間性から神の怒

りをそらすために、イエス・キリストが世の罪のために

死ななければならないことを命じられたと信じています

か？イエス・キリストは、邪悪な人間に対する神の絶対

的な憎悪をなだめるために、十字架の死を選んだのでし

ょうか？  
使徒パウロは、その逆で、神は十字架上のキリストのう
ちに、イエス・キリストとともにおられたと述べていま
す。 
 
...神はキリストにあって、世をご自身に和解させ、彼ら
の罪を彼らに押し付けることなく、和解の言葉を私たち
に託してくださいました。今、私たちは、神が私たちを
通して懇願しているかのように、キリストの代弁者です
。罪を知らない方を、私たちのために罪とされたのです
。 
 
神はイエス・キリストが十字架上でご自身と一体となっ

てサタンの領域に入り、罪の完全な影響を経験すること

をお許しになりました。この一致こそが、罪深い人間に

対する父と子のアガハペイの愛を明らかにしたのです。
さらに、この出来事は、サタンの律法の支配とは対照的

に、神の律法の優位性を明確に示しています。どんな状
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況であっても、イエス・キリストと神は、罪深い人類に

関して互いに対立していると考えてはなりません。この

事実は、神様のお人柄についての真理を理解する上で極

めて重要なことです。残念ながら、多くのクリスチャン

は、イエス様が怒っている神をなだめるために死んだと

信じています。使徒パウロは、この間違いをこのような

結論で反論しています。 
 
では、これらのことに対して、私たちは何と言えばよ
いのでしょうか。神がわたしたちのためにおられるな
らば、誰がわたしたちに逆らうことができるでしょう
か。御自分の御子を惜しまず、わたしたちすべてのた
めに御子をお捨てになられた神が、御子と共にわたし
たちにすべてのものを惜しげもなく与えてくださると
は、どのようにして思われるでしょうか。誰が神の選
民に罪をかぶせることができるでしょうか。裁くのは
神である。責め立てるのは誰か。死んで、さらによみ
がえられたキリストであり、神の右手にあって、私た
ちのために執り成してくださる方です。誰が私たちを
キリストの愛から引き離すのか。苦難、苦難、迫害、
飢饉、裸、危険、剣はどうでしょうか。書かれている

ように"あなたのために、私たちは一日中殺されてい
ます。しかし、これらすべてのことにおいて、わたし
たちは、わたしたちを愛してくださった方によって、
征服者以上の存在なのです。死も命も、天使も支配者
も権力者も、現存するものも来たるべきものも、高さ
も深さも、その他のどんな創造されたものも、私たち
の主キリスト・イエスにある神の愛から私たちを引き

離すことはできないと確信しています（ローマ8:31-
39）。 
 
父ご自身があなたを愛しておられる 
イエス・キリストは、十字架上の死の敷居に近づくにつ

れ、この真理をさらに闡明されました。全人類に知られ
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ている最もシンプルで愛らしい言葉で、イエスは神につ

いてのこの情報を教えてくださいました。神を「父」「

アッバ」「父」と呼ぶことによって、イエスは神の性格

に関するすべての誤解を取り除いてくださいました。  
 
その日には、あなたがたは何も求めないであろう。あ
なたがたがわたしの名において父に求めるものは何で
あれ、父はあなたがたに与えてくださるのです。今ま
であなたがたは、わたしの名において何も求めなかっ
た。求めよ、そうすれば、あなたがたは受けることが
できます。これらのことを比喩的な言葉であなたがた
に話してきましたが、もはや比喩的な言葉で話すこと
はなく、父についてはっきりとあなたがたに話す時が
来ます。あなたがたがわたしを愛し、わたしが神から

出てきたことを信じたからです（ヨハネ16：23-
27、強調）。 
御父とその日のうちに、そして、しかし、私がもはや比
喩的な言葉であなたがたに話すことができなくなる時が
来ている、という言葉は、すべて、神の人格を明らかに
するであろう、来るべき十字架の出来事を指しています

。私があなたがたのために父に祈ろうとは言わない、父
ご自身があなたがたを愛しておられるからです。    
使徒パウロは、神がキリストにあって、十字架で世界を
ご自身に和解させてくださったことを、確信を持って私
たちに伝えています。そうだとしたら、なぜ神は神の怒

りを鎮めるための執り成し者としてイエスを必要とされ

たのでしょうか。 
 
神は、イエス・キリストを通して私たちをご自身に
和解させ、私たちに和解の務めを与えてくださいま
した。つまり、神はキリストにあって、世界をご自
身に和解させ、彼らの罪を彼らに押し付けることな
く、和解の言葉を私たちに託してくださったのです

。私たちは、神が私たちを通して懇願しているかの



60 

 

ように、キリストの代弁者です。なぜなら、罪を知ら
ない方を、私たちのために罪とされたからです。 
 
イエスが十字架上で罪の完全な影響を経験されたとき、

神はキリストのうちにおられました。このイエス・キリ

ストとの一致した行為を通して、神は彼らの罪を彼らに
押し付けることはありませんでした。イエス・キリスト
は罪人の執り成し者でしたが、否定的な意味での執り成

しではありませんでした。私たちは聖書から、神様は確

かに執り成しを必要とされていましたが、神様が怒って

いる神様ではないことを世間に明らかにするために、イ

エス様を必要とされていたと信じ、それを推進していま

す。イエス様は、執り成しの働きについて否定的な見方

が広まっているのとは正反対のことを明らかにするため

に来られたのです。私はあなたがたのために父に祈るの
ではなく、父ご自身があなたがたを愛しておられるから
です。 
神が人類の罪を彼らのせいにしているのではないという

ことは、これ以上明確にすることはできませんでしたし

、この啓示は十字架上で起こったことによって可能にな

ったのです。神のアガハペー愛のこの啓示によって、私
たちは神が被造物の死と被造物の破壊の責任者ではない

ことを知ることが期待されています。破壊は罪による神

からの罰ではなく、このすべての悪の背後にある別の力

の結果なのです。  
 
神は私たちを罰するのではなく、自分自身に罰を与えた

。 
神のアガハペイの愛は、善悪の知識の木に代表される原
理に少しでも汚されてしまうと、人類の思考の中には存

在しないものとなることに注意しなければなりません。

したがって、もしこの愛が十字架の原理と調和しないも

のによって汚染されているのであれば、神はアガハペイ
の愛であると主張することはできません。人間の次元で
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この「アガハペイの愛」を理解することができる唯一の
方法は、神がイエス・キリストにあって、二千年前にカ

ルバリーの十字架で人類のために何をしてくださったか

を理解することです。神は、イエス・キリストを通して

、またその道徳的正義において、罪人を罰したのではな

く、神の「アガハペイ」の愛のために、十字架上でご自
身で罰を受けられたのです。  
 
それは、神がイエス・キリストを信じる者の義と正義

を示すためです（ローマ3:25,26）。 
 
神はサタンに善悪の道を歩むなと警告し、懇願した 
神はルシファーに、自分の律法の支配がやがて崩壊し、

自分自身とその支持者全員を滅ぼすことを知らされてい

ました。神は、善悪の知識の木に代表されるサタンの原
理からの脱落の全範囲を知っていたので、サタンはそれ

に応じて知らされていました。神はサタンに十分以上の

警告を与え、サタンが自分とその従者たちのために作っ

たこの律法の規則を追求しないようにと懇願しましたが

、サタンは神の助言を受け入れませんでした。  
この典型的な放蕩息子の喪失によって引き起こされる神

の心の悲しみは、預言者イザヤの言葉の中で、痛みを伴

う嘆きとして聞くことができ、イエスがエルサレムの運

命を嘆き、うめき声をあげたときに表現されたのと同じ

感情を呼び起こすことができます。 
 
ルシファーよ、朝の子よ、あなたは何と天から落ちて
いるのか。何とあなたは、国々を弱らせた者（イザヤ

14:12）に、地に切り捨てられてしまうのか。 
 
エルサレムよ、エルサレムよ、預言者を殺し、遣わさ
れた者に石を投げつける者よ。雌鳥が羽の下に雛を集
めるように、私は何度もあなたがたの子供たちを集め
ようと思ったが、あなたがたはその気にならなかった
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（マタイ23:37）。 
サタンは、自分は神よりも多くのことを知っていて、神

よりも優れていると信じていました。なぜなら、彼の視

点から見ると、神の法の支配は悪に直面したときには機

能しないからです。サタンは，自分の律法は悪の存在下

では，それに組み込まれた恣意的な報酬と罰のメカニズ

ムのために成功すると主張しました。彼は、それが統治

のための恣意的な報酬と罰の方法論を欠いているので、

AGAHAHPAY愛の神の法のルールは、間違いなく、決定
的に悪の存在下で失敗するだろうと断固としていました

。 
サタンが統治システムを導入したときには、それがもた

らす混沌と大虐殺の全容を予見することができなかった

にもかかわらず、サタンはその責任を負わされています

。神はサタンに、自分の統治システムが事実上止められ

ない混沌を生み出すことを認識させていました。それは

、最終的に崩壊するまで、大惨事が取り返しのつかない

レベルにまでエスカレートしていくでしょう。神は彼に

、彼の律法の支配が彼と彼に従う者たちを滅ぼすだろう

と言われました。ジェームズ王版は、イザヤ書14:6にそ
の破壊的なシナリオを描いています。 
 
怒りの中で民を連打した者、怒りの中で諸国を支配し
た者は迫害され、誰も妨げない。 
 
サタンの原理の最終的な結果の大きさは、サタンの原理

に忠実な者たちによって、神の霊が最終的に拒絶される

未来の時のイエスの描写に現れています。その時には、

人間の最も強い絆である家族愛さえも、善悪の原理に取
って代わられてしまうのです。 
 
さて、兄弟は兄弟を死に追いやり、父はその子を送り
出し、子らは親に反旗を翻し、彼らを死に追いやる（

マタイ10:21）。 
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サタンとその従者たちは互いに敵対し、暴力によって地

表から消し去るでしょう。神の人格についての真の知識

を通して、神の完全な受け入れと赦しの賜物を受けない

者には、先に暗闇だけが見えてきます。 
 
なぜなら、真理の知識を得た後に故意に罪を犯すと、
もはや罪のためのいけにえが残るのではなく、裁きに
対するある種の恐るべき期待と、敵対者をむさぼる激

しい怒りが残るからです（ヘブル10:26,27）。 
 
自滅は善悪の原理の不可避の結果である 
罪のためのすべての転落の始まりと終わりは、サタンの

システムそのものの中にある。   
破滅は彼の統治方法に内在しています。ですから、神を

正しく見ることによってのみ、次の節を真に理解するこ

とができます。同様に、この節を正しく理解してこそ、

私たちは神を正しく理解することができるのです。 
 
罪の代償は死ですが、神の賜物は、私たちの主キリス

ト・イエスにある永遠のいのちです（ローマ6:23）。 
 
罪人が死んで全滅することは間違いありません。しかし

、それは彼らが生きている原理のせいでしかありません

。彼らを滅ぼすのは原理そのものなのです。サタンのシ

ステムには、それ自体が崩壊するメカニズムが含まれて

います。いったんそれが開始されると、サタンの原理は

雪だるま式に推進されます。それは果実のようなもので

、一度熟すと地面に落ちて崩壊します。サタンの暴力的

な原理は、発芽した時から終焉を確信しており、これか

らも本格的な破壊力へと発展していくでしょう。サタン

の原理は、内部から燃えるような猛烈なマグマを噴出し

た巨大なメガマウンテンへと進化していくだろう。この

邪悪な統治システムは、火山のように爆発して爆発し、
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その影響範囲内のすべてのものを破壊するような暴力の

クレッシェンドに達するだろう。  
サタンとその信奉者の破壊は、崩壊して内部から破壊さ

れる高層ビルの塔の解体に似ています：彼の原理は、そ

の破壊的な仕事を、その法則の独自のルールから、内部

から行うのです。それはそれ自体に破壊のためのメカニ

ズムを内蔵しており、この破壊は神の恣意的な行為によ

って行われるものではありません。        
 
神はサタンの最終的な破壊を止めることができない 
サタンのシステムは、神でさえそれを止めることができ

ないほど破壊的です。ある人は、神は永遠の教訓として

サタンが燃え尽きるのを許さなければならない、あるい

は、神が途中で止めたとしても、サタンのシステムの中

にある不名誉と悪の深さが明らかになることはないだろ

う、だから神はサタンがその破壊的な可能性の極限まで

再生するのを許さなければならない、全宇宙がそれを見

ることができるように。  
しかし、この邪悪な統治システムが、自らの汚染された

悪をすべて消費し、自らの滅亡の頂点に達することを許

される本当の理由は、神が最後までご自身の原則に忠実

であり、すべての被造物に不可侵の選択の自由を与えて

おられるからです。神はサタンの原理の終焉を止めるこ

とはできません。もし止めたとしたら、サタンとその信

者の選択の自由を侵害することになるからです。  
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善悪はルシファーとその信奉者の死の理由になる 
 
主なる神はその人に命じて言われた、「園のすべての
木を自由に食べてもよいが、善悪の知識の木は食べて
はならない。 
 
サタンは、善悪の知識の木から出た原理を使って世界を
支配しています。彼の原理の基本的な性質、総体、実質

は、その本質において、死の原理であるため、死に絶頂

を迎えるのです。善悪の原理が最終的にルシファーとそ
の信奉者の死を招くことは間違いありません。   
他に理由がなければ、神が「あなたがたがそれを食べる
日には必ず死ぬ」と言ったときに、神がそれを予言して
いたという単純な事実のために、私たちはこれを確実な

ものとして知っているかもしれません。
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二つの 
 
の原則とは何ですか？  
善と悪？ 
 
主なる神はエデンの東の方に庭を植えられ、そこにご
自分が造られた人を置かれた。そして、主なる神は、
地中から、見栄えがよく、食物に適したすべての木を
生長させた。   
いのちの木もまた、園の真ん中にあり、善悪の知識
の木もあった。主なる神は男に命じて言われた、『
園のすべての木を自由に食べてもよいが、善悪の知

識の木は食べてはならない。神は、あなたがそれを
食べる日に目が開かれ、神のようになり、善悪を知る
ようになることを知っておられるからです」（創世記

2:8, 9, 15-17, 3:4, 5;強調）。 
 
善悪の知識の木で表される原則  
サタンがまだルシファーであった時に考案した原理が、

地上では善悪の知識の木によって表されるようになった
ことを見てきました。善悪の原理と呼ばれるものは、ル
シファーが考案した法則であり、宇宙全体に以前に存在

していたものとは異質な法則であった。ルシファーは、

明確な目的を持って善悪の原理を導入し、推進しました
。彼の意図は、彼の観点から、宇宙のガバナンスのため

の法律のルールとして、神のAGGAAHPAY愛は、実用的
ではなかったので、愛の神の法律を置き換えることであ

った、非現実的であり、操作不能であり、非現実的であ
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り、特に悪に直面している。彼は事実上、神に言った、

『あなたの愛の法則は完璧な世界では機能しますが、今

、私はあなたに反するシステムを導入したので、あなた

の愛の法則は何をするのでしょうか？  
ルシファーの原理が悪の知識と呼ばれていたのではなく
、善悪の知識と呼ばれていたことをよく考えてみてくだ
さい。  
私たちはサタンが何のために立っているのかを知ってい

るので、彼に関するすべてのことが悪であると仮定する

でしょうが、彼の法則には何があるのでしょうか？彼の

原理を探求するとき、私たちは以下のことに留意しなけ

ればなりません。  
彼は、善と悪の知識の木に代表される彼の律法の支配に
欠かせないものとして、間違いなく善を構想し、制定し
たのです。彼は、悪だけが彼の律法の唯一の特徴ではな
く、善と悪の両方を望んでいたのです。 
もしルシファーが悪だけを扱っていたならば、彼は間違
いなく信奉者を獲得することに成功していなかったでし

ょう。しかし、前章で述べたように、彼は天使の三分の

一を連れて行くことができたので、彼の原理には非常に

説得力のある魅力的な何かがあったに違いありません。

サタンの原理におけるこの善と悪のハイブリッドは、こ
の章で詳しく説明され、本書の中でさらに発展していき

ます。  
 
 
 
 
善悪の知識の木からの原則は恣意的である  
ルシファーの新しい法律の背後にある基本的な動作原理

は、彼の法律は法律、または原則のハイブリッドタイプ

になります行動動機、任意の報酬と任意の罰の二重セッ

トの使用だった。それは恣意的に他の上の邪悪な行動、

または行為を、任意に罰している間、一方で、良い行動
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、または行為に報酬を与える。この原則は、我々はそれ

に染み込んでいるため、私たちのすべてに精通しており

、私たちの生活の毎日それによって動作します。国や制

度はこのシステムの上に成り立っており、地上の人間関

係のあらゆる面を支配しています。世界は、善悪の知識
の木に代表されるサタンの原理によって完全に運営され
ています。 
 
サタンの恣意的な法律は、私たちの選択の自由を削除し

ます。 
ルシファーの善悪の原理は、神が被造物に与えた選択の
自由を奪います。彼の律法は、この原理ではサタンの意

志だけが勝つので、自由意志が存在しない恣意的な律法

の規則です。聖書は、統治のための彼の律法を不義、無

法と呼んでいますが、彼の律法は大文字の「S」を付け
た罪なのです。 
 
罪を犯す者は誰でも無法を犯し、罪は無法である（第一

ヨハネ3:4）。  
 
罪を犯す者は誰でも律法にも違反します。 
 
サタンの死の原理は、アガペー愛という神の法則の違反
であり、それはそれを受けるすべての人の死に至る。  
罪の代償は死ですが、神の賜物は、私たちの主キリスト

・イエスにある永遠のいのちです（ローマ6:23）。 
 
単語の辞書の定義は、任意の 
Webster's 
Dictionaryでは、恣意的という言葉を次のように定義して
います。"1：（裁判官のように）個人の裁量に依存し、
法律で固定されていない; 
2：権力の行使に拘束されていない、または制限されてい
ない：権力の自由奔放でしばしば専制的な行使から支配
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する; 
3a：何かの本質的な性質の必要性によってではなく、個
人の好みや利便性に基づいているか、または決定される; 
3b：存在しているか、または存在しているか、一見ラン
ダムに、または偶然によって、または意志の気まぐれで

不合理な行為として生じる" 
 
サタンの専制的で恣意的な法の支配は、イエスによって

不正な裁判官のたとえ話の中で描かれています。 
 
そして、神は彼らにたとえ話をされた。「人は常に祈

り、心を失わないようにしなければならない」と。"
ある町には、神を恐れず、人を顧みない裁判官がいた
。ある町には、神を恐れず、人間を顧みない裁判官が
いた。その町には未亡人がいて、彼女は彼のところに
来て、『私の敵から私のために正義を求めてください
』と言った。しかし，しばらくの間はそうしなかった
が，その後，彼は心の中で言った『わたしは神を恐れ
ず，人間を顧みないが，この未亡人がわたしを悩ませ
ているので，わたしは彼女の仇を討ってやる，彼女が
絶えず来ることでわたしを疲れさせないように』。そ
こで主は言われた『不正な裁判官が言ったことを聞け

』（ルカ18:1-6）。  
 
このたとえ話の中で、神を恐れず、人を顧みなかった裁

判官は、明らかに神以外の原理で動いている人です。譬

え話では、彼は神を恐れず、人を敬わなかったと言われ

ています。この文脈では、恐れという言葉は、尊敬する
、畏敬するという意味であり、不当な裁判官が神や神の

律法や原則を認めていないことを意味しています。  
サタンの律法は、自分の意志に依存した恣意的なもので

あり、神の律法からは独立しています。前章で見たよう

に、ルシファーは心に咎が見つかるまでは、自分のやり

方で完全でした。それゆえ、彼が考案した律法は、不義
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です。咎という言葉は、無法と同じ言葉です。ですから
、サタンの律法は、定義上、無法です。善悪の律法は無
法の律法です。  
つまり、神の律法であるアガハペー愛に反する、独立し
た律法なのです。 
サタンの原理の背後にある力は、それがサタンの特権で

強制的で、恣意的で、柔軟性がなく、実行可能であると

いう事実にあります。さらに、この善悪の原理では、善
も悪も疑う余地なく悪である。 
 
サタンの法は、絆で人類を維持します。 
次のパリサイ人とのやりとりの中で、イエスはサタンの

律法の対象者が束縛の中にいることに言及しています。

イエス様は、サタンの支配の束縛と、イエス様ご自身の

愛の律法の自由とを鋭く比較されています。 
 
そしてイエスは、イエスを信じたユダヤ人たちに言わ
れた、「もしあなたがたが、わたしの言葉を守るなら
ば、あなたがたは本当にわたしの弟子である。あなた
がたは真理を知り，真理があなたがたを自由にする。
彼らは彼に答えた，「わたしたちはアブラハムの子孫
であり，誰にも束縛されたことはありません。あなた

がたはどうして『あなたがたは自由になる（ヨハネ8:
31-33）』と言えるのですか？ 
 
興味深いことに、彼らは誰にも束縛されたことがないと

言うことによって、イエスの話者たちは、エジプトでの

束縛、過越祭、出エジプト、そして事実上彼らの歴史全

体を否定したのです！しかし、イエスの発言には霊的な

意味があり、彼らは盲目でした。しかし、イエスの発言

には霊的な意味があり、彼らは盲目だったのです。 
 
イエスは彼らに答えられた、「何よりも確かなことは、
あなたがたに言う、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である
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ということです。そして、奴隷は永遠に家の中に住むの
ではなく、子は永遠に住むのである。ですから、もし御
子があなたがたを自由にするなら、あなたがたは本当に
自由になるでしょう。わたしはあなたがたがアブラハム
の子孫であることを知っているが、あなたがたはわたし
を殺そうとする。わたしは父と共に見たことを語り、あ

なたがたは父と共に見たことを行う（ヨハネ8:34-38）。 
 
しかし今、あなたは私を殺そうとしている、私が神か
ら聞いた真実をあなたに話した者を。アブラハムはこ
のようなことをしなかった。あなたは父の行いをして

いるのです（ヨハネ8:40-41）。 
 
なぜ、あなたは私の言葉を理解できないのですか？そ
れは、あなたがたがわたしの言葉を聞くことができな
いからです。あなたがたは、あなたがたの父である悪
魔の子であり、あなたがたの父の望みは、あなたがた
がしたいことである。彼は最初から人殺しであり、真
理に立っていないからである。彼が嘘を語るとき、彼
は自分の資源から語るのであって、彼は嘘つきであり
、その父であるからである。しかし、わたしが真理を
語るから、あなたがたはわたしを信じない。あなたが
たのうち、どちらがわたしの罪を確信しているのか。
もし私が真実を語るならば、なぜあなたがたは私を信
じないのか。神のうちにいる者は神の言葉を聞く。 
 
イエスが真の父を識別するために聞き手に与えた唯一の

証拠は、彼らがイエスを殺そうとしたという事実でした

。彼らの心の中にある殺人の原理は、彼らをサタンの従

者として明確に位置づけました。イエス・キリストから

のこの洞察は、人類全体にも当てはまります。  
このやりとりの中で、イエス様は、イエス様の聞き手が

その父であるサタンの行いに束縛されていると言ってい

ます。   
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彼らはサタンの死の原理を利用しているので、イエス様

を殺そうとしています。サタンの律法に服従している人

は、奴隷の中にいる、束縛の中にいると言われています

。この束縛とは、死の支配への束縛です。サタンの恣意

的な律法は死の原理であり、すべての臣下の死に絶頂を

迎えることになります。  
 
善と悪はAGAHPAY愛に反している 
神はアダムとエバに、善悪の知識の木がサタンの原理を
表していることを伝えていました。この原理を使って、

善い行いを恣意的に報い、悪い行いを恣意的に罰するの

はサタンです。この原理は、エデンの園のいのちの木に
代表される神のアガハペー愛の原理とは絶対的に相反す
るものです。なぜなら、神の本質は無条件で自己犠牲的

な「アガハペイの愛」だからです。神は、被造物が善で
あれ悪であれ、どのような状態であっても、無条件にす

べての被造物を愛しておられます。 
 
あなたがたは、『あなたがたは隣人を愛し、敵を憎みな
さい』と言われたことを聞いたことがあるでしょう。し
かし、あなたがたに言う、あなたがたの敵を愛し、あな
たがたを呪う者を祝福し、あなたがたを憎む者には善を
行い、あなたがたを悪用し、迫害する者のために祈りな
さい。 
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主はすべての人に善良であり、その優しいあわれみはす

べての御業の上にある（詩篇145:9）。  
 
上記の箇所は、神は神を呪う者を祝福し、神を憎む者に

は善を行うと教えています。神の無条件の愛の性質は、

私たちの心には極めて異質なものです。なぜならば、私

たちは善悪の原理で飽和した肉欲的な性質を持って生ま
れてきたからです。  
 
善悪は条件付き 
サタンの律法は、神の無条件の愛の奥底にある核心に反

していることを理解することが重要です。神の本質的に

無条件の愛は、サタンが神に反抗する根本的な原因でし

た。ルシファーは、愛は条件付きでなければならないと

反抗的に決めつけていました。したがって、彼のタイプ

の愛は、アガペー愛の偽物であり、条件や状況の要求に
応じて変化します。善悪の原理は決して無条件ではあり
えません。サタンの法則は、善と悪を混ぜ合わせたもの
であり、光と闇、愛と条件を混ぜ合わせようとするもの

です。その結果、彼の命題は、無条件である神のアガペ
ー愛の原則とは正反対のものとなります。  
 
われわれに対する神の愛と恩寵には，どのような種類の

作品にも重みや影響力がない 
使徒パウロの著作から抜粋した次の節は、私たちに対す

る神の恵みには、肯定的な働きも否定的な働きも、行動

も行動も、何の影響もないことを明確に、そしてはっき

りと示しています。  
しかし、私は彼らが福音の真理を率直に語っていない
のを見て、彼ら全員の前でペテロに言った、『ユダヤ
人であるあなたがたが、ユダヤ人としてではなく、異
邦人として生きるなら、なぜ異邦人にユダヤ人として
生きることを強制するのか。本来ユダヤ人であり、異
邦人の罪人ではない私たちは、人は律法の働きによ
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ってではなく、イエス・キリストへの信仰によって

義とされることを知っていますが、私たちもキリス

ト・イエスを信じています。 
 
しかし，救い主である神の人に対する優しさと愛が

現れたとき，私たちが行った義の行いによってでは

なく，神の憐れみによって，私たちを救い主イエス
・キリストを通して私たちの上に豊富に注いでくださ
った聖霊の再生と新生の洗礼によって，私たちを救
ってくださいました。 
 
上記の箇所にある律法の業と義の業とは，善悪の知識の
木から得たいわゆる「善い業」を指していると言っても
よいでしょう。次の節では、これらの働きを善悪のどち

らかとして特徴づけているのではなく、単に働きとして

特徴づけていることに注意してください。 
 
あなたがたは恵みによって信仰によって救われたので
あって、自分の力で救われたのではありません。 
しかし、次の一節には、私たちがかつて心の中で疎外さ

れていたのは、悪業によってであったと書かれています

。 
 
かつては邪悪な行いによって疎外され、心の中で敵
となっていたあなたがたですが、今では主が死によ
って肉の体で和解され、主の目に聖なる、罪のない
、非難の対象とならないあなたがたをご紹介してく
ださいました。 
 
もし人間が律法の働きによって義化されないならば、律

法なしで悪業を行っているのか、義化を得るために律法

を守っているのかにかかわらず、人間は悪業を行ってい

るのと同じ状態にあり、律法の働きによって肉は義化さ

れないからです。律法の業によって、肉が義とされるこ
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とはないからです。聖書は、そのような働きを汚いボロ

布のように描いています。  
繰り返しになりますが、次の一節を読むと、私たちはど

んな働きをしても、神との平安を見つけることができな

いことがよくわかります。 
 
...神は、私たちを救い、聖なる召しをもって私たちを
召されました。それは、私たちの働きによるもので
はなく、時が始まる前にキリスト・イエスにあって
私たちに与えられたご自身の目的と恵みによるもので
すが、今、私たちの救い主イエス・キリストの出現に
よって明らかにされました。 
神は今、私たちの救い主イエス・キリストの出現によっ

て、イエス・キリストを通して顕現されたアガハペイの
愛の啓示によって、死を廃止したことを私たちに示され

、私たちが自分の行いに関係なく神と無条件に受け入れ

ることができることを知っています。善悪を知る原理で
用いられる肯定的な動機づけ要因と否定的な動機づけ要

因は、恣意的な報酬と恣意的な罰です。人間の行動を形

成し、人間の価値と価値を決定するために恣意的な報酬

と罰を採用することが、サタンの原理と神の原理を区別

する要因となっています。  
 
任意報酬  
サタンの善悪の原理では、人々が善い行いを選択し続け
るように、善い行いは恣意的に最大の露出で報われなけ

ればなりません。善行を行う者は、恣意的な報酬で称え

られるだけでなく、恣意的に認められ、恣意的に受け入

れられるのです。善行が行われると、全世界がそのよう

な寛大さに拍手を送ります。   
一方、イエス様は、言葉による承認を求めず、ひそかに

善行を行うようにと言われました。善悪の原理の下では
、最終的な結果が達成される限り、善を行う動機は重要

ではありません。終わりは手段を正当化する」のであり
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、恣意的な報酬と罰は結果を達成するための手段である

。したがって、サタンの法の支配では、パフォーマンス

が主に強調されており、作品指向である。  
善悪の原理の善行には愛がありますが、それは自己中心
的で自己中心的な人間の心から湧き出る人間の愛です。

利己的な人間の行動様式は、認識と拍手を求め、他の人

の上に出世して自分自身を区別する必要性を満たすため

に、あらゆる手段を尽くします。それは常に他の人を犠

牲にして成功の梯子の中での自分の位置を判断しており

、他の人を犠牲にしてより高く、より高く到達するでし

ょう。本当の野心を隠すために、善行によって利己主義

を隠すこともあるかもしれませんが、それにもかかわら

ず、自己中心的であることに変わりはありません。これ

が人間の心であり、イエス・キリストの外には逃れるこ

とはできません。  
 
恣意的処罰 
善悪の原理におけるもう一つの動機付け要因は、善い行
動を引き出すため、あるいは善い行動を形作るために罰

を用いることであり、すべての罰の方法は、微妙なもの

からあからさまなものまで、定義上暴力的なものである

。ルシファーの新しい法のルールでは、恣意的な罰が前

提条件となっていた。実際、ルシファーが宇宙に法の支

配を導入したのは、恣意的な罰の問題をめぐってであり

、これは神への反逆の基礎となった問題でした。   
彼は、宇宙の統治のためのアガハペイ愛の神の法則のア
キレス腱は、その恣意的な罰の欠如であると主張しまし

た。彼は、恣意的な罰がなければ、神の法の支配は失敗

に終わる運命にあると主張し、予測しました。アガハペ
ー愛には固有の罰がないので、ルシファー自身は神から
の罰や滅亡を恐れることなく、自分の法を導入する自由

を持っていたのです。しかし、神が警告した後でも彼が

受け入れなかったのは、避けられない、止められない罰

と破壊が、彼自身の暴力的なシステムの中から起こると
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いうことです。 
サタンの善悪の法則では、悪が行われたときには、その
悪は恣意的に非難され、言葉や身体的な暴力、侮辱、罰

則の賦課などによって処罰されます。   
彼が対象者に行動の変化をもたらすために使用する否定

的な矯正方法のあらゆる種類があります。これらの罰が

どのような形であれ、すべて暴力的なものである。罰の

方法としての肉体的暴力の使用は、最も目に見える暴力

の形態であり、死は最も抜本的なものです。些細な形態

の暴力は、暴力的には見えないかもしれませんが、同じ

ように有害で致死的なものです。拒絶、無言の扱い、僻

み、噂話、人格の暗殺、嘘をつく、盗む、感情的、心理

的な虐待などの形をとることがあり、前者の様々な段階

や組み合わせがあります。善悪の原理をやめて、神の無
条件の愛の原理を使うようになれば、私たちが他人に与

える肉体的、心理的、感情的な暴力はなくなります。そ

の代わりに、彼らの幸福が私たちの主な関心事となり、

私たちは自分を犠牲にしてでも彼らの幸福のために責任

を取るのです。これこそが、イエス・キリストがご自身

の模範によって示されたことなのです。 
 
裁き合うことは、恣意的な報いと罰のプロセスの前段階

である 
ルシファーは、一度アガハペイ愛の神の法則の無条件の
性質を捨てて、彼は自動的に人間の行動と動機を判断す

るシステムを制定しました。善悪のサタンの法則では、
罰や報酬を与えることができる前に、人の罪悪感やメリ

ットが確立されている必要があります。自分の有罪か無

罪かを判断し、決定するこのプロセスは、善と悪のバラ
ンスの上で人々の行動を量ることによってのみ行うこと

ができます。天秤の片側は善を、もう片側は悪を量りま

す。どちらか一方が重く傾いている方が、裁きの結果を

決定します。イエス様の言葉を借りれば、これは肉に従

った裁きなのです。  
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あなたがたは肉に従って裁くが、わたしは誰も裁かな
い。なぜなら、わたしは一人ではなく、わたしを遣わ

した父と一緒だからです（ヨハネ8:15-16）。 
 
義の裁き  
イエス様が「あなたがたは肉の後で裁け」と言われた時
、イエス様が語られた人々は、善悪の原理を自分の尺度
として使っていたという意味でした。  
これに対して、イエス様が「誰も裁かない」とおっしゃ

ったのは、恣意的に報いたり、罰したりするために、そ

の行動に応じて裁くと言っていたのです。イエス様が用

いられている裁きのタイプは、義の裁きと呼ばれる真の

裁き、神的な裁きであり、善悪の原理に内在する裁きと
混同してはなりません。 
 
見た目で裁くのではなく、正しい裁きで裁いてくだ

さい（ヨハネ7:24、強調しています）。 
 
最後に、義の冠が私のために置かれています。それは
義のさばき人である主がその日に私に与えてくださ
るもので、私だけではなく、主の出現を愛するすべて

の人にも与えられます（第二テモテ4:8、強調）。 
 
神の正しい裁きは、常に無条件の愛の法則に基づいてお

り、人間の行動を中心とした裁きではありません。  
前の節で、義なる裁判官がパウロと、その日に主が現れ

ることを愛するすべての人に命の冠を与えていることに
注目してください。主の出現を愛する者とは、再臨の復
活を期待して死んだ人たちであり、その日に生きている

人たちです。彼らは、御父が私たち一人一人を無条件に

受け入れてくださるというイエスの証しを信じて、すべ

ての人に自由に与えられたいのちの賜物を受け入れたの

です。  
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聖書に「私たちは自分の行いによって裁かれる」と書か

れているとき、私たちが内に信じていることを目に見え

る形で示す唯一の証拠は、行いであると理解しなければ

なりません。ですから、私たちの行動によって、イエス

・キリストが神の無条件の愛について語ったことを信じ

ていたか、それともサタンの恣意的な善悪の法則に縛ら
れたままでいたかが明らかになるのです。 
神は人間的な意味で、肉の後で裁くことと、無条件に愛

することを同時に行うことはできません。イエス様が「

あなたがたは肉の後で裁く、私は誰も裁かない、しかし
私が裁くならば、私の裁きは真実である。  
 
究極の審判は、イエスの神の愛の啓示を受け入れるか拒

否するかである。 
イエス・キリストは、神の非裁き、非裁きの性格を明ら

かにするために、神がこの世に与えた賜物です。ユダヤ

教の律法では、二人の証人の口によって、何でも真実で

あることが証明され、イエス・キリストと父の証人によ

って、神の人格の啓示というこの贈り物が真実であるこ

とが証明されたのです。 
聖書の裁きに関して否定的なことがあるとすれば、イエ

ス・キリストと御父に関する限りでは、私たちが与えら

れた賜物に対する反応と、それを受け入れることに関係

しています。私たちには、イエス様の証しを受け入れる

か否かの選択の自由があり、これが私たちの判断となり

ます。   
この裁きには、イエス様の愛の原則を受け入れるか否か

が含まれています。イエスの裁きは、神の性質について

光を与えるために来られたので、イエスが父の原則につ

いて証しをした結果として、効力を発揮します。 
 
わたしの言葉を聞いて信じない人がいても、わたしは
その人を裁かない。わたしを拒み、わたしの言葉を受
け取らない者は、自分を裁くものを持っている。わた
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しは自分の権威で語ったのではなく、わたしを遣わし
てくださった父が、わたしに命令を与えてくださった
のです。わたしは、その命令が永遠の命であることを
知っています。ですから、わたしが話すことは何でも
、父がわたしに言われたように、わたしも話すのです

（ヨハネ12:47-50）。 
 
使徒ヨハネは、私たちがイエス様を受け入れたり、拒否

したりすることには、裁きが関係していることを確認し

ています。 
 
それは、世に出てくるすべての人に光を与える真の光
であった。彼は世にいて、世は彼を通して造られたが
、世は彼を知らなかった。彼は自分のところに来られ
たが、自分のところでは彼を受け入れなかった。しか
し、彼を受けた多くの人には、彼の名を信じる者たち
が神の子となる権利を与えられたのです。 
 
山の上の説教で説明されている肉の後の審判 
イエスの「肉の後に裁きを使うことに対する警告」は、

私たちが悪魔の裁きによって互いの価値を量り合うこと

を指しており、山の上の説教にも出てきます。以下は、

マタイとルカの両方のバージョンです。 
 
裁かれないように、裁いてはならない。なぜなら、あ
なたがたが何を裁くかによって、あなたがたは裁かれ
、あなたがたが使ったはかりによって、あなたがたは
それを測り返されるからである。あなたがたはなぜ、
兄弟の目の中にあるまだら模様を見ても、自分の目の
中にある板のことを考えないのか。また，あなたの兄
弟に「あなたの目の中の斑点を取り除こう」と言って
，自分の目の中に板が入っているのを見てどうするの
ですか。偽善者め。まず、自分の目の中の板を取り除
いてから、あなたの兄弟の目の中の斑点を取り除くこ
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とがはっきりと分かるようになります（マタイ7:1-
5）。 
 
裁いてはならない、あなたがたは裁かれてはならない
。咎めてはならない、そうすれば咎められてはならな
い。赦しなさい、そうすればあなたがたは赦される。
そうすれば、それはあなたがたに与えられよう。押し
つけられ、振りかざされ、また走り回る良い量りが、
あなたがたの懐に入る。あなたがたが使っているのと
同じはかりで、それはあなたがたに計られて戻ってく

るからである（ルカ6：37）。 
 
私たちの目に映っているプランクは、神の無条件の愛で

はなく、サタンの善悪の原理を利用していることです。  
 
 
使徒パウロは、私たちを裁かないように警告しています

。 
サタンの善悪の原理に関わる裁きを手放すための更なる
警告は、使徒パウロの書簡の至る所に見られます。 
 
食べる者は食べない者を軽蔑してはならず、食べない
者は食べる者を裁いてはならない。あなたがたは誰の
しもべを裁くのか。彼は自分の主人のために立つか、
倒れるかである。確かに、神は彼を立たせることがで

きるので、彼は立たされるのです（ローマ14:3-4）。 
 
しかし、なぜあなたは兄弟を裁くのですか？あるいは
、なぜ兄弟を軽蔑するのか。私たちは皆、キリストの
裁きの座の前に立つからです。こう書かれているから
です 
"私が生きている間は、すべてのひざは私にひれ伏し
、すべての舌は神に告白する。ですから、私たち一人
一人が神に自分のことを説明しなければなりません。
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ですから、私たちはもうお互いを裁くのではなく、む
しろこのことを決意し、兄弟の道につまずきや転落の

原因を置かないようにしましょう（ローマ14:10-
13）。 
 
しかし、私の場合は、あなたや人間の法廷で裁かれる
べきだというのは、とても小さなことです。実際、私
は自分自身を裁くことさえしません。わたしは自分に
不利なことは何も知らないからである。主は、暗闇の
隠されたものを明らかにし、心の相談を明らかにされ
る方である。そうすれば、一人一人の賛美が神からも

たらされる（第一コリント4:3-5）。 
 
人類の唯一の希望は、キリストの裁きの座の前に立つこ

とであり、キリストと一緒にいると何の咎めもなく、す

べてが赦されるからです。パウロは、実際には自分自身

を裁くことさえなく、神は神のアガハペーの愛によって
、自分とすべての人を立たせることができると言ってい

ます。 
 
善悪を裁く者はアガハペー愛の法則を裁く 
ヤコブは、肉の後で裁く者、つまり肉の後で裁く者を宣

告しています。  
律法を裁いて、その兄弟に向かって語る者は、律法を裁

く。彼はどのように律法を裁き、どの律法を裁くのでし

ょうか？彼は神の無条件の愛の律法を裁きますが、サタ

ンの善悪の律法よりも、実質的にはそれを拒否していま
す。そして、神の無条件の愛の律法を拒否することによ

って、彼は神ご自身を拒否しているのです。  
  
兄弟たちよ、互いに悪口を言ってはならない。兄弟の
悪口を言って兄弟を裁く者は、律法の悪口を言って律
法を裁く。しかし、律法を裁く者は、律法を行う者で
はなく、律法を裁く者である。律法を司る者は一人で
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あり、その者は救うことも滅ぼすこともできる。あな

たがたは誰なのでしょうか。(ヤコブ4:11-12)。 
 
法の支配者は一人です。  
天地の創造主である神は、ただ一つの究極の最高の法

則を持っています。神は私たちに神とサタンのどちら

かを選択する究極の自由を与えることによって、救い

と破壊を行います。私たちの選択には、破壊か救いの

どちらかを選択することが内在しています。お互いを

裁くことは、私たちを明らかにサタンの領域に入れま

す。         
 
ダンの部族と十万四千人の意義 
この問題の重要性は、黙示録第７章で語られている１０

万４千人を構成する部族をよく見てみると分かります。

ここに記されている部族は、ユダ、ロイベン、ガド、ア

ッシャー、ナフタリ、マナセ、シメオン、レビ、イサカ

ル、ゼブルン、ヨセフ、ベニヤミンです。これらの名前

をヤコブの元々の十二人の息子たちと比較してみると、

次のようになります。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、
イッサハル、ゼブルン、ヨセフ、ベニヤミン、ダン、ナ

フタリ、ガド、アッシャーです（創世記35:23、強調）。  
十四万四千人の中には、元の名前のうちの十一人だけが

記載されています。黙示録にその数の一部として記載さ

れている十二番目の名前は、ヤコブの子ではなく、ヨセ

フの子であるマナセです。 
 
これらのことの後、私は四つの天使が地の四隅に立っ
ていて、地の四つの風を持っていて、地と海と木の上
に風が吹かないようにしているのを見た。また、別の
天使が東から昇ってきて、生ける神の印を持っている
のを見た。彼は地と海を害することを許された四人の
天使に向かって大声で叫んだ、「神のしもべを額に封
印するまでは、地も海も木も害してはならない」。そ
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して，わたしは封印された者の数を聞いた。イスラエ
ルの子孫のすべての部族のうち、十四万四千人が封印
された。ユダの部族は一万二千人が封印され、ルベン
の部族は一万二千人が封印され、ガドの部族は一万二
千人が封印され、アッシャーの部族は一万二千人が封
印され、ナフタリの部族は一万二千人が封印され、
マナセの部族は一万二千人が封印された。シメオン
の部族は一万二千人が封印され、レビの部族は一万二
千人が封印され、イッサカールの部族は一万二千人が
封印され、ゼブルンの部族は一万二千人が封印され、
ヨセフの部族は一万二千人が封印され、ベニヤミンの

部族は一万二千人が封印されました（黙示録7.ヨセフ
の部族には一万二千人が封印された。) 
 
ヨセフの息子マナセは、ヤコブの息子ダンの代わりにな

りました。ダンは、黙示録7章で語られているように、神
の印章を押される人の一人としては言及されていません

。なぜダンはこの数に含まれていないのでしょうか？そ

の答えは、ヤコブが死ぬ直前に兄弟たちを祝福したこと

にあるかもしれません。  
 
ダンはイスラエルの部族の一人としてその民を裁く。
ダンは道に蛇となり、道に蛇となり、馬のかかとに噛
みつき、乗り手が後ろに倒れるようにする。主よ、私

はあなたの救いを待っていました（創世記49:16-17）! 
 
ダンは自分の民を裁くことによって、神の無条件の愛の

律法の届かないところに身を置き、神の人格を封印され

るにはふさわしくない状態になりました。彼は蛇のよう

になり、道の中の加害者、悪魔と呼ばれる古い蛇によく
似た告発者となりました。 
 
それで大蛇が追い出された。悪魔とサタンと呼ばれ、全
世界を欺く大蛇は地上に投げ出され、その天使たちも一
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緒に追い出された。私は天で大きな声で言うのを聞いた
、「今、救いと力と、私たちの神の国と、神のキリスト
の力が来た。 
 
民衆を裁くダンは、私たちの兄弟たちを告発するサタン

を連想させ、馬のかかとに噛みつき、馬の乗り手が後ず

さりするようにします。ダンは民の足手まといとなり、

民を神の真の知識から遠ざけ、後ろ向きに転落させます

。そのため、ダンは父である悪魔のように、また自らの

選択によって、民の交わりから追いやられてしまうので

す。  
ヤコブの祝福の最後の言葉は，控えめに言っても不可解

です。ヤコブは自分の息子の中にある霊のために，ほと

んど痛みでため息をついているように見えます。エホバ
よ，わたしはあなたの救いを待ち望んでいました。  
ヤコブは約束されたメシアによって神の義が完全に明ら

かにされる時を楽しみにしているのでしょうか。  
  
ですから、キリスト・イエスにあって、肉に従った歩
みではなく、御霊に従った歩みをしている人たちを非
難することは、今ではありません。キリスト・イエス
にあるいのちの御霊の律法によって、私は罪と死の律

法から解放されたからです（ローマ8:1-2）。 
 
サタンは善悪によって行動を制御することによって秩序

を与える 
私たちは、サタンは害や死、破壊、悪を引き起こすこと

だけに興味を持っていると考えがちですが、それはサタ

ンの原理の究極的な真の結果です。しかし、サタンが善
悪の原理を導入したのは、実際には秩序を作り、善い行
いを生み出そうとしたからであることを理解している人

はほとんどいません。サタンが宇宙に自らの法則を考案

したのは、統治のための新しい普遍的な秩序、いわば新

しい世界秩序を実現するためだったということを、ほと



86 

 

んどの人が理解していないのです。だからこそ、善行を

促進し、悪を抑制し、コントロールするために、サタン

は恣意的な報酬と罰を用いているのです。  
彼の原理の背後にある理由は、人は悪を行った場合に受

けるであろう罰を避けるために善を行うことを選択する

という前提に基づいています。  
この考え方は、人間の論理が受け入れるようになった、

善いことをすればするほど多くの報酬があるという誤っ

た考えに基づいています。  
しかし、それがうまくいかない場合は、より凶悪な悪で

あればあるほど、善行をもたらすためには、より思い切

った罰が必要になります。サタンは、モデル社会をもた

らす彼の方法が神のものよりも優れていると信じていた

ので、彼は悪を抑制し、制御するために任意の報酬と罰

のシステムを使用して善と悪のこのシステムを推進しま
した。  
恣意的な報酬と恣意的な罰は、善と悪のサタンの領域だ
けに生得的に存在しています。人が善を行うことを選ぶ

のは、悪を行ったときに受ける罰よりも良い代替手段だ

からです。特に、悪が凶悪であればあるほど、その罰は

思い切ったものになるので、これはある程度効果的です

。彼はまた、善を行うための報酬が多ければ多いほど、

悪を犯すことが少なくなるので、報酬を扱っています。    
アダムとエバは善悪の知識の木から食べてサタンに従っ
たので、世界全体がサタンの原理で動いていて、最低レ

ベルの人間関係から最高レベルの政府まで、サタンの原

理で動いています。 
 
  
子育てには罰が使われている 
多くの親がよく使う「棒を惜しんで子供を甘やかす」と

いう格言は、箴言集の次の節を参考にしています。 
 
竿を惜しむ者はその子を憎むが、愛する者は速やかに
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その子を懲らしめる（箴言13：24）。 
 
残念ながら、ほとんどの親はロッドが何を意味するかを

誤解している。その結果、彼らは良い行動に向かってそ

れらを強制するための努力で自分の子供を規律するため

に物理的な罰の様々な形態を使用しています。竿につい

てのより良い正しい理解は、善良な羊飼いが羊を導くた

めの道具として使ったのであって、羊を傷つけるための

ものではないということです。ここで言及されている棒

は、詩篇2:9、黙示録2:26-27、12:3-
5で語られているのと同じものです。これらの箇所では、
鉄の棒とは、イエス・キリストによって啓示された神様
の永遠の愛の律法の壊れない性質のことを指しています

。 
 
あなたは鉄の棒で彼らを砕き、陶工の器のように彼

らを粉々に砕くであろう（詩篇2:9、強調）。 
 
彼は鉄の棒をもって彼らを支配し、彼らは陶工の器
のように粉々にされ、私が父から受けたように、私は

彼に朝の星を与える（黙示録2:26-27、強調）。 
 
上の節では、イエス様が善悪の原理を克服した者に国の
上に力を与え、彼らはアガハペーの愛の律法によって、
イエス様と共に支配するということに注目してください

。 
 
見よ、七つの頭と十本の角を持ち、その頭には七つの
玉が付いていた。その尾は天の星の三分の一を引き寄
せて地に投げ捨てた。そして、竜は出産の準備をして
いた女の前に立ち、子が生まれるとすぐにその子をむ
さぼり食らうようにした。彼女は男の子を産んだが，
その子は鉄の棒ですべての国を支配することになって
いた。そして、その子は神と神の御座に捕らえられま
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した（黙示録12:3-5、強調）。 
 
燃えるようなドラゴンは、天の星の三分の一を善悪の原
理に引き寄せて地上に投げ捨て、アダムとエバもまた彼

の体系を採用しました。しかし、男の子イエス・キリス

トは、地上の子供たちを救いに来て、神の愛が感知され

るように、ご自分の命を捧げました。 
 
私は天が開かれるのを見て、見よ、白い馬を見た。その
上に座られた方は、忠実で真実と呼ばれ、義をもって裁
き、戦争をされる。その目は火の炎のようで、頭には多
くの冠があった。その名はご自身のほかには誰も知らな
いものであった。彼は血に染まった衣を着せられ、その
名は神の言葉と呼ばれた。そして、天の軍勢は、上質の
麻の衣を着て、白くて清らかな、白い馬に乗って、彼に
従った。彼の口からは鋭い剣が出ており、それをもって
国々を打つ。主はご自身が鉄の棒で彼らを支配される。
ご自身が全能の神の激怒と怒りのぶどう酒を踏まれる。
その衣と太ももには、その名が記されている。王の王で

あり、主である（黙示録19:11-16）。 
 
忠実で真実な、神の言葉であるイエス・キリストは、義
で戦争をします。イエス・キリストの口から出る鋭い剣

は、神の人格に関する真理であり、それをもって国々を

打つべきものです。イエス・キリストは十字架で国々を

打ちのめしました。神が服従を引き出すのは心の奉仕に
よってであって、暴力によってではありません。このよ

うに、愛はすべての力の中で最も強く、すべてのことが

失敗したときにも持続します。その強さは、墓場をも超

えています。 
 
あなたの腕に封印するように、私をあなたの心に封印
してください。 
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ロッドの世俗的な意味 
我が国のみならず全世界の法律は、善悪の原理に向かっ
ており、なぜならば、それは人間の心にとって理にかな

っているからである。犯罪の拡大を防ぐために、私たち

のゼロ・トレランス法は、間違った行為を芽のうちに摘

み取るために厳しい刑罰を与えています。その最大の例

が、究極の抑止力である死刑です。しかし、この制度が

失敗であることを証明する経験的証拠がすでに存在して

いる。  
人類の行動に見られるのは、サタンの善悪の原理が機能
していない証拠です。私たちの悪行のほとんどは秘密裏

に行われており、もしこれらがすべて公表されたならば

、サタンのシステムが機能していないという圧倒的な証

拠を手に入れることができるでしょう。このことを理解

するには、ニュースを追うだけでいいのです。抑止力が

あるにもかかわらず、善悪のシステムは、世界で悪が起
こるのを防ぐことができず、人々は捕まらないことを願

って法を破っています。私たちが子供に暴力を振るうた

びに、私たちはその子供に暴力的になるように教えてい

るのです。実際、このシステムは悪を抑圧する代わりに

、悪を促進し、暴力は暴力を生むのです。これは、この

システムが神からのものではないことの十分な証拠です

。 
 
善悪は一つの原則であり、二つではない 
善悪を知る木はサタンの原理と性格を表し、いのちの木
は神の原理と性格を表していることを見てきました。サ
タンの原理を一つの木で表すことによって、神は園でも

、この善悪の原理が二つの別々の原理ではなく、一見対
立する二つの概念の一つの合体した原理であることを示

されました。このシステムの中では、善も悪も一つの同

じ原理であり、両方とも完全に悪なのです。善と悪が相
反する二つの原理であるというのは、錯覚であり、欺瞞
です。  
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サタンは天使の三分の一を自分の原理の価値を納得させ

ることができたのですが、彼らは優秀な存在でした。し

かし、神は、一方の木が神の性格を表し、もう一方の木

がサタンの性格を表していることを示すことで、私たち

にそれを簡単にしてくださいました。それほど簡単なこ

となのです。一方の木は神の統治方法を表し、もう一方

の木はサタンの統治方法を表しているのです。善悪の知
識の木からの合体した原理は、生命の木で表現された神
の統一原理とは、あらゆる意味で相反するものです。簡

単に言えば、一方は生命の源であり、他方は死の源であ

る。       
したがって、善と悪は、サタンによって考案された特異
な支配原理である。それはハイブリッドな原理であり、

ルシファーの心の中に生じた咎である。 
 
善は善、悪は悪でもある  
人類は、サタンの善悪の原理の中にある「善」と「悪」
という二つの言葉が、「善は善であり、悪は悪である」
という相反するものであると信じるように騙されてきま

した。私たちは、善と悪、この単一の、合体した、堕落
した、サタンの原理を、善と悪という相反する二つの原
理に分けてしまったのです。この文脈では、善と悪は同

じコインの表裏一体であり、コインは善と悪の知識の木
です。神の敵対者であるサタンと、サタンによって広め

られるものは、神と神のアガハペー愛の原理とは全く別
のものであり、離れています。したがって、神の霊的現

実において、また聖書的観点から見ても、この善は、神

と比較して、サタンと同じように不道徳であり、悪であ

る。  
表面的には相反するもののように見えますが、本質的に

は、サタンの原理の中の善と悪の両方が破壊と死をもた

らします。善と悪の文脈で使用される場合、それらは単
一の原理であり、両方とも死をもたらします。  
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善悪のサタンの原則に選択の自由はありません 
神はすべての知的存在に選択の自由を与えられているの

で、彼らは神に賛成するか反対するかを選ぶことができ

ます。この自由がなければ、サタン自身が宇宙に善悪の
知識の木に代表される原理を導入する機会はなかったで
しょう。  
サタンはまた、彼の善悪の原則には選択の自由があると
主張しています。しかし、もしサタンが絶対的な権威を

持っていたならば、宇宙でどのような形態の政府が優勢

になるかを独裁的にコントロールしていたでしょう。唯

一の法のルール、唯一の原則は、善悪の知識の木が象徴
するものであったでしょう。サタンは、「善悪の知識の

木」に代表される自分の原理と並んで、他の原理が存在

することを決して許さないということを強調しなければ

なりません。善悪の原理は選択を許しませんし、それを
提供することもありません。彼の原理に内在しているの

は、代替的な選択をする可能性がないということです。

事実上、サタンの原理は、その原理の中に選択の自由が

ないため、自由を全く認めていません。聖書がサタンの

王国を奴隷制度として特徴づけているのはそのためであ

り、イスラエルの子供たちがエジプトで経験した奴隷制

度は、サタンの原理が関与する奴隷制度の一種です。対

義語は善悪の原理です。  
アダムとエバがこの原理を手に入れて以来、人類はこの

原理の奴隷となってきました。イエス・キリストだけが

サタンの善悪の原理から私たちを解放することができ、
私たちをカナンの地、ミルクと蜂蜜の流れる地へと導き
ます。サタンの善悪の原理は、エジプトの奴隷制度、よ
り具体的には、私たちが生まれたときに誰もが束縛され

ている私たちの肉的性質への奴隷制度によって広く象徴

されているように、イエスは、私たちが神の性質につい

ての真理を受け入れるとき、私たちは本当に自由になる

ことを約束しています。 
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それは死に至るので、善悪は選択を提供していません。 
善と悪は、一方が善で他方が悪という二つの異なる概念
を表しているように見えて、それゆえに選択が原理自体

の中に存在するという考えを伝えているように見えても

、それらの二つの間の見かけ上の選択は、精神的な妄想

です。その善と悪の両方が死に至るので、サタンの原理

には選択は存在しません。  
しかし、どのようにして善から破壊と死がもたらされる

のでしょうか？善からどのようにして混沌が生じるので

しょうか？それは、悪と手を組むことで、この善が全く

真の善ではないという唯一の理由からです。   
善と悪の原理に存在する善は、神のアガハペー愛の本質

に反しています。この善は、悪が神のAGAHPAYの愛と
相容れず、相容れないのと同じように、拮抗し、対立す

るものです。善悪の知識の木はサタンの原理を表してい
るので、彼の統治システムにおけるこの特定の善もまた

悪であり、神がそうすると言ったので、最終的には死に

絶頂を迎えることになります。  
選択の自由はサタンの原理における欺瞞的な妄想に過ぎ

ないのですが、それは、すでに述べたように、私たちは

、善と悪の善と悪の善悪は、対立する二つの別々の原理
であると信じるように欺かれてきたからです。この欺瞞

に気付いている人は、サタンの原理には選択の自由があ

るという誤った表現には、全くの嘘があるという事実を

知っています。彼の原理自体が、その意図が断固として

、本質的に彼の原理の中に確立されているので、選択可

能な代替原理が決して存在しないことを保証しているの

です。 
 
善悪の善はエゴセントリックだから悪 
なぜ、サタンの原理に内在する善は悪なのでしょうか？

なぜなら、この善に内在するものは、神の本質とアガペ
ー愛の本質とは真逆だからです。この善は、それが自分
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自身のために最高の結果を求めるために利己的です。こ

の善は、自分自身のために取得される利益を最大化しよ
うとしています。この善の下で終わりは、最大の自己実
現と自己満足を享受するために手段を正当化します。   
この善は、自分の行動のための主要な動機は、1つが取得
することができます最大の任意の報酬になります利己主

義の究極の形です。この善は他の誰にもあからさまな危
害を加えないかもしれないが、いざとなれば、危険に直

面したときには自分の保護を求めるだろう。この善が悪
の一部であり、その一部であるならば、なぜ悪との対決

を恐れるのだろうか？その答えは、恐怖が善と悪の原理
に内在し、その領域のすべての善と悪に浸透していると
いう事実にある。 
 
世界は善悪の善は神に属すると信じている 
全世界はサタンの統治原理を受け入れたという点で間違

っています。アダムとエバが罪を犯した後にサタンがこ

の世界の支配者となったにもかかわらず、世界はアダム

とエバが罪を犯す前に持っていたのと同じ本来の選択肢

を持っています。   
しかし、さらに悪いことに、世界のすべての宗教は、こ

の原理を神に属するものとして受け入れています。ここ

に、善悪の知識の木から出てくる善は神のものであると
信じることに、私たちは皆、深い誤りを犯してきたので

す。  
私たちは、神が善悪の原理には一切関与していないこと
を理解することが重要です。この知識は、旧約聖書に登
場する明らかに復讐に満ちた怒りに満ちた神について、

そうでなければ答えの出ないすべての疑問に効果的に答

えるための本質的なパラダイムを提供しています。また

、この理解は、神と私たちの両方に永遠の結果をもたら

すものであるため、このことを完璧に理解することが不

可欠です。 
善悪の知識の木にある善は、善悪の原理にある悪と同じ
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ように、アガペー愛の十字架原理と敵対していることに
注意してください。この善は神のものであるという圧倒
的な不正確さを受け入れたことで、私たちはサタンの原

理によって思考し、生きていることが頂点に達していま

す。この認知的不協和によって、私たちは聖書を正確に

解釈することにも失敗してきました。このようにして、

私たちはサタンの特徴を神に帰してしまったのです。  
 
我々はさらに進み、善悪の悪は神のものであると主張す
る。 
私たちは実際にはさらに一歩進んで、善悪のサタンの死
の原理の悪を取り、それもまた神のものであると主張し

ています!このように、善悪の善が神のものになったのは
、神が恣意的に私たちに善を行ったことを報いるからで

あるだけでなく、悪、罰の原理、さらには死さえも神の

ものになってしまったのです!私たちはいかにサタンの手
に落ちたか!現実には、サタンの死の原理の善も悪も、神
が全く関与していない一つの悪の原理を構成しているの

です。  
 
さて、世界は善悪の全体の原則が神のものであることを
信じている 
一神教であろうと多神教であろうと、神を信じる者の大

多数は、恣意的な報いと罰の原理を神に帰依しています

。彼らは、自分たちが従うことを命じる神の法則に従う

とき、自分たちの積極的な行動が神を動かし、自分たち

に有利な方法で対応してくれると考えています。自分の

積極的な行動によって神からの好意を得た彼らは、自分

が受け入れられ、報われると考えています。恣意的な受

け入れと報酬は、その後、サタンによって彼らに与えら

れ、無数の好意的で肯定的な方法で示されます。    
すべての宗教は、意識的であろうと無意識的であろうと

、善悪の法則を神から発せられたものとして受け入れて
きました。   
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彼らは、神が善を行えば恣意的な報酬を与え、悪を行え

ば恣意的な罰を与えるということを広めています。この

いわゆる愛が受け入れられた規範となり、私たちがそれ

を神の愛として受け入れるようになると、私たちは神の

愛を、神のAGAGAAHPAY愛であることをやめてしまう
ような、変容しやすい、条件付きの、自己中心的な愛に

変えることに必然的に成功してしまいます。  
キリスト教を含む地球上のすべての宗教システムは、任

意の報酬と罰を与えるのは神であるという同じ見解を支

持しています。この信念は、サタンの善悪の原則に基づ
いており、あなたが善を行えば神は祝福を与え、悪を行

えば神はあなたを罰すると提案しています。  
罰はサタンの原理を構成する不可分の要素であり、キリ

スト教共同体は、罪と悪に固執する罪人に対する神の義

と怒りの怒りであると主張しています。実際、罰は神の

愛の中でも特に必要とされている要素であり、神の義の

一部であると教えられています。  
この考え方では、違反者は神の法律や命令に背いたとき

に、神からの報いと罰を受けることになります。そして

、もし彼らがあからさまな不服従を続けるならば、神の

怒りと拒絶を促し、最終的には神の法を破った者として

神の手で暴力的で残忍な死を受けることになります。神

の行為であると主張される自然災害は、反抗的で邪悪な

者に対する神からのいわゆる報復的な罰の一例です。悪

人が恐ろしい破壊を受ける過程で、たまたま破壊の道に

いた善良な人たちがいて、その人たちもまた苦しむこと

は重要ではありません。 
 
善と悪はAGAHPAY愛に取って代わられました 
繰り返しになりますが、善悪の原理の中にある善が、ど
うして死の原理になるのでしょうか。簡単に説明すると

、神は、「庭のすべての木を自由に食べてもよいが、善
悪の知識の木は食べてはならない。 
この原理における善も悪もサタンのものであり、善を神
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のものとして、悪をサタンのものとして描くために分け
てはならないと言っても過言ではありません。それが死

の原理であり、命の木の原理とは正反対の原理である理
由です。 
自然な人間の心は、この善悪のシステムの中にある善が
神のものでないことがどのようにして可能なのかを想像

することができません。どんな形の善もサタンのもので
ある可能性があると考えることは、私たちにとってさら

に不可解なことです。それは、任意の善のどのような形

であっても神から来ていないことを提案するために、狂

気、非合理性と不条理の縮図のように見えますが、さら

に悪いことに、善のいくつかのフォームは、サタンから

来ることができます。そのような主張をすることは、冒

涜の高みに見えるかもしれません。しかし、善悪の原理
の中にある善は、神のアガハペー愛に反しており、神の
真の「善」とは正反対です。  
 
見よ，ある者が来て，彼に言った。「よい先生，永遠の
命を得るためには，何かよいことをしなければなりませ
んか。そこで彼は言った『なぜあなたはわたしを善人と
呼ぶのですか。わたしを善人と呼ぶのはなぜですか。し
かし、いのちに入りたいなら、戒めを守りなさい（マタ

イ19:16,17）。    
 
金持ちの若い支配者に「良い先生」と言われたとき、イ
エスの答えはまさにこの点を指摘しています：なぜあな
たは私を「良い」と呼ぶのですか？神以外に良い人はい
ません。若い支配者が善い先生であるイエスに話しかけ
たのは、善悪の原理に支配された心で行われました（彼
は、どのような善い行いが永遠の命の報いに値するかを
知りたかったのです）。イエスの返答は、イエスが善で

はないと主張しているように見えます。イエス様は善人

であり、神であったからです。   
では、イエスはここで何を言おうとしているのでしょう
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か？イエスは、神の中にある善と、善悪の原理にある善
とを区別していました。その上で、イエス様は、神以外

には良いものはないと言われました。  
世の中にあるすべての善は、利己的な動機と思惑によっ

て欠陥があり、偽物であり、欺瞞にすぎません。神のア
ガハペイの愛だけが、イエス様が「神以外には誰も善人
はいない」と言われた時に言及された善であり、真の善
として立っているのです。   
十字架は、神の善の偉大な証です。 
 
善悪を誤解することで、我々は完全にAGAHPAY愛を無
視してきた 
善悪の知識の木から出たサタンの原理を、一方は神から
出たもの、もう一方はサタンから出たものとして、二つ

の別々の原理に分けるという圧倒的に重大な誤りによっ

て、私たちは命の木から出た原理を完全に省き、忘れて
しまったのです。この善悪の原理の二分法を受け入れた
ことで、私たちの心は神のアガハペイの原理を暗くして
しまいました。このような考え方が私たちの中に植え付
けられると、善と悪の木には正反対の二つの原則が含ま
れていると見なすようになり、いのちの木からの原則か
ら完全に焦点が外れるようになります。  
生命の木の原理がもはや私たちの認知的努力の中心では
なくなったとき、善悪の知識の木のサタンの原理を信じ
て生きる以外の選択肢はありません。このようにして、
私たちは善悪の原理に巧妙に束縛され、その中には選択
の自由がありません。  
 
報いと罰の神を信じることは、利己的な反応を引き出す 
神が私たちの行いに応じて恣意的に報いたり罰したりす

ると信じるとき、神に対する私たちの反応は純粋に利己

的な動機から生まれることになります。このような動機

で神の法と命令に従順な人は、自分に与えられた恣意的

な報酬を望むか、あるいは罰の否定的な結果を回避した
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いから従順なのです。神の法と命令に不規則に、あるい

は執拗に不従順に生きている人は、神が自分に与えると

信じている恣意的な罰を恐れています。そのため、神を

恐れて生きているのです。   
ですから、彼らが神の律法にできる限り従おうとするの

は、恣意的な罰を恐れるからなのです。  
服従の理由、一方は恣意的な報酬を求めるものであり、

他方は恣意的な罰を恐れるものであるが、どちらも利己

的な動機に固定されている。これがサタンの原理の結果

です。このような神の信奉者は、アガハペー愛の純粋さ
で神に応答することができません。彼らは、霊的にも真

理的にも神を礼拝することが不可能であることに気づく

でしょう。そのような神は利己的な動機なしには決して

従うことができませんし、そのような神の信者がそうで

ないと主張しても、そのような神に愛をもって応答する

ことはできません。   
限りない恐怖や暴力によっても尊敬と服従を命じる人に

、アガハペイの愛をもって応答することは人間的に不可
能なのです。善悪の原理を用いる神への応答は、常に恐
怖と自己中心性に染まってしまいます。  
 
神に従うための真の動機は神のアガハペイ愛 
イエスはサマリヤ人の女性に語りかけて、神は霊と真実

をもって神を礼拝する礼拝者を求めておられると言われ

ました。イエスは、ご自身が来るべきメシアであること

を彼女に告げられたとき、この知識を持っていると主張

されました。あなたがたに語りかけるわたしが、この方

である。 
 
しかし、真の礼拝者が霊と真実をもって御父を礼拝す
る時が来ています。神は御霊であり，神を礼拝する者
は霊と真理をもって礼拝しなければならない。女は彼
に言った、『私はメシアが来ることを知っています』
（キリストと呼ばれている）。彼が来られたら、すべ
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てのことを教えてくださる」と言った。イエスは彼女
に言った、『あなたがたに話す私は彼である』（ヨハ

ネ4:23-26）。 
 
霊にあって真実にあって神を礼拝するとはどういうこと

でしょうか。私たちが御父の御性質について誤った知識
を持っているときに、霊と真実をもって御父を礼拝する

ことができるでしょうか。真理にかなった言葉は神の性

格についての真理を指し示しており、来てくださったメ

シアであるイエスは、アガハペイの愛という御父の性格
についてすべてのことを教えてくださいました。アガハ
ペイの愛の神を礼拝するときだけ、霊と真理のうちに神
を礼拝するのです。イエス様によると、御父はそのよう
な方を求めて御自分を礼拝しておられるのです。  
 
クリスチャンは、報いを受けるために、または罰を避け

るために神に従う 
ほとんどの人は，神を信じ，神の原則に基づいて生きる

ことが，人生の良い追求であることに同意するでしょう

。このような目標を心に持つことほど、やりがいのある

充実したものがあるでしょうか。結局のところ、誰もが

目指しているのは救いなのです。死後は、神と永遠に過

ごす至福の人生という報いを楽しみにしています。受益

者は、神からのこの寛大な任意の報酬を受け取るために

規定された要件を実行し、要件が満たされ、贈り物が与

えられます。慈悲深い恩人と受益者はどちらもとても幸

せです。残念ながら、これは神の救いの誤った絵です。 
受益者が条件を満たしているときに、永遠の命の贈り物

を受け取ることの何がそんなに悪いことなのでしょうか

？このシナリオでは、神を信じ、神に従うことで受益者

が受け取る最大の利益は、無限の自己満足です。贈与の

神であるベネボレント恩人は、最終的な結果を達成する

ための手段でした。この正式な契約と契約の取り決めに

おけるすべての条件と規定を遵守することは、約束され
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た贈り物を受け取るために純粋に実行されました。一定

の方法を信じ、規定された条件に従うことで、究極的に

は天国の恩恵を受けることができるのです。この学術的

な同盟の善は、贈り物の受信者と善意の恩人との間の任

意のAGGAAHPAYの愛の関係に死んでいた。神から受け
るべき恣意的な報酬が、要件を遵守する動機となってい

たのです。しかし、神の態度は、所望の報酬を得るため

の遵守の背後にある利己的な理由にもかかわらず、受益

者に対する態度を変えることはありません。この利己的

な動機は、神の贈り物の受益者に対する神の態度に少し

でも影響を与えたり、変化させたりすることはありませ

んでしたが、それは純粋に神がAGAHPAY愛であるから
です。  
  
ある者は恐れて従う 
もう一つは、従順のための、そしてはるかに有害な理由

は、恐怖です - 
怒りの中の神が恣意的かつ気まぐれに違反者を罰するこ

とへの恐怖。このような従順の理由もまた、合法主義と

して分類される可能性があります。しかし、キリスト教

の世界では、このような神への反応を「アガハペー愛」
と呼んでいます。このような形の従順は、神の要求に従

うための受け入れられた利己的な理由ですが、これは神

が望む神的な方法ではありません。  
 
祝福の道はAGAHAHPAY愛の中にある 
神は恣意的に報いたり罰したりしないと言いましたが、

私たちが神の原則に従って生きるとき、神の領域から報

いや祝福がもたらされることは否定できません。祝福の

道のために境界線が定められ、示されているのです。神

の道に従うという選択の中には、報酬と祝福が内在して

います。これらは恣意的で気まぐれな神からの報いでは

ないことを理解しなければなりません。人は、報いと祝

福を受けるために、神の原則に従って生きるのではあり
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ません。人は神様のアガハペイの愛に心を動かされてか
ら、神様の原則に従って生きるのであり、この偉大な愛

に応えて、神様の生きるための助言を受け入れるのです

。  
  
神は行動ではなく、無条件の愛の関係に興味を持ってい

ない 
神は、人間の行動を変える唯一のものは心の変化である

ことを知っています。心の変化は、神の愛を直接理解し

、体験し、神のアガハペー愛の原則を採用することによ
ってのみもたらされます。そうすれば、心には、神ご自

身からのみ与えられる無条件の愛の原理が染み込むこと

になります。  
イエス様は、もし私たちがイエス様と、イエス様が象徴

するすべてのものを愛するならば、私たちは敵と同じよ

うに互いに愛し合うべきであると教えてくださいました

。もし私たちの心の中に無条件の愛の原則があるならば

、私たちは主と父との調和を保ち、彼らと同じ心を持つ

ことになります。主はこう言われたとき、私たちにこの

ことを理解させてくださいました。 
 
もしあなたが私を愛するならば、私の戒めを守りなさ

い（ヨハネ14：15）。 
もしあなたがたが私の戒めを守るならば、あなたは私の
愛の中に留まることになるでしょう。 
 
あなたがたは、敵を含めて無条件に互いに愛し合うよう

にという神の命令に従うならば、神のアガハペイの愛の
中に住むことになります。イエス様は、アガハペイによ
って生きるようにという父の戒めを守っておられたので

、神のアガハペイの愛の中に住まわれたのです。主の原
則に従って生きることによって、私たちは主と調和して

います。上記の指示には強制や強制はなく、選択の自由

を完全に認め、個人を完全に尊重しています。罰の脅し



102 

 

や見返りの約束はありません。イエスは、愛によって、

愛だけによって、私たちをご自身に引き寄せてください

ます。  
なぜなら、イエスだけが、功徳に関係なくすべての人に

届く無限の愛を私たちに示してくださったからです。も

し私たちが父と子のこの偉大な愛を味わったならば、私

たちは世の光となり、神の腕の延長線上にいて、私たち

を通して神の愛を体験できるように、すべての人を無条

件に愛していくべきです。神がすべての人に、善悪の原
理に代わる唯一の代用品であるアガハペイの愛を届けた
いと願っておられるのは、私たちを通してです。  
 
天国を望むことでさえ、わがままに突き動かされること

がある - 報酬 
二重人格で、気まぐれで、恣意的で、ハイブリッドな神

の信者は、神の好意を得て、それに応じて報われるため

に、神が定めた善行と分類したことを自分の生活の中で

実行しようと努力します。彼らは報いを受けるに値する

あらゆる種類の功労行為を推進し、報いは神に好意を持

って行動するための最も説得力のある誘因となり、神と

の関係において重要な役割を果たすことになります。  
クリスチャンを含むほとんどの神の信者は、神と永遠に

過ごすことほど大きな報酬はないということに同意する

でしょう。恣意的な報酬と罰の功徳制度の中で、この最

も偉大な報酬は、しばしば神との関係の唯一の動機であ

り、利己主義の非常に微妙な形で偽装された形に基づい

ています。神との関係の根本的な理由がこの恣意的な報

酬である場合、私たちの心と人生には、神との関係に隙

間が残されています。これが利己主義ではないとしたら

、他に何があるでしょうか。もし神と私たちの関係の究

極的で根本的な理由が永遠の命という恣意的な報酬であ

るならば、アガハペイの愛が私たちの関係の基礎となる
ことはなく、宇宙で最も素晴らしい経験、すなわちイエ

スがご自身と父なる神と私たちが持つようにと祈ってく
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ださった経験を逃してしまうでしょう。 
 
父なるあなたがわたしの中におられ、わたしがあなたの
中におられるように、彼らもまた、わたしたちの中で一
つとなり、世界があなたがわたしを遣わしたことを信じ
るように。また、あなたがわたしに与えてくださった栄
光を、わたしは彼らに与えました。それは、彼らが一つ

となり、世界が、あなたがわたしを遣わしたことを知り

、あなたがわたしを愛したように彼らを愛したことを知
るためです。父よ，わたしは，あなたがわたしに与えて
くださった者たちが，わたしのいるところでわたしと一
緒にいて，あなたがわたしに与えてくださったわたしの
栄光を見ることができるようにと願っています。義なる
父よ。世はあなたを知らないが、わたしはあなたを知っ
ている。そして、わたしはあなたの名を彼らに宣言し、
それを宣言します。 
 
神が私たちとの関係を望んでおられるのは、御子との関

係と同じです。私たちはそれを想像することができるで

しょうか？神とイエスがこの世の建国以前から永遠に共

有してきたのと同じ愛、無限の愛がある関係を想像でき

るでしょうか？天国での神との永遠の関係は、報酬では

なく、悪が宇宙に入る前のように、私たちの自然な状態

に戻ることであり、私たちの神と顔を合わせる関係です

。 
金持ちの若い支配者の話は、報いと罰の神を崇拝するこ

との誤りの完璧な例です。若き支配者は、自分の善行に

よる報酬を求めて、永遠の命を継承するためにはどうし

たらよいかとイエスに問いかけていました。しかし、神

の子との親密な関係を提供されたとき、彼は悲しそうに

背を向けました。彼は創造主との愛の関係に興味がある

のではなく、永遠の死の恐怖に突き動かされて、神様を

喜ばせて永遠の命の報いを受けるために、自分の力でで

きることをすべてやりたいと思っていたのです。  
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地獄～罰は善行のための利己的な動機付けでもある 
このコインの反対側には、もし私たちが神が悪と定めた

行為を行った場合、神は私たちに恐ろしい罰を与えるだ

ろうという考えがあります。このシナリオでは、もし私

たちが神の指示に反する行動をして神の怒りを覚えると

、神は私たちに罰を与え、私たちを永遠の地獄の火に突

き落とすと考えられています。このように、報復的な罰

の恐怖は、私たちに救いの信仰を持っていることを確認

させ、神の命令に従って生きようとします。不従順のた

めに神が私たちに復讐心を燃やすのではないかという絶

望的な恐れは、神の命令に従うための基礎的な理由と根

拠になるでしょう。AGAAHPAY愛は、罰の恐怖のため
に、このハイブリッドな神との関係の中で再び存在しま

せん。  
 
善悪は法の業 
新約聖書は、善悪の原理に関して、最も重要なことを確
認しています。  
それは、善悪の知識の木に代表される原理が律法の働き
を伴うことを示しています。  
 
人は律法の働きによってではなく、イエス・キリスト
への信仰によって義とされることを知っている私たち
も、キリスト・イエスを信じています。 
 
律法に従って恣意的な報酬を得るために義とされる人は

いません。義とされるのは、私たちに対する神の永遠の

愛を信仰によって信じることだけです。このように、恣

意的な報酬を得るために善いことをするというサタンの

原則は、イエス・キリストの福音の中にはありません。

使徒パウロは、上記の声明によって、サタンの善悪の原
理を明確に無効にしました。神の律法は純粋で善であり

、永遠のものである、とイエスは言われました。  
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天と地が滅びるまでは、すべてが成就するまでは、一滴

も一滴も律法から外れることはありません（マタイ5:18
）。  
 
しかし、もし私たちが善悪の原理の霊によって神の律法
を守るならば、それは何の意味もなく、死んだ業となり

ます。律法の業は、善悪の知識の木から出た業であり、
この律法の業によって、いかなる肉も義とされることは

ありません。神の道徳律法は、アガペー愛の原理によっ
てであれば、従うべき方法でのみ従うことができ、神の

束縛された愛に応える心から作られた自由な行為です。  
私たちがどのように律法を守るかは、誰が神の道徳律法

をどのように見るべきかを教えてくれるかにかかってい

ます。例えば、神の律法は、姦淫をしてはならないと断

言しています（出エジプト記20:16）。サタンの善悪の原
則の下では、姦淫を犯すという行為は、旧約聖書に記さ

れているように、死という恣意的な刑罰を要求します。  
 
他の男の妻と姦通した者、隣人の妻と姦通した者、姦

通者と姦通女は、必ず死刑に処される（レビ記20:10
）。 
 
イエス・キリストはこのサタンの恣意的な罰を無効にさ

れ、無効にされたのは、それが善悪の知識の木の原理に
由来するからです。石打ちは旧約聖書で義務付けられて

いた姦淫に対する罰でした。律法学者とファリサイ派の

人々が、姦淫した女をイエスの前に連れてきて、石打ち

の刑に処してもらおうとしたとき、イエスは彼らの要求

を承認しませんでした。これはイエス様が彼らに言われ

たことです。 
 
あなたがたの中に罪のない者は、まずその人に石を投げ

させてください（ヨハネ8:7）。 
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イエス様は、あからさまに問題を起こすことなく、不倫

女に石を投げてほしいという彼らの要求を否定され、告

発する者たちは一人ずつその場を離れていきました。ア
ガハペの愛の原則を用いて、この罪を彼女に負わせませ
んでした。パウロはこのイエスの行為の背後にある原理

を確認しています。 
 
無法な行いが赦され、その罪が覆われる者は祝福され

、主が罪を負わない者は祝福される（ローマ4:7-
8）。 
 
善悪の知識の木に代表される原理を信じて生きている人
たちは、サタンを霊的な父であり教師としています。   
アダムとエバが園で選択して以来、すべての人間はサタ

ンか神のどちらかを師としてきました。この世のすべて

の人は例外なく、いのちの木に代表される神の原理か、
善悪の知識の木に代表されるサタンの原理のどちらかに
よって教えられています。  
 
行いによる義は善悪の一部である 
善悪の知の木は、業による義と並ぶ原理を表しています
。  
善悪の原理の中にある善の業も悪の業も、業による義の
本質的な構成要素であることに注意してください。行い

による義は、善と悪の両方の働きを内包しています。働
きによる義では、「義」という言葉は、それが反映する

原理が神の義ではないので、実際には不義です。神の義

については、ローマ人への手紙3:21-
26で説明されています。 
 
しかし今、律法から離れた神の義が明らかにされ、律法
と預言者たちによって証され、イエス・キリストへの信
仰によって、すべての人と、信じるすべての人の上に、
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神の義が示されたのです。なぜなら、すべての人が罪を
犯し、神の栄光を得ることができなかったからです。神
がご自身の血による救いとして定められたキリスト・イ
エスにある贖いによって、神の恵みによって自由に義と
されたのです。  
 
神の義はすべての人を自由に裁きます。神の義とは、私

たちの罪を越えたものであり、善悪の律法の下で行われ
たすべての行いを赦すものです。イエス・キリストの死

によって、つまりイエス・キリストの血によって私たち

に示された愛を信じ、受け入れることによって、私たち

はこの知識の恩恵を十分に受け、神と和解することがで

きるのです。  
ヘブル書の冒頭で、その著者は、イエス・キリストの律

法の支配は義であると述べています。彼の律法の支配は

、不義、無法、恣意的な報いと罰の原則である善悪の原
則、業による義に基づいているのではありません。実際
、問題の節には、彼は咎を嫌っていると書かれています

。 
 
しかし、御子に対しては、『神よ、あなたの御座は、
永遠に永遠にあります。正義の笏（アガハペイ）があ
なたの王国の笏である。あなたは義を愛し、不義を憎
んできたので、あなたの神である神は、あなたの上に

喜びの油を注がれました」（ヘブル1:8-9、強調 
 
イエス・キリストから啓示を受けた者以外に、義の笏が

何を意味するのかを正しく理解している地上の預言者は

いません。ヘブル1:1-
2には、過去に様々な時代に、様々な方法で、預言者たち
によって父祖たちに語られた神は、この終わりの日に、
万物の後継者に任命された御子によって語られ、御子に
よって世界を造られたと書かれています。聖書の預言者
たちは、神様のお人柄を不完全に理解していましたが、
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御父の懐におられたイエス様は、神様を完全に現すこと

ができました。 
イエス・キリストが父から与えられた啓示と矛盾するす

べての信仰体系は、義に基づいていません。イエス・キ

リストだけが神についての正しい理解を持っているので

、イエス・キリストだけがそれを私たちに与えることが

できるのです。ですから、この節には、「それゆえ、あ
なたの神である神は、あなたの仲間の上に喜びの油を注
がれた」と書かれています。   
ヨハネはさらに義を明らかにします。  
 
この中には、神の子と悪魔の子が現れています。義を
実践しない者は神の子ではないし、兄弟を愛さない者
も神の子ではない。これは、あなたがたが最初から聞
いていた、互いに愛し合いなさいというメッセージだ

からです（第一ヨハネ3:10,11）。 
 
義とは、お互いに対するアガハペイの愛であり、無条件
で、７０倍の７０倍まで寛容、つまり完全に、無限に。  
ほとんどのクリスチャンは、業による義はサタンのもの

であり、神のものではないと受け入れてきました。しか

し、彼らは、神が恣意的に善い行いを報い、悪い行いを

罰すると信じているとき、うっかりして、業による義は

神のものであると信じてしまうのです。もし信仰による

義が真実であり、そうであるならば、神様の側から見れ

ば、律法の正の働きも負の働きも、神様の私たちに対す

る態度や行動には影響を与えません。神は不変であり、

アガペー愛であり、生命の木に代表される神の原理の中
では、どのような形の働きも神の人に対する態度を変え

るものではないことを私たちは知っています。  
働きによる義は、その霊的な適用においては全く義では

ありません。働きによる義は神のものではないという単

純な理由から、それは、イエス・キリストにあって、イ

エスが人類の罪のために十字架上で死なれたときに神が
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示されたことを否定するからです。行いによる義という

反神の神学は、善い行いは救いによって恣意的に報われ

、悪い行いは神によって恣意的に罰せられるという信念

を推進しています。そして、そのような悪行が継続的に

追求されると、神からの究極の罰は永遠の苦悩となる。

これは、善悪の知識の木に代表される原理に内在するも
のである。この不義、この無法は、十字架で示された神

の義とは正反対のものです。  
サタンの「業による義」のシステムの究極の目的は、こ

の報いと罰のメカニズムを通して、私たちに善良である

ことを教えることですが、その目的を達成することがで

きませんでした。    
 
終わりは手段を正当化する」と「適者生存」は善悪から

来ている 
サタンは、「目的は手段を正当化する」という考え方の

創始者です。彼にとっては、それが達成される限り、ど

のような方法論が彼の課題を達成するために利用される

かは問題ではありません。もし許されるなら、彼は自分

の目的を達成するために、独占的な独裁的な主権を持ち

、すべての人を支配したいと考えているのです。  
幸いなことに、神はイエス・キリストを与えてくださっ

たので、私たちに対するこのような専制的な独裁的な権

力を神が持つことを許されていません。   
イエス様は私たちにもう一つの選択肢を与えて下さった

のですが、ある意味では、イエス様の原理を理解してこ

そ、私たちは今、選択の自由を手にすることができるの

です。私たちは今、神とサタンのどちらに従うかを選択

し、どちらが私たちの人生に力を持つかを選択する自由

があります。   
イエス様の他には、私たちの唯一の選択肢は善悪の原理
であり、だからこそ、イエス様は世界が神を知るための

究極の啓示なのです。  
もしそれが可能ならば、サタンは何も考えずに神を滅ぼ
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し、反対する者がいないようにして、宇宙の唯一無二の

君主となったでしょう。この時点で読者は、どうしてそ

のような大胆な発言ができるのかと疑問に思うかもしれ

ません。   
サタンの思考様式では、善悪の知識の木から出てくる彼
の原理に内在するもので、トップには一つだけの余地が

あります。適者生存のための闘争の勝者は一人だけであ

り、そこに到達するために採用されるどのような手段も

正当化されています。 
 
わたしは天に昇り、神の星の上に自分の王座を高く掲
げ、また、北の最も遠い側にある会衆の山の上に座り
、雲の高みの上に昇り、最も高い方のようになる（イ

ザヤ14:13-14）。 
 
一方、イエスは全く異なる原理によって動かされていま

す。 
 
イエス・キリストは、神の形をしていて、神と対等であ
ることを奪うこととは考えず、ご自身を無名とされて、
人に似せてしもべの形をとり、人に似せて来られたので
す。そして、人としての姿を見出された彼は、自らをへ
りくだり、十字架の死に至るまで従順となりました（ピ

リピ2:6-8、強調付）。 
 
イエスには、人類とご自分の玉座を分かち合おうとする

スプライトがいます。 
 
私もまた、克服して父の座についたように（黙示録3:
21）、克服した者には、私の玉座の上に私と一緒に座
ることを与えよう。 
 
AGAAHPAY愛がなければ、すべての私たちは善と悪に
デフォルトします。 
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サタンは、善悪の知識の木に代表される原則を、私たち
一人一人に執拗に勧め、強 
制的に宣伝しています。彼と、彼の原理を利用する人々

は、イエスによってこのように語られています。  
 
泥棒は、盗むため、殺すため、滅ぼすため以外には来な

い（ヨハネ10:10a）。 
 
サタンの働きに対するアンチテーゼと、サタンの原理に

基づいて生きるすべての人に対するアンチテーゼは、イ

エス様の発言によって示されています。 
  
私は、彼らがいのちを得るために、また、彼らがより豊

かにいのちを得るために来たのです（ヨハネ10：10b）。 
 
十字架上で生き生きと示された神の愛を理解できなかっ

た者は皆、思考と行動にサタンの原理を染み込ませてい

ます。聖書の神はアガハペイの愛です。このアガハペイ
の愛こそが、神の本質であり、神の律法です。彼の不変
の愛によって、彼は全宇宙を支配しています。この愛の

啓示は、十字架上に現されました。  
AGAAHPAYの愛は不変であり、状況の変化に支配され
ることはありません。AGAAHPAYの愛は、神の戒めに
従う者に恣意的に報酬を与えるものではありません。そ

の報酬は、神の命令に内在し、内在するものです。また

、このAGAHPAYの愛は、神の戒めに背くことによって
悪を行う者を恣意的に罰するものではありません。  
私たちが神のアガハペイ愛の法則に従わないことを選ぶ
とき、私たちは自動的に善悪の知識の木からサタンの法
則に従うことを選び、その領域には恣意的な罰がありま

す。神のアガハペイの愛は、アガハペイの愛が不変であ
るため、私たちの肯定的な行動や否定的な行動に影響さ

れることはありません。神は、私たちの行動を支配する

選択に関係なく、アガハペイの愛でのみ応答します。  
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私たちが神に背くことを決めるとき、私たちは自動的に

サタンの法の支配下に入るという事実に注意を払うべき

です。  
AGAAHPAY愛がなければ、私たちは皆、善悪の原理に
基づいて生きることをデフォルトにしています。ですか
ら、私たちがサタンの性格の特徴を神に帰属させてしま

うのも不思議ではありません。神ご自身が言われたとき

、私たちはそうするだろうと言われました。 
あなたがたは，わたしがあなたがたのような者だと

思っていたが，わたしはあなたがたを懲らしめ，あ
なたがたの目の前で，かれらを整えるであろう。あな
たがたは神を忘れる者であるが、わたしがあなたがた
を引き裂いて、誰も救い出す者がいなくならないよう
に。賛美をささげる者はだれでもわたしをほめたたえ
、自分の行いを正しく律する者には、わたしは神の救

いを示すであろう（詩篇50:21-23、強調付）。 
 
もし私たちが神の非暴力の原則を理解していなければ

、この詩篇の最後の二つの文章は特に恐ろしいものに

なるでしょう。しかし、神は破壊者ではないというこ

とを理解し、十字架で明らかにされた神のアガハペー
の愛と一致する霊的な心を持ってこの詩篇を読むとき
、この詩篇は、彼らが言っていることとは正反対の意

味を持っていると理解されるでしょう。   
言い換えれば、このような意味になります。  
 
神がすべての人に無条件の愛を持っておられることを
忘れている者は、これに気をつけなさい。神があなた
を滅ぼされると思ったら、あなたを助けて助けてくれ
る人は誰もいなくなるからです。そうすれば、怒って
いる神をなだめるために動物を殺すという懺悔の代わ
りに、神に感謝と賛美だけを捧げることができるよう
になります。神を敬うのは、神の中に恐れることは何
もないことを知っている人です。神に対する理解を正
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す人は、同胞に対する行動も正します。そのような人
には、神はその人をどれほど愛しておられるか、また
、神はその人と全人類のためにどれほど大きな救いを
持っておられるかを示されるのです。 
 
律法の働きによっては誰も救われないことをすでに見て

きたので、自分の行動を正しく命令する者に、私は神の
救いを示す」という言葉は、業による救いを意味するも
のではありません。他に考えられる唯一の解釈は、上記

のようなものです。神の方法は私たちの方法よりも高く

、なぜなら神の方法はアガハペイの愛だからです。 
 
"「わたしの思いはあなたの思いではなく、あなたの
道でもない。"天が地よりも高いように、わたしの道
もあなたがたの道よりも高く、わたしの思いもあなた

がたの思いよりも高い" (イザヤ55:8-9)。 
 
私たちは、神を私たちのような完全に一つの神、つまり

善悪の原理を使う神にしないように細心の注意を払わな
ければなりません。 
 
善悪は自己破壊的であるが、神の恩寵は破壊の風を保持
している 
善悪の原理は、地球の歴史の中でそれ自体を証明する十
分かつ十分な機会が与えられてきましたが、まもなく、

このシステム、この原理の中には、最終的には完全な災

害と死に至る時限爆弾があることが明らかになるでしょ

う。その時、サタンの善悪の原理には、現実には自由が
ないことが観察され、理解されるでしょう。サタンの原
理は、宇宙に浸透している神の恵みによって、その生来

のスピードで自滅したわけではありません。神は悪と善
の上に太陽を昇らせ、正義と不正義の上に雨を降らせま
す。神の原理を信じて生きるのか、サタンの原理を信じ
て生きるのか、最終的な決断が人類の一人ひとりに下さ
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れるまでは、崩壊の過程は劇的に減速されます。絶対的

な結論と完全性をもって、人類が神の政府とサタンの政

府のどちらかを全人類が選択するとき、サタンの原理は

指数関数的に加速し、自らの終焉を刈り取ることになる

。 
 
サタンは攻撃の対象を知っていたマインド 
サタンは、アダムとエバにおける神の人格に対する完全

な理解が局在する領域が心であり、自分の目的を達成す

るためには、この領域に霊的な死の打撃が実行されなけ

ればならないことを知っていました。だからこそ、アダ

ムとエバの神の正しい知識に関連して、彼はアダムとエ

バに霊的な死をもたらしたのです。彼は、まず彼らの心

を破壊し、神の人格に関する知識を失うという霊的な死

をもたらす必要があることを知っていました。   
いったん善悪の知識の木から食べてしまえば、彼らはそ
れまで持っていたものとは正反対の神の見方をすること

になります。彼らが神のアガハペー愛の知識を完全に失
った証拠は、彼らの心の中に神への絶望的な恐怖が即座

に産み出されたことです。  
アダムとエバが神のアガハペイの愛についての知識を失
ったとしたら，現代人はどうやってそれを知ることがで

きるのでしょうか。その答えは、イエス・キリストがア

ダムで失った知識を与えるために地上に来られたという

ことです。この事実は、イエス・キリストご自身の言葉

によって確認されています。もし私が来て彼らに話しか
けなければ、彼らは罪を犯すことはなかったが、今では

罪の言い訳ができない（ヨハネ15:22）。  
だからこそ、イエス様、そしてイエス様だけが、神から

私たちに送られた究極の真理なのです。イエスは暗くな

った世界に光をもたらすために来られましたが、その光

が最も輝いていたのは、イエスが十字架上でご自分の命

を捧げてまで私たちを愛してくださったときでした。  
サタンの法則で心が理解できなくなる AGAAHPAY 恋愛 
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サタンは、アガハペイの愛によって宇宙を支配すること
は不可能だと本気で信じていました。サタンの反乱の最

初の段階で、神は彼に、彼が考えている道は、歪んだ心

の確実な集大成につながると告げていました。この認知

領域は、恐怖と破壊と死の不可逆的なモードに絶望的に

固定されることになるでしょう。そのような心を持つこ

との結果は、神のアガハペイの愛が永遠に捨てられ、拒
絶されることになるので、致命的なものになるでしょう

。   
しかし、サタンは神の知恵を受け入れようとしなかった

ので、神の「アガハペイの愛」が宇宙を支配する唯一の

方法であるという神の主張を拒絶しました。AGAAHPA
Yの愛でないものは、いずれ自己爆発して全滅に至るこ
とをサタンは理解していなかったのです。  
一度サタンが神の敵対者になると、彼の心は純粋な心で

操作することができなくなりました。いったん神のアガ
ハペイ愛の原則に反対する選択がなされると、ネザーの
領域とは根本的に異なる何かが自動的に彼の心を支配し

、彼の心は神のアガハペイ愛で操作することができなく
なりました。だからこそ、サタンは私たちに神について

同じように変質した心を持たせるために、欺瞞が最も重

要な手段なのです。もし彼がこの歪んだ状態で私たちの

心を手に入れることに成功すれば、彼は目的を達成する

でしょう。ルシファーは、神のアガハペー愛の原則を拒
否することを決意してから、この悲惨な倒錯を採用しま

した。 
サタンは、アガハペー愛の純粋さが理解され、示される
ならば、誰も彼の独断で生きることを選択したり、受け

入れたりしないことを十分に認識しています。サタンが

神の性格をめぐる大きな論争に勝つためには、神の性格

の真の理解が誤解と思い込みに満ちたままであることが

不可欠です。神の原理とサタンの原理の両方が理解され

、示されるようになれば、サタンの欺瞞が暴かれます。

神のアガハペー愛の原理を真に理解している人は、サタ
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ンを崇拝することはまずないでしょう。このような理由

から、サタンはキリスト教を攻撃し、その多くの教義の

真実を曲解して、十字架の真の意味が不明瞭になるよう

にしています。そのような教義の一つに「死者の状態」

があります。この教義を正しく理解しなければ、イエス

が人類のために十字架上でなさったことを理解すること

はできません。  
サタンの欺瞞が魅力的であるためには、論理的にその有

効性を否定することが不可能なほど、完全に意味のある

ものでなければなりません。  
論理的に考えれば、善悪の知識の木に具現化された原理
は、生命の木の原理よりもはるかに理にかなっています
。恣意的な報いと恣意的な罰を与えるサタンの法則は、

私たちが皆、それに屈してきた大いなる欺瞞です。聖書

は、この欺瞞が嘘であることが明らかにされない限り、

この欺瞞がどれほど説得力のあるものになるかについて

、繰り返し警告しています。十字架の出来事は、神の性

質に関するこの記念碑的な欺瞞が糾弾され、無力化され

る唯一の場所なのです。  
これらの問題は、知的な存在の心をめぐる霊的な戦いを

引き起こした問題であり、生命の木に代表される神のア
ガハペー愛の原則と、善悪の知識の木に代表されるサタ
ンの恣意的な報いと恣意的な罰の方法論との間で選択を

迫られる問題です。これらは、正確かつ簡潔に言えば、

聖書の主要なテーマです。これらのテーマを理解しなけ

れば、聖書や聖書の神、あるいはサタンを正しく理解す

ることはできません。 
肉体的な人間の心は、サタンのシステムが意味を持ち、

実際には一時的にも機能しているので、サタンのシステ

ムは欠点がないと考えています。私たちがそれが機能す

ると言うとき、私たちは、それがある点で、犠牲を払っ

て機能することを修飾する必要があります。人間の行動

は罰に反応しますが、関係を犠牲にしています。愛情の

ある相互に尊重された関係は、恣意的な罰の制約の中で
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は存在できず、これらの方法によって引き起こされる痛

みが、個人や関係に大きなダメージを与える原因となっ

ているのです。    
 
サタンの原理は肉食人間の心に意味をなす 
ルシファーの法の支配が非常に合理的で論理的でなけれ

ば、その致命的な結果を達成することはできませんでし

た。アダムとエバとその子孫のすべては、彼の欺瞞の餌

食になることはなかったでしょう。人類は、そのすべて

の賢さをもって、高度に知的な天使の三分の一と同じよ

うな道をたどってきました。私たちは、善悪の知識の木
からサタンの統治システムに屈服してきました。人類は

サタンの法の支配の餌食になってしまったのです。一方

、生命の木の原理、神の性格の本質であり、十字架で完
全に示された神のアガハペー愛の法則の意味は、神は愛
であるという言葉の意味を完全に理解していない人間の
心には愚かなことです。この難問を使徒パウロは次のよ

うに表現しています。 
 
キリストが私を遣わされたのは、洗礼を受けるためでは
なく、言葉の知恵ではなく、福音を宣べ伝えるためだっ
たからです。十字架のメッセージは、滅びかけている人
々にとっては愚かなものですが、救われている私たちに

とっては、神の力なのです（第一コリント1:17）。 
 
十字架の知恵は、サタンの原理に囚われている者にとっ

ては愚かなものです。善悪の知識の木に代表される原理
は、この世の知恵なのです。パウロはこの事実を次のよ

うに繰り返し、拡大しています。 
 
しかし、わたしたちは成熟した者たちの間で知恵を語
るが、この時代の知恵ではなく、この時代の支配者た
ちの知恵でもない。しかし、私たちは神の知恵を神秘
の中で語るのです。それは、神が私たちの栄光のため
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に時代の前に定められた隠された知恵であり、この時
代の支配者たちは誰も知りませんでした。  
 
しかし、わたしたちは、完全な者たちの中で知恵を語る
。完全な人たちとは誰でしょうか？アガハペーの愛を主
な動機付けの原則として受け入れた人たちです。これら

の人たちは、敵を愛するときに、神の原則に従って生き

ていることを示すでしょう。  
 
...敵を愛しなさい...それゆえ、あなたがたは完全な者
となり、天の父が完全であるように（マタイ5:44, 
48）。 
 
しかし、この世の知恵も、この世の支配者の知恵も、無
に帰するものではない。この世の知恵は、敵に対して暴
力を振るうことであり、それは死をもたらすので、何も

もたらさない。  
 
剣を取る者は皆、イエス様に従って剣によって滅びるか

らです（マタイ26:52）。  
 
しかし、私たちは神の知恵、アガハペー愛の原理、神が
私たちの栄光のために世の前に定められた隠された知恵

までも、神秘の中で語っています。  
アダムとエバが罪を犯した時、善と悪が私たちの主人と
なったので、神のアガハペー愛は隠されていましたが、
イエス・キリストが非暴力の神を明らかにしたので、も

はや隠されていません。AGAAHPAYの愛は世の前から
定められていたもので、私たちの栄光のために、永遠の

過去からの永遠の原則であり、善と悪の奴隷から私たち
を解放するためのものです。アガハペイの愛の神を信じ
るわたしたちは、もはや恣意的な報酬と罰の霊を信じて

生きているのではなく、神の霊、アガハペイの愛の霊を
信じて生きているのです。恣意的な報酬と恣意的な罰の
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法則は、この世の知恵です。そして、私たちの心に神の

アガハペー愛があるとき、私たちはキリストの心を持っ
ています。キリストの心を持つとは、無条件の愛である

この神の知恵を信じて生きることです。  
 
十字架だけが善悪の欺瞞を解き明かす 
サタンの法則は非常に巧妙で、その中にある欺瞞は、十

字架の上で起こったことと比較することによってのみ、

明らかにすることができます。十字架、そして十字架だ

けが、世の知恵であるサタンの律法の支配を暴露し、解

きほぐし、無力化するのです（第一コリント2:6）。イエ
ス・キリストは、サタンの原理のために生じたすべての

罪を、ご自身で十字架につけてくださいました。十字架

の上でイエス様は、サタンの恣意的な報いと罰の原理に

よって生じたすべての影響、余波、結果を負ってくださ

いました。このようにして、サタンの原理から生じた即

時的で永遠的な落ち込みのすべてが、十字架上のイエス

・キリストによって完全に贖われたのです。     
 
それは、罪（善悪）を知らない方（イエス・キリスト）
を、私たちのために罪とされたからです。 
 
滅びている人は、善と悪の欺瞞の下で生きています。 
神のアガハペー愛によって私たちを善悪の原理から救う
神の力について、使徒パウロは次のように述べています

。 
 
キリストが私を遣わされたのは、洗礼を授けるためで
はなく、福音を宣べ伝えるためです。十字架のメッセ
ージは、滅びゆく者にとっては愚かなものですが、救
われる者にとっては神の力なのです。なぜなら、『わ
たしは賢者の知恵を滅ぼし、慎重な者の理解を無に帰
す』と書かれているからです。賢者はどこにいるのか
？律法学者はどこにいる？この時代の散逸者はどこに
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いるのか？神はこの世の知恵を愚かにされたのではな
いか。神の知恵の中にあって、知恵による世界が神を
知らなかったので、信じる者を救うために説かれたメ
ッセージの愚かさによって、神は喜ばれたのである。
ユダヤ人はしるしを求め、ギリシャ人は知恵を求める
。しかし、私たちは十字架につけられたキリストを宣
べ伝え、ユダヤ人にはつまずき、ギリシャ人には愚か
であるが、ユダヤ人もギリシャ人も、呼ばれた者には
、キリストは神の力であり、神の知恵である。なぜな
ら、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも

強いからです（第一コリント1:17-25）。 
 
滅びていく人たちとは誰でしょうか？肉体的で世俗的な

人間の心を持って、善悪の知識の木からサタンの法の支
配を受け入れた人たちです。預言者イザヤがこのように

描写している人たちです。 
 
災いなるかな、悪を善と呼び、善を悪と呼ぶ者たち、
暗闇を光に、暗闇を光に、苦いものを甘いものに、甘

いものを苦いものにする者たち（イザヤ5:20）。 
 
イエスは彼らをこのように描写しています。 
 
それゆえ、あなたがたの内にある光が闇であるならば、

その闇はどれほど偉大なものであるか（マタイ6:23）。 
 
キリストの時代の神を信じる人々を振り返ってみると、

彼らの中にあった光がいかに闇であったかがよくわかり

ます。彼らが神の子を認めず、神の子を死なせたのは、

そのような闇だったのです。  
サタンの呪われた死の律法の下で滅びる者に属さないよ

うにするためには、何が必要なのでしょうか？私たちは

サタンの死の律法の下で滅びる必要はありません。なぜ

なら、キリストが私たちのために呪いとなって、律法の
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呪いから私たちを贖ってくださったからです（ガラテヤ3
:13）。  
もし私たちが神のいのちの支配下にあることを信じて生

きることを選ぶならば、私たちはもはやサタンの死の支

配下にあることはありません。もしサタンの善悪の律法
の支配が神のものであったならば、キリストは私たちの

ために呪いとなる必要はありませんでした。 
 
それは、神は、神を信じる者は誰でも滅びることなく
、永遠の命を得ることができるように、ご自分の唯一

の子をお与えになったからです（ヨハネ3:16）。 
 
救われる者は善悪の原理から救われる  
しかし、救われている私たちにとっては、それは神の力
なのです。パウロが救われている人について語るとき、
パウロが言及しているのは、もはや善悪の知識の木から
出たサタンの原理を信じて生きている人たちのことを指

しています。これは神の力、すなわち神のアガハペーの
愛を信じて生きることです。十字の原理は神の力です。  
十字の原理は命の木に代表されるものであり、死の力で
あるサタンの力とは絶対的に拮抗するものです。 
 
神のアガペー愛は善悪の知恵を破壊する 
わたしは賢者の知恵を滅ぼし、慎重な者の理解を無に
帰す。賢者はどこにいる？律法学者はどこにいるのか
。この時代の散逸者はどこにいるのか。神はこの世の

知恵を愚かにされたのではないか（第一コリント1:19
）。 
十字架によって、命の木によって、神のアガハペー愛の
原理によって、神はこの世の知恵を愚かにしたのです。

この世の知恵は、善悪の知識の木に代表される原理の使
用です。この世の知恵は、恣意的な報いと罰のシステム
の使用である。  
なぜなら、神の知恵である十字架上に現された知恵では
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、知恵を通した世界は神を知りませんでした。つまり、
知恵が善悪の原理だと思っている世界は、神様が悪人に
恣意的な罰を与えないことを理解することができません

。神様は、説教されたメッセージの愚かさ、つまり肉食
人間の心には愚かな十字架のメッセージ、命の木のメッ
セージを通して、十字架の原理を信じて生きる人たちを
、神様のアガハペーの愛によって救うために、神様を喜
ばれました。十字架の原理は、サタンの律法の支配を信
じる者にとっては愚かなものです。  
 
罰は真実を求める自由に対する抑止力として用いられる 
教会が人々を独裁的に支配していた暗黒時代には、一般

的に受け入れられている 
信念体系から逸脱したものはすべて、激しく激しく拒絶

されました。ほとんどの人々は、有力なヒエラルキーの

信念から逸脱した信念を探ろうとはしませんでした。圧

制的で抑圧的な方法を用いて、支配的な教えへの挑戦を

抑圧し、いわゆる異端者を処刑するためにサディスティ

ックな手段を用いる程度にまで抑圧しました。現状維持

の信念体系に何らかの形で異議を唱えた者には、場合に

よっては撤回する機会が与えられました。旧態依然とし

た教会は、神の名において、神の権威をもって、すべて

の異端者を処罰する特権を持っていると主張していまし

た。処刑を含む、異端の悪を罰するために、恐るべき処

罰方法が考案され、適切なものとみなされました。罰は

、いわゆる異端の見解を抱いている者や推進している者

に対する強力な抑止力として用いられた。  
 
蛮行は神の名の下に行われた 
私たちの世界でも過去の歴史でも、すべての宗教が例外

なく、善悪の知識の木に由来するハイブリッドな神を崇
拝することに固執してきたこと、これらの宗教が想像を

超えた残虐行為を行ってきたことは、十分すぎるほどの

証拠があります。これらの非人道的な蛮行はすべて、神
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の名の下に、神の原則を守るために行われました。この

ように信じている人々にとって、神の命令や指示が守ら

れているかどうかを確認するのに十分な破壊的な仕事の

形はありません。不寛容と罰は、あらゆる状況下で完全

に正当化され、許可され、神の裁きを受けており、この 
信仰体系では容赦なく使われています。     
 
暴力的な反応は私達の中の善悪の原則の印である 
善と悪のハイブリッドな神を信じる人々は、自分の信念
に反対するすべての人々に対して、自分自身の中から過

激な反応を起こしていることは注目に値します。この反

応自体が、宇宙の創造主である神が自分たちが崇拝して

いる神ではないことを確認しているのです。このハイブ

リッド神の崇拝者が何らかの形で反対されたとき、その

教義が誰かによって挑戦されたり、矛盾したりしたとき

、彼らは最も堕落した種類の過激な反動主義者になりま

す。    
彼らの暴力的な敵対的反応は、彼らの信念体系に内在し

ています。この反応は、イエス・キリストの裁判で見ら

れました。私たちの主観的な反応は、客観的な現実の自

然な副産物です。このような劇的な反応があるときは、

それ自体が副産物であり、善悪の誤った信念体系の反映
であることを証明していると 疑う余地はありません。  
 
すべての病気、病気、変性と病気は、善悪のサタンのド

メインによって引き起こされます。 
安息日のイエス様は、手が麻痺している人を癒されまし

た。律法学者やファリサイ派の人々は、安息日にこの癒

しの行為をしたことで、イエス様に異議を唱えました。  
そこでイエスは彼らに言われた、「あなたがたに一つ
だけ聞くが、安息日に善を行うのも悪を行うのも、命

を救うのも滅ぼすのも合法なのか」（ルカ6:9）。 
このエピソードを見ていると、ユダヤ教では、体の不調

はすべて罪のために神からの罰であるという考え方が一
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般的でした。イエス様の手の麻痺を治そうとする願いは

、もし神が罰として体の不調に責任があるとすれば、何

か悪いことだったでしょう。ですから、もし神様が罪の

ためにこのように人を罰する責任があるのであれば、イ

エス様はその人を癒すために悪事をしたと罪に問われる

かもしれません。また、イエス様は、善を行うことは命

を救うことであると言っています。悪を行うことは破壊

することです。イエスは、肉体的な病気や体調不良を含

めて、人の命を殺したり、破壊したりすることは、神の

原理から生じたものではないという事実を明確に伝えて

いるのです。イエスは私たちに、破壊から命を救うこと

、それは病気を癒すことでさえも含みますが、それは善

を行うことであり、これは神の命の原理の一部であるこ

とを理解してほしいと願っています。   
ですから、イエスは麻痺した人を癒されました。ですか

ら、私たちは、あらゆる形の体の弱さ、病気、死、そし

てそれに関連して、あらゆる形の人体の退化は、神の観

点から見て、生命を破壊するものとみなされ、神の目に

は悪であると結論づけることができます。  
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三 
 
神のアガペーラブとは？ 
 
神の知識 
箴言1:7は述べています。  
 
主を恐れることは知識の始まりである。しかし、愚
か者は知恵と教えを軽蔑します（強調しておきます）
。 
 
箴言9:10は、この特定の知識と知恵をさらに説明してい
ます。  
 
主を恐れることは知恵の始まりであり、聖なるもの
を知ることは理解である（強調しています）。 
 
イエス様は、真の神について正しい知識を持つことの重

要性を確認し、私たち全員が偽りの神から唯一の真の神
を知ることができるようにすることが、イエス様の御心
です。  
 
そして、これは永遠の命であり、唯一の真の神であ
るあなたと、あなたが遣わされたイエス・キリスト

を彼らが知るためである（ヨハネ17:3、強調）。 
 
現在、私たちは罪とサタンの嘘のレンズを通して創造主

を見ているため、創造主に対する私たちの知識は歪んで

います。さらに、私たちの神の性格に対する人間の理解

は、6,000年に及ぶ疎遠な関係によって歪められています
。  
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神についての真の知識は、神の人格についての完璧な知

識が存在していた時代にさかのぼることによって、最も

よく身につけることができます。十字架は、神の永遠に

変わることのない、永遠から変わらない性格を明らかに

しています。十字架上のイエス・キリストは、世界の建
国の時から殺された小羊であったので、私たちに最初か

らあるがままの神の啓示を与えてくれます（黙示録13:8
）。 
究極の啓示者、神の完全な啓示者は誰なのか：旧約聖書

かイエス・キリストか？イエス・キリストです。  
 
しかし、キリストを通して神を信じ、死人の中からキリ
ストをよみがえらせ、栄光を与えてくださったあなたが
たのために、この最後の時代に現れてくださったのです
。逆らう者、キリストの教えに従わない者は、神を持っ
ていません。キリストの教えに従う者は、父と子の両方
を持っています。もし誰かがあなたがたのところに来て
、この教義を持ってこなかったら、その人をあなたがた
の家に迎え入れたり、挨拶したりしてはならない。 
 
神の子は何のために現されたのでしょうか？使徒ヨハネ

は、神の御子が現れたのは、悪魔の業を滅ぼすためであ

ったと語っています（第一ヨハネ3:8）。   
世界が建国される前の永遠の時から、イエス・キリスト

は、最初の降臨の時に明らかにされたことを、すでにご
自身の中に持っておられました。二千年前にイエス・キ

リストの中に現われたもので，この時代の終わり，最後

の日に生きている私たちに直接適用されるものは何でし

ょうか。 
イエス・キリストは最初の降臨で、それまでは完全に存

在しなかった神の人格の完全な啓示を与えてくださいま

した。時の終わりに生きている私たちのために、何の汚

れもなく神を知りたいと情熱的に願っている人は、イエ

ス・キリスト以外の誰からも神を信じるべきではありま
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せん。それが、誰もが神を知る唯一の方法です。イエス

・キリストを通して神を信じる私たちは、神がアガハペ
ーの愛であり、ある人が信じているような人殺しや人を
殺す人ではないことを確信を持って知ることができます

。もし私たちが神が愛であり、神が人を殺すと信じてい

るならば、それに基づいて、特に私たちの敵が関係して

いる限り、私たちは人を殺すことを承認したり、関与し

たりすることになるでしょう。そうなると、イエス・キ

リストによれば、私たちは父である悪魔の望みを実行す

ることになります。ヨハネ8:44では、人殺し／人殺しの
特性は、イエス・キリストによって、決定的に、間違い

なく悪魔に適用されており、父なる神には適用されてい

ません。  
 
あなたは悪魔である父親のものであり、あなたがした
いことは父親の欲望である。最初から人殺しだった。 
 
このイエス・キリストからの啓示は、一般的に信じられ

ている嘘を暴きます：神は愛でありながら、殺人者でも

あるという嘘です。これまで見てきたように、神の律法

は死の原理とは正反対のものです。死の原理とは文字通

り命を奪うことであり、それはサタンの律法の支配、つ

まり善悪の知識の木に代表される律法に属するものです
。  
悲劇的なことに、人類の大多数は、死の原理が神の原理

であると信じていますが、実際にはサタンの原理です。

神のアガハペー愛の原理についての永遠の真理は、死を
廃止し、福音によって生と不死をもたらした私たちの救
い主イエス・キリストの出現によって、今、明らかにさ

れています（2ティモテ1:10）。 
それは、イエス・キリストをお与えになることによって

、神様のお人柄に関するこれらの誤った概念を取り除く

ことが、神様の目的でした。命を与える神は、御子を通

して御自身の愛の純粋な啓示を与えてくださいました。
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イエスは父から命と不死のメッセージを持って私たちの

ところに来られ、復活の後にその不死を与えてください

ます。 
 
神はわたしたちに恐れの霊ではなく、力と愛と健全な心
の霊を与えられたからです。それは、私たちを救い、聖
なる召しをもって私たちを召された神の力によってであ
り、私たちの働きによってではなく、時が始まる前にキ
リスト・イエスにあって私たちに与えられた神ご自身の
目的と恵みによってです。 
 
時が始まる前に、神はキリスト・イエスにあって私たち

に何を与えてくださったのでしょうか。  
人類に与えられた賜物とは、私たちが恐れの霊を与える

善悪の業によってではなく、神ご自身の目的と恵みによ
って神に受け入れられていることを知ることであり、そ

れは今、神が啓示されたものです。私たちの救い主イエ

ス・キリストの出現によって今明らかにされたことは、

時が始まる前からキリスト・イエスの中にあった神の性

質に関する真理です。 
死を廃止した私たちの救い主イエス・キリストが現れる
ことによって、神が創造主であると同時に破壊者でもあ
るとしたら、パウロの発言はあからさまな嘘になるでし

ょう。   
死が神の性格の一部であるならば、イエスはどのように

して死を廃止することができるのでしょうか？神の性格

は永遠で不変ではないでしょうか？さらに、私たちの救

い主イエス・キリストが二千年前に現れて以来、地球上

にはまだ死が紛れもなく現実として存在しているのでは

ないでしょうか？人間は誰でも自分が死ぬと信じていま

す。誰もが自分が死を経験すると思っているのですから

、イエス・キリストはどのようにして死を廃止したので

しょうか。  
イエス・キリストが死を廃止した方法は一つしかありま
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せん。イエス・キリストは、神様が死の原因ではないこ

とを私たちに明らかにすることによって、過去形で死を

廃止してくださいました。私たちの救い主イエス・キリ

ストの出現によって今明らかにされた神についての真理

を信じるとき、イエス・キリストが死を廃止したという

声明が成就します。イエス・キリストだけが、神様が命

を取らないという神様のお人柄についての真理を明らか

にされたのです。 
 
神の叡智とこの世の叡智 - 
神の叡智とは、神の真の姿を知ることである 
コリント人への手紙１章１節には、神の知恵と世の知恵

が区別されています。この聖句の中で、使徒パウロは、

人類が直面している二つの対立する原則を簡潔に、かつ

簡潔に 
表現しています。十字架は、彼が使っている測定棒であ

り、人類を二つの異なる見解を持つ二つのグループに分

ける一つの出来事です。イエス・キリストから直接神の

知識を受けたパウロが、神の知恵について語っているこ

とを深く掘り下げてみましょう。  
 
十字架のメッセージは、滅びかけている人々にとって
は愚かなものですが、救われている私たちにとっては

、神の力なのです（第一コリント1:18）。 
 
まもなく見るように、十字架のメッセージと神の知恵は

一体であり、同じものです。 
 
それはこう書かれているからである。"私は賢者の知
恵を滅ぼし 思慮深い者の理解を無にする"と 
書かれているからだ賢者はどこにいる？律法学者はど
こにいる？この時代の散逸者はどこにいるのか？神は

この世の知恵を愚かにされたのではないか。(1コリン
ト1:19,20)。 
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神はこの世界の知恵を馬鹿にしたが、どうやって？ 
 
なぜなら、神の知恵の中にあって、知恵による世が神を
知らなかったので、信じる者を救うために宣べ伝えられ
たメッセージの愚かさによって、神を喜ばせたからです

（第一コリント1:21；強調）。 
 
世は、自分たちの知恵によって、神を知らなかったと、

上にはっきりと書いてあることに注目してください。こ

のことは、イエス・キリストを見れば、さらにはっきり

とわかります。世界がイエス・キリストをメシアと認め

なかったのは、イエス・キリストが善悪の原理に基づい
た世界の知恵と調和していなかったからです。   
イエスは善悪の原則に基づいて行動しなかったので、イ
エスが誰であるかは知られていませんでしたが、世界は

罪人に復讐する懲罰的で暴力的なメシアを期待していま

した。  
 
ユダヤ人はしるしを求め、ギリシャ人は知恵を求め
ます。しかし、私たちは十字架につけられたキリスト
を宣べ伝えます。なぜなら、神の愚かさは人よりも
賢く、神の弱さは人よりも強いからです（第一コリン

ト1:22-25；強調追加）。 
 
しかし、わたしたちは成熟した者たちの間で知恵を語
るが、この時代の知恵ではなく、この時代の支配者た
ちの知恵でもなく、無に帰ろうとしている者たちの知
恵でもない。しかし、私たちは神の知恵を神秘の中で
語るのです。それは、神が私たちの栄光のために時代
の前から定められた隠された知恵であり、この時代の
支配者たちは誰も知りませんでした。 
 
もし世界が神の知恵を知っていたら、彼らは誰に対して
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も、ましてや神の子に対して暴力を行使しなかったでし

ょう!なんと皮肉なことでしょう。神の知恵は隠されてき
たし、今も善悪の原理によって隠されており、それによ
って無条件の愛という神の知恵が見えなくなっているの

です。  
 
しかし、それが書かれているように神が神を愛する者
のために用意されたことを、目は見ておらず、耳も聞
いておらず、人の心にも入ってこなかった』と書かれ
ています。しかし、神は御霊によってそれらを明らか
にしてくださいました。御霊はすべてのもの、そう、
神の奥深いものを探究するからです。人の内にある人
の霊以外に、人の事を知っている者がいるだろうか。
それにもかかわらず、誰も神の霊以外には、神の事を
知ることはできない。今、私たちはこの世の霊ではな
く、神からの霊を受けたのです。 
 
私たちは、神の愛の真理によって次第に悟りを開いてい

くと、神からの御霊を受け、神から自由に与えられたも

のを知ることができるようになります。  
これらのことは、神の無条件の愛の御霊である神の御霊

によってのみ、私たちに啓示されるのです。どんな人間

の心も、世の知恵によっても、神の愛の深さ、高さ、広
さを知ることはできません。 
 
これらのことは、人間の知恵が教える言葉ではなく、
聖霊が教える言葉で、霊的なものと霊的なものを比較
して、私たちも話しています。しかし、自然人は、神
の霊のものを受け取ることができません。しかし、霊
的な者はすべてのことをさばきますが、彼自身は誰に
も正しくさばかれません。誰が主の心を知っていて、
主を指導することができるだろうか。しかし、私たち

はキリストの心を持っています（第一コリント2:13-
16）。 
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十字架上に示されたアガハペー愛という神の性格を完

全に理解することは、神の知恵の基礎となります。心

は、神の人格に関するこの完全な知識を保管する保管

庫です。十字架で明らかにされた神様のご性格につい

て、私たちの範囲内で完璧な理解を持つことができる

程度の完璧な理解を持っている心は、神様の神の知恵

の玉座の間なのです。 
 
あなたがたは、あなたがたが神の神殿であり、神の霊
があなたがたの中に宿っていることを知らないのでし

ょうか（第一コリント3:16）。 
 
イエス・キリストから与えられた啓示に基づく理解であ

る神の御性質を正しく理解している者こそが、まさに神

の神殿であり、使徒パウロが書いた次の聖句の主題であ

る。 
 
あなたがたは、私たちの心に書かれた私たちの手紙で
あり、すべての人に知られ、読まれているのです。あ
なたがたは明らかに、私たちによって宣べ伝えられた
キリストの手紙であり、インクではなく、生ける神の
霊によって書かれたものです。 
 
私たちの領域では完全な理解が人間的に可能である限り

、この完全な神の知識は、イエス・キリストというたっ

た一人の人によって達成することができます。イエス・

キリストは、聖書を正しく理解し、解釈するための基礎

となる方です。聖書について語るとき，イエスは次のよ

うに言われました：これらはわたしを証している者たち
です。ですから、イエスによって啓示された神の御性質
と一致しない聖句を理解することは、不純な理解であり

、イエスや他の人との関係に影響を及ぼすことは明らか

です。    
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あなたがたが聖書を探しているのは、その中に永遠の
命があると思っているからである。しかし、あなたが
たは、いのちを得るために、わたしのところに来よう

とはしません（ヨハネ5:39, 40）。 
 
この一節を読むと、聖書はイエス様のお人柄をあかしす

るために存在しており、イエス様は御父を明らかにされ

ています。聖書を読んでいて、二項対立のように見える

ものに直面したとき、私たちは直接、イエスご自身が与

えてくださった啓示に向かうべきです。それよりも、最

初からイエス・キリストのレンズを通して聖書を見る方

が賢明です。 
イエス様は、御父のことを私たちに与えるために来られ

たこの知識は、永遠の命でもあると言われました。 
 
これは永遠の命であり、唯一の真の神であるあなたと
、あなたが遣わされたイエス・キリストを彼らが知る

ためである（ヨハネ17:3）。 
 
神の降臨前の啓示十字架  
この章の冒頭で述べたように、十字架は、イエス様が世
界の土台から殺された子羊であったことから、私たちに

降臨前の啓示を与えてくれます（ヨハネの黙示録13:8）
。ヨハネが「世の基より流された子羊」と言うのは、十
字架の出来事が起こったのはたった二千年前のことです

が、世のために死のうとする意志は、世が建つ前からす

でに神様の心の中にあったということを述べています。

その時の十字架は、神の無条件で永遠に続く終わりのな

い愛という既存の原則を実行するためのものに過ぎませ

んでした。 
 
それは地に住む人々に永遠の福音を告げて、すべての民

族、部族、舌、民に宣べ伝えるためであった（黙示録14:
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6、強調）。 
 
永遠の福音とは、一人一人の人間に対する神の無限の無

条件の愛の福音以外の何ものでもなく、それが神の本質

であるからこそ永遠のものなのです。  
 
AGAAHPAY 愛は神の本質である 
聖書の中で、私たちは神様が愛であると言われています

（第一ヨハネ4:8）。ここで重要なのは、ヨハネが「神は
愛を持っている」と言ったのではなく、「神は愛である
」と言ったことです。ある」という動詞の一人称が使わ
れていることは、愛が神の本質であり、単に神の属性の

一つではないことを示しています。神の本質はさらに聖

書の中で光として表現されていますが、それは「いのち

」という言葉と結びついているので、愛（アガハペイ）
、光（フォス）、いのち（ゾーイ）は神の性格を説明す
る際に使われる重要な言葉です。神の愛の本質は無私、

自己犠牲、無条件、無限であり、それは愛する者の善さ

ではなく、愛する者の完全さに基づいているからです。

人々がまだ罪深い堕落した不浄な状態にある間に、神の

AGAHPAY愛が彼らを受け入れてくれたのです。AGAA
HPAYの愛はこのように示されています。 
 
私たちがまだ力を失っていた時に、キリストは不敬虔
な者のために死んでくださったのです。正しい人のた
めに人が死ぬことはほとんどありませんが、善良な人
のためには死ぬ勇気があるかもしれません。しかし、
神は、私たちがまだ罪人であったときに、キリストが
私たちのために死んでくださったという点で、私たち
に対するご自身の愛を示してくださっています。私た
ちが敵であったときに、御子の死によって神と和解し
たならば、和解した私たちは、その命によって救われ

るのです（ローマ5:6-8, 10）。 
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神のアガハペー愛が神の存在の本質であることを理解す
ることは、私たちにとって非常に重要です。神の性格、

神の本質は、唯一無二の最高の法則であり、神が常に、

そしてこれからも宇宙を支配する唯一の原理です。神の

属性はすべて、神の本質であるアガハペー愛の反映です
。どんな状況でも、神がアガハペイの愛の性格とは異な
る方法で反応することはできません。神が直面している

状況がどれほど邪悪なものであっても、神はご自身の性

格、すなわちアガハペイ愛の法則に不変であり続けます

。神は決して神のアガハペー愛の原則のパラメーターの
外で行動することはありません。神と神のアガハペイ愛
の本質は切り離すことができず、不変であり、不変です
。神は不変ですから、神の本質であるこの法則もまた不

変です。アガハペイ愛の原理は、それが神の本質であり
、神は永遠であるので、永遠です。  
 
神とアガペー愛の本質は切り離せない 
すべての事柄における神のすべての行動と反応は、生命
の木に代表される神の時を超えた原理に支配されており
、それを反映しています。神のアガハペイ愛のこの時を
超えた原理は永遠であり、それは神の本質であり、神は

永遠であるからです。神は彼のアガハペー愛の原理のパ
ラメーターの外では動作しません。神と彼のアガペー愛
の本質は切り離すことができず、両者は不変で不変です
。  
 
AGAAHPAY 愛は純潔 
このように、私たちは、神の本質は絶対的に純粋な 
AGAAHPAY 
愛であると言うことができます。しかし、「純粋なアガ
ハペイの愛」という言葉を使うのは間違いで、アガハペ
イの愛には他の反対の原理による混同の形がないからで
す。したがって、定義上、アガハペイの愛は純粋で純粋
なものなのです。サタンの善と悪の原理とは対照的に、
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神のアガハペイ愛の本質は、善と悪の両方を含むハイブ
リッドではありえません。宇宙の唯一無二の真の神は、

このような相反する二つの原理を神の性格の中に具現化

し、混合していないことは、極めて明確にしておかなけ

ればなりません。もし人類が善と悪のハイブリッドな神
を崇拝しているならば、彼らは宇宙の唯一無二の真の神

を崇拝しているのではありません。     
神のアガハペイ愛の法則には恣意的な罰は存在しないの
で、神には恣意的な罰は存在しません。すべての事柄に

おける神のすべての行動と反応は、いのちの木に代表さ
れる神の永遠のアガハペー愛の原則に支配されており、
それを反映しています。 
神の純粋な本質であるアガハペー愛は、神の人格と存在
の総体であり、不滅であり、不滅である。もし彼が瞬き

ですべての反対勢力を破壊できるような力を持っていた

ら、彼は不滅であり、不滅であり、全能ではないでしょ

う。彼が不滅であり、不滅であり、全能であるのは、そ

の中に破壊の形を持たないアガハペー愛という彼の性質

のためだけです。  
イエス・キリストの復活は、神の恣意的な行為によって

起こったのではありません。   
イエス様が十字架で死なれたのは、アガハペイの純粋な
愛の原理によって生きていたからです。イエス様がご自

身の中にある命によってご自身を復活させることができ

たのは、ご自身の生得的な「アガハペー愛」の原理によ
って生き、死んだからに他なりません。サタンが宇宙に

持ち込んだ原理の一片の粒子もイエスの中には見出され

ていませんでした。死の領域は、イエス様を墓の中に留

めることができませんでした。  
 
この世の支配者が来ていて、彼は私の中に何も持っ

ていないからである（ヨハネ14:30、強調）。 
 
私たちの弱さに同情することのできない大祭司はいま
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せんが、あらゆる点で私たちと同じように誘惑されな

がらも、罪を犯さなかったからです（ヘブル4:15；強
調）。 
 
もし、イエス様がサタンの善悪の死の原理で行動したり
、考えたりしていたら、イエス様は墓の中に留まり、人

類は永遠の命の希望もなく、サタンに束縛されたままに

なっていたでしょう。 
 
キリストがよみがえらなかったら、あなたがたの信仰
は無益であり、あなたがたはまだ自分の罪の中にいる
のです。キリストのうちに眠りについた者もまた、滅

びるのです（第一コリント15:17-18）。 
 
ご自身についての神からの究極の真実はただ一つだけで

あり、それは神が誰であるか、神の本質、神としての性

格に関係しています。真に、神はアガハペー愛であり、
神の他のすべての属性は、神の存在の核心を示すものに

過ぎません。神がご自身についてのこの究極の真理を私

たちに与えてくださったにもかかわらず、私たちは、神

の性格は善と悪のハイブリッドであるというサタンの欺
瞞的な偽りに屈してしまい、この偽りによって私たちは

無知のままで、神の本質を完全に理解することなく生き

ているのです。  
明らかに、人類が誤って崇拝しているハイブリッド神は

、善悪の神である。  
この神は、善悪の知識の木に代表されるサタンの原理に
よって行動しています。   
なぜなら、真の神は、相反する、相反する二つの原理に

よって行動することができないからです。実際に起こっ

たことは、私たちがサタンに属する性格的特徴を神に帰

属させることによって、この合成が神のものであること

をあからさまに公言し、推進してきたことです。神は決

して善悪によって運営することはできません。私たちは
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、アガハペイの愛と善と悪との間には、存在しないと思
われる結合があるとして、神の性格を大衆化し、宣伝し

てきました。しかし、「いのちの木」に象徴される原理
である「アガハペイの愛」が他の何かと混ざった瞬間、
それはもはや「アガハペイの愛」ではなく、「いのちの
木」の原理でもありません。私たちが神が「アガハペー
愛」であると主張しながらも、神が怒りにまかせて罪人

の悪行を恣意的に罰すると信じているとき、私たちは「

アガハペー愛」を理解することができませんでした。こ
の組み合わせは、全くアガハペイの愛ではありません。
それは単に善と悪の原理です。 
 
AGAAHPAYの恋愛とは？ 
AGAAHPAY愛とは、他人のために善行を行うことに利
己的な意図がない愛のことです。それは、すべてのこと

が自分を犠牲にして他人のために行われ、他人のために

死ぬこともあるほどの愛なのです。イエスは、あなたが
たの敵を愛し、あなたがたを呪う者を祝福し、あなたが
たを憎む者に善い行いをし、あなたがたを悪用し迫害す
る者のために祈りなさい。 
私たちは、第一コリント13章のパウロの言葉から、アガ
ハペーの愛についてさらに教えを受けています。 
 
AGAAHPAY愛は忍耐強く、AGAHPAY愛は優しい。
妬まず、自慢せず、自慢しない。卑怯な行動をせず、
自分のものを求めず、挑発せず、受けた過ちを考慮に
入れない。不義を喜ぶのではなく、真理を喜ぶ。アガ
ハペイの愛は、どんなことがあっても、どんなことが
あっても耐えます。それはすべての人の最善を信じる
準備ができています。その希望はどんな状況下でも色
あせず、弱まることなくすべてに耐えます。アガハペ
ーの愛は決して失敗することなく、色あせることもな
く、時代遅れになることもなく、終わりを迎えること

もありません（第一コリント13：4-
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8、異なるバージョンから引用）。 
 
本質的には、アガハペイの愛は自己に焦点を当てたもの

ではなく、他者に焦点を当てたものであり、無条件のも

のです。十字架上でのイエスの死は、AGAHPAY愛の究
極の啓示です。  
 
エデンの園での出来事は、私たちに神のAGAHAHPAY
愛についての手がかりを与える 
エデンの園で起こった出来事を研究すると、両方の木が

園の真ん中にあったことがはっきりと述べられているこ

とに気付きます。エデンの園では、生命の木は宇宙を統
治する神の原理を表し、善悪の知識の木は宇宙を統治す
るサタンの原理を表していたと理解しています。これら

は紛れもなく、神からのものとサタンからのものの二つ

の相反する原理です。前者は神の性格と神がどのように

統治しているかを表し、後者はサタンの性格と力と暴力

をもって、どのように統治の方法を実行しているかを表

しています。イエスは、神の国に入るための手段として

サタンの暴力的な方法を使う人々について話したとき、

力の行使が神の国に帰属することを暗示しました。  
 
そして、バプテスマのヨハネの時代から今に至るまで
、天の国は暴力を受け、暴力的な者が力づくでそれを

奪う（マタイ11:12）。 
 
AGAAHPAYエデンの園での愛 - 選択の自由 
神の原理を表す木とサタンの原理を表す木の両方が、エ

デンの園の中にあったことを認識することが重要です。

神は個人に与えられた自治権を簒奪することはありませ

んし，また，決してすることはできません。アガハペイ
の性格に内在するものは、すべての人に絶対的な自由を
与えることであり、それには神の敵対者も含まれていま

す。この神から与えられた自由は、結果的に宇宙に最大
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の害が入ることを許し、今日でも悪を許し続けています

が、AGAHPAYの愛には欠かせないものです。    
サタンは、神の罪のない天使の三分の一を説得して、神

のアガハペー愛の法則よりも自分の法則の支配を受け入
れるように説得したとき、疑いなくこの自由を手に入れ

ました。アダムとエバとの園でも、彼はこの自由を持っ

ていました。彼は神とアダムとエバ、そして神の創造物

すべてに最大の害を与える計画を持っていたにもかかわ

らず、彼の自由は終始無傷のままでした。サタンは自分

の法の支配が勝つためには、どんなことでもするでしょ

う。このように、彼が破壊的な原理を推進していたにも

かかわらず、彼にはまだそれを行う自由があったことに

気づくことは非常に重要です。    
私たちはこれらの考えだけを考えるとき、それらは神の

性格についてのボリュームを語っています。アガハペー
愛の神だけが、このような自由を与えることができるの

です。そのような意志は宇宙に究極の運命を与え、神が

多くの愛する子供たちと永遠に過ごすことを妨げてきま

した。神が宇宙の主権者である限り、アガハペイの愛は
永遠に存在しますが、たとえそれが許した自由が神ご自

身に個人的に究極の害を与えたとしてもです。AGAAHP
AY愛の神の法の支配とサタンの善悪の原理をめぐる戦い
は、最終的には終わりを迎え、必然的に勝者と敗者が存

在することになります。しかし、この戦争における神の

唯一の力は、神のアガハペー愛の法則であり、その愛は
、力を利用することなく、すべての悪を圧倒し、克服す

るのです。  
神が私たちに与えてくださった選択の自由は、神ご自身

が神聖であるように、神聖なものです。神は愛において

、生か死か、祝福か呪いかを選択する自由を私たちに与

えてくださいました。神が私たちに与えてくださった選

択の自由によって、私たちは自分の選択を通して、その

選択に内在する結果に対して最終的に責任を負うことに

なります。モーセは，良い行いに報い，悪い行いを罰す
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るという神の恣意的な行為はないことを私たちに教えて

います。私たちが行う選択に内在する生死、祝福や呪い

の道です（申命記28を参照してください）。 
 
AGAAHPAY 
愛は敵対者にも自由と平等なアクセスを与える 
AGAAHPAY愛の神の本質には、二つの基本的な原則が
内在しており、それを理解することが重要です。一つ目

は、上で見たように、アガハペイの愛はすべての人に選
択の自由を与えているということです。この自由は、私

たちと私たちの愛する人を傷つける可能性のある敵にさ

え与えられていることにもう一度注意してください。AG
AAHPAY愛の第二の基本原則は、敵や敵とみなされてい
る人にも平等にアクセスできるようにするということで

す。神の宿敵であるサタンは、善悪の知識の木に代表さ
れる彼の原理を打ち出すために、平等なアクセスを自由

に与えられています。イエスはこの平等なアクセスの原

則を、麦とさわらのたとえ話で説明されました。  
 
天の国は、自分の畑に良い種を蒔いた人のようなもの
だが、人が寝ている間に敵が来て、麦の中にタレを蒔
いて自分の道を行った。しかし、穀物が芽を出して実
を結ぶと、その麦の中には、さわらが出てきた。そこ
で、主人のしもべたちが来て、彼に言った、『あなた
の畑に良い種を蒔かなかったのですか。どうしてタネ
が出てくるのですか」と言った。彼は彼らに言った『
敵の仕業です』。召使いたちは彼に言った，『では，
私たちが行って集めてきて欲しいのですか』と。しか
し、彼は言った、『いいえ、あなたがたわらを集めて
いる間に、あなたがたわらと一緒に小麦も根こそぎに
してしまわないように。収穫の時には刈り取り人たち
に言ってやろう、『まず、たわらを集めて束にして燃

やすが、小麦は私の納屋に集めなさい』（マタイ13:2
4-33）。 
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収穫の時には、真実は立ち上がるでしょうが、偽りのも

のはすべて終わりを迎えるでしょう。私たちは、真実と

誤りを見分けることができるように、神に助けを求めな

ければなりません。真理を知らなければ、私たちは残念

ながらサタンの欺瞞に屈し、本物によく似た「いずみ」

になってしまいます。善悪の知識の木から出てくるサタ
ンの原理が、実は神の原理であると信じることで、私た

ちは麦と麦を混同してしまうのです。  
  
エデンの園のAGAHPAY愛～イコールアクセス  
庭の真ん中にある二本の木をよく見ると，神はご自身に

ついての深い霊的な意味と重要性，特に神のアガハペー
愛の特徴について，何かを私たちに伝えようとされてい

ることがわかります。神の御霊の導きの下で，この啓示

の意味を理解するようになると，それまで全く気づかな

かった神のアガハペの愛の一面を把握することができる
ようになります。しかし、理解するために必要な油注ぎ

がなければ、私たちの心には全く馬鹿げたことに見えて

しまうでしょう。肉体的な人間の心を持つ者は、そのよ

うなことを決して許さないのです。  
神は、サタンがアダムとイブに近づくことを与え、彼が

しようとしていることが壊滅的なものになることを知っ

ていました。また、アダムとエバがサタンと接触する自

由を与えられました。そして、神はサタンに彼らに接触

する自由を与えられたのです。 
読み進めていくと、神はアガハペー愛の律法の下で、ど
の程度までサタンにアダムとエバにアクセスできるよう

にしたのか、またその逆もあることに気づくでしょう。

最初に、神がサタンに園の中で自分の原理を持つことを

許し、次にアダムとエバに二本の木への平等なアクセス
を与えられたことがわかります。アダムとエバはまた、

神に従うことで命の木から食べ続けるか、神に従わない
ことで神の木から食べるのをやめるかを選択する自由を
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与えられています。  
第二のケースでは、もし夫婦が神に背くことを選んだら

、そしてすぐに、彼らの服従はサタンに渡され、彼らは

善悪の知識の木から食べることになります。彼らには二
つの生き方があり、神の道を選ぶかサタンの道を選ぶか

の完全な自由がありました。神のアガハペイの愛はサタ
ンの道への平等なアクセスを否定することはできません

でしたし、このアガハペイの愛はアダムとエバに神の賛
否を選択する自由を否定することもできませんでした。

二本の木が彼らに提示され、彼らの選択が彼らの運命と

人類の運命を決定することになりました。  
ここで注目すべきは、サタンがカップルに近づくことを

許されたのは、神のエデンの園の中だったということで

す。 
 
主なる神はエデンの東の方に庭を植えられ、そこにご
自分が造られた人を置かれた。そして、主なる神は地
面から、あらゆる木を生えさせられた。いのちの木も
また、園の真ん中にあり、善悪の知識の木であった（

創世記2:8-9）。 
 
また、いのちの木は園の真ん中にあり、善悪の知識の木
でもありました。ここでは、聖書の観点から、二つの相
反する原則が明確に区別され、二つのうちの一つだけが

神の宇宙の統治に利用されることになりました。一方は

生につながり、もう一方は死につながるものであり、こ

の区別を誤解したり、妥協したりしてはならないのです

。  
創造主である神は、この二つの相反する原則を目に見え

る形で分離し、神に従わない場合の結果について二人に

警告しました。庭の中央にある二本の木の物理的な位置

は、神がサタンに平等な土俵を与えたことを示していま

す。二本の木は、アダムとエバにとって平等に利用でき

るようになっていました。アダムとエバが罪を犯す前に
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、神は自分をサタンよりも有利な立場に置かれたのでは

なく、サタンに対等な立場を与えられたのです。このよ

うに、エデンの園では、神とサタンの両方がアダムとエ

バに対等にアクセスできるようになっていました。  
AGAAHPAYは力や暴力を使わない 
もし神がすべての被造物に選択の自由を与えているなら

ば、神は力や力を使って誰かを神のやり方に従わせたり

はしないことが明らかになります。神は自由を与えると

同時に、最初に助言をし、その後、神の助言に賛成する

か反対するかの選択を許します。ルシファーが反抗する

ことを決意したとき、その反抗に対処するための神の方

法は、ルシファーに自分の選択の結果を警告することで

明らかになりました。同じ行動は、アダムとエバに「善
悪の知識の木を食べないように」と助言した時にも見ら
れます。   
      
神はサタンがアダムとエバに接触するのを遮断すること

もできたでしょうし、アダムとエバをサタンの影響から

完全に遮断することもできましたが、そうしませんでし

た。しかし、神の愛は常に個人の選択を許されるので、

善悪の知識の木は庭の中心に置かれ、神ご自身の命の木
のすぐ隣に置かれました。禁断の木を食べないようにと
の神の助言に従う限り、二人は安全でした。この状況で

神が持っていた唯一の力は神の愛の力でしたが、アダム

とエバは神の警告に逆らってそれを無視しました。  
神に関する力の行使は、人間の選択の力と同様に、大き

く誤解されてきました。私たちが行う選択には明確な結

果があり、神でさえもアダムとエバの選択の結果から世

界を免れることはできませんでした。ヘブル人への手紙2
:1-
3では、私たちが行うすべての選択には結果があり、神は
アガハペイの愛の原則のために、それを尊重しなければ
ならないと言われています。 
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ですから，わたしたちは聞いたことにもっと真剣に注
意を払わなければなりません。天使を通して語られた
言葉が確固たるものであることが証明され，すべての
罪や不従順が正当な報いを受けたとしたら，このよう
な偉大な救いを無視していては，どうやって逃れるこ
とができるでしょうか。 
 
AGAAHPAY愛の神が崇拝されているとき、神の真の信
者たちは、自分たちの信仰や信仰の神を守るために、脅

迫、強制、操作、暴力を用いません。神の真理が挑戦さ

れ、攻撃され、反抗され、激しい精査を受ければ受ける

ほど、アガハペイの愛、そしてアガハペイの愛だけが、
これらの攻撃に打ち勝つことができます。もし神の信奉

者が、神と神の真理をそれに反する者から守るために暴

力を振るうならば、彼らはその行動によって、神と神の

性質について正しくない、あるいは限られた理解しか持

っていないことを証明しています。  
同様に、神の真理と信じていることに反した布教や、神

の真理を制限しようとしていると感じる布教を妨害する

ことは、神の自由と平等なアクセスの原則と調和してい

ない行動をとることになります。   
このような反対の方法は、それ自体が、それを使う者が

神の自由の原則に従って行動していないことを示してい

ます。同様に、神の真理を提示するために、いかなる形

の力や卑劣な方法を使うことも、神の原則と調和してい

ないことになります。 
 
神のアガハペイの原則は、彼がルシファーとアダムとイ

ブをどのように扱ったかによって明らかに示されている 
神様の愛の原則は、エデンの園でサタンとアダムとエバ

をどのように扱ったかによって明らかにされました。神

様は、サタンが説教をするのを止めるために力を使われ

ませんでしたし、アダムとエバがサタンの神様に対する

恐ろしい告発に納得してしまうのを止めるために力を使
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われませんでした。このような悪に対処するための神の

方法とはどのようなものなのでしょうか？真の神につい

ての絶対的な真実は、園での神の対応に見られるように

、神の性格は悪に悪で反応することを許さないというこ

とです。サタンが最初に宇宙に導入した律法ほど邪悪な

ものはありませんでしたが、その時に与えられたのと同

じ自由が、今では園でも与えられています。  
神がルシファーにどのように対処したかを見ると、神の

真理に反対することを選択した人は皆、神から直接来る

脅迫や罰を恐れることなく、自分の意見を進めるための

十分な自由が与えられていることがわかります。しかし

、どのような状況であっても、神が神に背くことの結果

について警告していないと仮定してはなりません。これ

らの結果とはどのようなもので、どのように実行される

のでしょうか。神に背くことの結果は、そうすることに

よって、私たちはサタンの領域に身を置くことになり、

そこからすべての罰、痛み、苦しみ、死が生じるのです

。 
 
ペテロの夢は、すべての人間に対する神の態度を明らか

にしている 
イエス様のメッセージの焦点は、天の父の子となるため
には、イエス様が悪人と善人の上に太陽を昇らせ、正義
の人と不正な人の上に雨を降らせてくださることを知ら

なければならないということです（マタイ5：45）。 
このことは、使徒言行録10:28のペテロのコルネリウスと
その家族や友人たちへの言葉でも確認されています。  
そこで彼は彼らに言った『ユダヤ人が他国の者と付き
合ったり、他国の者のところに行ったりすることは、
どれほど違法なことか知っているだろう。しかし、神
は私に、いかなる人をも平民と呼んではならないこと
を示された。 
 
ペテロは，天が開かれ，四隅を縛った大きなシートのよ
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うなものが，彼のもとに降りてきて，地に降ろされるの
を見た幻を見た後，このように述べています。その中に
は、あらゆる種類の地の四つ足の動物、野獣、這うよう
なもの、空中の鳥がいた。すると、声が彼のところに来
て、『ペテロよ、起きなさい、殺して食べなさい』と言
った。しかしペテロは言った，『主よ，そうではありま
せん。私は普通のものや汚れたものを食べたことがあり
ませんから」と言った。神が清めてくださったものを、
あなたがたは普通のものと呼んではならない」（使徒言

行録10:11-15）。  
ペテロは神様のお人柄について間違った理解をしていた

ので、このメッセージを三回繰り返さなければなりませ

んでした。これが三回行われました。そして、その対象

は再び天に引き上げられました（使徒言行録10:16）。 
しかし、ペテロが35節で語っていることから明らかなよ
うに、この夢を見た後も、ペテロは「神は悪人と善人の

上に太陽を昇らせ、正義の人と不正な人の上に雨を降ら

せる」というイエス様の言葉が何を伝えようとしている

のかを完全に理解していないのです。  
34節でペテロは、神がユダヤ人と異邦人の間に偏見を示
されないことを理解しました。しかし、35節では、神様
が受け入れる異邦人のタイプを明確にしています。しか
し、すべての国において、神様を畏れ、義を行う者は、
神様に受け入れられます。  
神は、神の原則の外に生きる者に対して、人間の心が想

像できないほどの博愛的な方法で接してくださいます。

神の愛は善悪の原理を超越しており、その目的を達成す
るために、いかなる形の力や強制、破壊的な行為も用い

ません。  
神の方法を採用することによって、神の真の信奉者は宇

宙の真の神を讃えることができます。一方、アガハペー
愛の神を信じることを拒否する人々は、自分たちの選択

の自由を行使し、自分たちが崇拝したいと思うどのよう
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な方法を選んでもいいように、一人にされています。神

がハイブリッドな神であったならば、それは不可能でし

ょう。彼が愛と力を混ぜ合わせたような神であったなら

ば、彼は異端者とみなされたり、異端者と認識されたり

、彼のやり方に従わない者たちを皆殺しにすることを要

求するでしょう。 
 
AGAAHPAYの愛には恐怖はありません 
AGAAHPAYの愛は任意の罰を与えないので 
愛には恐れはありません。しかし、完全な愛は恐れを
打ち消します。しかし、恐れを抱く者は、愛のうちに
完全なものとされていないのです。私たちが彼を愛す
るのは、彼が最初に私たちを愛してくださったからで

す（1ヨハネ4:18,19）。 
神と神のアガハペーの愛の中には、恐れを生み出すもの
は何一つありません。聖書はこの点において、強調的に

明確で確かなことを述べています。もし神が、神に対す

るわたしたちの中にほんのわずかでも恐れを生じさせる

ような行動をとったならば、神は神の「アガハペイ」の
愛について尊敬され、評価されることは決してあり得ま

せん。もし私たちがそのような恐れを持って神に応答す

るのであれば，神に対するアガハペイの愛を持つことは
決してありません。善悪の知識の木から得たあらゆる恐
れを追い出すことができるのは，神と神のアガハペイの
愛だけなのです。この恐れはサタンに由来するもので、

恐れは罰や苦悩と関係があるからです。もし恐れが神と

の関係に関与しているならば、誰もがアガハペーの愛に
よって神によって完全なものにされる可能性はありませ

ん。神がアガハペイの愛であることを最初に示さない限
り、私たちがアガハペイの愛で神に応答することは絶望
的に不可能であり、実現不可能です。いったん神のアガ
ハペイの愛を示されたならば、私たちの中に神からの罰
の恐れは微塵も生じないでしょう。  
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AGAAHPAY愛の神のルールには、任意の報酬と罰が含
まれていません 
アガハペー愛の最高律法の下では、善を行うことに対す
る恣意的な報酬はなく、悪を行うことに対する恣意的な

罰もないことを理解することは、私たちにとって極めて

重要なことです。祝福の道に見出される報酬は、神に従

うという選択に内在しています。これらの祝福は、恣意

的な報酬の行為ではなく、神の国の原則に従うという選

択の中に内在しているのです。この事実を断固として理

解し、受け入れなければならないのですが、そうでなけ

れば、神が恣意的な裁きをするというサタンの欺瞞を信

じることになります。  
神のアガハペイ愛の原理は不変であり、恣意的な報いと
罰の神を支配する気まぐれさを超越しています。この神

は自分の指示にポジティブな反応やネガティブな反応が

あっても影響を受けます。このような変動性はアガハペ
イ愛の神にとっては異質なものです。神の無限の愛は揺
るぎないものであり、アガハペイの愛の原理の中でのみ
動作します。  
 
罰するのではなく、自分に罰を与えるAGAHAHPAY愛 
そして、彼らは小羊の血と証しの言葉によって、彼（
サタンとその懲罰の主）に打ち勝ち、自分たちの命を

死ぬまで愛しませんでした（黙示録12:11、強調）。 
イエス・キリストが持っているのと同じ愛を持ってい

る人は、たとえ殺されることになっても、すべての罰

を自分の身に受けます。彼らは自分を守るために暴力

的な報復手段を用いません。これは、アガハペイの愛
の究極の啓示です。生命の木は、宇宙の生命を与える
創造主である神のＡＧＡＨＡＨＰＡＹ愛の性格を象徴
しています。この原則は十字架上のイエス・キリスト

の死によって最高に示されました。アガハペイの愛の
ために、イエス・キリストはサタンの領域から罪のた
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めのすべての降下物をご自身の上にお持ちになりまし

た。十字架が明らかにしたように、イエス・キリスト

の「アガハペイ愛」の性格には、失われた罪人とその

環境に対する破壊的な働きは一切見られません。  
神が彼らを滅ぼさなかった場合、罪人はどのようにして

最後に滅びるのでしょうか。私たちは、サタンとその弟

子たちが火の池で究極の死を経験すると言われています

。これを読むとすぐに、私たちは自動的に、神が文字通

りサタンと罪人を拾い上げて、文字通り燃え盛る火の湖

に投げ込んだのだと思い込んでしまいます。同時に、ク

リスチャンは、イエス様が私たちの身代わりになって二

度目の死を遂げられたと信じています。イエスは文字通

りの火の湖に入れられたのでしょうか？それとも、火の

湖は、命の源である神から離れることによって生じる苦

悩や苦悩を象徴的に表現したものなのでしょうか。  
十字架に示された愛の神を受け入れない罪人は、イエス

様が十字架で受けられたのと同じように、善悪の領域で
精神的な苦悩を受けることになります。彼らは、イエス

が彼らのために背負った死、つまり、イエスが彼らを免

れることを望んだ死を受けることになります。   
イエスの心を破裂させ、御父から完全に切り離されたと

考えさせた、罪とその罪の重さである同じ燃える火が、

罪人の心をも破裂させるのです。  
しかし、もっと正確に言えば、イエス様が十字架上で経

験したような苦悩を経験することはありません。また、

彼らはイエスが持っていたような御父に対する愛を持っ

ていないので、イエスが神から離れていると感じたとき

に経験したような苦悩を経験することはありません。愛

があればあるほど、愛されている人から離れているとき

には、より多くの苦しみを受けることになります。彼ら

は神への愛を持っていないので、彼らの精神的な苦悩は

、神から引き離されたときの痛みによって引き起こされ

るのではありません。彼らが経験する痛みは、生命の源

から切り離されるので、生命を失うという肉体的な痛み
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になります。   
彼らはまた、善悪の原理に内在する罪悪感に押しつぶさ
れ、救済の望みもないままになるでしょう。    
イエスが「父よ、あなたの手に私の霊を託します」（ル

カ23：46）と叫んだように、イエスの神への信仰は、た
とえそれが父から永遠に引き離されることを意味してい

たとしても、揺らぐことはありませんでした。この十字

架上で人類のために示された愛こそが、彼の死の意味で

あり、この言葉に光を当てています。私の神よ、私の神

よ、なぜあなたは私を見捨てたのですか（マタイ27:46）
。  
道徳的な神が、罪人の悪行を罰するために破壊の方法を

使わないのはなぜでしょうか。もしそうしていたら、神

ご自身が善悪の知識の木を食べていることになります。
神の道徳性は、善悪の知識の木から罪のすべての影響の
ための完全な罰をご自身で受けたときに十字架上で示さ

れた神のアガハペイ愛です。 
 
 
 
神はサタンを滅ぼさなかったのは、彼がAGAHPAY愛だ
からです。 
神は敵を滅ぼされないので、サタンは神の政府に対する

あからさまな反抗のために滅ぼされませんでした。もし

神がサタンを滅ぼされたとしたら、神ご自身の「アガハ
ペイの愛」という法則に違反していたでしょう。アガハ
ペイの愛は神の性格であるので、このようなことはあり
得ません。もし神が善悪の知識の木に代表される二重の
性格を持っていたなら、サタンを滅ぼされたでしょう。

この行為を見ていた人たちは皆、神に対する生来の恐怖

心が芽生え、神への従順さが恐怖心から生まれたでしょ

う。これは、神のアガハペー愛の原則に違反していたで
しょう。死のような破壊的な活動は、いのちを与えると

いう神の原則に違反することになります。生命の抹殺は
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宇宙の神にとって異物です。生命の滅亡は宇宙の神にと

って異質なものなので、アガハペイ愛の生命与える統一
原理は生命の木に象徴されています。サタンとその従者
たちの終焉は、神のアガハペー愛についてのこの極論で
進むにつれて論じられていきます。 
 
世俗的な恋愛とAGAHPAYの恋愛の違い 
神様のお人柄を理解する前に、私たちは、神様のアガハ
ペイの愛と、従来の世俗的な意味での愛との違いを理解
しなければなりません。私たちが神の人格を理解するた

めには、この二つの間にある広大で無限の違いを理解し

なければなりません。 
純粋に霊的な観点から見ると、神の本質を指しているの

で、この二つの言葉には共通の意味はありません。この

二つの言葉には何らかの関連性があるように見えるかも

しれませんが、聖書的には、十字架の原理によれば、人

間の愛とアガハペイの愛を結びつけることは、欺瞞の極
みなのです。この二つを区別しない私たちの無知は、私
たちを欺くことになります。この欺瞞には、世界とその

神への礼拝が関係しています。この無知が人類の心を捕

らえ、虜にしています。この欺瞞的な虚偽の下で、アガ
ハペー愛の神以外の誰かが崇拝されているのです。アガ
ハペイの愛と世俗的な愛の意味との間に存在する取り返
しのつかないほどの大きな違いを隠すために使われてい

る欺瞞は、圧倒的な力を持っています。  
神の敵対者であるサタンは、アガハペイの愛と世俗的な
愛の意味の違いについて、私たちが無知のままでいるこ

とを望んでいます。この二つの間の混乱は、彼の圧倒的

な欺瞞を達成するための手段です。欺瞞は、彼が神と人

類の両方を騙して、真の友情、交わり、礼拝の場を奪う

ための彼の完全な武器なのです。この欺瞞が暴露され、

糾弾されない限り、サタンは事実上、彼の究極の目的で

ある人類の崇拝の対象となるでしょう。アガハペイの愛
と従来の愛という言葉の意味の違いを理解していない私
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たちの失敗は、神の性格に対する私たちの理解を妥協さ

せ、中和させ、神を悪魔化する原因となっています。  
この時点で、私たちは愛とアガハペイの愛の間に存在す
る大きな違いを定義しようとします。アガハペイの愛は
すべての人に対する神の愛であり、私たちの目には堕落

した、そのような愛にふさわしくない人たちに対する愛

であることを心に留めておいてください。   
 
私たちがまだ力を失っていた時に、キリストは不敬虔な
者のために死んでくださったのです。正しい人のために
人が死ぬことはほとんどありませんが、善良な人のため
には死ぬ勇気があるかもしれません。しかし、神は、私
たちがまだ罪人であったときに、キリストが私たちのた

めに死んでくださったという点で、私たちに対するご自

身の愛を示してくださっています。  
私たちが敵であったときに、御子の死によって神と和解
したならば、和解した私たちは、その命によって救われ

るのです（ローマ5:6-8, 10、強調しています）。 
 
人間の愛の一般的な考えは、常にその対象の美しさや良

さに依存しています。それは、友人や家族のような自分

自身を愛したり、他人に良い人を愛したりするものであ

り、これはアガペー愛ではなく、人間の感情である。 
 
-• 感情は感情、感情、態度を扱う。 
-•
 センチメントは、関係性を確立するための基礎を

提供することができます。 
-• センチメントは表面的で不安定。 
-• センチメントは状況に左右される 
-• センチメントはサタンの愛の代用品です。  
-• センチメントは容赦なく、自分勝手なものです。 
-• 法や原理は感情を支配しない。 
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-•
 センチメントは他人をコントロールしようとする

。 
-•
 センチメントは、コントロールを失うことを恐れ

て恣意的な力をつかみ、行使する。 
-• センチメントはプライドの道具である。  
-•
 センチメントはストレスと緊張に直面して萎縮し

ます。 
-• センチメントは感情の混沌の中で崩壊する。 
 
一方、AGAHAHPAYは、AGAHAHPAY愛の原理によっ
て、感情、感情、態度をコントロールします。AGAAHP
AYは無条件のコミットメントの基礎を提供します。 
 
-•
 AGAAHPAYは耐久性があり、信頼でき、関係を
壊すことはありません。 
-•
 AGAAHPAYは生き残り、状況を超越しています
。 
-•
 AGAAHPAYは、人間関係のための天の計画であ
り、感情の頼りなさを克服する原理を持っています。 
-• AGAAHPAYは寛大で寛容です。 
-•
 AGAAHPAYは、生活を支配する、仕事における
法律と原則である。 
-•
 AGAAHPAYは、他者ではなく自己をコントロー
ルしようとします。 
-• AGAAHPAYは恐れずに力を与えます。 
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-• AGAAHPAYはプライドの強さに勝つ。 
-•
 AGAAHPAYはストレスと緊張の力に耐えていま
す。  
-• AGAAHPAYは感情の混沌に耐える。 
 
神の愛と、善と悪の領域に存在するいわゆる愛を比較す
ると、両者は相反する二つの原理であることがわかりま

す。アガハペイの愛は、生命の木から来たものであり、
生命を与える原理です。この愛や感情は、善と悪のサタ
ンの原理から来ており、それは命を奪います。  
 
十字架が明かすアガペーラブ 
アガハペイの愛を真に理解するために与えられた究極の
啓示、それは十字架上でのイエス・キリストの死です。

この神の顕現、実証可能な事実、基準となる啓示がなけ

れば、私たちは神の真の性格について暗闇の中に取り残

されていたでしょう。しかし、十字架上のイエスの死は

、そこで示されたアガハペイの愛を理解しなければ、無
力で無意味な出来事です。 
十字架の原理はもともとエデンの園で与えられたもので

、いのちの木によって表されていました。イエスの死は
、一方では死を示し、他方では命を扱っているので、こ

の出来事は原則に反しているように見えるのですから、

どのようにしてイエスの死が命の木の原則の例となりう
るのかと考えるかもしれません。イエスが十字架にかか

って死んだときのイエスの心の中にある原理こそが「い
のちの木」を表していたのです。それは神の自己犠牲的
なアガハペイの愛であり、他の人のために自分自身でさ
えもすべてを投げ出すことを厭わない神の愛でした。生
命の木に具現化された無私の原理は、全世界に影響を与
えた善悪の知識の木の利己的な死の原理に対する排他的
で唯一の解毒剤です。 
このように、人類に対する神のアガハペイ愛の原則は、
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全人類の罪のために死なれたイエス・キリストの十字架

上の死によって示されています。彼の死の中で、神のア
ガハペー愛は認証されています。復活の力は、十字架上
のこの独特のアガハペイに基づく死の性質の中にありま
した。この博愛的な死には生得的な生命の力があり、そ

れに対応して死からの復活がありました。   
 
私たちがまだ力を失っていた時に、キリストは不敬虔
な者のために死んでくださったのです。正しい人のた
めに人が死ぬことはほとんどありませんが、善良な人
のためには死ぬ勇気があるかもしれません。しかし、
神は、私たちがまだ罪人であったときに、キリストが
私たちのために死んでくださったという点で、私たち
に対するご自身の愛を示してくださっています（ロー

マ5：6-8）。 
 
イエスだけが善悪のサタンの原理から私たちを救うこと

ができる 
アダムとエバが善悪の知識の木から食べたとき、彼らは
事実上、この世界の支配権をサタンに与えました。アダ

ムとエバから生まれた私たちは皆、その状態を受け継い

でいます。ですから、私たちは皆、サタンを霊的な指導

者、支配者として持っています。私たちは皆、生まれて

くる前から、遺伝的にアダムの股間にいました。アダム

が善悪の知識の木から食べた時には、私たち全員がすで
にアダムの中にいました。この木に代表される原理は遺

伝的に私たちの中にあり、私たちの心はサタンの統治の

ための法の支配に束縛されています。ですから、イエス

・キリストだけが、私たちを神の姿に変えることができ

るのです。    
 
私は哀れな男だ！誰がこの死の体から私を救い出して
くださるのでしょうか？私たちの主イエス・キリスト

によって（ローマ7:24）、神に感謝します。 
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イエスは力ではなく、AGAAHPAY愛によって世界を
取り戻された 
イエスは、善悪の知識の木にある死の原理の結果をご自
身に負われました。イエスは、いのちの木からの原理が
、イエスに継承されることによって、私たちのものであ

ることを明らかにされました。私たちはまだ善悪の知識
の木に固定され、サタンに属していましたが、イエス・
キリストは私たちのために死なれ、いのちの木の原理を
与えてくださいました。ですから、イエス・キリストに

あって、私たちは皆、いのちの木の原理を持つようにな
りました。アダムでは、私たちは皆、死の原理を受け継
いでいたように、キリストでは、私たちは皆、命を与え

る原理を受け継いでいます。私たちは個人的には、この

二つの状況のどちらかを選択することに積極的に関与し

ていませんでした。私たちがこの二つの確立された現実

にどのように積極的に関わっているかというと、今私た

ちがどのように対応しているかということです。今、私

たちは目の前の問題を知っているので、サタンの原理の

下でアダムに生きるか、神の原理の下でキリストに生き

るかを選ぶことができます。神の律法の支配下に生きる

か、サタンの律法の支配下に生きるか、その選択は今で

も私たちがしなければなりません。 
 
なぜ神に従うのか 
 
そして、もし私が地上から引き上げられたならば、すべ

ての民を自分のもとに引き寄せるであろう（ヨハネ12：3
2）。 
 
神のアガハペイの愛は、人々を強制ではなく、従順に引
き寄せる巨大な磁石のようなものです。神のアガハペイ
の愛の力が人を引きつけると、人は神に肯定的に反応し
始めます。イエスは、十字架の上でのご自分の愛の実演
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が、持ち上げられたところで、私たちをご自分に引き寄

せ、引き寄せることを知っていました。愛から神に従う

ことと、恐れから神に従うことの間には、何という比類

のない違いがあるのでしょうか。 
 
神に背くことの結果は何ですか？ 
私たちが神に背くとき、私たちは神の最高の法則である

「アガハペイ愛」から自分自身を切り離し、サタンの善
と悪の領域に身を置くことになります。神のアガハペー
愛が自分の人生の支配原理として受け入れられるとき、
人は神と和解します。神はいつも私たちに和解してくだ

さいます。何らかの理由でアガハペイの愛が人生を支配
する原則でない場合、私たちの心と人生は決して神と和

解することはできません。アガハペイの愛を持たないこ
とを選択したとき、人は自動的にサタンの善と悪の領域
に移動したことになります。この領域では、悪のすべて

の異なるカテゴリーのためのすべての異なる罰の方法が

あり、痛みと破壊が続く。  
 
AGAAHPAY 人間の次元では 
神のアガハペイの愛は、どのようにして人類によって、
水平方向の次元で、つまりお互いに向かって、非常に明

白な方法で示されるのでしょうか？答えは簡単です。イ

エス様はご自身の言葉で、世界の支配的な原理とは何か

、そして神の原理とは何かを語っておられます。 
 
あなたがたは、『あなたがたは隣人を愛し、敵を憎みな
さい』と言われたことを聞いたことがあるでしょう。し
かし、あなたがたに言います、あなたがたの敵を愛し、
あなたがたを呪う者を祝福し、あなたがたを憎む者に善
い行いをし、あなたがたを悪用し、迫害する者のために
祈りなさい。もしあなたがたが自分を愛する者を愛する
ならば、あなたがたにはどんな報いがあるのか。徴税人
も同じことをしないのか。もしあなたがたが兄弟たちに
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だけ挨拶をするならば，あなたがたは他の人よりも何を
しているのか。徴税人でさえそうしないのか。ですから
、あなたがたは、天の父が完全であるように、完全な者

となるのです（マタイ5:43-48）。 
 
私たちが愛をもって敵に反応するとき、たとえ彼らが決

意と飽くなき憎しみをもって私たちを破壊するために戦

場にいるとしても、彼らに危害を加えるのではなく、死

ぬことを選ぶとき、私たちはAGAHPAYの愛を実証する
ことになります。  
イエス・キリストのように、これほど権威をもって、こ

れほど簡潔に、これほど神の性格についての洞察力をも

って語った人はいませんでした。上記の指示の中で、イ

エス・キリストは、神について私たちに明らかにされる

必要があることをすべて語ってくださいました。この宣

告によって、アダムとエバが罪を犯した時から人間の理

解を妨げてきた、神の性格と神の方法に関するすべての

誤った信念を明らかにしてくださいました。イエス・キ

リストからのこの啓示のおかげで、私たちは今、神の性

格に関する私たちの認識の中で突破口を体験することが

できます。神様がそのような方であることの証しは、十

字架の上で示されました。  
 
敵であったときに、御子の死によって神と和解したな
らば、和解した私たちは、神のいのちによって救われ

るのです（ローマ5:10）。 
 
人間から見れば、この神の愛は愚かさの縮図のように見

えますが、神の視点から見れば神の力なのです。  
 
十字架のメッセージは、滅びかけている人々にとって
は愚かなものですが、救われている私たちにとっては

、神の力なのです（第一コリント1:18）。 
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善悪の知識の木に代表される法の支配の下では、敵は私
たちに害を及ぼす前に滅ぼさなければなりません。ある

人は、敵を愛せよと言うのは全く不道徳だと言うでしょ

う。どんな状況であっても、サタンの善悪の原理では、
イエスが私たちに指示したように、敵を愛することが正

当化されることはありません。善悪の原則の下では、敵
を愛したり、私たちを呪う者を祝福したり、私たちを憎

む者に善い行いをしたり、ましてや、私たちを悪用し、

迫害する者のために祈ることは、何の意味もありません

。そうではなく、善悪の原理によって推進される適者生
存の精神こそが、私たちが敵に勝利するためのルールな

のです。そのシステムでは、もし私たちが勝って生き残

るためには、敵の力を圧倒するために、すべての最適な

報復兵器を使用しなければならない。           
全世界は、宗教的信念の旗印の下で、いわゆる敵に対し

て、その認識された、騙された思考の中で暴力を使って

います。このような暴力の根本的な理由は、彼らが信じ

ている暴力の神についての信念体系に基づいています。

全世界を欺くサタン（黙示録12:9）は、このような神に
対する欺瞞を世界の宗教に蔓延させ、現在、そして歴史

の中で蔓延している殺戮を生み出しました。  
あなたの敵を愛しなさい」とは、神の性格に与えられる
究極の啓示であり、神が神に敵対するすべての人々をど

のように扱うかを示しています。このように、神の性格

の最大の啓示は、神が悪、罪深い、反抗的な敵として分

類される人々をどのように扱うかによって示されていま

す。イエスが私たちに敵を愛するようにと指示されたと

き、私たちはこのことがまず、ご自身と父なる神に直接

適用されていることを推論することができます。父なる

神とイエス・キリストは、アガハペー愛の性格の中に、
すでにこの統治のルールを持っており、だからこそ、イ

エス・キリストは私たちにも同じようにするように指示

しているのです。 
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"目には目を、歯には歯を"と言われたと聞いたことがあ
るだろう。しかし、悪人には逆らうなと言います。しか
し、あなたがたの右の頬を平手打ちする者は、他の頬を
その者に向けなさい。あなたがたは、『あなたがたは隣
人を愛し、敵を憎みなさい』と言われたことを聞いたこ
とがある。しかし、あなたがたに言う、あなたがたの敵
を愛し、あなたがたを呪う者を祝福し、あなたがたを憎
む者に善い行いをし、あなたがたを悪用し、迫害する者
のために祈りなさい。 
 
繰り返しになりますが、神はご自身がしないことを私た

ちに求めたりはしないということを、私たちは再確認し

なければなりません。誰かに行動の規則に従うように求

める前に、まず私たち自身がその規則に従わなければな

りません。私たちは生まれながらにしてそのルールを持

っていて、自分が主張していることを信じていなければ

なりません。イエス・キリストは神を、従うべき典型的

な模範として挙げています。なぜなら、アガハペーの愛
は神のものであり、神の性格を反映しているからです。

イエス・キリストによると、神は人間の家族の中の他の

人々、特に敵である人々に対して、アガハペイの愛をも
って接することを望んでおられます。なぜなら、神はご

自身がそのような方だからです。神は、神の子供として

、私たちが神のアガハペイの性格を反映することを望ん
でおられます。神の目には、完全さを構成するものは何

かが山の説教で述べられています。これが完全さの霊的

理解です。 
 
それは、あなたがたが天の父の子となるためです。天
の父は、太陽を悪人と善人の上に昇らせ、正義の人と

不正な人の上に雨を降らせるからです。...それゆえ、
あなたがたは完全な者となり、天の父が完全であるよ

うに、完全な者となるのです（マタイ5：45, 48）。 
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光は闇を滅ぼす 
アガハペイの愛の原理の下で善が行われるとき、善悪の
原理の知識の木は支配しなくなります。この光、神の無
条件の愛は、闇を滅ぼします。 
 
私たちのわがままは神のAGAHPAY愛を変えない 
たとえ受益者が望ましい報酬を得ることを目的とした利

己的な理由から、その遵守に起因していたとしても、ベ

ネボレントベネファクターの態度は、受益者に対して変

わりません。私たちの利己的な動機が、神の贈り物の受

益者である私たちに対する神の態度に影響を与えたり、

変化させたりすることはありません。イエスが地球を創

造された時、神はすべてのものを完全な状態にされまし

たが、それは神の持続的な力と支えの力があったからこ

そであり、今もなお生命を可能にしています。このこと

はヘブル書の中で確認されています。 
 
...神は世界を造られた。神の栄光の輝きであり、神ご自
身の姿を現したものであり、神の力の言葉によってすべ

てのものを支えておられる...ヘブル1:2-3）。   
 
イエス様がすべての生きとし生けるものに絶えずいのち

を与えてくださるのは、御自分の力の言葉によるもので

す。アダムを通して罪がこの世に入った後、神は被造物

の維持に必要なエネルギーと生命を与える力を取り除か

れませんでした。地球のゆっくりとした死は、間違った

選択から始まり、間違った選択のために今日まで続いて

います。これらの間違った選択によって、私たちは神の

持続力を打ち消し、それを無効にしてしまいます。しか

し、私たちは、神がすべてのものを支える御言葉を一度

も取り除いたことがないことをはっきりと理解する必要

があります。イエスは、私たちが誰であるかにかかわら

ず、神はすべての人に雨と太陽の光を送り、私たちが地

球を滅ぼしても、神に開かれたあらゆる手段を使って世
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界を祝福し続けておられると教えてくださいました。も

し神がご自身の維持管理の一部を撤回されていたら、罪

が始まった瞬間から地球は自滅していたでしょう。神は

、神の愛の最後の一筋が世界がおかしくなるまで、可能

な限りの祝福を送り続けるでしょう。しかし、その時で

さえも、神のアガハペイの愛は衰えることなく続いてい
ます。 
 
そして、新しい天と新しい地を見た（黙示録21：1）
。 
 
その時、玉座に座られた方が言われた『見よ、わたし
はすべてのものを新しくする』。そして彼は私に言っ
た『この言葉は真実で忠実なものだから、書きなさい

』（黙示録21:5）。 
 
神のアガペー愛は変えられない 
注意しなければならないのは、個人的にも法人的にも、
罪人に対する神のアガハペイの愛は変わらないというこ
とです。それどころか、善悪の原理から生じる明白な悪
によって生きている悪人であっても、神のアガハペイの

愛は変わりません。  
 
"だから、ヤコブの子らよ、あなたがたは消耗しない
」（マラキ3:6）。 
 
祝福の道はAGAHAHPAY愛であり、呪いの道は善悪で
ある 
モーセは、人類が利用できる2つの道を明確に示しました
。  
 
私は今日、天と地をあなたがたの証人として呼び、あ
なたがたの前に生と死、祝福と呪いを定めたのです。 
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また、それぞれの進路の結果についても説明してくれま

した。 
 
もしあなたが熱心にあなたの神の主の声に従い、今日あ
なたに命じたすべての戒めを注意深く守るならば、あな
たの神の主はあなたを地のすべての国の上に高くおさめ
るであろう。そして、これらの祝福はすべてあなたの上
に来て、あなたを追い越すであろう、あなたの神の主の

声に従うので...しかし、あなたがあなたの神の主の声に
従わなければ、それは起こるであろう、もしあなたが主
の声に従わなければ、私が今日あなたに命じた主のすべ
ての戒めと主の律法を注意深く守らなければ、これらの
呪いはすべてあなたの上に来て、あなたを追い越すであ

ろう（申命記28:1, 2, 15）。 
 
パウロは、ガラテヤ人への手紙の一節でも、原因と結果

という同じ文脈で同じ原則を述べています。原因と結果

とは、私たちが蒔いたものは何であれ、刈り取ることを

証明する固定の法則です。 
 
騙されてはいけません。神はあざけられてはいけませ
ん。肉に種を蒔く者は肉の堕落を刈り取るが、霊に種
を蒔く者は霊の永遠の命を刈り取るのである。良いこ
とをしていても疲れないようにしましょう。 
 
もし神が善悪によって運営されていたら？ 
一つ言えることは、神がアガハペー愛の神でなければ、
この世界の悲劇のすべては避けられたかもしれないとい

うことです。もし神が統治のためにサタンの法の支配に

従い、悪の元祖であるサタンを退治していたならば、私

たちの世界を圧倒するすべての騒乱にさらされることは

なかったでしょう。 
これで悪の問題の根本原因は解決したのでしょうか？も

し神がルシファーを全滅させたならば、一時的に肯定的
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な結果が得られたのではないかと思うでしょう。しかし

、永遠に悪を根絶することはできなかったでしょう。神

はもはやアガハペー愛の神ではなく、全く異なる存在に
なっていたでしょう。彼は究極の独裁者であり、すべて

の存在の究極の制御者であり、誰も彼の気まぐれな制御

から逃れることができなかったので、宇宙は文字通り地

獄になっていたでしょう。本質的には、彼はサタンが告

発した通りの存在になっていたでしょう。神がAGAHAH
PAY愛であることは何という祝福なのでしょうか。  
 
分断王国は立ち行かない 
すでに見たように、神はご自身を矛盾させたり、ご自身

の本質に逆らったりすることはありません。もしそうす

るならば、神はもはやAGAHAHPAY愛の神ではなく、善
悪の知識の木に代表される二重の性格的特徴を持つ神に

なり得ます。この二面性の一つの側面は、AGAHAHPAY
愛ではなく善を促進し、善悪の知識の木の善と一致する
でしょう。この二重性のもう一つの側面は、善と悪の知

識の同じ木からの悪に適合し、再びAGAAHPAY愛では
なく、善と悪の知識の木の方法と方法で命を取ることに

よって悪に会うことになるでしょう。これらの性格的特

徴は、生命の木によって表された神の本質であるAGAH
PAY愛に違反しています。  
 
AGAAHPAYは無私と自己犠牲です。 
AGAAHPAY愛の原則の下で善が行われるとき、善悪の
原則の知識の木が勝つことはありません。真の善を行う
ことに利己的な意図がないとき、すべてのことが他人の

長期的な向上のために行われ、たとえ自分を犠牲にして

でも、他人のために死ぬほどであっても、これが「アガ
ハペイ愛」なのです。  
イエス様が言われたとき、私はあなたがたに言います、
あなたがたの敵を愛し、あなたがたを呪う者を祝福し、
あなたがたを憎む者には善を行い、あなたがたを悪用し
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迫害する者のために祈りなさい。  
 
AGAAHPAY愛のお仕置きはできるのか？ 
神をあたかも善悪の領域に属しているかのように見ると
き、私たちは神の性格を歪んだ視点から見ることになり

ます。例えば、この善悪の信念体系における創造主とし
ての神の性格の多くの属性のうちの一つは、神が愛であ

るということでしょう。しかし、この歪んだ視点の中で

は、神はアガハペイの愛であることはできません。愛の
中では、神は博愛的で善良な神であることができますが

、それは神の従順な従者である人々に対してだけです。

このパラダイムでは、神の命令に従わず、神の助言に反

して生きる人々に、神の性格のもう一つの側面が明らか

にされています。このような反抗的な人々のために、神

は悪意に満ち、怒りに満ち、被造物と被造物を破壊する

神となります。このような倒錯した信念体系では、神が

悪の行為を行うことはできないことが普遍的に知られて

いるため、神の破壊的な行為は悪には分類されません。

この信念体系のキリスト教信者は、神はアガハペイの愛
であり、アガハペイの愛の中で神は悪を罰すると主張し
ています。しかし、アガハペイの愛と罰は互いに矛盾し
ています。  
十字架上でのイエス・キリストの死は、神のアガハペー
愛を確認するものです。イエス・キリストが人類のすべ

ての罪のために苦しんだ十字架上の死によって、神は罪

を抑止するためのメカニズムとして罰を用いていないこ

とが確認されました。ここで「アガハペイの愛」は、イ
エス・キリストが個人的に罪のためのすべての罰の代価

を払ってくださったこと、そして神が誰かを直接罰する

ことはないことを明らかにしています。罰は起こります

が、それは十字架の原理とは反対の領域から来ています

。     
神が善悪の型にはめられている善悪信仰体系では、神の
性格に属すると考えられている善悪の二つの側面は、相
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互に排他的な性格特性ではない。この信念体系によれば

、愛と力という二つの性格的特徴は、どちらも神に属す

るものである。この考え方は、人生で行われるすべての

善を受け入れて恣意的に報いる神と、人生で行われるす

べての悪を拒否して恣意的に罰する神を描いています。

多くの人は、神から来た場合、この二つの相反する行動

は互いに排他的なものではなく、逆に一つの愛の活動を

構成していると信じています。世界のほとんどの人は、

このように神を見て、この神を信じています。  
       
AGAAHPAY 愛は無条件に自己提供です 
全人類は、善悪の知識の木に代表される原理に積極的に
参加しています。経験的に明らかなのは、神のアガハペ
ー愛の原理が地上では信じられず、実践されていないと
いうことです。もし全人類が神の「アガハペー愛」を信
じて実践したら、その結果は地球の現状とは全く逆のも

のになるでしょう。 
 
狭い門から入って、広い門は破滅につながる道であり、
広い門を通って入る者は多い。狭い門は門であり、狭い
方が命につながる道であり、それを見つける者は少ない

からです（マタイ7:13-14）。 
 
生命の木の原理は神の本質そのものです。それは神の不
変の、無条件の、自己犠牲的なアガハペイの愛です。十
字架上のイエス・キリストの死には何の条件も付けられ

ていませんでした。それは無条件で、自己犠牲的で、普

遍的に適用されるものでした。人類の罪のためのイエス

・キリストの死の功徳が利用される前に、満たさなけれ

ばならない条件は規定されていませんでした。 
 
私たちがまだ力を失っていた時に、キリストは不敬虔
な者のために死んでくださったのです。正しい人のた
めに人が死ぬことはほとんどありませんが、善良な人
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のためには死ぬ勇気があるかもしれません。しかし、
神は、私たちがまだ罪人であったときに、キリストが
私たちのために死んでくださったという点で、私たち
に対する神ご自身の愛を示してくださいました（ロー

マ5:6-8）。 
 
しかし、働かずに、不義を裁いてくださる方を信じる

者には、その信仰が義とされます（ローマ4:5）。 
 
それは、神は、神を信じる者は誰でも滅びることなく
、永遠の命を得ることができるように、ご自分の唯一

の子をお与えになったからです（ヨハネ3:16）。 
 
アガハペー愛の神は、罪深い人類から肯定的な反応を受
ける前に、何よりもまず何かをされました。神は罪人に

、不敬虔な者に、世界に、そして罪深い人類全体にご自

身をお与えになりました。神は無条件で自己犠牲的にご

自身をお与えになりました。私たちが何かをしなければ

ならない前に。私たちがまだ邪悪な、邪悪な、神の敵で
ある間に、キリストは私たちのために死んでくださった

のです。それどころか、イエス・キリストというお方が

私たちの中に現れて、サタンの領域から私たちを救って

くださったのです。私たちがまだ神に敵対して生きてい

る間に、神が私たちのために命を与えてくださったこと

を内在化し、信じてこそ、私たちは主観的にこの救いを

受けることができるのです。 
 
どの信仰が義とされているのか？ 
私たちが不敬虔な者に対する神のこのアガハペー愛を信

じるとき、この特定の信仰は義とされています。  
 
しかし、働かずに、不義を裁いてくださる方を信じる

者には、その信仰が義とされます（ローマ4:5）。 
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私たちが敵であったとき、御子の死によって神と和解
したならば、和解した私たちは、神のいのちによって

救われるのです（ローマ5:10）。 
 
それゆえ、一人の人の罪（すなわち、アダムの罪）によ
って、すべての人に裁きが下され、その結果、非難がも
たらされたように、一人の人の正しい行い（すなわち、
イエス・キリストの行い）によって、無償の贈り物がす
べての人に下され、その結果、いのちの義となりました

（ローマ5:18；強調）。 
 
この節では、善悪の知識の木を食べたアダムを通して、
さばきが来て、罰を受けることになったことが、なんと

はっきりと述べられています。裁きは神から来たのでし

ょうか？そうではありません。その直後に、イエス・キ

リストを通して、義とされる無償の贈り物が来たことが

書かれています。神様は最初に罪を犯して、後に義とさ

れるのでしょうか？いいえ、非難はサタンの善悪の原理
の領域から来ており、義理は神から来ています。 
 
神が罰すると信じれば、十字架を無効にする 
なぜなら、神のアガハペー愛は不変だからです。悪を行
う者の悪行が神に絶望的な苦痛を与えても、神は罰を罰

的な抑止力としては利用しません。  
イエス・キリストは世の罪のために死なれ、罪のための

すべての罰をご自身の上に受けられました。この行為は

、罪を罰する責任のある方ではないことを証明していま

す。十字架はこの事実を確認し、実証しました。誤解を

許さない神のアガハペイの愛は、イエス・キリストの十
字架上の死によって、世の罪に対する道徳的正義を絶対

的に満たしました。神が悪人の悪行を罰すると信じると

き、十字架上の神のアガハペー愛の至高の啓示は完全に
否定され、そこで起こったことは無効になります。     
神の真理、あわれみ、正義、義のすべては、十字架上の
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イエス・キリストの死によって確認され、実証される原

理の中に具現化されています。この原則は、以下の二つ

の文献で検証されています。  
     
義と正義はあなたの御座の基礎であり、あわれみと真

理はあなたの御顔の前にあります（詩篇89:14）。 
憐れみと真理は共に出会い、義と平安は口づけをした（

詩篇85:10）。 
 
暴力を選ぶことによって、私たちは自分自身をサタンの

下に置く。 
私たちは、神がアガハペー愛であり、悪行を恣意的に罰
するのではなく、悪行に対するすべての罰をご自身の上

に受けておられることを見てきました。十字架はこの事

実を明確に確認しています。暴力は悪の不可欠な要素で

あり、神は硬くなった反抗的な罪人に罰として暴力を用

いられません。これは神の仕業ではなく、サタンの仕業

です。神の原理を拒否し、サタンの原理を受け入れるこ

とによって、私たちは自分の選択の自由によって、サタ

ンの領域に身を置き、自分の決定の結果を刈り取るので

す。  
サタンは自分の法の支配を維持しなければならないので

、恣意的な罰はサタンにとって不可欠な統治の右腕です

。人が神の至高の法の支配下にある限り、その原則の中

から罰を受けることはありません。人が神のアガハペー
愛の保護の下にいることから自分を外すとき、人はサタ

ンの原理の当事者になることを選択したことになります

。善悪の知識の木に代表される原理の中から、人は罰を
受けることになります。  
 
AGAAHPAY 
愛は永遠に存在し、永遠に存在し続けるだろう 
ルシファーが反乱を起こす前は、宇宙には不調和な原理

は存在しませんでした。エゼキエル書28:15には、ルシフ
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ァーは創造された日から、不義が彼の中に見出されるま
で、彼のやり方が完全であったことが記されています。
すべての被造物は、神のアガハペー法の支配の下で、完
全な調和と神との交わりを楽しんでいました。  
聖書は、イエス様が鉄の杖を持って支配される時、この

ような状態が大論争の終わりに再び現れることを教えて

います。鉄の棒は、鉄のように強いアガハペー愛の永遠
に続く命を与える原理を表しています。神の原理は永遠

に普遍的に認められ、受け入れられ、善悪の原理は拒絶
されて永遠に消滅し、苦難は二度と立ち上がらないから

です（ナホム1:9）。
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フォー 
 
2本の木、2つの法律。  
二国志 
 
あなたの義は永遠の義［アガハペイ・ラブ］であり
、あなたの律法［アガハペイ・ラブ］は真理である

（詩篇119:142；強調付加）。 
 
賢者の律法（アガハペイ・ラブ）は命の泉であり、
人を死の罠（善と悪）から遠ざけるためのものであ

る（Pro.13:14;強調）。 
 
わたしは、わたしの中には（わたしの肉の中には）何
も善いものが宿っていないことを知っているからです
。私がしようとする善は、私はしないが、私がしよう
としない悪は、私が実践するものである。もし私がし
たくないことをするならば、それをするのはもはや私
ではなく、私の中に宿る罪である。その時、私は、善
を行おうとする者の中に悪が存在しているという律法
を見つけるのです。私は、内なる人にしたがって、
神の律法［アガハペ・ラブ］を喜んでいるからであ
る。しかし、わたしは、わたしの会員の中に別の律法
（善と悪）があり、わたしの心の律法と戦って、会員
の中にある罪の律法（善と悪）に捕らわれているの
を見る。私は惨めな人間である。誰がこの死の体［善
と悪］からわたしを救い出してくださるのでしょうか
。神に感謝します。ですから、私は心をもって神の
律法に仕えていますが、肉をもって罪の律法に仕え

ています（ローマ7:18-25、強調しています）。  
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上記の一節で、使徒パウロは人間の舞台で起こっている

霊的な戦いについて述べています。パウロは、罪を犯し

た後のアダムの性質であるアダミコの性質の中で、彼の

心の中で、古い契約の考えの中で、善悪の律法に隷属し
ていると述べています。  
彼は、イエス・キリストによってこの抑圧的な状態から

解放されたことを感謝しています。アガハペー愛という
神の性質についてのイエス・キリストの啓示は、キリス

トにあるいのちの霊によって、彼を罪と死の律法から解

放してくれました。  
しかし、罪と死、善と悪の律法はまだ彼の性質の中にあ
り、したがって、まだ彼の心に影響を与えています。し

たがって、この性質は、神のアガハペー愛の律法につい

て知っていることに関して、彼の新しい心と戦っていま

す。神の御霊の働きによって、彼はもはや善と悪の奴隷
状態ではありません。キリストと父の愛を知って以来、

彼は今、神のアガハペー愛の法則を知っている心を持ち
、たとえ彼の行動がまだ善と悪の餌食になっているとし
ても、キリスト・イエスの御霊の力によって抑制されて

います。  
彼は心の中で神の律法に仕えていますが、神は善悪の原
理では動かないことを十分に認識しています。ですから

、キリストの霊を通して知ったことによって、彼はもは

や神に善悪の原理を帰属させないようになりました。し
かし、神の霊がなければ、彼は肉の中で働き、善悪の律
法に仕えることになります。    
             
ですから、キリスト・イエスにあって、肉に従って歩
むのではなく、御霊に従って歩む者には、今、何の咎
もありません。キリストにあるいのちの御霊の律法に

よって、私は罪と死の律法[善と悪]から解放されたか
らです（ローマ8:1,2、強調しています）。 
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パウロは、キリスト・イエスの霊によってのみ、律法の

真の理解を得ることができると明確に述べています。こ

のようにして、私たちはもはや、神が律法によって運営

されていると誤って信じさせていた善悪の律法の非難の
下に置かれることはありません。  
 
いちじょうほう 
不義が宇宙に起源を持つ前に、永遠の過去から一つの律

法だけが存在していました。この律法は神の本質、神の

アガハペー愛を体現していました。AGAAHPAY愛の法
則が用いている統治方法は、神の性格に基づいています
。したがって、神が不変であるように、アガハペイ愛の

法則は不変であり、状況はその動作モードを変えること

ができず、また変えることができません。アガハペー愛
の法則は神の本質であるので、神自身が不変であるのと
同じように不変であり、それが直面するさまざまな状況

に合わせて変化したり、調整したりすることはありませ

ん。 
 
わたしは主であり、変わらないからです（マラキ3:6
）。 
 
神の性格と律法に関するこの究極の事実を理解していな

いために、私たちは神が「状況倫理」によって運営され

ていると信じるように騙されてきました。私たちは神に

ついてのこのような嘘を信じるように騙されているので

、私たちも同じことをしています。神は永遠に不変であ

り、純粋にアガハペイの愛によって運営されています。 
 
愛する兄弟たちよ、惑わされてはいけません。すべて
の善い賜物と完全な賜物は上から来たものであり、光
の父から降りてきたものであり、その方には変化も

影もありません（ヤコブ1：16,17、強調）。 
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宇宙を統治するためのアガハペイ愛の特異な法則は、ル
シファーが善悪の法則を導入したときには、もはや現実
のものではありませんでした。しかし、不義に直面して

も、新しい状況に対応するために、AGAHAHPAY愛の
法則は、それ自体の中から変化しませんでした。AGAA
HPAYは原理に基づいているので、悪という新たな状況
に対応するための調整をしなかったのです。 
ルシファーの善悪の法則が導入されたことで、二つの法
則が存在し、目に見える選択が存在するようになりまし

た。神はご自身の自由を与える律法に忠実に、ルシファ

ーが新しい律法を推進し、制定することを許可しました

。だから私たちは、ルシファーの新しい律法が不義であ

るために、不義に直面しても、アガハペー愛の律法のル
ールは変わらなかったことを見ています。それは原理に

基づいているので、その原理は不変であり、新しい状況

に直面しても変わることはありません。ですから、もし

私たちが神の律法が選択の自由を与えると言うならば、

問題の選択がルシファーの新しい律法のように悲惨なも

のであったとしても、それは選択の自由を与えるもので

あると理解しなければなりません。  
 
宇宙の神の法則は、彼の性格と調和している 
なぜ神のアガハペー愛の法則は、永遠の過去から宇宙を
統治するための最高の不変の法則だったのでしょうか？

その答えは、万物の創造主である神が万物を超越してい

るという事実にあります。そして、アガハペーの愛は神
の本質であるので、神の存在の本質を超越するものが他

に存在する可能性はありません。宇宙の中で、神のアガ
ハペー愛の法則の卓越した絶対的な至高性を超えるもの
は他にはありません。これまでに存在したすべてのもの

は、神の性格と完全に調和しており、神のすべての行為

に現れていました。宇宙全体では神を超えるものはなく

、神を超えることもできないので、神の法則が宇宙を支

配しているのです。    
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ルシファーが罪を犯す前に、彼のすべての活動は完全に

一致しており、アガハペイ愛の神の法則に準拠していま
した。彼は絶対的な喜びをもって、何の留保もなく、そ

れによって生きていました。彼がアガハペイ愛の原則に
準拠している間、彼は自分の中に不義が発見されるまで

、自分自身の中で、そして神との間で平和と調和を楽し

んでいました。  
 
ふたつの木 
サタンが自分の新しい律法を採用した天使たちと一緒に

地上に来たとき、彼は自分の律法を持ってきました。エ

デンの園の真ん中に植えられた二本の木は、二本の相反

する、相容れない原則を表していました。一つは命の泉

であり、もう一つは死の源であった。  
私たちは皆、神とサタンが想像できるすべての点でスペ

クトルの両端にある二つの人格であることに同意するで

しょう。実際、彼らは同じスペクトルの中にさえいない

とさえ言えるかもしれません。彼らは、彼らの存在のあ

らゆる面において、極の反対側の端にあるのです。  
そこで、園にある二つの木が表す二つの原理は、神がサ
タンに反しているのと同じように、お互いに反している

と結論づけることができます。神の原則とサタンの原則

の間には、共通点は何一つありません。このように考え

ると、これまで見てきたように、善と悪の間、神とサタ

ンの間で起こっている戦争は、いのちの木の原理と善悪
の知識の木の原理との間の戦争なのです。それは、善と
悪の木に属する善と悪の間の戦争ではなく、どちらも暴
力を伴うものなので、善と悪の木に属する善と悪の間の

戦争ではありません。AGAAHPAY愛だけが真の善であ
り、善悪の法則は完全に悪である。 
 
神の木 
 
いのちの言葉について、初めからあったこと、私たち
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が聞き、私たちが目で見て、私たちの手で扱ったこと
、すなわち、いのちが現されたこと、私たちがそれを
見たこと、証しをし、あなたがたに宣言します。  
 
最初からイエス様は御父と共におられました。御父のう

ちにあるいのちは、イエスのうちにもあります。 
庭では、生命の木は、生命の源であり、生命の維持者で
ある神を表していました。それは、神が唯一の生命の源

であり、生命を支える者であり、死とは何の関係もない

ことを象徴していました。いのちが明らかにされたとい
う文章の中で、いのちの前の冠詞は、いのちだけが神か
ら来るものであり、死の形は神に由来するものではない

ことを強調するために使われています-
神はいのちであり、イエス様もそうです。いのちの木は
、いのちの源である神とイエスに従うことで、いのちが
永続することを表していました。この木は神を表し、死

の原因ではなく、死の解毒剤として神を明らかにしまし

た。この木は神を表し、神の保護の下にとどまることを

選んだすべての人に自由に与えられた、生命と不死の源

であり支え手であることを表していました。  
 
善悪の知識のサタンの木 
サタンの善悪の知識の木は、神のものとは正反対のもの
を表しており、不義、つまり無法と呼ばれています。こ

れまでの章で明らかにしたように、聖書では「無法」と

いう言葉が使われていますが、これはアガハペーの愛を
土台にしていないあらゆる原理や法律を表していること

が分かります。善悪の知識の木は死の原理を表しており
、これはサタンが宇宙の統治のために提案したハイブリ

ッドな法の規則でした。私たちが見てきたように、この

法則は、善を行う者には恣意的に報い、悪を行う者には

恣意的に罰を与えます。死に至る悪への罰は、サタンの

法の不可欠な部分です。サタンは、彼の政府の形態を選

択するすべての人にとって、死の原理の源であり、スポ
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ンサーであり、推進者である。  
 
選ぶには二つの法律しかない 
このように、二本の木は相反する二つの律法を表してい

ることがわかります。神の律法は神ご自身の愛の性格に

基づいており、もう一つはサタンの善悪の律法です。ア
ガハペー愛の神の律法は、十字架上のイエス・キリスト
の死によって究極的に啓示され、実証されました。神の

愛は、サタンの善悪の法則を利用した結果として犯され
たすべての罪のためにイエス・キリストが死んだとき、

十字架上で起こったことによって認証されました。宇宙

には他の選択肢や選択肢はありません。私たちがすべて

の生き物のすべての思考と行動を精査するとしたら、そ

の基本的な前提として、これらの二つの原則のうちの一

つのヘゲモニーの下にあると結論づけられるでしょう。   
神の「生命の木」の原理は生命を与え、いかなる状況下
でも生命を奪うことはありません。一方、サタンの「善
悪の知識の木」の原理は、創造された存在であるサタン
が命を与えることはできず、命を奪うことしかできない

からです。  
 
それぞれの木はまた、王国と文字を表しています。  
この二つの木は、それぞれの王国が運営する二つの完全

に相反する法則を表しているだけでなく、表裏一体の二

つのキャラクターを表しています。それは、愛にあふれ

、慈しみに満ち、あわれみを楽しむ神と、力強く暴力的

なサタンです。この対比は聖書のルシファーとイエスの

記述にも見られます。エゼキエル書28:16は、ルシファー
について次のように述べています。  
 
あなたがたは，自分の取引の豊かさによって，内なる暴
力に満たされ，罪を犯した。 
 
一方、イザヤ書は、イエスを非暴力的なものとして描い
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ています。  
 
彼らは彼の墓を悪人と一緒にしたが、彼の死に際には
金持ちと一緒にした。 
 
二律背反の原則は和解できない 
善悪の原理は、生命の木からの神のアガハペー愛の原理
とは相反するものです。これまでの章で確立してきたこ

とを考えれば、この事実から逃れることはできません。

この二つの相容れない不倶戴天的な原理は、宇宙の創造

主であるアガハペー愛の神に属することはできませんし
、共存することもできません。この二つの原則は、いか

なる共通点も共有しておらず、いかなる可能な方法でも

重なることはありません。それらは絶対的に相互に排他

的であり、世界的に離れていて、お互いに何のつながり

もありません。私たちは、この二つがいかに正反対であ

るかを十分に強調することはできません。神とサタンが

離れているのと同じくらい離れているのです。そのコン

トラストは無限大です。  
悲劇の悲劇とは、神の信奉者、特にキリスト教圏の人々

の多くが、サタンの善悪の原理から生じる要素からなる
ハイブリッドな人格を神に帰依させていることである。    
サタンの善悪の原理は、それ自体の中に二つの相反する
、相反する戒律を持っていると誤って描かれてきました

。私たちは、善悪の善は神に属し、悪はサタンに属する
と考えるようになりました。しかし、第二章で論じたよ

うに、このハイブリッドな原理は完全にサタンに属し、

その全体が悪である。善悪の原理の善も悪も共に悪であ
る。永遠のいのちを受け継ぐためにはどのような善行を

すればよいかと尋ねた金持ちの若い支配者に、イエスは

次のように答えられたのは、この点を指摘するためでし

た。なぜあなたは私を善人と呼ぶのですか。なぜ私を善
人と呼ぶのですか。神の善は、この世に存在する善とは
全く異なる種類の善です。神の善は神のアガハペー愛で
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あり、善悪の原理から見て善とは何の関係もありません
。  
この混乱の障害は私たちにあります。天才の心を持って

いたルシファーが提案したことの深遠さを過小評価して

いたからです。私たちは、神が彼にそのような巧妙な、

論理的な悪の原則を考案する自由を許可するだろうとは

考えられません。彼の意図した原理は、アガペー愛に代

わるものとして創意工夫されていた。この欺瞞は、十字

架の原理を理解していない肉欲的な心にとって、あまり

にも論理的に体系化され、徹底的に健全であるために達

成されたのです。その欺瞞は、十字架の原理を通さない

限り、普通の人間の知恵が見分けて貫くことが不可能な

ほど合理的に説得力があるのです。十字架の出来事こそ

が、その欺瞞を暴く唯一の場所なのです。  
  
サタンは神のアガハペイの法則を自分の善悪の法則に置

き換えようとしていた 
ルシファーの最高の野望は、彼の善悪の原理が、宇宙の
最高の法則として神に受け入れられることでした。ルシ

ファーが神の星々の上に自分の王座を高揚させたかった
ことを知っているからこそ、そのような主張ができるの

です（イザ14:13）。  
もしこの原則が神に受け入れられていたとしたら、今ル

シファーが地上で行っているように、人が善を行った時

には神は恣意的に報い、悪を行った時には恣意的に罰を

与えていたでしょう。彼は、彼が提案した法の規則は、

神の最高法規であるアガハペー愛よりもはるかに理にか
なっていると信じていました。彼は、統治のための法と

してのアガハペイ愛の原則は滑稽であると信じていたの
で、それは善悪の知識の木に代表される原則に置き換え
られるべきだと強く感じていました。アガハペイ愛だけ
に基づいて神との関係を持つことはできず、恣意的な報
いと罰のシステムだけが神との関係を持つことができる

と主張したのです。もちろん、その逆が真実です。 
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アガペー恋愛の法則 
イエス様は、神はご自分の太陽を悪人の上にも善人の上
にも昇らせ、正義の人の上にも不正な人の上にも雨を降

らせると教えられました（マタイ5：43）。イエスは、神
は被造物をすべて愛し、その人が誰であるか、何をして

いるかにかかわらず、神の祝福を与えてくださると教え

ました。私たちは皆悪人ですから（善人は誰もいません

が、唯一の者、つまり神だけです、ルカ18:19）、実際に
は、人間の善は常に利己主義に汚染されているので、地

上には本当に善人はいません。しかし、神は私たちの行

動に関係なく、すべての人を祝福してくださいます。そ

れが行動の中の無条件の愛なのです。 
神の人格を表すアガハペー愛の法則において、神に賛成

するか反対するかを選択する自由は、神の人格と不可分

であり、本質的なものです。人が神に従うことを選ぶと

き、その選択に内在するのは祝福の実りです。これらの

祝福は、神からの報酬の恣意的な行為ではなく、神に従

うという選択に内在するものです。人が神に従わないこ

とを選ぶとき、その選択に内在するのは、善と悪のサタ
ンの領域に身を置くという決断であり、他の唯一の選択

肢であり、呪いが経験される領域でもあるのです。その

事実を明確に理解して受け入れなければならないし、そ

うでなければ、神は私たちの行動に応じて私たちを扱っ

てくれるというサタンの嘘を信じる結果になるのです。  
大多数のクリスチャンは、神が恣意的に行動することは

聖書から明らかであると主張しています。彼らは、状況

が必要とするときには、神は善悪の知識の木から発せら
れる死の原理を利用すると信じています。 
このような誤った理解が広がらないように、神は人類の

歴史の初めに、エデンの園にある二本の木によって、こ

の二つの原則をシンプルで図式的に示しました。エデン

の園では、相反する二つの原則を表す二つの木が、私た

ちの世界で罪が発生する前から存在していました。神の



182 

 

性格を研究する際には、この理解をパラダイムとするこ

とが不可欠です。この原則を理解しないことが、神に対

するすべての誤った知識の根本原因なのです。  
いかなる状況においても、神のアガハペイの愛は誰かを

罰することはありません。それどころか、神とAGAHAH
PAYの愛によって生きるすべての人は、悪い人を傷つけ
たり、罰したりするのではなく、自分自身に罰を与えま

す。  
 
サタンの目的は、神の最高法規であるアガハペー愛を破

壊することです。 
サタンの目的は、宇宙を支配する方法としての神の最高

律法であるアガハペー愛を無効にし、終止符を打つこと
にあります。この目的を達成するために、彼は恣意的な

報酬と恣意的な罰の法則を利用しています。   
人類は、この悪のシステムが神に由来するものであり、

神の法の支配であると誤解してきました。全世界がこの

点で騙されてきました。サタンは、アガハペイの愛は欺
瞞によってのみ破られることができないことを十分に認

識しているので、欺瞞に頼らざるを得ません。それゆえ

、微妙に、そして説得力をもって、善悪が神の原則であ
ると私たちに信じさせることによって、彼は確かに彼の

計画を達成しようとしています。  
 
十戒は廃止されたのか？ 
聖書のいくつかの節は、十戒が廃止されたことを示して

いるように見えます。この問題を扱っている聖句をいく

つか見てみると、そうではないことがわかります。実際

には、アガペー愛の律法が十戒の律法の基礎となってお
り、イエスは神と隣人への愛が律法の総体であると言わ

れたときに、このことを確認しました。 
ローマの信徒への手紙７章では、その律法が持っている

影響を見て、男と女の結婚を例に挙げています。この章

でパウロは、アガハペの愛の十戒の律法は確かに罪では
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ないことを教えています。それどころか、アガハペー愛
の律法は聖なるものであり、その戒めは聖なるものであ
り、公正で善いものであるとパウロは私たちに教えてい

ます。この愛の律法は霊的なものでもあります。ですか

ら、これらの理由から、彼は神の律法を喜ぶのです。そ

して、このような発言をした後、パウロは、いのちをも

たらすはずだった戒めが、死をもたらすことに気づくと

言います。アガハペーの愛はどうして死をもたらすこと
ができるのでしょうか。   
答えは簡単です。問題は律法ではなく、私たちと私たち

の肉欲にあるのです。   
私たちは善と悪の罪に縛られているので、いのちの律法
を善と悪の観点から解釈しています。ですから、善悪の
観点から見ると、いのちをもたらすはずの律法は、代わ

りに死をもたらします。         
 
それとも、兄弟たちよ、（律法を知っている者に話し
ているのだから）、律法は人が生きている限り、人を
支配していることを知らないのか。夫を持つ女は，夫
が生きている限り，律法に縛られているからである。
しかし，夫が死ねば，女は夫の律法から解放される。
ですから、夫が生きている間に他の男と結婚しても、

その女は姦淫婦と呼ばれます（ローマ7:1-3）。  
 
十戒律を善悪の原理で見て生きていると、そのパラダ
イムの中で生きている限り、そのパラダイムが私たち

を支配しています。  
この文脈では、「支配」という言葉は、この律法が私た
ちの生活を抑圧的に支配していることを意味しています

。このような法律の下にいる間は、私たちはこの過酷な

原則に縛られており、私たちはこのような悪魔的な命令

に死ぬまで解放されることはできません。  
私たちが神の性格を反映した十戒に善悪の法則を押し付
けている限り、私たちは神を歪んだ見方をし、神が私た
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ちとの間に持ちたいと望んでいる一体感を持つことはで

きないでしょう。  
アガハペイの愛と善と悪の両方を十戒に帰属させること
はできません。そのような混合物は、神の性格にも、ア
ガハペイの愛の十戒の法則にもありません。  
騙された状態では、私たちは神の律法に善悪を決めつけ
ることができますが、そのようなことをするとき、私た

ちは霊的な姦淫を犯します。この姦淫の状態から解放さ

れるためには、まず、サタンの善悪の原則が神の道徳律
法であるという信念に死ななければなりません。この罪

深い理解から心が清められた後、私たちはイエス・キリ

ストと彼の愛の律法に結ばれて自由になるのです。  
 
それゆえ、兄弟たちよ、あなたがたもまた、キリスト
のからだによって律法に死んでしまったのです。私た
ちが肉の中にいたとき、律法によって呼び起こされた
罪深い情熱が、私たちの体の中で働いて、死に至るま
での実を結ぶのです。しかし、今、私たちは律法から
解放され、自分が抱えていたものに死なされたので、
文字の古さではなく、御霊の新しさで仕えるべきなの

です（ローマ7：4-6）。 
 
パウロはさらに、私たちはキリストのからだによって、

善悪の律法の死者となったと説明しています。イエス・
キリストの生と死と復活は、神のアガハペー愛の律法を
明らかにし、確認したものであり、この律法は-
十戒にも内在しています。この理解によって、聖霊の新

しさの中で、私たちは律法を善悪の-
心で見ることができなくなります。十戒の律法に善悪の
原理を帰属させてはいけないのです。これはパウロが啓
示を受ける前にしていたことです。今、彼は、改心前に

していたことをしてはならないと助言していますが、そ

れは手紙の古さだからです。手紙の古さとは、-
イエス・キリストが御父について啓示を与える前に、私
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たちの中にあったものです。-
私たちが、聖霊によって、イエス・キリストの啓示を受

けるとき、そのとき、パウロのように、私たちは述べる

ことができるようになるのです。  
 
では、何と言おうか。律法は罪なのか？確かにそうで
はありません。  
それどころか、律法がなければ、私は罪を知らなかっ
たでしょう。律法が「盗みをしてはならない」と言わ
なければ、私は貪欲さを知らなかったからです。しか
し、罪は、戒めによって機会を得て、私の中にあらゆ
る悪い欲望を生み出した。律法がなければ罪は死んで
いたからだ。律法がなくても私は生きていたが 
戒めが来て罪が復活し 
私は死んだのだそして、命をもたらすはずの戒めが、
死をもたらすことがわかった。罪は、戒めによって機
会を得て、私を欺き、それによって私を殺したのです

（ローマ7:7-11）。 
 
パウロは、アガハペの愛という十戒の律法がなければ、
私たちは罪を犯したり、それに逆らったりすることはな

いとはっきりと指摘しています。律法がないところでは

罪を犯すことはありません（ローマ5:18）。もし神のア
ガハペー愛の律法が存在しないならば、罪も存在しない
でしょう。アガハペイの愛の律法が存在しなければ、罪
も存在しないので、アガハペイの律法は罪だと結論づけ
るのでしょうか？パウロは熱く「そんなことはありませ

ん！」と叫びます。パウロは、アガハペイの愛の戒めに
よって機会を得た罪が、私の中にあらゆる悪を生み出し

たと言っています。  
それゆえ、律法は聖なるものであり、戒めは聖なるもの

であり、公正で善いもの（12節）であり、その原理は神
から発せられたものであるから、変えることができない
。律法もまた、私たちが律法を善悪の原理に従わない限
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り、私たちの内に不変のものとして残ります。もしそう

すれば、律法は神の御性質に対する私たちの理解に死を

もたらすことになるでしょう。  
 
善良なものが，私にとって死となったのか。そんなこ
とはありません。律法は霊的なものですが、私は肉食

であり、罪の下で売られています（ローマ7:13-
14）。 
 
罪とはサタンの掟、善悪の原理です。  
アガハペイの法則がなければ、罪は存在しないでしょう
。愛の中で、神は私たちに物を欲しがらないように求め

ています。私たちの人生がアガハペイの愛によって支配
されているならば、私たちは欲しがることはありません

。もし私たちがアガハペイの愛に死んでいるなら、「物
を欲しがってはならない」という律法は、私たちが善と
悪の罪深い律法の支配下にあるので、物を欲しがるよう
になります。        
このように、十戒は、善悪の原理によって制御された心
によって、またはアガペー愛の原理によって触発された
心によって解釈することができます。  
肉や肉の心は善悪の法則であり、精神はAGAAHPAY愛
の法則です。 
聖書は、人間の生得的な性質を「肉」または「肉の心」

と呼んでいます。肉の心とは、私たちの中にある善悪の
原理です。    
ローマの信徒への手紙８章では、サタンの原理によって

生きることと、神の原理によって生きることとを区別し

ています。 
 
キリスト・イエスにある者は、肉に従って歩むのでは
なく、御霊に従って歩むのです。キリスト・イエスに
あるいのちの御霊の律法［いのちの木に表された律法
］によって，わたしは罪と死の律法［善と悪の知識の
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木に象徴される］から解放されたからです。律法が肉
によって弱かったためにできなかったことを、神は罪
を犯した肉に似せて御自分の御子を遣わすことによっ
て、罪を犯した罪のためになさったのです。律法の義
の要件である「アガハペー・ラブ」が、肉に従って歩
むのではなく、御霊に従って歩む私たちの中で成就さ
れるように、肉の中の罪を罰してくださったのです。
肉に従って生きる者は肉のものに心を置くが、御霊に
従って生きる者は御霊のものに心を置く。肉体的な心

を持つ[善と悪]は死であるが、霊的な心を持つ[アガハ
ペイ]は命と平安である。肉体的な心は神と敵対して
いるからで、神の律法に服従していないし、服従する
こともできないからです。ですから、肉の中にいる者

は神を喜ばせることができません（ローマ8:1-
8、強調）。  
 
それゆえ、キリスト・イエスにある者が神の無条件の
愛を理解し、活用しているからこそ、今、非難される
ことはありません。彼らは、どのような状況であって
も、神は彼らを非難するのではなく、無条件に受け入

れてくださることを知っています。彼らはもはや、神

が自分を善悪の考え方で見ているとは思わなくなり、
罰を恐れることもなくなりました。また、彼ら自身も

また、神や他者との関係において、善悪の原則を使わ
なくなっています。  
無条件のアガハペイの愛の律法によって、私たちは罪と

死の律法から自由になりました（2節）。イエス様が十字
架上で神の無条件のアガハペー愛を示された時、肉の中
の罪を非難し、律法の義の要件（アガハペー愛の義）が

満たされるようにしてくださいました（3、4節）。 
肉体的な心を持つことは死である（6節）と神様が言われ
たからです。  
肉体的な心が神と敵対していること（7節）は、アダムと
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エヴェンが善悪の知識の木を食べて神から隠れた時にす
ぐに明らかになりました。彼らの心に影響を与えたもの

が、私たちの心にも影響を与えたことを忘れてはなりま

せん。                                  
イエス・キリストの証しを受け入れ、アガペー愛の律法
を採用することによって、神が私たちの内に宿るならば

、私たちはもはや善悪の下で活動することはなく、いの
ちと平安を得ることができるのです。 
 
善悪の法則は、神の前に私たちを有罪にします。 
人類全体が、恣意的な報酬と恣意的な罰の原理を利用し

て、サタンの法則の餌食になっています。この原理に惑

わされず、善悪は神のものではないことを知っている人
は例外です。驚くことではありませんが、このような知

識を持っていても、恣意的な報いと罰の法則に生きよう

としない人にとっては、それが私たちの中に染み付いて

いるため、苦しい戦いが続いています。だからこそ、律

法が何を言おうとも、律法の下にある者には、すべての
口が止まり、全世界が神の前に罪を犯すようになること

を知っているのです（ローマ3:19）。  
地球上のすべての人々は、何らかの形で恣意的な報酬と

恣意的な罰の法則によって生きており、その法則の下で

は、すべての人々が神の前に自分自身を有罪だと考えて

います。私たちは善悪の律法を守ることによって、完全
な状態に達し、神との正しい関係を得ることは決してで

きません。しかし、神の完全なアガハペー愛の律法によ
って、私たちは皆、神の前に義とされているのではない

でしょうか？もし私たちがこの恵みの律法とキリストの

義に関係しているならば、神が私たちを非難していない

ことを知ることができます。この世はただ一つの律法、

善と悪の律法によって裁かれています。イエスは、善悪
の律法が私たちを非難するように、神は私たちを非難し
ないことを示すために来られたのです。 
神の人格に関する私たちの知識が善悪に汚染されていな
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いとき、次の一節はその成就を満たします。 
 
私たちは、神から生まれた者は誰でも罪を犯さないこと
を知っていますが、神から生まれた者は自分の身を守り
、邪悪な者は彼に手を出さないのです。わたしたちは、
わたしたちが神の子であり、全世界が邪悪な者の支配下
にあることを知っています。また、神の子が来られて、
私たちに理解を与えてくださったことを知っています。

これこそが真の神であり、永遠の命である（第一ヨハネ5
:18-20）。 
 
パウロは、全人類が神を求めていないこと、私たちは皆

、間違った道を歩んでいることをはっきりと述べていま

す。 
 
じゃあ何だ？私たちは彼らよりも優れているのか？全
然違いますユダヤ人もギリシャ人もみんな罪の下にい
ると書いてあるからです。正しい者は誰一人としてお
らず、理解する者は誰一人としておらず、神を求める
者は誰一人としていない。彼らは皆、道を踏み外して
、一緒になって儲からなくなり、善を行う者は一人も
いない、いや、一人もいない』と書かれているように
。彼らの喉は開かれた墓場であり、その舌で人を欺き
、その唇の下にはアスベストの毒があり、その口は罵
りと恨みに満ち、その足は血を流すのが速く、彼らの
道には破壊と惨めさがあり、彼らが知らなかった平和
の道がある。彼らの目の前には神への恐れはない」（

ローマ3:9-18）。 
 
神が私たちのすべての人に神を求める願望を入れておら

れることを知っているのに、なぜこの一節では、誰も神

を求める者がいないと言っているのでしょうか？世界の

ある地域では、ほとんどの人が神様を求めていて、人々

はとても霊的です。それなのに、聖書には、神を求めな
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いことが、例外なく人類の普遍的な状態であることがは

っきりと記されています。神のアガハペー愛を理解して
生きている人間がいないから、誰も排除されないのです

。誰もが善悪の原理によって生きているのですから、誰
一人として正しい者はいません。誰一人として、神とそ

のアガハペー愛を理解している者はいません。誰もアガ
ハペイの愛の神を求めていません。私たちは神を自分の
姿にして、善悪の神にしてしまったのであり、それこそ
が私たちが求める神なのです。   
私たちは皆、人生における個々の目標を達成しようとす

るとき、サタンと同じ原理を利用していることを理解し

なければなりません。私たちは皆、神のアガハペー愛の
原則に反する原則を利用し、自分の心が思いつく限りの

方法で自分の利己的な目標を達成しようとしています。

この点では、私たちのうちの一人も正しい者ではなく、

サタンの方法論である恣意的な報酬と恣意的な罰の法則

に適合することから排除されている者はいません。 
私たちが十戒の律法を取り、善悪の原理を律法に適用す
るとき、私たちは律法の下にありながら、神の前ではま

だ罪を犯していることになります。善悪の原則を律法に
適用するとはどういうことでしょうか？それは、罰や非

難を恐れて、あるいは神からの恣意的な報酬を期待して

、神の良い律法を守ろうとすることを意味します。だか

らこそ、律法を守れなかったからこそ、私たちは律法の

非難を受けているのだと考えるクリスチャンもいるので

す。私たちは誰一人として、肉の中で、つまり善悪の考
え方で律法を守ることができません。  
律法、すなわち神のアガハペーの愛を見るとき、私たち
は自分がその愛からどれほど離れているかを悟ります。
その時、私たちはイエス・キリストの必要性に気づくの

です。 
 
今、私たちは、律法が何を言おうと、律法の下にある
者には、すべての口が止まり、全世界が神の前に罪と
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なることを知っています。それゆえ、律法の行いによ
っては、どんな肉も神の目には義とされない。しかし
今、律法とは別に神の義が明らかにされ、律法と預言
者たちによって証され、イエス・キリストへの信仰に
よって、すべての人と、信じる者すべての上に神の義

があるのです（ローマ3:19-22）。 
 
聖書は、善悪の知識の木から出てくる信念体系に従う
者を、すべて律法の下にある者として分類しています
。恣意的な報酬や罰を与える神の信者や崇拝者は、こ

の誤った信念体系の律法の下にあります。今、私たち
は、この誤った信念体系について律法が何を言おうと
、この神を信じない信念体系の律法の下にある者には

、すべての口が止まり、全世界が神の前に有罪となる
ようにと言っていることを知っています。 
私たちは、神のものではないこの欠陥のある信念体系に

参加していることで罪を犯しているのです。明らかな経

験的証拠は、ある意味では世界全体がこの恣意的な報酬

と恣意的な罰のシステムによって組織的に支配されてい

ることを否定することはできませんが、それが全世界が

神の前に有罪である理由です。有罪とは、システム自体

が本質的に罪悪感という悪に飽和しているからです。恣

意的な報酬と恣意的な罰のシステムは、神の無条件のア
ガハペイ愛に本質的に反しているので、それゆえに非難
が浸透しており、結果として、すべての世界が神の前に

有罪になる可能性がある状態になっています。  
 
律法はそれゆえに罪であり，それは廃止されたのか？安

息日はどうですか？ 
 
では、何と言おうか。律法は罪なのか？確かにそうで
はありません。それどころか、律法を通してでなけれ

ば、私は罪を知ることはなかったでしょう（ローマ7:
7）。 
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もし十戒律法が罪であるならば、安息日の律法は罪なの

か、という問いも投げかけなければなりません。これは

非常に重要で重要な質問であり、第７章で詳しく説明し

ます。私たちは安息日の律法が罪なのかどうか、また、

神様が十字架に釘付けにして、安息日の律法を廃止され

たのかどうかをはっきりと理解しなければなりません。

また、神様が七日目の安息日を週の最初の日である日曜

日に置き換えたのかどうかも、はっきりと理解しなけれ

ばなりません。 
上記の質問に答えて、使徒パウロは熱く叫んで、確かに
そうではないと答えています。律法によってでなければ
、私は罪を知りませんでした。  
律法を通してでなければ、というのは、安息日の戒めを
含む十戒を破ることが罪であることをパウロが知ってい

た唯一の具体的な方法です。  
サタンはあらゆる可能な方法で神のアガハペー愛の律法
を貶めようとしてきました。私たちが七日目の安息日の

真の霊的な意味を理解するようになると、神の真の性格

に関する彼の見事な欺瞞が暴かれることを知っているか

らです。アガペー愛の神の律法の戒めの一つである七日
目の安息日に対する攻撃は、時代を超えた攻撃であり、

今日に至るまで続いています。  
キリスト教の中には、十戒律に関するいくつかの聖書の

聖句を取り上げ、聖句と聖句を比較しないことで意味を

歪め、その全体像を見ないようにしている部分がありま

す。これらの聖句の一つは、コロサイの信徒への手紙2:1
4-17にあります。 
 
...私たちに反していた要求の手書きを一掃した。そして
、それを取り除いて、十字架に釘付けにした。主権と権
力を武装解除して、彼らに勝利して公の場に姿を現され
たのです。だから、食べ物や飲み物、祭りや新月、安息
日など、来るべきものの影ではなく、実体はキリストの
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ものであるということで、誰にも裁かれないようにしま

しょう（コロサイ2:14-17）。 
 
現代のクリスチャンの多くは、上記の一節が十戒を指し

ていると主張し、七日目の安息日の神聖さを否定してい

ます。しかし、使徒パウロは、七日目の安息日が、罪の

後に置かれた祭りであり、十字架上でその成就を果たし

た影であった儀式的な安息日と同じような普通の日であ
ったという考えを伝えているのでしょうか。   
もしそうだとしたら、十字架の出来事の後に他の安息日

を守る必要がなくなったのと同じように、七日目の安息

日を守る必要がなくなってしまいます。しかし，上記の

節で彼が伝えようとしていたことは，そういうことだっ

たのでしょうか。アガハペの愛の律法の構成要素である
七日目の安息日の原則は、アダムとエバの創造と私たち

の地上の領域での罪に先行していたことを心に留めてお

かなければなりません。儀式的な安息日は、アダムとエ

バが創造されてから約２５００年後、彼らが罪を犯した

後にモーセによって導入されました。    
  
十字架で本当に廃止されたものは何か？ 
次の聖句は、イエス様が十字架にかかって、その肉に宿

っていた敵、すなわち儀式に含まれていた戒めの律法を

廃止されたことを述べています（エペソ2:15）。この聖
句は何に当てはまるのでしょうか。安息日七日目の戒め

を含む十戒の律法は、イエス様が十字架に釘付けにされ

たので、もはや適用されないのでしょうか？  
答えは反論の余地のないノーです。廃止されたのは、儀

式に含まれる戒めの律法です。それらの戒めは、ユダヤ

教の儀式的な戒めであり、メシアの降臨と生活を指し示

していたものでした。これらは神の道徳律法ではありま
せんでした。     
 
儀式的な安息日は、イエスがそれを果たしたために行わ
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れました。 
パウロは、創造の週の七日目の安息日が、来るべきもの
の影であり、その実体がキリストにある安息日であると
言っているのではありません。また、七日目の安息日が
儀式に含まれる戒めの律法に属すると言っているのでも
ありません。この箇所で彼が言及しているのは、特にレ

ビ記23章の儀式的な安息日です。これらは、罪を犯した
後に制定された型、象徴、儀式でした。これらの儀式は

、イエス・キリストの人生とミニストリーのさまざまな

側面で成就した後、意味を失いました。  
イエス・キリスト自身の言葉は、七日目の安息日が十字

架で終わったことを否定しています。下の一節では、イ

エス・キリストは将来の出来事、つまり十字架の上で起

こったことよりもずっと後に起こるであろう出来事につ

いて警告しています。この終わりの時の預言の中で、神

様は、七日目の安息日が、神様の再臨の直前にも、紛れ

もなく適用されることを確認しています。 
 
しかし、妊娠している人や、その日に赤ちゃんを授乳し
ている人たちには災いが訪れます。そして，あなたがた
の旅が冬や安息日にならないように祈りなさい。その時
には、世の初めからこの時までにはなかったような大き
な苦難が起こるだろう。  
 
善悪の法則も十字架で廃止された 
生命の木と善悪の知識の木に代表される問題の二つの相
反する原則は、二つの別々の原則として扱われなければ

なりません。これらは互いに排他的な原則です。   
この二つの原則は、神の支配する原則に属していると考

えたり、融合させたりしてはなりません。イエス様は十

字架にかかって死ぬことによって、そのような誤った考

えを廃してくださいました。 
私たちは、神の最高の法則であるアガハペー愛の法則を
、善悪の知識の木に代表されるサタンの原理に置き換え
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ました。恣意的に善に報い、恣意的に悪を罰することは

、神の法則であるというだけでなく、神のアガハペー愛
の法則であると主張し、推進しています。  
イエス様の死によって示された神のアガハペー愛の純粋
さを理解し、善悪の知識の木に代表されるサタンの原理
と神の愛を融合させ、汚すことをやめるとき、私たちは

欺瞞から解放されるでしょう。  
 
神の法は、恣意的に罰しないので、ある人にとっては愚

かなものである。 
霊的な見識がなければ、神のアガハペー愛は人間の知性
にとって愚かさの縮図です。超越圏の知的存在の三分の

一はこれが真実であると信じ、AGAHPAYの愛が実行可
能な法則であると信じることを拒否しました。AGAAHP
AYは、神のAGAHPAY愛には悪を恣意的に罰するモード
がないというたった一つの理由から、肉欲的な人間の心

にとっては完全な狂気です。それは個人に悪を選択する

自由を与えていますが、その個人を罰することはありま

せん。すべての罰はサタンの領域から来ています。  
逆に、肉欲の強い人にとっては、サタンの律法は悪を罰

するので、知恵の具現化である。サタンは悪と善を恣意

的に報い、悪と善も同様に罰します。もし人が自分の善
悪の法則によって行動することを選ぶならば、人は神の
アガハペイの法則の保護の下から自分自身を取り除き、
サタンの法則の支配の破壊力の下に自分自身を置くこと

になります。  
 
サタンの善悪の法則を受け入れた天使は、彼らの選択の
中で封印されています。 
サタンが提案した、宇宙を支配するための神のルールで

あるアガハペイ愛の代わりに提案したのは、衝動的な考
えではありませんでした。それどころか、彼はそれを考

え出し、表面上は合理的に見え、非常に説得力がありま

した。 
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知的には、彼が提示した選択は、倫理的に議論の余地が

なく、論理的に完璧であると認識されていたという点で

、豊かな意味を持っていました。このような理由から、

高度に知的な天使の三分の一は神のアガハペー愛のルー
ルを拒否し、サタンの法則を受け入れました。 
黙示録12章3節と4節で述べられている天の星の第三の部
分は、ルシファーの反逆に従った天使の数を表していま
す。 
 
見よ、七つの頭と十本の角を持ち、その頭には七つの
玉が付いていた。その尾は天の星の三分の一を引き寄
せて、地に投げ捨てた。 
 
聖書は堕落した天使が地上を 
歩き回っていることを証明しています彼らはサタンと一

緒に地上に投げ出されたのです。サタンは彼らに律法を

受け入れるように説得する責任があるのです。 
堕落した天使たちがサタンの善悪の信念体系に同化して
採用しているというさらなる証拠は、彼らがイエスと交

わした多くの言葉のやり取りや、彼らが今神に対して抱

いている恐怖の中に見出すことができます。  
 
イエスが反対側のゲルゲネスの国に来たとき、二人の
悪魔に取り憑かれた男たちが墓から出てきて、非常に
凶暴で、誰もその道を通れないようにしていた。彼ら
は突然叫んで言った，「神の子イエスよ，あなたに何
の関係があるのですか。時が来る前に、私たちを苦し

めるためにここに来たのですか」（マタイ8:28-
29、強調）。 
 
彼らのシナゴーグには汚れた霊を持った男がいた。彼
は叫んで言った，「私たちだけにしてください。ナザ
レのイエス様、あなたと私たちに何の関係があるので
すか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたが
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神の聖なる方であることを知っています（マルコ1:23
-24、強調）。 
 
あなたは一人の神がいると信じている。あなたはよく
やっています。悪魔でさえも信じて震えています（ヤ

コブ2:19；強調）。 
 
悪の天使たちの心は今、善悪の知識の木に基づいた彼ら

の採用したパラダイムからすべてを見ており、破壊者で

ある彼ら自身も同じ光の中で神を見るようになりました

。彼らの明確な選択によって、超越圏の罪のない存在の

三分の一は、十字架のメッセージは愚かなものであり、

神の無条件の愛であり、神の力であるというメッセージ

であると固く信じていることを示しました。彼らは、神

の愛の律法が愚かなものであると考えていただけでなく

、それが神と神の政府を滅ぼすものであると固く信じて

いました。それゆえに、彼らはルシファーの善悪の原則

を受け入れました。彼らは、ルシファーの善悪の原理が

宇宙の統治のための真の力を持っていたと信じるように

なりました。彼のように、悪に対する恣意的な処罰がな

ければ、統治することは不可能であると彼らは感じたの

である。  
このように、行われた悪がより凶悪であればあるほど、

恣意的な処罰はより厳しいものであるべきである。実際

、より効果的に悪の発生を抑止するためには、実際の犯

罪が正当化されるよりもさらに厳しい罰でなければなり

ません。結果的に分配される恣意的な罰は、悪が繰り返

されないように、さらに大きくすべきである。彼らの暗

黒の心の中では、この罰が悪を抑制する唯一の方法とな

った。このようにルシファーの原理に影響されている人

々にとって、十字架のメッセージは愚かなものなのです

。 
私たちは、神の本質がAGAHPAY愛であることを知って
います。この単一の究極の法則であるアガハペー愛こそ



198 

 

が、宇宙を支配する原理だったのです。何がルシファー

をこのような神のそれとは正反対の思考に陥らせたのか

は、イザヤ書14章13-14節で述べられています。 
 
あなたがたは心の中で言った、『わたしは天に昇り、
神の星々の上にわたしの玉座を高くする。わたしはま
た、北の最も遠い側にある会衆の山の上に座り、雲の
高みの上に昇り、最も高い方のようになります。 
 
ルシファーは、自分の原理、彼の法のルールは、神が宇

宙を支配するための場所に持っていたものよりも優れて

いると固く信じていました。それはどんな犠牲を払って

でも崇拝されることを望む彼の願望であり、彼は神がで

きないものを使用することができます - 力。 
人間は、その聡明な頭脳を持って、全く同じ法則を受け

入れています。天使と人間という二つのクラスの被造物

の違いは、天使の三分の一は、ルシファーの統治のため

の律法が神の律法であると騙されている人間と同じ妄想

の下にいたわけではないということです。ルシファーの

律法を受け入れた天使たち（現在の悪魔たち）は、自分

たちが何を信じているかを正確に知っている。したがっ

て、彼らの決断は永遠に封印される。  
しかし、人類は何千年にもわたる退化とサタンの欺瞞の

非常に微妙な性質のために、まだ試練の段階にあります

。   
神の永遠の真の人格、神のアガハペイの愛、神は創造主
であって人々を滅ぼす者ではないこと、神はルシファー

の原理ではないことを示す福音が、イエスの再臨の前に

、広く広く伝えられるように、神の憐れみのうちに、神

は保証してくださいます。人類の運命は、神が善悪の知
識の木に代表されるルシファーの原理によって運営され
ていないことが、イエス・キリストの再臨の前に確信を

持って知らされるまで封印されていません。 
神は、人類が私たちの心と活動のあらゆる面を支配して
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いる欺瞞に気づくのを辛抱強く待っておられます。この

ような考え方の誤りと、その結果として生じる行動は、

真理が与えられたときに修正されなければなりません。

いったん真理が与えられたら、神の御性質についての真

理を拒否すると、聖書が言うところの「心が硬くなる」

という結果になります。その結果、最終的には、サタン

の律法の覇権のために心が完全に硬化してしまい、永遠

の結果を招くことになります。  
真理が与えられた後、神を信じる者も信じない者も、サ

タンの律法が支配すると信じ続けている者は皆、自分の

人生に反映されていくのです。 
一部の公言している神の信奉者を含め、サタンの原理を

受け入れたすべての人は、善悪の原理と予想通りに調和
するような方法で反応するでしょう。冒涜的な考え方を

持っていると、彼らの信仰はある一定の固定された方法

で明らかになるでしょう。例えば、善悪が神の法の支配
であることに同意する候補者に投票するでしょう。また

、彼らの考え方は、自分たちの信念体系に同意しない人

々に対する好戦的な反応によっても示されます。彼らは

、罰の方法として暴力を制裁することさえあるでしょう

。彼らの神学と信仰が検証されるもう一つの方法は、彼

らが敵と分類している人々に対する暴力に個人的に関与

することです。  
神を信じる者も信じない者も、自分たちがサタンの律法

に同意しているかどうかは、行動によって明らかになり

ます。ルシファーの律法を受け入れた天使たちのように

、彼らの心は封印され、それによって彼らの運命は封印

されるのです。 	
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ファイブ 
 
神は万物を創った  
その種類に応じて 
 
 
創造の週に 
サタンは神との戦いの中で多くの欺瞞を使ってきました

が、彼の武器の中で最大のものは、神を自分の善悪の原
則の性格的特徴を持った人物として描写することでした

。彼の目的を達成するために、彼は神を暴力、特に不敬

虔な者に対して暴力を使う者として描いています。この

ように、神は愛と暴力的な怒りという二重の性格的特徴

を持つ者として描かれています。  
イエス様の人生は、罪人と仲良くして、公然と食べたり

飲んだりしている時に、その嘘を明らかにしました。イ

エス様の愛には何の障壁もありませんでした。イエスは

自分の愛で一人一人の人に触れたいと願っておられ、ア
ガハペイの愛だけが願っているように、誰もが御父を本
当の姿で知るようになることを願っておられました。イ

エス・キリストだけが、知恵と知識のすべての宝が隠さ

れているお方であり（コロ2:3）、彼自身の言葉には次の
ように書かれています。 
 
これは永遠の命であり、唯一の真の神であるあなたと
、あなたが遣わされたイエス・キリストを知るための

ものです（ヨハネ17:3）。 
聖書は、私たちの理解を支配し、一方では無限の愛であ

り、他方では復讐心に満ちた破壊的な怒りに満ちた方と

して神を崇拝するという根本的な誤りから私たちを救う
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ための基本的な原則を与えています。天地創造の週に私

たちが与えられた説明には、神の性格に関するこれらの

基本的な原則のいくつかが明らかにされています。これ

らの基本原則を理解し、受け入れることができなければ

、私たちは間違いなくハイブリッドな神を崇拝すること

になります。  
 
神はすべてのものをその種類に応じて創造した  
創世記の天地創造の記述は、天地創造の週に、神はその

種類に応じてすべてのものを創造されたことを、１５節

の間に１０回繰り返し述べています。  
この言葉は創世記１章１１節から２５節までで１０回使

われています。ヘブライ語で「種類」を表す言葉は「mi
n」で、いつも単数形で出てきます。神がその種類に応
じて創造されたものはすべて、神のアイデンティティを

反映したものでした。創造のこの側面を前面に出すこと

によって、私たちに根本的な重要性が与えられています

。 
神がすべてのものをその種類に応じて創造したという事

実は、神が被造物のいかなる部分もハイブリッドとして

創造しなかったという重要な原則を確立しています。ケ
ンブリッジ辞書のハイブリッドの定義は次のようになっ

ています。'a hybrid is a plant or animal that has been 
produced from two different types of plant or animal, 
especially to get better characteristics, or anything that is 
a mixture of two very different 
things'.おそらく、上記の定義では、「異なる特性」の方
がより良い言葉の選択だったでしょう。  
ハイブリッドな律法を作ることによって、サタンは神の

律法を改善しようと考えました。しかし、実際には、そ

れは死と破壊以外の何物でもありません。  
 
神の創造にアマルガムはない 
神はご自分の創造において、二つの異なる分類を混ぜ合
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わせたりはしませんでした。この天地創造のモデルを後

から崩すことは、サタンの領域からの侵入であり、神を

誤魔化すものです。融合は、すべてのものをその種類に

応じて創造するという神の完全な御業の中にある異物で

す。アマルガム化の侵入、地上圏における神の確立され

た秩序の崩壊は、アダムとエバがエデンの園で罪を犯し

た後にのみ起こり始めました。  
 
神は創造物をハイブリッドから純粋に保つために命令を

与えた 
天地創造の週の間、すべてのものはその種類に応じて創

造されたという主張は、聖書の中で、種類間の混合を許

さないという他の様々な命令によって強化され、教えら

れています。なぜなら、神はハイブリッドな性格をお持

ちではないからです。神はすべてのものをその種類に応

じて創造されたのです。したがって、神ご自身の性格は

その種類に応じたものであり、光のみであり、闇を全く

持たないのです。 
これらの命令の最初のもの、混合に対する警告は、レビ

記の書物に記載されています。  
 
あなたがたの家畜を他の種と交配させてはならない。
あなたは、あなたの畑に混じった種を蒔いてはならな
い。また、麻と羊毛の混じった衣を着てはならない（

レビ記19:19）。 
 
あなたがたは、あなたがたのぶどう園に異なる種類の

種を蒔いてはならない。"あなたがたが蒔いた種の収
量と、あなたがたのぶどう園の実が汚されるのを恐れ

てはならない"（申命記22:9）。 
 
牛とロバを一緒に耕してはならない（申命記22:10）
。 
 



203 

 

羊毛と麻の混じったものなど、種類の異なる衣を着て

はならない（申命記22:11）。 
 
神様はこの聖句の中で何を本当に伝えようとされている

のでしょうか？ここに示されている明確ではっきりとし

た実践的なメッセージは、神がすべてのものを創造した

時と同じ純粋な状態に保つことを意図されているという

ことです。私たちは、種子の遺伝子を混ぜたり、植物や

動物のDNAを変えたりしてはいけませんでした。神の創
造物にはこれ以上の改善の余地はなく、どのような方法

であれ、それを変えることは恐ろしい破壊的な結果をも

たらしたのです。私たちは今、すでにそのような結果の

いくつかを経験しているかもしれませんが、神の完全な

創造の秩序を乱すことに伴う害の全容を知ることはでき

ないかもしれません。  
 
神の命令の霊的意義 
これらの命令の霊的な重要性は、創造主としての神の本

質から発せられた原理を明らかにし、それによって神の

心の内的な働きを私たちに明らかにすることです。した

がって、これらの命令は、神ご自身が動作する原理なの

です。レビ記と申命記から引用された上記の節は、神が

純粋であることを教えてくれます。神の中にはどんな混

合物もなく、神の性格が破壊的な怒りと愛の混合物であ

ると主張するとき、私たちは本質的に神を汚しています

。上記のテキストに記されている原則は、神の性格には

二面性はなく、光と闇の混合物もないことを教えてくれ

ます。もし私たちが神の性格がハイブリッドであると考

えて神を崇拝するならば、神は私たちの心の中で汚され

たものとなります。神は私たちの心の中では、純粋で純

粋な神ではなくなります。  
 
リネンとウールを混ぜないでください 
上記の命令の一つを取り上げて、その霊的な意味合いを
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見てみましょう。リネンとウールの混ざった服を着て何

が悪いのでしょうか？   
聖書はこの命令について非常に明確に述べており、文字

通りに解釈すれば、すべてのクリスチャンはこの命令に

従うべきです。しかし、正統派に支配されている一部の

人を除いては、聖書にはそうしなければならないと書か

れているにもかかわらず、誰もこの命令に注意を払わな

いのです。   
このような発言の理由が正しく理解されていないと、人

々は恐ろしい問題に遭遇し、愚かなことをしてしまいま

す。このような指示の霊的な意味を理解しない限り、私

たちはその神的な意味を見逃してしまいます。  
異なる種を混ぜると地球に恐ろしい荒廃をもたらすのは

事実ですが、私たちの衣服にリネンとウールを混ぜるこ

とは遺伝的な意味合いはありません。しかし，この命令

に含まれる霊的な意味を理解し，覚えておくために禁止

されたのです。もしそうすれば、私たちの心の中では、

神ご自身は神の種類、すなわち「アガハペイの愛」に従
ったものではなくなるでしょう。アガハペイの愛は決し

て他の何かと混ざり合うことはできません。AGAAHPA
Yの愛を他の何かとほんのわずかでも混ぜようとするな
らば、それはAGAHAHPAYの愛ではなくなるでしょう。
AGAAHPAY愛の原理は、その種類に応じてすべてのも
のの原理と調和しています。 
 
善悪の木はまさにそのようなハイブリッドの象徴だった  
これまで見てきたように、アダムとエバに与えられたと

き、神がエデンの園で創造されたものはすべて完全で、

その種類に応じたものでした。もし、アダムとエバに与

えられたものがすべて完璧だったとしたら、善悪の知識
の木はどうでしょうか。その木はその種類に応じて創造
されたのでしょうか？牛は牛だけを産み、リンゴの木は

リンゴだけを産むような創造の中で、善悪の知識の木は
異質な存在として、異質な存在として際立っていました
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。神はハイブリッドな木を作られたのでしょうか？さら

に、神は善悪を知る木の中でアダムとエバに邪悪なもの
を与えたのでしょうか？もしそうしたら、神は悪と罪の
創造者になっていたでしょう。しかし、もし私たちが聖

書に啓示された原則に導かれることを許すならば、私た

ちは簡単に道に迷うことはないでしょう。  
 
愛する兄弟たちよ、惑わされてはいけません。すべて
の善い賜物と完全な賜物は上から来たものであり、光
の父から降りてきたものであり、その父には変化や回

心の影はありません（ヤコブ1：16,17）。 
 
両方の木は神の完全な創造の一部であったが、一方の木

はサタンの善と悪のハイブリッドシステムを表していた
。 
善悪の知識の木は、明らかにサタンの混合原理の表象で
あり、象徴です。それは、敵の領域から推進され、伝播

され、反映されるすべてのものを体現しています。物理

的な木自体は神の完全な創造の一部であり、それゆえに

サタンの原理の象徴としての役割しか果たしていません

でした。神はご自身の清らかな創造の中に、汚染された

木を創造されたでしょうか。この真理は、神がその種類

に応じて創造されたものはすべて良いものであったと断

言する次の記述によって確認されています。 
 
そして、主なる神は地中から、すべての木を生長させ
て、見栄えがよく、食物に適したものとされた（創世

記2:9）。 
 
すべての木の実が種を産み、それはあなたがたの食物と

なる（創世記1:29）。 
 
すると、神はご自分が造られたすべてのものを見て、

確かにそれはとても良いものでした（創世記1:31）。 
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混合種や異種の種を一緒に蒔いてしまうと、その種に応

じた実がならず、汚されてしまうことは明らかである。 
 
あなたがたは、あなたがたの畑に混じった種を蒔いては

ならない（レビ記19:19）。 
 
あなたがたは、あなたがたのぶどう園に異なる種類の
種を蒔いてはならない、あなたがたが蒔いた種の収量
とぶどう園の実が汚されるのを恐れてはならない（申

命記22:9）。 
 
私たちはまさにそのようなことをしてきました。このよ

うな二面性が混在した神を宣伝してきたのです。 
もし、聖書的な観点から、神様のご性格が破壊的な怒り

と愛が入り混じったものであり、恣意的に報い、恣意的

に罰するものであると考えるならば、私たちにとっては

、神様のご性格が汚されるだけでなく、私たち自身の心

も汚されることになります。その結果、私たちの行動や

人生もまた、この誤った神の見方によって汚されること

になります。そうなると、私たちも、神様も、そして地

球も、神様やお互いとの完全で愛に満ちた関係を奪われ

てしまいます。  
 
善と悪を操るハイブリッドな神 
ほとんどのクリスチャンは暴力の神を信じていますが、

彼らが崇拝している神は二重人格ではないと主張してい

ます。しかし、もし神が罰のメカニズムとして暴力を利

用するならば、神はハイブリッドな性格を持つようにデ

フォルトします。神が罰を与えると信じている人たちは

、愛と怒りが混ざった逆説的で矛盾した二重性を理解す

ることができません。彼らは、神が罪人を罰するために

暴力を使うことが正当化されるのは、神が愛の中で悪に

対処しなければならないからだと提案しています。  
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しかし、十字架上のイエス・キリストの死は、この一つ

の至高の真理によって、この考えを否定しています：神

はそのアガハペーの愛において、世の罪のために死なれ
、私たちの罪を私たちに押し付けようとはしていないと

いうことです。イエス・キリストが十字架上で示された

ことは、神が罪人を罰する必要があるということを否定

するものです。イエス・キリストは十字架上で世の罪の

ために全罰を受けました。罰の概念はサタンの律法に由

来しており、神を罰する者として登場させるのはサタン

なのです。 
 
神にはアガハペイと善悪の混合物はない 
以下のすべての文献は、神の性質には混合物がないとい

う原則を示しています。 
 
二つの意見の間で、あなたはいつまでもたどたどしく
しているのでしょうか。主が神であるならば、主に従
いなさい、しかしバアルであるならば、彼に従いなさ

い（1王18:21）。 
 
木を良いものにして、その実を良いものにするか、あ
るいは、木を悪いものにして、その実を悪いものにす
るか、どちらかである。 
 
心の善い宝のうちから善い人が善いことをもたらし、
悪い宝のうちから悪い人が悪いことをもたらす（マタ

イ12:35）。  
 
祝福と呪いが同じ口から語られているが、兄弟たちよ
、そうであってはならない。それによって、わたした
ちは神と父を祝福し、神に似せて造られた人間を呪う
のです。湧き水は同じ開口部から 
新鮮な水と苦い水を 
噴出するのか？兄弟たちよ、いちじくの木がオリーブ
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を実らせ、ぶどうの木がいちじくを実らせることがで
きるだろうか。このように、塩水と新鮮な水の両方を

もたらす泉はありません（ヤコブ3:10,9,11,12）。  
 
君の作品を知っている 
君は冷たくも熱くもない私はあなたが冷たくも熱くも
ないことを願っています。ですから、あなたがたがぬ
るま湯で、冷たくも熱くもないので、わたしはあなた

をわたしの口から吐き出すのです（黙示録3:15,16）。 
 
悪と姦淫の世代とは、神の性質が混ざり合ったものであ
ると認識している人々のことである。 
 
悪と姦淫の世代はしるしを求め、預言者ヨナのしるし
以外にしるしは与えられない。ヨナが大魚の腹の中に
三日三晩いたように，人の子も地の中心に三日三晩い
る。ニネベの人々は、この世代と一緒に裁きの中で立
ち上がって、この世代を非難する。南の女王は、この
世代の裁きの中で立ち上がり、それを咎めるだろう。 
 
イエスの言葉、悪と姦淫の世代はしるしを求め、しるし
は与えられない、というのは、普遍的な霊的応用です。
イエスは、地球上のすべての人間が文字通り姦淫をして

いるという意味ではありませんでした。もちろんそんな

ことはありません。姦淫という言葉の霊的な適用は、原
則が混ざり合っていること、神と神の律法の支配と調和

していない姦淫を指しています。それは、人類が神のア
ガハペー愛の姦淫である原理によって生きていること、
善悪の知識の木に代表されるサタンの原理によって生き
ていること、そして、そのようなものとして神を同じ光

の中で見ていることを意味しています。  
悪と姦淫の世代は、世俗的な力と力、敵に対する優位性

、力と暴力、言い換えれば、善と悪の原理からのしるし
を求めていました。バビロン捕囚まで、イスラエルは偽
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りの神々に従うことによって、常に神に対して姦淫を行

っていました。捕囚の後、彼らは再びあからさまに異教

の神々を崇拝することはありませんでしたが、異教の神

々の性質を創造主である神に帰属させるようになりまし

た。   
だから、本質的には、彼らはまだ異教の神を崇拝してい

た。しかし、ソロモンよりも大きいものであったイエス

は、神が力と暴力の神であることを彼の言葉と行動によ

って示されていませんでした。イエスは、神についての

最も重要なしるしとして、彼の十字架につけられた後、

三日間墓の中に横たわっていたことに言及し、このよう

にグラフィカルに非暴力とAGAHPAYの愛の神を示した
のです。 
イエスは、神が本当に誰であるかを最も明らかにするも

のとして、私たちを十字架の上でのご自身の近々の死を

指し示しています。このデモンストレーションは、アガ
ハペー愛の原理からのみ与えられることができます。神
が世のためにご自分の命をお与えになり、命だけの神で

ある神が死から復活されるという、アガハペイの愛の原

理からのみ示されるのです。イエスの復活は、アガハペ
イの愛が死の原理を消滅させたことを証明しました。  
 
神は闇の混合物なしで光である 
結局のところ、神の性格には混合物が全くないことを私

たちに教えようとして、神が私たちに与えてくださった

最も偉大で簡単な象徴は、光と闇の象徴なのです。 
聖書には、神は光であると書かれています。聖書の中で

は、光という言葉は、神の性質、まさに本質に言及して

象徴的に使われています。闇は光と究極的に対極的な象

徴であり、この闇はサタンの性質を象徴しています。こ

の二つは決して一つの実体に融合したり、混ざり合った

りすることはできません。イエスは、人は二人の主人に

仕えることはできないと言われたとき、ご自身でこの主

張をされました。 
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誰も二人の主人に仕えることはできません。どちらか
一方の主人を憎み、もう一方の主人を愛するか、どち
らか一方の主人にしがみつき、もう一方の主人を軽蔑

するかのどちらかだからです（マタイ6:24）。 
もし光と闇という二つの主人の間に調和があるならば、

私たちは両方に仕えることができるでしょうが、両者は

不倶戴天なので、両者の間に調和はありません。二つを

混ぜようとする試みは、たとえ天からの天使がそう言っ

たとしても、それはできません。そのような混合が可能

であることを伝えるのはサタンとその手先だけですが、

これは絶対的な嘘であり、人類を欺くためだけに与えら

れたものです。  
神の性質の道徳的完成度は、イエス・キリストの十字架

上の死によって、神が罪の問題にどのように対処された

かに示されています。善悪の律法が罪のために要求した
いわゆる正義や罰は、十字架上のイエスによって支払わ

れました。   
罪人にサタンの律法が要求した罰を受けさせる代わりに

、神の子は十字架上で死なれたときに、罪のためのすべ

ての罰をご自身の上に受けられ、そうすることによって

、自己犠牲的なアガハペー愛の原則を実践されました。 
次の節を注意深く調べると、人類の救いにおいて贖いの

代価が誰に支払われたのかが明らかになります。 
 
主は強大な手であなたを連れ出し、束縛の家から、エ

ジプトのファラオ[サタン]王の手から、あなたを贖っ
た（申命記7:8c;強調）。 
 
万軍の主は誓って言われた，『わたしが考えたように
，それは必ず実現し，わたしが意図したように，それ
は実現する。わたしは，わたしの地でアッシリア（サ
タン）を打ち破り，わたしの山で彼の足を踏みつける
。そうすれば、そのくびきは彼らから取り除かれ、そ
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の重荷は彼らの肩から取り除かれる。これは全地に対
して企てられた目的であり、すべての国々の上に広げ
られた手である。万軍の主はその目的を定められた。
その御手は延ばされ、誰がそれを引き返すのか（イザ

ヤ14:24-27）、強調されています。  
 
これらの箇所では、神は私たちを束縛の家とファラオの

手から贖うように示されています。ファラオはサタンの

象徴であり、神の象徴ではありません。イエス様は、サ

タンの律法の支配の重いくびきを私たちの肩から取り除

き、私たちに簡単で軽いイエス様のくびきを与えてくだ

さいました。 
 
わたしのくびきをあなたがたに負わせ、わたしから学び
なさい。わたしのくびきは簡単で、わたしの重荷は軽い

からです（マタイ11:29-30）。 
世界は神が私たちを罰していると信じている 
悲劇的なことに、圧倒的多数のクリスチャンは、聖書の

中で最も邪悪な破壊と死の出来事のいくつか、そして現

在起こっているものでさえも、神の仕業であると信じて

います。このような神に対する堕落した信念は、使徒ヨ

ハネがイエス・キリストからそうでないことを聞いたた

めに、断固として反論したものです。これは、使徒ヨハ

ネがイエス・キリストから聞いたと大胆に宣言したメッ

セージです。神は光であり、彼のうちには全く暗闇がな

い（第一ヨハネ1:5）。 
世界の大多数の人々は、人類に降りかかる悲劇は、人間

の罪のための神の恣意的な罰であると誤って信じていま

す。十字架はこのような神の恐ろしい描写を完全に否定

しています。神の性質が究極的に完璧であるということ

は、神の性格には闇の領域からの不純物や混合物がない
ということです。神の性質はそのようなものではなく、

善悪の知識の木に代表される原理に支配されることはあ
り得ないのです。 
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第二コリント六章十四節は、光と闇は何の共通点もなく

、したがって互いに関係がないことをはっきりと示して

います。不信心な者と不平等に結びついてはいけません
。正義と無法との間にはどんな交わりがあるのでしょう
か。また、光と闇との間にはどんな交わりがあるでしょ
うか。 
主に、この御言葉は私たちに原理を示しています。この

聖句の根本的な応用は、神とサタンの性格が混ざり合う

ことができないということで、「いのちの木」に代表さ
れる神の原理と「善悪の知識の木」に代表されるサタン
の原理との間にある、橋渡しができない溝を指していま

す。  
神のアガハペー愛の法則とサタンの善悪の法則との間に
ある大きな隔たりについて語っていますが、究極的には

、完全な創造物の創造者である神と、その完全な創造物

を破壊する者であるサタンとを混ぜることができないこ

とを指しています。 
ここで与えられた二次的な適用は人間関係に適用され、

特に結婚を考えている人へのアドバイスとして与えられ

ています。この原則は、神の原則を信じて生きている人

と、そのような信念に反対する人との結婚を禁じるもの

です。このようにして、光と闇は人間のレベルでは交わ

ることができないという事実を証明しています。もし光

と闇が人間のレベルで交わることがないとすれば、神ご

自身の中に光と闇が共存することができるでしょうか。
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シックス 
 
神に闇はない 
 
これは、私たちが神から聞いたメッセージであり、神
は光であり、神のうちには全く暗闇がないことを、あ

なたがたに宣言するものです（第一ヨハネ1:5）。 
 
使徒ヨハネは、非常に明確で正確なメッセージを与えら

れました。  
彼とイエス・キリストの他の使徒たちが聞いたメッセー

ジは、イエス・キリストご自身から聞いたものであり、
彼だけが神の性質について絶対的な知識を持っていたの

です。イエスは宇宙の中で神を完全かつ完璧に理解して

いる唯一の存在であり、永遠の愛をもって私たちを愛し

ておられるので、人類だけでなく、全宇宙に御父に関す

る知識を広めるために、この地上に来られることを選ば

れました。イエスは最初に弟子たちにこの知識を与えら

れましたが、今、地球の歴史の中のこの時期に、父なる

神の純粋で汚れのない啓示を私たちに与えるために、私

たちの理解を開いてくださっているのです。イエスが私

たちにもたらすために来られたメッセージは、神には全

く暗闇がないということです。  
イエス様が弟子たちに「神は光である」と教えられた時

、イエス様は正確には何を意味していたのでしょうか？

イエス様の中には全く暗闇がないと言われた時、正確に

は何を意味していたのでしょうか？この章では、これら

の疑問に答えようとしています。 
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神は光 
ヨハネのメッセージでは、「光」という言葉が「愛」と

「いのち」という言葉と同じように使われていることは

、すぐに明らかになるでしょう。同様に、「暗闇」は「

憎しみ」と「死」という言葉と同一視されています。‘    
使徒ヨハネは、その最初の手紙の中で、神を表現するた

めに二つの言葉を使っています。一つはヨハネ1:5にある
「神は光である」、もう一つはヨハネ1:4:8にある「神は
愛である」です。光」と「愛」という言葉は、どちらも
ヨハネが神の性格を表現するために使っている言葉です

。   
ヨハネが「神は愛である」と言うのは、愛こそが神の存
在の本質であると言うことを意味していると一般的には

考えられています。ここで強調しておきたいのは、使徒

が一般的な意味で神の本質を反映した属性の一つに言及

しているのではなく、神の本質である愛に言及している

ということです。ヨハネは「神は愛を持っている」と言

ったのではなく、「神は愛である」と言っているのです
。  
光」という言葉は、聖書の中で神を指すときに様々な方

法で使われてきましたが、常に神は愛といのちであると

いう根本的な意味で使われています。光」という言葉は

真理を意味しますが、その真理は常に愛である神の性質

に関係しています。  
 
光と闇 
ヨハネ自身が「光」とその反対語である「暗闇」という

言葉を定義しています。詩編の進行によって、これらの

言葉の意味が非常に明確になってきます。最初の節は、

第一ヨハネ1:6-7にあります。 
 
もし私たちが「主と交わりを持ち、暗闇の中を歩む
」と言うならば、私たちは嘘をつき、真理を実践して
いません。しかし、もし私たちが主が光の中におられ
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るように光の中を歩むならば、私たちは互いに交わ
りを持ち、御子イエス・キリストの血は私たちをす
べての罪から清めてくれます（強調しています）。 
上記の箇所でヨハネは基本的に、私たちはクリスチャン

を自称し、神を愛していると言っていても、もし私たち

が暗闇の中を歩むならば、私たちは他の人に対してだけ

でなく、自分自身に対しても嘘をついていることになり

ます。神が光の中におられるように、光の中を歩むこと

によって、私たちは互いに交わりを持つことができるの

です。  
この真理に光を当てる第二の節は、第一のヨハネ2:3-
11の続きです。 
 
さて，このことによって，わたしたちは彼の戒めを
守るならば，彼を知っていることを知っています。わ
たしは主を知っているのに，主の戒めを守らないと言
う者は，嘘つきであり，真実はその人の中にはない。
しかし，主の言葉を守る者は誰でも，本当に神の愛
がその人のうちに完全なものとなります。このこと
によって，わたしたちは自分が神のうちにいることを
知っています。主の中にいると言う者は、主が歩まれ
たように、自分自身も歩まなければなりません。兄弟
たちよ、私はあなたがたに新しい戒めを書くのではな
く、あなたがたが最初から持っている古い戒めを書き
ます。古い戒めとは、あなたがたが最初から聞いてい
た言葉です。闇は過ぎ去り、真の光がすでに輝いて
いるからです。自分は光の中にいると言って、自分
の兄弟を憎む者は、今まで暗闇の中にいた。兄弟を

愛する者は光の中にあり、その中でつまずくことは

ない。しかし、兄弟を憎む者は暗闇の中にいて、暗
闇の中を歩き、自分がどこに向かっているのかわか

らない。  
 
ここには、「光」は「愛」であり、「闇」は「愛」の反
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対語であることがはっきりと見て取れます。ですから、
使徒ヨハネが「神は光であり、神の中には闇は全くない
」と言うとき、神の愛の中には闇の一部となるものが全
くないということを意味しています。 
 
イエスだけが神を現すことができたのは、イエスが父の

姿を現しているからです。 
イエス・キリストは、神を絶対的かつ完全に知っている

宇宙の唯一の存在であり、神についての究極の洞察力を

持っており、それは単に彼が創造主である神ご自身であ

るからです。この真理は次の箇所で宣言されています。 
 
神は、過去に様々な時代に、様々な方法で、預言者た
ちによって先祖たちに語られましたが、この末に、万
物の後継者に任命された御子によって、私たちに語ら
れ、御子を通して世界を造られました。御子は、御自
身の栄光の輝きであり、御自身の御姿を表し、御自身
の力の言葉によってすべてのものを支えておられ、御
自身が私たちの罪を清められたときに、高みにある陛
下の右手に座られ、御自身が相続によって彼らよりも
優れた名を得られたように、天使たちよりもはるかに

優れた者となられました（ヘブル1.1-4). 
 
このテキストでは、この最後の日に神が私たちに語りか

ける唯一の使者としてのイエス・キリストの絶対的な優

位性が見られます。  
万物の後継者であり、世界の創造主であるイエス・キリ

ストは、神の存在である「わたし」の明白なイメージで

もあります。キリストは、絶対的に御父の表現されたイ
メージなのです。神は、イエス・キリストを見ることに

よって、誰もその人柄に関して道を踏み外すことがない

ようにしてくださいました。 
 
いつの時代も神を見た者はいません。御父の懐におら
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れる唯一の御子を、御父は宣言されました（ヨハネ1:
18）。 
預言者たちには、『そして、彼らは皆、神によって教
えられる』と書かれています。だから、父から聞き、
父から学んだ者はみな、わたしのところに来る。神か
ら来た者以外に、父を見た者はいない。 
 
イエス・キリスト以外に、神を知るべき神を知っている

者はいません。ですから、イエス・キリストの御父のあ

かしだけが、完全で、完全で、真実なのです。 
 
神を見ることは神を知ること 
イエス様が「見られた」という言葉を使われた時、本当

に「知っている」と言っているのです。ヨハネ14:7では
、その意味が明らかになっています。  
 
もしあなたがたがわたしを知っていたならば、あなた
がたはわたしの父も知っていたでしょう。すべてのも
のは、わたしの父からわたしに引き渡されたのである
。また、誰も御子を知る者はなく、御父を知る者はな
く、御子を除いては、御父を知る者はなく、御子が御

子を明らかにする者は誰でもない（マタイ11：27）。 
 
このように、神についての究極の知識を持つ唯一の方で

あるイエス・キリストご自身が、使徒ヨハネに、神の本

質には全く暗闇がないことを語ったのです。ヨハネが「
神は愛である」と述べたのは、サタンの暗闇の領域から

来ている悪は、神の愛の中には一片の痕跡もないという

ことを意味しています。  
 
世界は神が光と闇の混合物であると信じている 
全く暗闇がないという記述は、神の本質と性質に関連し
て誤った信念が優勢であったことを前提としています。

それは、この暗闇の似たようなものが、神に関して人々
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の心に浸透していたことを暗示しています。ですから、

イエス・キリストは、私たちが暗闇の王国のいくつか、

あるいはどのような面でも、神の性質に帰することに重

大な誤りを犯していることを、はっきりと世界に知らせ

ています。  
闇はそれ自体が完全なものであり、それゆえに、闇に関

連して使用される場合には、この言葉は、非常に正当な

理由のために、意図的にこの言葉を過剰に強調している

のです。この「全く闇がない」という言葉は、私たちが
神を見るときに、何かが混ざり合っているという過ちを

犯してはならないということを明確に主張しています。

特に、私たちが神の本質に光と闇、あるいは善と悪の両
方を帰属させてはならないのです。 
ヨハネの宣言の中で、イエスは聖書の研究から、闇に染

まった神を信じている人々に向かって言っていたのです

。しかし、イエスによれば、闇は悪しき者の性格的特徴

であって、宇宙の聖なる者の性格的特徴ではないのです

。これはヨハネがイエス・キリストから聞いたメッセー
ジであり、イエス・キリストが今、ヨハネを通して全人

類に宣言しているメッセージです。    
 
イザヤはイエスが神の御性質に光を当てることを預言し

た 
イザヤは、イエス・キリストが世の光として、神の性質
に関するこれらの誤った信仰を正すと預言していました

。 
 
そしてナザレを出て、海沿いのカペルナウムに来て、
ゼブルンとナフタリの地に住んでおられた。ゼブル
ンの地と海沿いのナフタリの地、ヨルダンを越えた
海の向こう、異邦人のガリラヤ。 
 
この箇所では、暗闇は死の影と同じ意味であることに注

目してください。死の領域と死の影の中に座っていた人
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たちは暗闇の中にいたのです。死の影は善悪の死の原理
に支配されており、闇であり、神のものではありえない

のです。  
大きな光を見た」と「光が明けた」というフレーズは、
どちらもイエス・キリストに言及したもので、暗闇や死

の影は、神の国、原理、領域、性格に由来するものでは

ないという啓示を与えたからです。 
上記の節が神の性格を指していることを知り、理解する

ためには、第二コリント4:6を読むことで、闇の言葉が神
の性格についての誤った知識と関係していることがよく

わかります。  
 
それは、暗闇の中から光を輝かせるように命じられた
神が、イエス・キリストの顔にある神の栄光の知識
の光を与えるために、私たちの心の中で光を放って
くださったからです（強調しています）。 
 
繰り返しになりますが、この箇所は、神に対する人々の

心の中に暗闇が広がっていたこと、特に神の託宣を受け

た人々、つまり旧約聖書の人々の心の中に暗闇が広がっ

ていたことを前提としていることに注意しなければなり

ません。 
イエス・キリストは、具体的にはご自身が宣言されたこ

とを指しています。 
 
私は世の光です。わたしに従う者は、暗闇の中を歩む

のではなく、いのちの光を持つ（ヨハネ8:12）。 
 
イエス・キリストはいのちの光として、人々の心を包み

込む闇を取り除いてくださいます。神の栄光は、神が誰

であるかの本質であり、イエス・キリストの顔、イエス

・キリストの人となりに反映されています。ヨハネ9章で
は、イエスは疎開者たちの盲目と、彼らの目を開くため

に来られたことについて述べています。  
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イエスは言われた『裁きのためにわたしはこの世に来
たのだ。イエスと一緒にいたパリサイ人たちの何人か
がこの言葉を聞いて、イエスに言った。イエスは彼ら
に言われた。『もしあなたが目が見えないのなら、あ
なたは罪を犯すことはない。ですから、あなたがたの

罪は残っているのです（ヨハネ9:39-41）。 
 
生まれつき目の見えない男を癒すという奇跡は、間違い

なくサタンの仕業を元に戻すための慈悲深い行為でした

。しかし、それはファリサイ派、ユダヤ人、そして全人

類にとってもっと大きな意味を持っていました。  
 
さて、イエスが通りかかったとき、彼は生まれつき目
の見えない男を見た。弟子たちはイエスに尋ねて言っ
た，「ラビ，この人と両親のどちらが罪を犯したので
しょうか，彼は生まれつき目が見えないのですか」。
イエスは答えられた。『この人も両親も罪を犯したの
ではありません。私は昼間に私を遣わしてくださった
方の御業を働かなければなりません。私が世にいる限

り、私は世の光である(ヨハネ9:1-5)。 
 
イエス様が「この人も両親も罪を犯していない」と言わ
れた時、イエス様は嘘をついているように見えますよね

？結局のところ、私たちは皆罪を犯しているのではない

でしょうか？では、彼は本当に何を言っているのでしょ

うか？使徒たちは尋ねた、彼が盲目に生まれたことを誰
が罪を犯したのか？つまり、誰が罪を犯して、彼にこの
ような罰を与えたのか？イエスは、神が恣意的な報いと

罰の律法によって働くことを否定し、事実上、サタンが

悪のために意図したことを、神は善のために好転させる

ことができ、それが神の栄光であるという原則を述べて

います。  
イエス様は、サタンの盲目などの破壊の業を取り払うこ
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とで、人間の体にあるこれらの欠陥を引き起こしたのは

神ではないことを明らかにされたのです。ここでの霊的

な教訓は、私たちは皆、生まれながらにして神の人格を

知ることができず、イエス様は私たちの目を開き、視力

を与えるためにこの地上に来られたということでもあり

ます。  
 
バプテスマのヨハネのイエスの証人のザカリアスの予言 
ザカリアスは，最高の預言者と呼ばれる息子のバプテス

マのヨハネの使命に関連して預言しました。彼は人々の

心を整えて、光、高みからの日の泉、すなわちイエス・

キリストを受け入れるように遣わされたのです。  
 
あなたがたは，最高の預言者と呼ばれる。あなたは主の
御顔の前に出て、主の道を整え、天上からの日の丸が私
たちに訪れた神の優しいあわれみによって、罪の赦しに
よって主の民に救いの知識を与え、暗闇と死の影の中に
いる人々に光を与え、私たちの足を平安の道に導くため

に（ルカ1:76-79、強調）、主の御顔の前に出るのです。 
 
洗礼者ヨハネといえば、使徒ヨハネは福音書の中でこう

書いています。 
 
神から遣わされた男がいた 
その名はヨハネであったこの人は，彼を通してすべて
の人が信じることができるように，光の証人となる
ために来ました。彼はその光ではなく、その光の証
人となるために遣わされたのです。それが、世に出て

くるすべての人に光を与える真の光でした（ヨハネ1:
6-9、強調）。 
 
ヨハネは、イエス・キリストがこの世に出てくるすべて
の人に光を与える真の光であると述べたとき、イエス・
キリストの敵対者である他の誰かによって偽の光が与え



222 

 

られていることも暗示していました。  
 
神は生命の源であり、死ではない 
アダムとエバが罪を犯した時から、世界は死を経験して

きました。上記の箇所から、死は究極の闇であることを

学びましたが、死の源が何であれ、神は死の中にはいな

いということを確信し、安心することができます。神は

死の源ではないだけでなく、死を促進するようなことに

も、承認したり、促進したり、参加したりしないのです

。  
神は生命の源であり、神の自然な働きは生命を与えるこ

とにあります。したがって、人類に課せられ、管理され

てきたすべての死は、神からではなく、神の敵対者とそ

の従者からのものであると結論づけることができます。

イザヤはルシファーについて次のように語っています。   
 
あなたを見る者は、あなたを見て、こう言う。『この
人は、地を震わせ、王国を揺るがし、世界を荒野とし
、その都市を滅ぼし、捕虜の家を開かなかった者だろ
うか。あなたは彼らと一緒に埋葬されることはない。
あなたの国を滅ぼし、あなたの民を殺したからだ。悪
事を働く者たちの子孫は、決して名前を付けられない

（イザヤ14:16,17,20）。 
 
ヨハネの福音書には、神の子イエス・キリストが命であ

ることが強調された箇所が満載です。  
 
彼のうちに命があり、その命は人の光であった（ヨハ

ネ1:4）。 
 
父がご自身のうちにいのちを持つように、ご自身のう
ちにいのちを持つために、御子にもご自身のうちにい

のちを与えられたからです（ヨハネ5:26）。 
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神のパンは天から降りてきて、世にいのちを与える方

だからです（ヨハネ6:33）。 
 
わたしに従う者は、暗闇の中を歩むのではなく、いの

ちの光を持つ（ヨハネ8:12）。 
 
そして、わたしは彼の（神の）命令が永遠の命であるこ
とを知っています。ですから、わたしが話すことは何で
も、父がわたしに言われたように、わたしも話すのです

（ヨハネ12：50）。 
 
神はいのちであり、いのちの源であり、この世にいのち

を与えたいと願っておられるという、このような正確な

証拠をもって、次の言葉は、イエス様を通してのみ、こ

の知識を得ることができるということを、さらに正確に

伝えています。  
 
わたしは道であり、真理であり、いのちであり、わたし

を通してでなければ、人は父のもとに来ない（ヨハネ14
：6）。 
 
イエス・キリストは、ご自身だけが御父の人格について

の究極の知識を持っているとはっきりと主張しています

。ですから、イエス・キリストだけがこの知識を他の人

に伝えることができるのです。  
 
これは永遠の命であり、唯一の真の神であるあなた
と、あなたが遣わされたイエス・キリストを彼らが

知るためである。(ヨハネ17:3;強調)。 
 
神はイエスを遣わして、神はいのちであり、いのち以外
の何ものでもないことを世界に示すために遣わされたの

です。死が神の行為ではないことを、どうして私たちは

確信を持って知ることができるのでしょうか？   
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神は、サタンの究極の暴力行為である死の餌食となった

者をすべて復活させると言われました。イエス様はこの

主張をして、すべての人に命を与える源であると宣言し

ています。  
 
サドカイ派と復活 
サドカイ派の人々は、死者の復活のようなものは存在し

ないという考えを持っていました。イエス様は彼らとの

話し合いの中で、死と生について教えられました。この

やりとりの中で起こったことを見る前に、いくつかの疑

問を考えてみる必要があります。そして、イエスは、死

からの復活が間違いなくあることを理解することが重要

だと考えているのでしょうか。  
私たちは、創造主としての神は生の源であり、死の源で

はないと信じていない私たちにイエス様が話しかけてい

るかのように、サドカイ人とのイエス様のこの議論を適

用することができます。 
イエスは彼らに答えて言われた。『あなたがたは聖書
を知らないし、神の力も知らないので、間違っている

のではないか』（マルコ12:24）。 
 
イエスは、事実上、彼らが聖書を全く知らないことを告

発し、彼らは死をもたらす破壊の神を崇拝しており、生

命をもたらす宇宙の創造主である神を崇拝していないと

言っているのです。  
 
しかし，死者がよみがえることについては，モーセの
書，燃える茂みの一節で，神が彼に語りかけて，「わ
たしはアブラハムの神，イサクの神，ヤコブの神であ
る」と言われたことを読まなかったのか。神は死者の
神ではなく、生ける者の神なのです。それゆえ、あな

たは大きな間違いを犯している(マルコ12:26-27)。 
 
事実上、イエスはここで、神にとって、アブラハム、イ
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サク、ヤコブは本当は死んでいないと言っているのです

が、それは、命を与える者として、再び命を与えるのは

時間の問題だからです。神の立場からすれば、死んだ人

に命を与えることは、「共犯」であることになります。

たとえその死がサタンの領域から来たものであったとし

ても、神にとっては生きているのと同じであり、神が彼

らを復活させるのは時間の問題なのです。 
 
神だけが不滅 
神とイエスは生命の源であり、不死はそれらの中にしか

見出されていないからです。彼らだけが不滅であり、そ

れゆえ、彼らが望む者にだけ命を与えることができるの

です。 
  
今、永遠の王、不滅の王、目に見えない王、唯一の賢
者である神に、永遠に、そして永遠に名誉と栄光があ

りますように。アーメン（第一テモテ1:17）。 
 
すべてのものに命を与えてくださる神と、ポンティ
ウス・ピラトの前で善い告白を目撃したキリスト・イ
エスの前で、私たちの主イエス・キリストがご自身の
時に現される、祝福された唯一の権能者であり、王の
王であり、領主の主であり、唯一の不死を持ち、近

づけない光の中に住まわれている方（第一テモテ6:13
-
16、強調）が現れるまで、この戒めを汚すことなく、
罪のない状態で守るように強く勧めます。 
 
神は死者の神ではなく、これまでに起こった、そしてこ

れから起こるすべての死の責任を負う神です。死はもっ

ぱらサタンの支配下にあるものです。しかし、神は生け

る神であり、生命を与え、支えてくださる神であり、死
に対しては何の力も持ち合わせていません。サタンと罪

は、すべての死の完全な原因です。事実、聖書は、死は
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神の敵であると教えています。 
 
最後に滅ぼされる敵は死です（第一コリント15:26）
。 
 
神はすべての人を生き返らせる 
神は命の源ですから、サタンの死の原理の餌食になって

しまった者はすべて、最終的には神によって復活するの

です。  
 
御子は御父がなさるのを見たこと以外には、御自身では
何もすることができません。御父は御子を愛し、御自身
がなさるすべてのことを御子に示される。御父が死者を
よみがえらせて命を与えられたように、御子もまた、御
心にかなう者に命を与えられるからです。父は誰も裁か
ず、すべての裁きを御子に委ねておられるからである。
御子を敬わない者は、御子を遣わした父を敬わないので
す。わたしの言葉を聞き、わたしを遣わしてくださった
方を信じる者は、永遠のいのちを持ち、裁きを受けるこ
となく、死からいのちへと移ったのです。死者が神の子
の声を聞く時が来ており、聞く者は生きる。父がご自身
の内にいのちを持っておられるように、御子にもご自身
の内にいのちを持つことをお与えになり、また、御子が
人の子であるがゆえに、裁きを執行する権限をお与えに
なったからである。墓の中にいるすべての人が御声を聞
いて出てくる時が来るからである。善いことをした者は
いのちの復活のために、悪いことをした者は罪の復活の
ために。 
 
イエスは、すべての人間が復活することを明確に示して

おり、神からのいのちを受け入れるか拒否するかの選択

が、今生において行った選択によって、永遠のいのちを

持つか、永遠の咎に陥るかが決まることを、神は最終的

に私たちの選択の自由を尊重されているからです。  
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復活と翻訳グループ  
大多数の証拠は、サタンとその使者が、地球上で起こっ

た全ての死の全ての責任を負っていることを示していま

す。  
サタンの律法の支配のために死んでしまった人たちを神

様が復活させたことは、神様が殺しをする方ではないこ

とを証明しています。上のテキストでイエス様ご自身の

言葉で示されているように、復活は二つの段階に分けて

行われます。  
ここで私たちは、神が義人と不義人の両方を生き返らせ

、それぞれがそれぞれの順番で復活させることを見てい

ます。  
聖書の中で明らかにされている第三のグループがまだあ

ります。イエス様の次の言葉を注意深く勉強してくださ

い。 
 
私は復活と命である。わたしを信じる者は、たとえ死
んでも、生きる。そして、生きていて、わたしを信

じる者は、決して死ぬことはない（ヨハネ11:25-
26、強調）。 
 
上の一節で、イエスは二つのグループ、すなわち、信じ

て「死ぬ」人々と、生きていて、信じていて「決して死

なない」人々について言及しています。第一のグループ

は、時代を超えて神を信じてきたが死んでしまった人た

ちです。これらの人々は再臨、義人の復活、いのちの復

活で復活します。  
第二のグループは、生きていても信じていても決して死

なない人たちで構成されています。この第二のグループ

は、明らかに死を見ることのないグループ、死を見ずに

訳されるグループを指しているのですが、彼らは決して

死なないからです。このことは、第一テサロニケ4:16-
17で述べられています。 
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主ご自身は、天から叫び声をあげて、大天使の声をあ
げて、神のラッパをもって降臨されるからである。そ
して、キリストの中の死者が先によみがえる。それか
ら、生きているわたしたちと、生き返った者は、彼ら
と一緒に雲の中に捕らえられ、空中で主に会うことに
なる。こうして、わたしたちはいつも主とともにいる
。 
 
エノクとエリヤを除けば、死を経験することなくこの世

に生きてきた人はいません。   
エノクについては、ヘブル11:5に書かれています。 
 
信仰によってエノクは連れ去られた（KJV:TRANSLA
TED）ので、彼は死を見ず、見つからなかったのであ
る。 
 
エノクは生きて、信じて、死を見ることはありませんで

した。ですから、エノクは、死を決して味わうことのな

い最後の世代の信者の一種です。 
 
翻訳グループ 
この第二群の意義を把握することが重要である。なぜ、

彼らは決して死なないのでしょうか？その答えは、イエ

ス様の再臨の時に生きていて、最後の世代に属するから

です。しかし、彼らはたまたま最後の世代に生まれたか

ら、完全なタイミングの幸運な人たちなのでしょうか。  
それとも、彼らが信じていること、彼らの生活の中で示

していることは、死さえも彼らを支配することができな

いほど強力であるという事実なのでしょうか？預言者イ

ザヤの言葉に耳を傾けてください。その言葉は、真剣に

受け止められれば、誰もが聞いたことも見たこともない

ような意味を持っています。 
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しかし今、ヤコブよ、あなたがたを創造した主と、イ
スラエルよ、あなたがたを創造した主はこう言われる
。あなたがたが水の中を通るとき，わたしはあなたが
たと共にいます。火の中を通るとき、あなたは焼かれ
ず、炎があなたを焦がしてはならない。わたしはあな
たがたの神である主、イスラエルの聖なる者、あなた

がたの救い主であるからである（イザヤ43:1-3）。 
 
また、ダビデは詩篇91篇でこう言っています。 
 
最上位の者の秘密の場所に住む者は、全能者の影の下
に住む。わたしは主にこう言う。『主はわたしの避難
所であり，わたしの砦であり，わたしの神であり，主
に信頼する』。主は必ずあなたがたを鷹の餌食の罠か
ら、危険な疫病から救い出し、主の羽であなたがたを
覆い、主の翼の下であなたがたは避難し、主の真理が
あなたがたの盾となり、また盾となる。あなたがたは
、夜の恐怖を恐れず、昼に飛ぶ矢を恐れず、暗闇の中
を歩く疫病を恐れず、昼間を蹂躙する破壊を恐れない
であろう。あなたがたの側に千人が落ちても、あなた
がたの右手に一万人が落ちても、それはあなたがたに
は近づかない。あなたがたは目で見て、悪人の報いを
見なければならない。あなたがたは、わたしの避難所
である主を、最も高い主でさえも、あなたがたの住処
としたので、あなたがたに悪が降りかかることはなく
、いかなる災いもあなたがたの住処に近寄ることはな
い。彼らの手の中であなたがたを支え、あなたがたの
足を石にぶつけないようにする。あなたがたは、獅子
とコブラ、若い獅子と蛇の上を踏んで、足元で踏みつ
けなければならない。彼はわたしに愛を置いたので、
わたしは彼を救い出す。彼はわたしを呼び寄せ、わた
しは彼に答える。長い命をもって、わたしは彼を満足
させ、わたしの救いを彼に示す。 
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保護は真理の中にあり、神の道の中にある  
私たちの盾であり、盾となるのは神の真理であることに

注目してください。私たちが以前は見えていなかったこ

の真理は、イエス・キリストによって私たちに啓示され

た神の性質に関する光なのです。神に関する真理は聖書

の至る所に散らばっていて、いわば野原の中に隠されて

います。それは、私たちがイエス・キリストによっての

み見いだすことができるように、そこにあります。  
 
わたしは彼らの知らない道で盲人を連れてきて、彼らの
知らない道に導く。わたしは彼らの前に暗闇を光とし、
曲がった場所をまっすぐにする。わたしはこれらのこと
を彼らのために行い，彼らを見捨てない。彼らは背を向
けられ、大きく恥じ、彫られた像を信頼し、彫られた像

に向かって「あなたは私たちの神です」と言う（イザヤ4
2:16,17）。 
 
神の性格についての以前の歪んだ理解では、私たちは神

が暴力的であると信じていました。これは、私たちが「
あなたは私たちの神です」と言う彫刻された像を信頼し
ているのと同じことです。像の前でお辞儀をする崇拝者

は、神の怒りを鎮めるために贈り物を持ってくるのがよ

く見られます。神は破壊者であると信じているクリスチ

ャンも同じです。しかし、イエス・キリストによって、

そのようなものはすべて取り除かれました。 
 
それは、暗闇から光を輝かせるように命じられた神が
、イエス・キリストの顔にある神の栄光の知識の光を
私たちの心に与えてくださったからです（第二コリン

ト4:6）。 
 
イエスは生ける神を啓示された 
私たちがイエス・キリストの顔で神の栄光についての知
識の光を受けたら、使徒パウロの次の一節にも注意を払
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う必要があります。 
 
それゆえ、私たちの主の証しを恥じることなく、また
、私が主の囚人であることを恥じることなく、私たち
を救い、聖なる召しをもって召された神の力に従って
、福音のための苦しみを私と分かち合ってください。
私が伝道師、使徒、異邦人の教師に任命された福音に
よって、死を廃止し、生と不死をもたらした救い主
イエス・キリストの出現によって明らかにされたの

です（第2テモテ1.2テモテ1:8-11;強調) 
 
これらの節から、この福音は神の力、すなわち生ける神

からのいのちの力に従ったものであり、時が始まる前か

らキリスト・イエスにあって私たちに与えられたもので

あることがわかります。それは時が始まる前からすでに

神の中に存在していたものであり、今、私たちの救い主

の出現によって明らかにされたのです。 
 
私たちは世界創造の前から生命を約束されていた  
時間はいつから始まったのでしょうか？私たちにとって

、時間はこの地球が創造された時から始まっています。

天地創造の前に、神はすでに私たちがいのちを持つよう

にと意図されていました。イエス様が来られたのは、私

たちがいのちを持つためであり、私たちがより豊かにい

のちを持つためです（ヨハネ10：10）。神様は、私たち
がいのちを持つことを常に意図されていたのです。  
  
嘘を信じることを選んだので、不信心者は守られないだ

ろう 
詩篇91篇は、最後の世代にとって非常に重要な意味を持
っています。詩篇91篇には、最高の御方の秘密の場所に
住む者は、致命的で壊滅的な状況の中でも生き延びるこ

とができ、災難が彼らに影響を与えることはないと書か

れています。   
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また、この詩篇は、あなたがたはあなたがたの目でのみ
見て、悪人の報いを見なければならないと述べていると
きに、別の人々のグループを浮き彫りにしています。 
聖書自体が邪悪な者の定義を教えてくれています。 
  
兄弟たちよ、生ける神から離れようとする不信仰の
邪悪な心を持つ者が、あなたがたの中に出てこない
ように気をつけなさい。今日、もしあなたがたが主の
声を聞くならば、反逆者のように心を固くしてはなら
ない」と言われているように、私たちが信頼の始まり
を最後まで堅実に保つならば、私たちはキリストの仲
間になったのです。誰が聞いて反抗したのか。本当に
，モーセに導かれてエジプトから出てきた者たち全員

ではなかったのか。40年もの間，主は誰に怒っておら
れたのでしょうか。それは罪を犯した者たちではなく
，その死体が荒野に落ちた者たちではなかったか。主
は誰に対して，彼らが主の安息の地に入らないと誓わ
れたのか，従わない者に対して誓われたのか。です
から、彼らは不信仰のために入ることができなかっ

たことがわかります（ヘブル3:12-
19；強調しています）。 
不信の邪心 
神の本質はアガハペーの愛であり、それゆえに神には暴
力がないという真理を拒否する者は皆、生ける神から離

れることで不信仰という邪悪な心を持つことになります

。  
彼らは生ける神の性格についての真理から離れているの

で、不幸ではありますが避けられない結果は、彼らが不

信仰の邪悪な心を持つことを選んだということです。  
イエス・キリストの再臨を目撃する最後の世代に住んで

いて、不信仰の邪悪な心を持っている人々は、自分たち

がした選択が天の約束の地に入ることを妨げているとい

う単純な理由で、翻訳される信者のグループに入ること

ができず、そのグループの一員になることができません
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。彼らはアガハペー愛の神の性格についての真理を拒否
し、神が非暴力的であることを拒否しているのです。そ

れは，彼らが信じることを選んだことの結果として生ま

れたものであり，彼らの生き方なのです。私たち自身の

生活の中で、私たちはそれぞれ自分が信じていることを

反映しています。不信仰の邪悪な心を持っている人たち

は、暴力を信じているので、悪に直面したときに暴力を

使います。彼らが暴力を信じるのは、神が暴力的である

と認識しているからであり、彼らは自分の神が行ってい

ると認識しているのと同じことを行うでしょう。 
 
愛の神を信じる者の経験 
聖書には、終わりの時に、神のお人柄について二つの異

なる見方をする二つのグループがいることがはっきりと

描かれています。どちらのグループもイエス・キリスト

の再臨を目撃することになりますが、それぞれのグルー

プはその出来事に対してはっきりとした反対の反応をす

ることになります。一方のグループは、神様のお人柄を

完璧に理解していて、彼らの経験はこのように描かれて

います。 
 
その日のうちに言われるであろう。見よ、これはわた
したちの神であり、わたしたちは彼を待ち望んでいた
。これは主であり、私たちは主を待ち望んでいました
。  
 
暴力の神を信じる者の経験 
他のグループは、神は暴力的で罰する存在であり、この

誤ったパラダイムでは、神は彼らを殺すために出ている

ものとして見ることになると信じています。 
 
すると空は巻物を巻いたときのように後退し、すべて
の山と島はその場所から移動した。地の王たち、偉い
人、金持ち、司令官、強者たちは、洞窟や山の岩の中



234 

 

に身を隠して、山や岩に向かって言った、「私たちの
上に倒れて、王座に座る主の顔と小羊の怒りから私た
ちを隠してください。主の怒りの大いなる日が来たの

で、誰が立つことができるのか」（黙示録6:14-
17）。 
 
子羊がどのようにしてそのような恐怖をもたらすかに注

目してください。羊は他のどの動物よりも、絶望的な恐

怖を引き出すべきではありませんが、この人々は、子羊

に直面するよりも、むしろ岩や山に押しつぶされてしま

うのです。なぜでしょうか？小羊が自分たちを罰しに来

ると思っているからです。アガハペイの愛を自分たちの
人生の律法として受け入れることができなかった彼らは

、自分たちの考え方で神を裁いているのです。 
 
イエスの再臨における二つのグループの反応 
次の節で同じ2つのグループと、なぜ彼らは彼らが行う方
法に反応する理由に注意してください。 
 
...そして、主イエスが強大な天使たちと共に天から啓
示され、神を知らない者と、私たちの主イエス・キ
リストの福音に従わない者に復讐する炎の中で、私
たちと共に悩んでいるあなたがたに安息を与えるため
です。これらの者は、その日に主が来られたときに、
主の御前と主の力の栄光から永遠の滅びで罰せられ、
主の聖徒たちの中で栄光を受け、信じる者すべての
中で賞賛されるのです。 
 
ここで言及されている最初のグループは、またしても、

生ける神を信じないという邪悪な心を持っている人たち

で構成されています。   
彼らは神をアガハペー愛の神として知らず、暴力の神を
信じていることを生活の中で示しています。彼らの信仰

によれば、彼らはそれゆえに、神が彼らを滅ぼしに来て
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いると認識しているのです。  
第二のグループは、信じている人たちで、自分の主、友

人、救い主を称賛するのが待ちきれない人たちです。彼

らは聖書に見られる証に心を開き、今では敵ではなく友

である神を信じています。  
 
 
 
アガハペイ愛の神を信じない者は、善悪の原理から来る

「怒り」を溜め込んでいる。 
 
しかし、あなたがたは、あなたがたの硬さと無節操な心
に従って、怒りの日と神の正しいさばきの啓示の日に、
自分のために怒りを蓄えているのです。善行を忍耐強く
続けることによって栄光と名誉と不滅を求める者には永
遠の命が与えられますが、自己中心的で真理に従わず、
不義に従う者には、まずユダヤ人とギリシャ人の悪行を
行うすべての人の魂には憤りと怒り、苦悩と苦悩が、善
行を行うすべての人には栄光と名誉と平安が与えられま
す。 
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神の正しい裁きは、神が私たちの最終的な決断を、アガ
ペー愛によってではなく、善悪の律法によって生きるこ
とに委ねるときに起こります。これは、私たちを私たち

の選択に完全に解放するための、怒りの日における神の

怒りです。そうなると、彼の恵みは完全に拒絶されます

。私たちの最終的な選択は、神の恵み（黙示録14:10）の
混じりけのないものとなり、それは、私たちにサタンの
破壊的な働きの全容を経験することから私たちを安全に

保ってくれているすべてのものです。        
アガハペーの愛の原理で辛抱強く生き続ける人と、善悪
の原理である不義に従う人の二つのグループがここに再
び描かれています。第一のグループは、神が彼らに永遠

の命を与えて下さったことを知っていて、彼らに対して

何の咎めもないことを知っています。  
第二のグループがアガハペイの愛によって運営されてい
ないことの証拠は、彼らが自己模索であり、彼らのすべ

ての行動は、他の人ではなく、自分自身を参照して行わ

れているということです。彼らが持っている愛さえも、

善と悪の「善」に由来するものであるため、汚染されて
います。彼らは神の愛の赦しと無条件の性格を信じてい

なかったので、このグループは考えられる最大の非難と

怒りに苦しむことになるでしょう。善悪の原理は、その
非難によって彼らを打ち砕き、想像を絶する苦難と苦悩

を通過することになります。彼らの苦しみの恐ろしさを

垣間見ることができる唯一の方法は、イエス様が十字架

にかかられた時の体験を見ることです。イエスは汗と混

じった血の滴を流し、見捨てられたと思われる状態の苦

悩の中で、ついには心臓が破裂したのです。   
誰もがそのような不必要な痛みを経験することのないよ

うに、良い知らせを宣べ伝える理由がここにあります。 
この終末の時の問題は、全人類を包み込むだろう 
ローマ人への手紙の次の一節を読むと、私たちの運命を

決めるのは私たちの選択であることがよくわかります。

私たちの心の中には、神の律法であるアガハペー愛の法
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則があるか、サタンの善悪の法則があるかのどちらかで
す。私たちが経験するであろう結果は、私たちが行う選

択に内在しています。また、この問題が全人類に影響を

与えていることは、以下ではっきりと説明されています

。ある者は、特に神のオラクルを教えられていなくても

、アガペー愛の神の律法を生きています。また、神のオ

ラクルを教えられているにもかかわらず、それに従って

生きていない人もいます。ですから、私たち一人一人は

、神が人の秘密、つまりすべての人の心の内を裁くその

日に、最終的に本当の姿を見られることになります。 
 
神を疎んじることがないからである。律法なしに罪を犯
した者は律法なしにも滅び、律法の中で罪を犯した者は
律法によって裁かれるからである（律法を聞く者は神の
目には公正ではないが、律法を行う者は義とされるから
である）。なぜなら、律法を持たない異邦人が律法の中
のことをするとき、律法を持たないとはいえ、律法は自

分の心に書かれた律法の働きを示し、その良心もまた証
しをし、自分の考えが自分を非難し、あるいは非難しな
いようにしているからです）神がイエス・キリストによ
って人の秘密を裁かれる日には、私の福音に従って（ロ

ーマ2.ローマ人への手紙2:11-16；強調しています）。) 
 
神を信じるか信じないかにかかわらず、人類の歴史の中

でこの重大な時期に私たち一人一人が選択することは、

私たちの運命を封印することになります。使徒パウロは

、神を信じないが、その行動によって心に書かれている

ことを明らかにしている人々について、このような文脈

で上記のように述べています。 
 
すべての人類は客観的に正当化されており、信じるとき

は、信仰によって主観的に正当化されている。     
私たちの客観的な義認は、十字架上でのイエス・キリス

トの完成された御業によって達成されます。この義認は
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全人類のために行われました。この賜物を望むかどうか

は関係ありません。それは、宇宙の神と永遠に共に過ご

す権利があるのです。これは神のアガハペイ愛の啓示で
す。  
次に、私たちは質問をしなければなりません。イエス・

キリストが完成させ、罪深い人類全体が受けた客観的な

義認において、人間は何の役割も果たしていないのでし

ょうか？答えは、絶対にありません。私たちの義認は神

からのみ与えられたものです。十字架で成し遂げられた

イエス・キリストの完成された業に、人間は何の貢献も

していないのです。この事実は、エペソ人への手紙2:4-
7にある一節で確認できます。 
 
しかし、あわれみに富む神は、私たちが罪のために
死んでいた時にも、私たちを愛してくださった大き
な愛のゆえに、私たちをキリストとともに生きさせ
（恵みによってあなたがたは救われた）、私たちを
共によみがえらせ、キリスト・イエスにあって私た

ちを天の場所に一緒に座らせてくださいました。  
 
私たちは、神による無条件の義認において、私たちが果

たすべき重要な役割があると信じるように仕向けられて

きました。私たちの見当違いな考え方の結果、私たちは

、私たちの救いはすべて神の業であり、私たちのもので

はないという真理を不信に陥らせてしまいました。  
  
私たちがまだ力を失っていた時に、キリストは不敬虔
な者のために死んでくださったのです。正しい人のた
めに人が死ぬことはほとんどありませんが、善良な人
のためには死ぬ勇気があるかもしれません。しかし、
神は、私たちがまだ罪人であったときに、キリストが
私たちのために死んでくださったという点で、私たち
に対するご自身の愛を示してくださっています（ロー

マ5:6-8）。 
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十字架上でイエス・キリストによって示されたこの神の

アガハペイの愛を信仰によって知り、信じるようになる
と、私たちは何が起こるのでしょうか？  
 
あなたがたは恵みによって信仰によって救われたので
あって、自分の力で救われたのではありません。私た
ちはキリスト・イエスにあって、良いわざのために神
があらかじめ用意してくださった、神の作品であり、

その中で歩むように造られたのです（エペソ2:8-
10）。 
 
正しく理解されると、神様の愛が主観的に私たちを動か

し、信仰によって義とされることを選ぶようになります

。そうすれば、私たちは自発的に神からの救いの贈り物

を信じて受け入れることを選んだことになります。私た

ちが信仰によって義とされるのは、主の無条件のアガハ
ペイの愛に内的に動かされたからです。今、神と永遠に
過ごすことが私たちの適性であり、権利なのです。 
もし私たちが、そして再び強調しなければならないのは

、私たちが罪深い人類全体について話しているのであれ

ば、なぜ私たちはこの真理を信じることを選ぶためにわ

ざわざ選ぶ必要があるのでしょうか？それはもうすでに

決まっていることなのではないでしょうか？   
永遠の命はすでに私たちのものであるにもかかわらず、

神のアガハペイの愛の中にある神は私たちに永遠に神と
一緒に生きることを強制することはありません。最終的

な決断は私たちに委ねられているのです。  
 
神は敵を罰するために暴力を用いないし，私たちも神に

ついての真実を知れば，暴力を用いることはありません

。 
 
ですから、信仰によって義とされた私たちは、私たち
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の主イエス・キリストを通して神との平安を得ており
、また、私たちが立っているこの恵みに信仰によって
アクセスすることができ、神の栄光を願って喜びます

（ローマ5:1,2）。 
 
私たちの中にある神のアガハペー愛の力は、私たちに影
響を与え、イエス・キリストを通してその最高のデモン

ストレーションを与えた神のように、私たちも同じこと

をするようになるでしょう。私たちは敵をも愛するよう

になります。   
私たちは、自分の命さえも死ぬまで愛しません（黙示録1
2:11）し、敵に暴力を振るうこともありません。  
 
もし私たちが敵であったとき、御子の死によって神と
和解したならば、和解した私たちは、神のいのちによ

って救われるのです（ローマ5:7,10）。 
 
これは、神が敵を罰するために暴力を用いているという

信念を排除するものです。神と敵対しているのは私たち

であって、その逆ではないということをはっきりと理解

しなければなりません。使徒パウロによると、もし私た

ちの心が神と敵対しているならば、私たちは死の領域に

いることになります。このように、私たちは神の律法に

よって生きることができず、このような生活は神を喜ば

せることができません。霊的な心を持つことは、いのち

と平安です。 
 
肉体的な心を持つことは死を意味しますが、霊的な心
を持つことは命と平安を意味します。肉体的な心は神
と敵対しているからです。ですから、肉の中にいる者

は神を喜ばせることができません（ローマ8:6-8）。 
 
神はすでに私たちに和解しているので、私たちは神に和

解する必要があります。  
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十字架上での神ご自身の究極の啓示から、私たちは、私

たちがまだ敵であったときに、神を敵として見ていたか

らといって、神が暴力的に私たちを滅ぼされなかったこ

とを知っています。それどころか、十字架上でのイエス

・キリストの死によって、私たちはまだ神に対して心の

中で敵であったとしても、神と和解することができたの

です。  
イエス・キリストが十字架上で示されたことを見ること

によってのみ、私たちは神の私たちに対するアガハペイ
の愛の深さに気づくことができます。十字架上で証明さ
れたことの意味を理解すれば、サタンやその原理に支配

された人々が私たちに神について信じさせた嘘を完全に

信じなくなるでしょう。これは、神がすでに私たちに和

解され、私たちが神に和解されることを切望しているこ

とを、不確かな言葉ではなく、私たちに認識させること

になります。       
 
 
      
イエスは私たちと神の間の盾であることを信じる者もい

る 
キリスト教の中には大きな誤りがあります。ほとんどの

クリスチャンは、十字架の出来事が、罪深い人類に対す

る神の怒りを報いたと信じています。   
言い換えれば、イエス様が罪人の代わりに御父に嘆願し

なければならないのは、イエス様が罪人に怒りを向けら

れないようにするためだという誤った考えです。神様と

罪人との和解は、この執り成しの働きによって行われる

と信じられています。このように、イエス様の執り成し

によって神様は私たちと和解され、私たちの罪のために

殺されることがないということが描かれています。       
しかし、真実は、先に述べたように、私たちの心の中で

神と和解する必要があるのは私たちであり、それは主に

サタンが私たちに神について信じさせたことが原因であ
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り、神が私たちにそのように考える理由を与えたからで

はありません。神は私たちを滅ぼそうとしている敵であ

り、イエス・キリストが十字架で死ぬことによってその

破壊の力をご自身で受けることによって、御父の破壊的

な行動をそらすという誤った信念は、イエス・キリスト

が明らかにしたものではありません。  
 
神はいつも私たちに和解されてきた 
私たちは、サタンが私たちの心に植え付けた神様の性格

に対する誤った理解から解放されて初めて、神様と和解

することができます。   
神はすでに私たちに和解されていますが、私たちが神に

和解すれば、神も私たちに和解してくださいます。私た

ちは、神はすでに私たちに和解されていることを心に留

めておかなければなりません。  
私たちが神のアガハペイの愛を認め、神についてのサタ
ンの嘘を信じなくなったとき、神についてのサタンの嘘

が暴かれます。神についての真実を知るとき、神の心は

圧倒的な喜びで動きます。人間の父親であれば誰でも、

かつて自分について嘘をついていた子供たちが真実を知

るようになったら、同じことを経験するでしょう。        
               
十字架は神の愛の完全さを示した 
十字架上でのイエスの死は、神の本質であるアガハペー
愛のすべての完全性を示しました。神の性格の究極の啓

示がイエス・キリストによって示された十字架までは、

神はある出来事を利用して、私たちに対する神の態度を

明らかにしませんでした。もう一度言いますが、神は私

たちに和解する必要があったのではなく、私たちが神に

和解する必要があったのだということがはっきりと述べ

られています。    
     
父を喜ばれたのは、彼（イエス・キリスト）のうちにす
べての満ち足りたものが宿り、彼によってすべてのもの
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をご自身に和解させ、地上のものも天にあるものも、ご
自身の十字架の血によって平和を実現されたからです。
かつては邪悪な行いによって疎外され、心の中で敵とさ
れていたあなたがたですが、今では死によって肉の体で
和解され、あなたがたを聖なるものとし、罪のないもの
とし、神の御目には非難の上に立たせてくださいました

（コロサイ1:19-22）。 
 
神は私たちの罪を私たちに押し付けない 
和解の精神は、神のアガハペー愛の本質に内在しており
、受け手がこの真理を知らなくても、常に効力を発揮し

ています。神は、私たちの罪を私たちに押し付けていな

いという重要な真理を私たちに知らせることによって、

私たちをご自身と和解させようとされます。神様の立場

からすれば、神様は私たちの罪を私たちに押し付けてお

らず、それは神様がすでに私たちと和解されている証拠

です。すべての人がこの神の和解の事実を肯定的にも否

定的にも受け入れるためには、まずこの事実を認識する

必要があります。十字架上でのイエス・キリストの死は

、この事実を証明しています。そして、神は私たちに、

キリストの大使となり、この事実を他の人に知らせると

いう大きな特権を与えてくださいました。  
 
神は、イエス・キリストを通して私たちをご自身に和
解させ、私たちに和解の務めを与えてくださいました
。つまり、神はキリストにあって、世界をご自身に和
解させ、彼らの罪を彼らに押し付けることなく、和解
の言葉を私たちに託してくださったのです。私たちは
、神が私たちを通して懇願しているかのように、キリ
ストの代弁者です。   
罪を知らない方を、私たちのために罪とされたのです
。 
 
神が私たちと敵対している、神が私たちの罪を私たちに
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押し付けている、神こそが私たちと和解する必要がある

方であると信じることは、神の存在の本質を明確に否定

するものです。神についてのすべての誤った信念は、神

が私たちと敵対していて、神は私たちと和解する必要が

あるという凶悪な嘘を助長します。 
 
神の原理が命を与える  
神様は、私たちが敵であることを理由に暴力的に罰して

くださったのではなく、それどころか、イエス・キリス

トが十字架上で示してくださったことによって、私たち

に命を与えてくださったのです。私たちは、信仰によっ
て、もはや敵を殺さなくなったとき、神の命を与える原
理によって、死の原理から救われるのです。このように

して、私たちは、神が私たちに求めておられること、そ

してイエス・キリストがすでになさったことを実証する

ことになります。イエス様は自分のいのちを死ぬほど愛

したのではなく、私たちがいのちを持つことができるよ

うに、ご自分のいのちを捨ててくださいました。イエス

様は、私たちがまだ神と敵対していた時にも、このよう

なことをされたのです。    
これは紛れもなく、地球の歴史の最後の世代、死を経験

せずに翻訳される人々によって明らかにされるでしょう

。  
 
自分の命を見つける者はそれを失い、わたしのために自

分の命を失う者はそれを見つける（マタイ10:39）。 
 
敵を殺すことによって命を救おうとする者は、第一の眠

りの死と第二の永遠の死に命を失うことになります。イ

エス様は、「わたしのために命を失う者は、わたしのた

めに命を見つける」と言われたとき、イエス様に従う準

備ができている人に何が起こるかを明らかにされました

。   
イエス様のように、神のアガハペー愛の原則によって生
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きる準備ができていて、敵を殺すよりも死んだ方がいい

と思っている人は皆、命を見つけ、死を経験するのでは

なく、翻訳されていくのです。歴史的にも、敵を殺すよ

りも喜んで命を捧げた人はたくさんいました。なぜ最後

の世代は、そのような殉教者たちとは違うのでしょうか

。この最後の世代は、神はただの創造者であり、破壊者

ではないことを知り、これまでにはなかったその考え方

で命を捧げることになるのではないでしょうか。           
信仰による私たちの主観的な義認は、私たちが神のAGA
HPAY愛によって生きているかどうかを明らかにします
。神のアガハペー愛の原則によって生きることを選ぶこ
とは、私たちの天国への適性となり、私たちはキリスト

・イエスにあって天国の場所で共に座り続けることにな

ります。これは、神がイエス・キリストにあって人類の

ために完成されたことに参加する唯一の方法です。 
 
キリストの愛が私たちを強制しているのは、私たちが

このように判断しているからです。(第二コリント5:1
4, 15)。 
 
神はいかなる状況下でも不偏不党であることを信じるこ

とは困難である  
神に偏見がないから（ローマ2:11）ということは、イエ
ス・キリストの再臨の直前の最後の世代では、私たちが

神を信じることを公言しているかどうかが問題ではない

ということです。パウロによると、神は、上で述べたこ

とや、以下の節で述べられていることからも明らかなよ

うに、すでに全人類を客観的に裁いておられるのです。 
 
すべての人は罪を犯し、神の栄光を得ることができま
せんでしたが、キリスト・イエスにある贖いによって
、神の恵みによって自由に義とされたからです（ロー

マ3:22-24）。 
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使徒パウロは、どんな例外もなく、普遍的に、すべての

人が罪を犯し、すべての人が神の栄光から遠ざかってい

ることを明らかにしています。  
これは、すべての人間を網羅しています。  
神は人間の状態を完全に逆転させ、人間が一切参加する

ことなくそれを行ってくださいました。私たちはみな、

キリスト・イエスにある贖いによって、神の恵みによっ

て自由に義とされています。この宣言は、アダムにあっ

て、正当でない状態にあったすべての人間に直接適用さ

れます。 
それゆえ、一人の人の罪によってすべての人に裁きが
下され、その結果、咎めが生じたように、一人の人の
正しい行いによっても、無償の贈り物がすべての人に
下され、その結果、命の正当化が生じたのです。一人
の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように
、一人の人の従順によって多くの人が義とされるので

す（ローマ5：18, 19）。 
 
アダムにおいて、人類全体が罪深い状態、つまり不当な

状態にありました。アダムですべての人が罪を犯したと

いうことは、私たちが生まれる前から、すでにアダムで

は赦されない罪人であり、それゆえに赦されない罪人で

あったということです。しかし、キリスト・イエスにお

いては、私たちが生まれる前から、すべての人が自由に

義とされていたのです。つまり、第二のアダムであるキ

リスト・イエスにおいては、私たちは罪を犯していない

かのように赦され、扱われているのです。最後のアダム

は命を与える霊となりました（1コリント15:45）。  
 
しかし、働かずに、不義を裁いてくださる方を信じ

る者には、その信仰は義とされます（ローマ4:5、強
調）。 
 
上記の節では、義とされる信仰は、客観的に普遍的に不
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義を裁いてくださる神様を信じる者の主観的な信仰であ

ることが明記されています。人類全体が不義である以上

、私たちは皆、客観的に義とされてきたのであり、この

事実を信じたとき、私たちの主観的な信仰が義とされて

いるのです。このようにして、無神論者や異邦人であっ

ても、心に律法が書かれていることを示す人は客観的に

義とされ、信仰による主観的な義とは、他の人への接し

方に現れてきます。もし彼らが他の人、特に敵に神のア
ガハペー愛をもって接するならば、彼らは自分たちが信
仰によって主観的に正当化されていることを行動によっ

て示します。ほとんどの無神論者は、暴力の神の描写の

ために、意識的に神の存在を拒否しています。そのよう

な神を拒絶することによって、彼らは事実上、真の神を

受け入れているのです。  
 
自分の目的的な正当性を信じる者は祝福される 
 
無法な行いが赦され、その罪が覆われた者は祝福され

、主が罪を負わない者は祝福される（ローマ4:7,8）。  
 
上記の箇所は、自分の無法な行いが赦され、罪が覆われ

、主が罪を負わせないことを知っている人には特別な祝

福があることを明らかにしています。神の無条件の赦し

を知ることで得られるこの祝福は、それを知っている人

が敵にアガハペの愛をもって接することができ、平和の
王子の足跡をたどって平和な人生を送ることができると

いう事実に現れています（イザヤ9:6）。 
 
私たちの行動と反応は、AGAHPAY愛と善と悪の間で私
たちの選択の証拠です。 
 
私たちがまだ力を失っていたときに、時を同じくして

キリストは不敬虔な者のために死なれました...しかし
、神は、私たちがまだ罪人であったときに、キリスト
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が私たちのために死なれたという点で、ご自身の愛を

私たちに示しておられます...私たちが敵であったとき
に、御子の死によって神と和解したならば、和解した
私たちは、さらに、神の命によって救われるのです。

...それゆえ、一人の人の罪によってすべての人に裁き
が下され、非難の結果となったように、一人の人の正
しい行いによって無償の贈り物がすべての人に下され

、いのちの義となったのです（ローマ5:6, 8, 10, 
18）。  
 
私たちは皆、罪を犯していないかのように自由に赦され

ているので、他人の悪にどのように反応するかによって

、人類の決定的な要素が私たちの生活の中で冷静に示さ

れることになります。これは、人類による普遍的で包括

的な実証となるでしょう。それは、私たちの行動と反応

、特に、神の律法が私たちの心に書かれているかどうか

に関わらず、他の人が私たちに対して行った悪魔的な行

為に対する私たちの反応を通して見られるでしょう。他

人による堕落した行為に反応して暴力か非暴力かのどち

らかを使うことで、善悪の原理か神のアガハペー愛の法
則が私たちの心に書かれているかどうかが明らかになり

ます。暴力か非暴力かの個人の選択によって、サタンの

従者と神の従者の間で決定的に区別されることになりま

す。  
私たちは神は存在しないと断固として信じ、公言するこ

とさえあるかもしれませんが、実際に直面している、あ

るいは認識されている悪に対してどのように反応するか

によって、私たちが神を知っているかどうかがわかりま

す。律法を聞く者は神の目には公正ではないが、律法を

行う者は義とされる（ローマ2:13）。律法を行う者は無
神論者であっても、信仰によって義とされるのです。無

神論者が、神を信じてもいないのに、どうやって神の目

に正しく映り、信仰によって義とされるのかと疑問に思

うかもしれません。彼らが知らないうちに、彼らは神の
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非暴力的な性格であるアガハペーの愛を生きているので
すから、信仰によって神の目の前で正当化されるのです

。 
善悪を選択する告白されたクリスチャンは、神の目に映

る信仰によって正当化されていないので、主観的には、

正当化されていない。 
逆に、神を知っていると主張しながらも、その行動が神

の非暴力のアガハペー愛の原則を否定している人々は、

神の目に映る信仰によって正当化されていません。彼ら

は神の従者であると主張していても、彼らの行動がサタ

ンの従者であることを明らかにしているので、主観的に

は神の目に映っているだけではありません。しかし、ア
ガハペの愛の律法を行う者は、信仰によって義とされま
す。律法を行う者には、神を信じる者と信じない者が含

まれますが、それは彼らが愛によって働く信仰を持って

いるからです（ガラテヤ5:6）。彼らの行動は、神の非暴
力的なアガハペー愛を生き抜くことによって信仰を持っ
ていることを明らかにしています。  
 
信仰と希望と愛、そして最も偉大なのは後世である。 
 
そして今、信仰、希望、愛、これらの三つを宿し、これ

らの中で最も偉大なものは愛である（第一コリント13:13
）。 
 
さて、信仰とは、期待されていることの実体であり、見

られていないことの証拠です（ヘブル11:1）。  
 
いつの時代も神を見た者はいません。御父の懐におら

れる唯一の御子を、御父は宣言されました（ヨハネ1:
18）。 
 
私たちは御霊を通して、信仰による義の希望を熱心に
待ち望んでいます。キリスト・イエスにあっては、割
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礼も無割礼も何の役にも立たないが、愛によって働く

信仰があるからである（ガラテヤ5:5,6）。  
 
信仰も希望も、アガハペーの愛の中に充実感を見いだし
ます。それ自体では、究極的な実現には至りません。使

徒パウロによると、信仰と希望はアガハペの愛によって
成就します。信仰と希望は愛を通して働きます。  
信仰と希望がアガハペの愛を通して働くとき、彼らは完
璧の頂点に達するのです。  
 
また、預言の賜物を持ち、すべての神秘とすべての知識
を理解し、すべての信仰を持ち、山を取り除くことがで
きるほどの信仰を持っていても、愛を持っていなくても

、私は何者でもありません（第一コリント13:2；強調し
ています）。 
 
信仰が愛を通して働かなければ、それは何の意味もあり

ません。 
 
愛は...不義を喜ぶのではなく、真理を喜び、すべての
ものを負い、すべてのものを信じ、すべてのものを
望み、すべてのものを耐え忍ぶ（第一コリント13:4,6
、強調 
 
信仰とは、私たちが希望を持ち、まだ見られていないも

の、まだ希望にすぎないものを見るために待っていると

いう実体であり、証拠です。信仰と希望は、善と悪に支
配された世界ではまだ見られない神の愛の証拠をつかむ

ための道具にすぎません。望まれているのは、罪と悪の
中で神のアガハペーの愛が生きていることであり、望ま
れているのは、愛と平和が君臨する世界です。あなたの
王国が来て、あなたの御心が天にあるように地上でも行

われますように」（マタイ6：10）というのは、神のアガ
ハペイの愛の律法の支配が私たちの苦しい世界に勝つこ
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とを切望しているすべての心の叫びです。  
ヘブル11:1に「信仰は目に見えないものの証拠である」
と書かれていますが、これは肉体的な目のことを言って

いるのではありません。この箇所の霊的な意味は、ヨハ

ネ1:18のイエスに関するヨハネの言葉を読むと明らかに
なります。ヨハネは、いつの時代にも神を見た者はいな
かった、つまり、イエス様のように父なる神様の御性質
を宣言した者はいなかったと言っています。誰も見たこ
とがなく、イエス様だけが宣言したのは、神の御性質で

す。それは神の本質であるアガハペー愛です。唯一の御
子イエス・キリストは、父の懐から来ました。父の懐と

いうのは、イエス様が父と同じ性格を持っているという

ことです。イエスは神様の肉体的な姿について一言も宣

言しなかったので、ヨハネは肉体的な意味で神様を見る

ということを言っているのではありません。しかし、イ

エス様はご自身の命によって、ご自分の性格を宣言され

ました。 
 
私たちの行動は、私たちが神についての真実を知ってい

るかどうかを明らかにする 
律法なしに罪を犯した者は、律法なしにも滅びる（ロー

マ2:12）というのは、イエス・キリストの特別な啓示で
ある神のアガハペの愛の律法を知らないすべての人に当
てはまります。彼らはどのようにして神のアガハペー愛
の律法を知らないのでしょうか？彼らの暴力的な行動は

、彼らが何者であるかを明らかにし、彼らが律法なしに

罪を犯したことを明らかにします。それゆえ、彼らもま

た、律法なしに滅びるのです。 
律法を持たない異邦人（ローマ2:14）とは、イエス・キ
リストによって啓示された非暴力のアガハペー愛という

神の律法を知らない人々のことを指しています。彼らは

神の性質についてのこの特別な知識を持っていませんが

、これらの人々は生まれながらにして律法の中にあるこ

とを行います。   
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彼らのすべての活動は、神の律法であるアガハペー愛が
彼らの心に書かれていることを示すものです。特に強調

されているのは、悪に対する彼らの反応です。神の平和

主義の原則、神のアガハペー愛は、彼らの心に書かれた
律法の働きを示すことになります。    
イエス・キリストを通して神を信じるすべての信者は、

律法の中で罪を犯した者であり、神の律法であるアガハ
ペー愛に反して生きてきた者です。これらの人々は暴力
を制裁したり、暴力に頼ったりしており、非暴力の律法

であるアガハペイの愛の律法によって裁かれます。ヨハ

ネの黙示録21:8には、火の湖に参加する人々が記されて
いますが、そこには、臆病者（恐れ多い）、不信仰者、

姦淫者、偶像崇拝者、嘘つきなど、非暴力的な人々がた

くさんいるように思えます。  
しかし、暴力とは、何らかの形で他人の命を侵害する行

為です。ですから、例えば臆病者は、自分が死ぬよりも

むしろ殺したいと思い、愛の神を信じていない者は、定

義上暴力を信じる者であり、同じ原理は、その節に挙げ

られているすべての人にも同様に適用されます。    
 
神の義の実践が真の信者を明らかにする 
ヨハネは、神の義であるアガハペー愛の原則を実践する

すべての人の心の中に義が見いだされるかもしれないと

宣言しています。ここで強調されているのは、神様の真

の姿を信じるだけでは十分ではないということです。ア

ガハペイの愛とは、敵でも味方でも誰に対しても暴力を
振るわない神の義です。   
人は愛を実践しなければなりません。  
  
小さな子供たちよ、彼の中にとどまっていなさい。彼
が現れたとき、私たちは自信を持って、彼の前で恥じ
ることがないようにしなさい。主が義であることを
知っているならば、義を実践する者は皆、主から生

まれていることを知っているはずです（第一ヨハネ2:
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28-29、強調）。 
 
もしあなたが神である神が義であることを知っているな

らば、神の中にはいかなる暴力もないことを知ることに

なります。この神の性格を理解していれば、この神の知

識があれば、義を実践し、友人にも敵にも非暴力的で、

たとえそのような友人や敵が嘘つきであったり、姦淫者

であったりしても、すべての人は神から生まれています

。義を実践する者は皆、神から生まれた者なので、イエ
ス様の教えと一致しているので、間違いなく平和を作る

者であることが確認されています。 
非暴力の人々は平和を築く人であり、イエス様が神の子

と呼ばれる人たちです。彼らは神の子と呼ばれるからで

す（マタイ5：9）。  
イエス・キリストは、神の子として識別されたこれらの
平和を築く者たちが、父の非暴力の性格を持っているこ
とを明確に宣言しています。  
この関連で誤解がないようにするために、私たちは、神

を完全に知っている神の存在だけが、このような過激な

真理を教えることができるということを心に留めておく

必要があります。暴力が神と人間の間で正当に正当化さ

れる例は一つもありません。イエスは、このような誤解

を招くような解釈をする余地を一切残さず、次のように

述べています。  
 
しかし、あなたがたに言う、あなたがたの敵を愛し、
あなたがたを呪う者を祝福し、あなたがたを憎む者に
は善を行い、あなたがたを悪用し、あなたがたを迫害

する者のために祈りなさい。...それゆえ、あなたがた
の天の父が完全であるように、完全でありなさい（マ

タイ5:9, 44, 45, 48）。 
 
48節は、神が神を扱うように敵を扱う者は、天の父が完
全であるように、完全であることを示しています。  
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イエスは他の誰にもできないように神を知っているので

、神の子と呼ばれるすべての人にとって暴力は許されな

いと述べる権限を持っていました。  
イエスは、山の上での説教を、次のようなことに同意す

ることによって修飾することができました。  
彼の話を聞いた人たちは、旧約聖書の神について理解し

ていました。イエスは「あなたの敵を愛しなさい。ただ

し、一つの例外を除いては...」と言うことができました
。イエス様は、御父と一体であると主張することによっ

て、その地位が与えてくれる権威によって、それまでの

神に対する冒涜的な理解を放棄されました。   
その委任を受けて、イエスは御父についての知識が、こ

れまで述べられてきたものや、それに反することが述べ

られようとしているものに比べて、究極の真理であるこ

とを証明しました。これには、述べられたことに対する

彼らの誤解も含まれています。彼は彼らの歪んだ信念を

断固として否定し、その結果、神についての真実を述べ

ることによって、神の性格についての彼らの誤った理解

を否定します。    
  
死に対する最終的な勝利は、神の恣意的な行為ではなく

、善悪の原理に対するAGAHPAY愛の勝利である。  
 
兄弟たちよ、肉も血も神の国を受け継ぐことはできな
いし、堕落も堕落を受け継ぐことはできない。見よ、
私はあなたがたに謎を告げよう。私たちは皆、眠るの
ではなく、一瞬のうちに、瞬きのうちに、最後のラッ
パの時に、変えられるのです。そのラッパが鳴ると、
死者は無垢のままよみがえり、私たちは変えられるか
らである。この堕落した者は堕落したものを身につけ
なければならず、この死すべき者は不死を身につけな
ければならないからである。この腐敗した者が堕落し
、この死すべき者が不死を身につけたとき、このよ

うに書かれたことわざが実現するであろう。"死は勝
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利の中に飲み込まれる「死よ、あなたの刺すようなも
のはどこにあるのか？勝利はどこにあるのか？死の痛
みは罪であり、罪の強さは律法である。しかし、神に
感謝します。私たちの主イエス・キリストを通して勝
利を与えてくださいます。ですから、愛する兄弟たち
よ、不動で不動であり、あなたがたの労働が主のうち
に無駄にならないことを常に知っていなさい（第一コ

リント15:50-58;強調）。 
 
上記の箇所では、腐敗とは「死すべきもの」を意味し、
腐敗とは「不死」を意味していることがわかります。  
肉と血と腐敗は神の国を継承することはできませんし、

腐敗は不死を継承することもできません。肉と血と腐敗

はすべて善と悪のサタンの死の原理の一部であり、堕落
は神のアガハペーの愛の原理によってのみ可能なのです
。イエス・キリストは、もっぱらアガハペイの愛の原理
によって生き、十字架にかかる直前にこのことを明らか

にされました。  
 
そして今，わたしはそれが来る前に，あなたがたに告
げた。この世の支配者が来て、彼はわたしには何も
持っていないからである。しかし、わたしが父を愛
し、父がわたしに戒めを与えたように、わたしもそう
することを世間に知らしめるためである。立ち上がっ

て、ここから出て行きましょう（ヨハネ14:29-
31、強調）。 
 
詩篇師がイエス様のことを語る。 
 
わたしは、わたしに助言を与えてくださった主を祝福し
、わたしの心は夜の季節にもわたしに指示する。主はわ
たしの右手におられるので、わたしは動じない。それゆ
え，わたしの心は喜び，わたしの栄光は喜び，わたしの
肉もまた希望をもって安らぐであろう。あなたの御前で
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は喜びに満ち溢れ、あなたの右手には永遠の喜びがあり

ます（詩篇16:7-11）。 
 
イエスが堕落を見なかったのは、夜の季節、つまりサタ
ンの暗黒の業に満ちた世界の中で、父が示された人生の

道を歩まれたからであり、サタンの王国に囲まれていて

も、神の道から動じなかったからです。  
私たちもまた、いのちの道、祝福の道に生きなければな

らず、堕落を身につけて神の国に入るためには、善悪の
原理を手放さなければなりません。 
 
肉体的な心を持つことは死を意味しますが、霊的な心
を持つことは命と平安を意味します。なぜなら、肉の
心は神と敵対しているからです。ですから、肉の中に
いる者は神を喜ばせることができないのです（ローマ

8:6-7）。 
 
ですから、兄弟たちよ、私たちは肉のためではなく、
肉のために生きるための負債です。肉に従って生きる
ならば、あなたがたは死ぬでしょう。しかし、御霊に
よって肉体の行いを死なせるならば、あなたがたは生

きるのです（ローマ8:12-14）。 
 
ペテロのペンテコステ説教 
ペテロの率直な証しを通して、私たちは、神がイエスの

生きる道をイエスに知らしめられたために、死はイエス

をつかまえていなかったことを学びます。 
 
イスラエルの人々よ、この言葉を聞いてください。ナ
ザレのイエスは、あなたがたが知っているように、あ
なたがたの中で神が彼を通して行った奇跡、不思議、
しるしによって、神からあなたがたに証された人であ
る。彼は、神の定められた目的と予見によって、あな
たがたが無法な手で捕らえて、十字架につけて死なせ
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た。主はわたしの右手におられるので、わたしは揺ら
ぐことがない。それゆえ、わたしの心は喜び、わたし
の舌は喜び、また、わたしの肉もまた、希望をもって
安らぐ。あなたはわたしの魂を黄泉の国に置き去りに
したり、あなたの聖なる方が堕落しているのを見させ
たりしないからです。あなたは私に生きる道を知ら

せてくださいました。(使徒言行録2:22-28;強調) 
 
What Are The Ways Of Life? 
使徒ヨハネは、誰もが混乱して道に迷うことがないよう

に、非常に明確でシンプルな方法で答えを与えてくれま

す。 
 
兄弟たちよ、世界があなたがたを憎んでいても、驚嘆し
てはならない。私たちは、兄弟たちを愛しているからこ
そ、死から生への道を歩んでいることを知っているので

す。  
兄弟を愛さない者は死の中にいる。兄弟を憎む者は誰で
も人殺しであり、どんな人も永遠の命が宿っていること

を知っています（第一ヨハネ3:13-15、強調）。  
 
イエス・キリストは御父から命の道を学び、その生涯と

教えと死によって、私たちにもそれを知らしめてくださ

いました。   
死が彼を支配することがなくなったように、私たちがい

のちの道に従うならば、死もまた私たちを支配すること

がなくなります。 
 
あるいは、キリスト・イエスにバプテスマを受けた私
たちの多くが、キリストの死にバプテスマを受けたこ
とを知らないのでしょうか。キリストが父の栄光によ
って死からよみがえられたように，わたしたちも新
しい命のうちに歩むべきである」［もはや暴力的で

はない］。"もし私たちがキリストの死に似せて一つ
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になったならば、私たちもまた、キリストの復活に

似せて一つになるでしょう。善と悪に）死んだ者は
、罪から解放されたからです。もし私たちがキリスト
と共に死んだならば、私たちはキリストと共に生きる
ことができると信じています。死はもはやキリスト
を支配するものではありません。キリストが死んだ
死によって、彼は罪（善と悪）のために一度だけ死ん
だのです。同じように、あなたがたもまた、罪（善
と悪）のために死んだのではなく、私たちの主キリ
スト・イエスにあって神に生かされているのです（

ローマ6:3-11、強調しています）。 
 
イスラエルの人々に語りかけるパウロは言う。 
 
人と兄弟たち，アブラハム家の息子たち，そしてあな
たがたの中で神を恐れる者たち，あなたがたにこの救
いの言葉が送られてきた。エルサレムに住む者たちと
その支配者たちは、彼らが彼を知らなかったために、
また安息日ごとに読まれる預言者たちの声さえも知ら
なかったために、彼を非難して彼らを成就させたので
す。    
 
エルサレムに住む人々とその支配者たちは、イエスを通

して、彼らが崇拝することになっていた神がアガハペー
愛の神であり、神の中に暴力を持たない神であることを

知る機会を与えられました。彼らは暴力の神を崇拝した

かったので、イエス・キリストからのこの知識を拒否し

ました。したがって、彼らは非暴力の王子を殺害し、自

分たちの信念体系に従わない者には神が何かをすると信

じていたことを、自分たちの人生の中で実現したのです

。  
 
さて、彼らが彼について書かれていることをすべて満た
したとき、彼らは彼を木から下ろし、墓に寝かせた。し
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かし、神は彼を死からよみがえらせられた。ガリラヤか
らエルサレムまで彼と一緒に上ってきた者たちによって
，彼は何日も見られた。そして、私たちはあなたがたに
吉報を宣言します。神は、私たちの子供たちのために、
イエスをよみがえらせてくださったということで、これ
を成就してくださいました。詩篇第二篇にも書かれてい
ます。あなたは私の子であり、今日、私はあなたを産ん
だ」と書かれているように、神はイエスを死人の中から
よみがえらせ、もう堕落に戻ることはないと、このよう
に語っておられます。ダビデの確かなあわれみをあなた
がたに与えよう。それゆえ、神は別の詩篇でも次のよう
に言われています。あなたの聖なる者が堕落することを
許さない」とも言われています。ダビデは、神の御心に
よって自分の世代に仕えた後、眠りにつき、先祖たちと
一緒に葬られ、堕落を見ましたが、神がよみがえられた

方は堕落を見ませんでした（使徒13:29-37）。  
イエス・キリストは無罪でした。つまり、アガハペの愛
の律法を完全に守っていたのです。彼は剣で生きていな
かったので、死と堕落の領域にとどまることはありませ

んでした。もしそうであれば、剣を取る者は皆剣で滅び
ると宣言したことも彼の運命だったでしょう。       
 
それゆえ、兄弟たちよ、この方を通して、罪の赦しが
あなたがたに宣べ伝えられていることを、あなたがた
に知らせましょう。預言者たちに語られたことがあな
たがたの上に降りかかることがないように気をつけな
さい。見よ，あなたがたは軽蔑し，驚嘆して滅びろ。
わたしはあなたがたの時代に仕事をしているからであ
る。その仕事は、ある人があなたがたに宣言しても、

あなたがたは決して信じないだろう（使徒13:38-
41）。 
 
パウロは、イエス・キリストが命を与えてくださる父に

関するメッセージである、信じられないこと、死はアガ
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ハペイの原理には何の力もないことを信じるようにと聴
衆に懇願しています。このメッセージは、世界の歴史の

中でこの時代を生きている私たちにも意味があります。

聖書は、イエス・キリストと彼のアガハペイの愛の原則
によって、私たちもまた死に打ち勝つことができること

を示しており、これは実際、問題となっている二つの法

律に関する論争を終わらせるために起こる必要があるこ

とです。 
 
睡眠と最初の死は同義語 
テサロニケの信徒への手紙でパウロは死について次のよ
うに述べています。 
 
しかし、兄弟たちよ、眠ってしまった人たちのこと
を知らないで、希望のない人たちのように悲しまない
でほしい。イエスが死んでよみがえられたことを信じ
るならば、神はイエスを通して眠っている人たちを
ご自身のもとに連れて来られるからです。このことを
、主の言葉によってあなたがたに言います。主が来ら
れるまで生きている私たちは、眠っている者に決し
て先立つことはありません。主ご自身は、大天使の声
と神のラッパをもって、叫びをもって天から降られる
からである。そして、キリストにある死者が先によ
みがえる。そして、生きていて残っているわたした

ちは、彼らと一緒に雲の中に捕らえられて、空中で

主に会うことになる。こうして、私たちはいつも主
と共にいるのです。ですから、これらの言葉をもって

、互いに慰め合いましょう（第一テサロニケ4:13-
18、強調）。  
 
ここには、先に述べた二つのグループ、すなわち、信じ

て死ぬ人と、生きていて、信じていて、決して死なない

人がはっきりと描かれています。聖書は、私たちはみな

眠らないと教えています。この文脈では、眠りとは最初
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の死を意味しています。終末の時には、死を経験しない

人たちがいて、その人たちは翻訳されます。彼らはサタ

ンの死の原理の究極的な結果を経験することはありませ

んが、イエス・キリストの第二次臨在までは生きていま

す。彼らは地上から生きたまま運ばれ、空中でイエス・

キリストに会うことになります。 
 
兄弟たちよ、肉と血は神の国を受け継ぐものであり、堕
落は堕落を受け継ぐものではありません。見よ、私はあ
なたがたに謎を告げよう。私たちはみな眠るのではなく
、一瞬にして、まばたきのように、最後のラッパの時に
、変えられるのです。そのラッパが鳴ると、死者は無垢
のままよみがえり、私たちは変えられるからです。堕落
した者は堕落し、死すべき者は不死を身につけなければ
ならないからである。この腐敗した者が堕落したものを
身につけ、この死すべき者が不浄を身につけたとき、こ

う書かれていることわざが実現するであろう。"死は勝利
に飲み込まれる""死よ 
刺すものはどこにある？黄泉の国よ 
勝利はどこにある？死の刺すものは罪であり、罪の強さ

は律法（善と悪の）である（第一コリント15:50-
56；強調）。 
 
誰が変わるのか-
一瞬にして、瞬く間に、最後のラッパの時に。  
その時に生きていて、アガハペイの愛の原理によって生
きている人たちは変えられるでしょう。彼らは、善悪の
知識の木のサタンの原理によって経験してきた影響のす
べてから解放されます。サタンと罪によって引き起こさ

れたすべてのことと、彼らに与えられた罪の影響がつい

に終わりを迎え、彼らはサタンの原理の落ちこぼれから

自由になるでしょう。  
パウロはこの信じられないような出来事を、すべての被

造物が待ち望んでいるものとして語っています。 
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今の時代の苦しみは，わたしたちのうちに啓示される
栄光と比較するに値しないと考えているからです。被
造物の切実な期待は，神の子の啓示を待ち望んでいる
からです。なぜなら、被造物が無益にさらされたのは
、自分の意志ではなく、希望を持って被造物をさらさ
れた方のおかげだからです。 
 
神は彼らの目から涙を一滴残らず拭い去ってくださる
。死も、悲しみも、泣くことも、もうない。 
 
死は宇宙に存在しなくなる 
神はホセア書の中で未来の窓を開き、死が滅びる時、死

からの自由を与えてくださる時を示してくださいます。 
 
私は彼らを墓の力から救い出し，彼らを死から救う。
死よ，わたしはあなたがたの災いとなる。墓よ、わた
しはあなたがたの滅びとなる。憐れみはわたしの目か

ら隠されている（ホセア13:14）。 
 
神は死がなくなることを待ち望んでおられます。このこ

とは、第一コリント15:26にある「最後に滅ぼされる敵は
死である」という一節によって裏付けられています。 
ホセアの文章はまた、人の心が永遠に自分が選んだもの

に固まってしまい、それ以上動くことができなくなる日

のことを指しています。これは神の怒りの日であり、神

が私たちの選択を完全に解放し、憐れみが神の目から隠

される日です。 
愛する子供たちを手放すことに対する神の痛みは、エル

サレムの運命を嘆くイエスの嘆きの中に感じることがで

きます。 
 
エルサレムよ エルサレムよ 預言者を殺し 
石を投げつける者！私は何度もお前たちの子供たちを
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集めようと思った雌鶏が雛を羽の下に集めるようにし
かしお前たちは反対した！見ろ！あなたがたの家は荒

れ果てたままである（マタイ23:37, 38）。 
 
エジプトからカナンへの出エジプトは、より大きな出来

事を指し示すタイプです。 
神は、エジプトからカナンまでの出エジプトの出来事の

すべてを、時代の終わりが来た私たち、つまり、時の終
わり、最後の世代に生きている私たちのための模範とし

て用いられました。これに関連して書かれていることは

想像を絶するものであり，すべてはわたしたちの戒めの

ために書かれたものです。これらのことは、神のお人柄

についての真理を世界に知らせる上で重要な役割を果た

す人々のために書かれたものであり、また、個人的な生

活の中でその真理を生きていく人々のために書かれたの

です。このことは、第一コリント10:11から学んでいます
。 
 
さて，これらのことはすべて模範としてかれらに起こ
ったことであり，わたしたちの戒めのために書かれ
たのである。 
 
以前、ヘブル3:12-
19の一節で、イスラエルの子供たち、特にエジプトを出
た世代は、約束の地に入ることができず、神の休息に入
ることができなかったことを読みました。  
その世代は40年間砂漠をさまよい、結局カナンに入るこ
となく死んでしまいました。聖書は、彼らが入れなかっ

たのは、不信仰のためだと言っています。このことを正

しく理解するように注意しなければなりません。彼らが

入れなかったのは、彼らが不信仰を持っていたから神が

彼らを罰したのではありません。そうではなく、彼らが

入れなかったのは、彼ら自身の不信仰のせいなのです。

彼らの不信仰は、神様がいるかどうかとは関係なく、そ
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の神様がどのような性格を持っているかと関係していた

のです。  
旧約聖書に戻って、エジプトを出た世代がなぜカナンに

入らなかったのかを教えている箇所を読んでみましょう

。それを読みながら、私たちは、この出来事が、はるか

に大きな未来の出来事の象徴的な例であり、その反定型

的な適用は、時代の終わりが来た人々のためであること

を心に留めておく必要があります。民数記14:21-
24から始めて、私たちは読みます。 
 
なぜなら、これらの人々はみな、わたしの栄光と、エ

ジプトと荒野でわたしが行ったしるしを見て、この1
0回の試練を受け、わたしの声に耳を傾けず、わたし
が先祖に誓った地を見ることはないし、わたしを拒
んだ者も見ることはないからである。しかし、わた
しのしもべであるカレブは、彼の中に別の霊を持っ
ていて、わたしに完全に従っているので、わたしは
彼が行った地に連れて行き、その子孫がその地を相続
する（強調して付け加えた）。 
 
全地が主の栄光で満たされるという神の予言は、まだ起
こっていないのでしょうか。世界の歴史の中で、これほ

どまでに起こったことはありません。このため、黙示録1
4:6-
7で語られている永遠の福音の説教、つまり神様のお人柄
についてのメッセージは、まだ成就していません。  
 
私は別の天使が天の中を飛んでいるのを見た。それは永
遠の福音を地に住む人々、すべての民族、部族、舌、民
族に説くためであった。    
 
神のお人柄に関する真実は、地のすべての住人に説かれ

、すべての国、部族、民族、舌からなる、誰も数えられ
ないほどの多くの人々に宣べ伝えられるでしょう（黙示
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録7:9）。世界は、創造主がアガハペー愛の神であり、神
の中に暴力はないという真理をまだ聞いていません。イ

エス様ご自身が、神のお人柄の啓示を、終わりの時、二

度目の降臨の直前に置かれました。  
 
そして、この王国の福音は、すべての国の証人として
全世界に宣べ伝えられ、やがて終わりが来る（マタイ

24:14）。    
 
文字通りのイスラエルのエジプトからカナーンまでの経

験は、現代の霊的なイスラエルに直接適用されます。時
代の終わりが来た者たちの上に」という言葉は、イエス
・キリストの第二次臨在の直前に生きていた人たちの最

後の世代を指しています。この最後の世代は全人類を網

羅しています。神を信じるか信じないかにかかわらず、

この世代の人々によって、重大な意味を持つ何かが明ら

かにされるでしょう。彼らの人生は、神なのかサタンな

のか、誰が彼らの人格を支配しているのかをはっきりと

示すことになるでしょう。霊的なエジプトに属する人々

は、サタンの暴力の原理によって生きることになります

。   
霊的なイスラエルに属する者は、神の非暴力の原則に従

って生きることになります。このように理解するのは簡

単で、時代の終わりが来ている私たち全員は、何があっ

ても、言い訳ができません（ローマ人への手紙1:20e）。  
 
神を信じる者と信じない者は、疑いもなくそれぞれのキ

ャラクターを明らかにするだろう 
文字通りのエジプトは、神のご性質についての真実を否

定するために広まった偽りの信念体系を表していました

。文字通りのイスラエルは、異教の  
礼拝エジプトでの400年間は、彼らの神に対する理解にそ
の痕跡を残しました。彼らは神の性格についてのあらゆ

る種類の異教の概念で十分に教化されました。その結果
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、彼らはアガハペイ愛の神の代わりにエジプトの破壊的
な神々を崇拝しました。   
次の一節では、なぜこの世代がカナンに入らなかったの

か、さらに大きな光を当てていきます。申命記2:14-
18にあります。 
 
カデシュ・バルネアからゼレドの谷を渡るまでにかか
った時間は三十八年で、主が彼らに宣誓されたように
、軍人のすべての世代が陣営の中腹から滅びるまで
であった。本当に主の手は彼らに敵対し、陣営の中
腹から滅びるまで彼らを滅ぼそうとされたのである。
それで、ついにすべての軍人が民の間から滅びたと

き、主はわたしに言われた、『今日、あなたはモア
ブの境界であるアルで渡りなさい（強調）』と。 
上記の箇所は、戦争に参加していた人々が民衆の中から

ついに滅びて初めて、約束の地に渡ることができたこと

を明確に示しています。この節で使われている言葉は誤

解を招く可能性がありますので、私たちは慎重に研究し

て、ここで意図されている本当の意味をまとめなければ

なりません。主の御手は彼らに対して、陣営の中から焼
き尽くされるまで彼らを滅ぼそうとされた」と読むとき
、神の非破壊的な性格を心に留めておかなければなりま

せん。ヘブル人への手紙の前の一節で使われていた「死
体」という言葉を研究すると、なぜこの人たちが陣営の
中から焼き尽くされるまで滅ぼされたのかがわかります

。ストロング・コンコーダンスでは、死体（コロン）を

次のように定義しています。"身体の手足（切り取られた
ような）： - 
死骸"と定義されています。増幅聖書はヘブル3:17をこの
ように訳しています。 
 
40年間も誰に苛立ち，挑発され，悲嘆に暮れていたの
か。それは罪を犯した者たちではなく，バラバラにさ
れた遺体が荒野に残された者たちではなかったか。 
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この男たちは戦争をし、殺し、殺され、暴力的な死を遂

げていたのです。彼らは剣によって生き、剣によって滅

びました。もし、神が彼らを戦争の暴力的な人間だから

殺したと考えるならば、神は彼らと何ら変わりがなく、

彼らを滅ぼす権利はありません。  
この人たちがカナンに入らなかった理由は、彼らが不信

仰の邪悪な心を持っていたからであり、彼らは神ご自身

を暴力的だと信じていたので、彼らもまた暴力を使い、

暴力的でない神の残りの部分に入ることができなかった

のです。  
 
神を信じる者、特にクリスチャンは、終わりの時にサタ

ンの主な標的になるだろう 
神の信者であることを公言している人たちがこれほどま

でに暴力を使うのはなぜでしょうか？また、イエス・キ

リストから平和の神の啓示を受けているのですから、他

の誰よりもよく知っているはずなのに、なぜクリスチャ

ンは特に暴力を使ったり、推進したりしているのでしょ

うか？歴史の中で宗教家は暴力の主な使用者であり、推

進者でもありました。これはサタンの切り札であり、彼

が神の顔にこすりつけることを望んでいるのは、「ほら

、あなたの民は私の原則があなたのものよりも優れてい

ると思っているから、彼らは今、私の信奉者になってい

る」と言うようなものです。このようにして、彼は神の

すべての公言している信者を標的にしていますが、特に

クリスチャンを標的にしています。  
このように、時代の終わりが来た者には、警告が与えら
れています。  
 
兄弟たちよ、あなたがたの中に生ける神から離れよ
うとする不信仰の邪悪な心がないように気をつけな
さい。 
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私たちは、善悪の原理、非難と死の原理である罪の欺瞞
によって固くなってはいけません。私たちが死ではなく

、いのちを持つことが神の目的なのです。     
約束は、神がご自身の目的と恵みに従って私たちに与え

てくださった命に関連して、私たちに与えられたもので

す。サタンは、神の生命を与える原理には死も含まれて

いると誤魔化し、私たちがこの約束の本当の意味を見失

うようにしました。神は、私たちが死とそのすべての面

がルシファーに由来することを知ることを約束されまし

た。神はまた、神がいのちの源であり、神からの暴力が

ないことを知ることを約束されています。私たちがこれ

らの真理を知り、受け入れ、私たちの人生の運営原理と

して選択すると、驚くべきことが起こると言われていま

す。  
 
...そして、あなたがたが足で踏みつける蛇（詩篇91:13）
。 
 
この同じ約束はローマ人への手紙16章20節にあります。 
 
そして、平和の神はすぐにサタンを足元から叩き潰す
でしょう。 
 
サタンがどのようにして私たちの足下に押しつぶされる

のかという疑問は、ヘブル書の中でさらに答えられてい

ます。  
 
それは死によって、死の力を持つ者、すなわち悪魔
を滅ぼされ、死を恐れて生涯束縛の対象となってい

た人々を解放されたからである（ヘブル2:14-
15、強調）。 
 
イエス様が十字架で死なれた時、人類はまだ神様が死の

創造主だと信じていたので、死に対するサタンの力が世
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界に残っていました。しかし、終末の時代の残党の人々

が、神は死の責任が全くないと信じるようになれば、サ

タンの力は滅びるでしょう。  
最後に滅ぼされる敵は死だと読みました。  
死が神の敵であるならば、なぜ神は個人的に神の敵であ

る死を使って私たちを罰するのでしょうか？神の敵であ

るサタンは死の原理を体現しているので、宇宙から滅ぼ

される最後の敵は、サタンとその従者たちとともに、サ

タンの死を引き起こす原理になります。死の力を持って

いるのはサタンであることが明言されています。   
イエス様が死を経験されたのは、その死によって、私た

ちが死の恐怖によって引き起こされる束縛から解放され

るためです。私たちは、死を恐れることによって、生涯

にわたって束縛にさらされています。私たちが受ける束

縛とは、死そのものです。いのちの神、死とは何の関係

もない神に信頼を置くことで、私たちは今、死の力から

解放されます。このようにして、私たちが死の力を持ち

、その使者とともに人類のすべての殺人を行ったのは誰

なのかを理解するようになると、サタンの頭は打ち砕か

れます。翻訳される最後の世代は、死そのものから自由

になるでしょう。彼らは、神がＡＧＡＨＡＰＡＹ愛であ
ることを信じ、神の非暴力的な性格を生き抜くことにな

ります。  
  
パウロは、イエスがすべての人に命を与えることを確認

する 
使徒パウロは、生と死と復活についての著作の中で、イ

エスが命について述べたことを繰り返し、神とイエス・

キリストが命の源であることを確認しています。それら

の内にある命の力によって、父と子は死者の復活の責任

を負うことになります。 
 
しかし今、キリストは死者の中からよみがえられ、眠っ
ていた人々の最初の実となった。人によって死がもたら
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されたので、人によって死者の復活がもたらされたので
ある。アダムではすべての人が死んだように、キリスト
ではすべての人が生かされるからである。しかし、それ
ぞれがそれぞれの順序で。キリストが最初に実を結び、
その後、キリストが来られた時にキリストのものとなる

者たちが...最後に滅ぼされる敵は死である..."死は勝利に
飲み込まれる死よ 痛みはどこにある？地獄よ 
勝利はどこにある？死の痛みは罪だ 
罪の強さは律法だしかし、私たちの主イエス・キリスト
を通して勝利を与えてくださる神に感謝します（第一コ

リント15:20-23、26、54-57、強調）。  
 
死は、最初の人間であるアダムを通して、この世に入っ

てきたのです。死の原理は神のものではありませんでし

た。それはサタンの原理であり、それには確かに死が含

まれていました。 
 
神の命令は永遠の命 
死の領域は非常に強力なので、神についての真実の良い

ニュースに私たちの目を開くために、神の御子の命と死

を必要としました。神はいのちであり、いのちのみであ

り、私たちがいのちの贈り物を受ける者となることは神

の願いであり、私たちが行ったどんな働きにも基づくも

のではありません。 
 
わたしは自分の権威を語ったのではありません。しか
し、わたしを遣わしてくださった父は、わたしに命令
を与え、わたしが言うべきこと、話すべきことを与え
てくださいました。わたしは、その命令が永遠の命
であることを知っています。ですから、わたしが話
すことは何であれ、父がわたしに言われたように、わ

たしも話すのです（ヨハネ12：49、強調）。 
私たちは、不信の邪悪な心を持ってはならない 
イエス・キリストの福音の良い知らせの壮大さを理解し
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，受け入れることが難しいことについては，ヘブル3：12
-
19の一節にあるように，私たちは日々互いに励まし合う
ように励まされています。 
同様に、ペテロは、第一ペテロ4:17-
18で、いのちの神への信頼を手放さないようにと警告し
ています。 
 
裁きが神の家から始まる時が来たからである。もしそ
れが先に私たちから始まるなら、神の福音に従わない
者たちはどうなるのか。さて、『正しい者がほとんど
救われないならば、不敬虔な者と罪人はどこに現れる
のでしょうか？  
 
ヘブル2:1-
4で、私たちがこれほど大きな救いを与えられていると言
われているのに、なぜペテロは、義人はほとんど救われ

ていないと言うのでしょうか。 
 
ですから，わたしたちは聞いたことにもっと真剣に注
意を払わなければなりません。天使を通して語られた
言葉が確固たるものであることが証明され，すべての
罪や不従順が正当な報いを受けたならば，このように
偉大な救いを無視しても，どうやって逃れることがで
きるでしょうか。 
 
問題は、神の偉大な救いにあるのではなく、イエス・キ

リストにある真理の偉大な意義のすべてを、私たちが故

意に拒否していることにあります。善悪の原理の力は、
欺瞞によって神の良い知らせを無効にする能力にありま

す。アダムとエバが神について盲目になり、神を恐れて

隠れていたのはこのためであり、サタンが全世界を欺く

のもこのためです。私たちは、イエス・キリストを通し

て神が私たちに与えてくださった大いなる救いを見過ご
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さないように、その欺瞞的な嘘の網に陥らないように絶

えず気をつけなければなりません。このように、もし正

しい人がほとんど救われていないとしたら、それは神が

それほど大きな救いを与えていないからではありません

。それは、サタンの原理からの非難があまりにも強く、

欺瞞的であるために、私たちはみな赦され、神によって

無条件に受け入れられているという良い知らせを信じる

ことができないからです。 
 
分断国は立ち行かない 
神が悪人を処刑する責任があるならば、なぜ後になって

復活させるのでしょうか。   
神は悪人を殺してから、後になって復活させる方なので

しょうか？   イエス様の次の言葉は永遠の原則です。  
 
自分に反して分裂したすべての王国は荒廃し、自分に
反して分裂したすべての都市や家は立ち上がらない。
もしサタンがサタンを追い出すならば、サタンは自分
自身に反して分裂している。そのとき、彼の王国はど

のようにして立ち上がるのでしょうか？マタイ12:25-
26）。 
 
もし私たちがこの原則をもう一度言い直して、サタンの

代わりに神をこの原則が適用される方とするならば、次

のようなことが言えるでしょう：「もし神がご自身と相

反する関係で働いているならば、あるいは、もし神が最

初に悪人を殺し、その後に悪人を復活させたならば、神

は混沌とした方法で働いており、ご自身に対して分裂し

ている。その時、神の王国はどのようにして立つのでし

ょうか？    
分裂した王国は存在しないという原則は、アダムとエバ

が罪を犯して以来、私たちの世界で起こったこと、そし

てそれが今も続いているという事実によって、はっきり

と示されています。これは事実の表明であり、すべての
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人間関係や状況に適用されます。私たちは、神の国が永

遠に続くことを知っていますので、神の国は分裂した国

ではないと推論することができます。  
イエス様の上記の発言は、サタンの王国は確かに分裂し

た王国であり、最後には立たない、つまり永遠には続か

ないことを宣言しています。ルシファーとその原理が立

たないことの証明は、イザヤ書14章にあります。  
 
あなたを見る者はあなたを見つめ熟考するでしょう"この
人は地を震わせ 王国を揺るがし 世界を砂漠のようにし 
都市を転覆させ 
捕虜を家に帰させなかった人か？国のすべての王たちは
栄光の中に横たわっており、それぞれが自分の墓の中に
いる。しかし、あなたがたは墓から追放され、憎むべき
枝のように墓から離れ、殺された者、剣で貫かれた者、
足で踏まれた死体のように、穴の石の上に落ちていく。
あなたは彼らと一緒に埋葬されることはない。なぜなら
、あなたはあなたの土地を破壊し、あなたの民を殺害し

たからだ。"悪を行う者の子孫には、もう名前がつけられ
ないように!(イザヤ14:16-20) 
 
この最後の叫びは、「悪人の子孫に名前が付けられなく
なりますように！」というイエスの言葉を思い起こさせ
ます。 
 
光と闇は決して混ざり合うことはできない     
神は光である。光」という言葉は、神の性質と神の本質

に関連して象徴的に使われています。闇は光と究極的に

対極にある象徴であり、聖書ではサタンの性質、宇宙に

導入した原理、そして神の性質に関する欺瞞を表現する

ために闇という言葉が使われています。光と闇は決して

融合して一つの存在になることはできません。たとえ天

からの天使がそうすることができると言ったとしても、

この二つを混ぜようとする試みは決して成功しません。
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したがって、このような欺瞞的な情報が主流のスピリチ

ュアルな考え方の一部になっていることは、非常に不穏

なことです。そのような融合が起こることができること

は絶対的な嘘であり、人類を欺く唯一の目的のために推

進されています。  
サタンとその天使たちは、明確な邪悪な理由のためにこ

の嘘を宣伝しています。彼は、神の性質が光と闇の二面

性で構成されていることを人類に納得させることができ

れば、人類がこの間違った神の概念の原理を信じて受け

入れれば、事実上、彼（サタン）が崇拝される側になる

と考えているのです。彼が崇拝されようとしていること

は、エゼキエル書28:2を見れば明らかです。  
 
あなたの心が持ち上げられて、「私は神だ、私は神の座
に座っている」と言うからです。  
 
そして 
 
あなたの心はあなたの美しさのために持ち上げられた
が、あなたはあなたの明るさのために、あなたの知恵

を堕落させた（エゼキエル28:17）。 
神が闇と光でできているというそのような教えは、決し
て神やその天使たちから出てくるものではありません。 
 
ポールは私たちを正しい視点に導く 
冒涜」という言葉は、侮辱する、中傷する、不敬なこと

を言う、非難する、嘲笑する、という意味です。このよ

うに、この教義が示すジレンマに直面することなく、恣

意的な報いと罰のある神への信仰を正当化しようとする

ことは、紛れもなく冒涜的なことです。   
イエスの時代に生きていた人々が犯した間違い、つまり

、イエスがベエルゼバブであると考えていたことを考え

ることは、私たちにとって良いことです。私たちは彼ら

がしたのと同じ穴に落ちて、神が唯一のアガハペイの愛
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であるときに、神が恣意的な神であると信じることによ

って、悪の縮図を犯すかもしれません。神のアガハペイ
の愛は、この恣意的な報酬と罰の二重人格の神とは真逆
です。神についてのこのような誤った信念を広めること

は、人類への冒涜の極みです。   
この二重人格を神の性格に当てはめることで、神の何と

忌まわしい背信的な描写が描かれていることでしょう。

この一般的な信念は、神のアガハペー愛の性格を歪曲し

たものです。パウロは、宇宙のアガハペイ愛の神は、こ
の部族的な恣意的な報いと罰の神とは正反対であると述

べています。パウロは、神がアガハペー愛であるがゆえ
に、十字架上のイエス・キリストのお姿で、すべての悪

をご自身の身に負われたことを確認しています。 
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私たちがまだ力を失っていた時に、キリストは不敬虔
な者のために死んでくださったのです。正しい人のた
めに人が死ぬことはほとんどありませんが、善良な人
のためには死ぬ勇気があるかもしれません。しかし、
神は、私たちがまだ罪人であったときに、キリストが
私たちのために死んでくださったという点で、私たち
に対する神ご自身の愛を示してくださっています。そ
の血によって義とされた私たちは、キリストによって
怒りから救われるのです。私たちが敵であったとき、
御子の死によって神と和解したのであれば、和解した

私たちは、その命によって救われるのです（ローマ5:
6-10）。 
 
身体の光は目 
マタイ6:22-
23では、イエスは「いのちの木」に代表される神の原理
のみによって支配され、いかなる形の暗闇にも染まらな

い心について述べています。 
 
体のランプは目である。したがって、あなたの目が良
いならば、あなたの体全体は光でいっぱいになります
。しかし、もしあなたの目が悪ければ、あなたの全身
は暗闇でいっぱいになります。それゆえに、あなたが
たの中にある光が闇であるならば、その闇はどれほど
大きいか。     
 
目は心とその信念を象徴しています。したがって、もし
あなたの目が善であるならば、生命の木に代表される単
一の原理に支配されている人間の心のことを指していま

す。それは、神がアガハペイの愛であり、アガハペイの
愛が神の義であることを確信を持って知っている心を指
しています。生命の木が神がアガハペー愛であることを
明らかにしているように、人間の心が生命の木に代表さ
れるこの一つの原理を信じて受け入れれば、体全体が光
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に満ちるようになります。この心は、神の知恵、神の知

識で満たされています。そうすれば、全身が光で満たさ

れ、それは神の人格と義の完璧な知識となります。  
ここでは、イエス様のメッセージを伝えるために、レー

ベン（酵母）の概念を使っているイエス様のもう一つの

言葉を見てみましょう。 
 
天の国は、女が三杯の食事で取って隠しておいた、す
べてのものが油にまみれてしまうまでの間にできた、

「レーズン」のようなものである（マタイ13:33）。 
 
酵母は生地全体に浸透する力を持っており、生地に加え

られた少量でも全体にその働きを果たします。ですから

、神の正しい知識：一度理解され魂に受け入れられると

、その人の人生や行動全体に影響を与えます。 
被造物の神の善良さを見ることによって、栄光から栄光

へと変えられていく人間の行動には、この神のお人柄を

正しく知ることだけが、実際的な影響を与えます。  
しかし、もしあなたの目が悪いのであれば、善悪の知識
の木に代表されるサタンの原理に支配されている心のこ
とを指します。この心は、神様の性格について絶対的な

闇の中にあります。もし心の九十九パーセントが神の性

質について正しくても、一パーセントに欠陥があるとす

れば、神についての知識全体が歪んでしまいます。この

点について、イエスは次のように警告しています。 
 
だから、あなたがたの内にある光は、暗闇ではないこと

に注意しなさい（ルカ11:35）。 
 
ですから、イエス様によれば、私たちは非常に重要なこ

とに注意を払わなければなりません。それは、サタンが

私たちの心を欺いて、闇の業が神の活動の一部であると

信じ込ませてはいけないということです。ですから、イ

エスによれば、私たちの心がいかなる闇にも染まってい
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ないように、また、神の性質に対するいかなる邪悪な理

解にも染まっていないようにしなければなりません。  
このことは、イエス様が霊的真理のレヴンの例としてレ

ヴンを用いられたことによって、改めて説明することが

できます。  
 
さて，イエスの弟子たちが向こう側に来たとき，彼ら
はパンを取るのを忘れていた。そこでイエスは彼らに
言われた，『パリサイ人とサドカイ人の油脂に気をつ
けて，気をつけなさい。彼らは自分たちの間で考えて
，『パンを持っていかなかったからだ』と言った。し
かし，イエスはそれを知っていたので，彼らに言われ
た『信仰の薄いあなたがたは，なぜ，パンを持ってこ
なかったからといって，自分たちの間で理屈をこねて
いるのか。あなたがたはまだ理解していないのか，五
千人のうちの五つのパンと，何個の籠を持って行った
かを覚えていないのか。また四千人のうちの七つのパ
ンと、何個の大きな籠を持って行ったかを覚えていな
いのか。どうしてあなたがたは、わたしがパンについ
てあなたがたに話さなかったことを理解しないのか。

- 
それは、パリサイ人とサドカイ人の油脂に気をつける
ためである。そして、彼らは理解した。主はパンの油
脂に気をつけろと言われたのではなく、ファリサイ派
とサドカイ派の教義に気をつけろと言われたのである

（マタイ16：5-12）。 
 
ファリサイ派の人々の汚れは、神に対する小さな誤解か

ら始まったにもかかわらず、神に対する彼らの理解の全

体の塊にまで成長し、神を見誤ったり誤解したりするよ

うになり、イエス・キリストを罪を犯した者の中に数え

て死刑を宣告するところまで来てしまったのです。  
ルカ11:36のイエス様によると、その逆もまた事実です。  
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その後、あなたの全身が光でいっぱいになり、暗い部
分がない場合は、ランプの明るい輝きがあなたに光を
与えるときのように、全身が光でいっぱいになります
。 
 
イエスは、神の正しい知識、神の性格であるアガハペー
の愛を正しく知ることと、心全体が光に満ちていること
を同一視し、神についての誤った信念を持たないように

しています。  
 
神の性格には闇がない 
使徒ヨハネは、神の人格が誤った概念によって堕落する

ことのないように、次のように述べています。 
 
これは、私たちが神から聞いたメッセージであり、神は
光であり、神のうちには全く暗闇がないことを、あなた

がたに宣言するものです（第一ヨハネ1:5）。 
 
この文の中で明らかなように、神にはいかなる種類の暗

闇も「全く」存在しません。イエスは御父から来て、私

たちに御自分の永遠の原則を教えてくださいました。  
 
わたしは、あなたがわたしに与えてくださった言葉を

彼らに与えたからです（ヨハネ17：8）。 
 
神の本質がアガペー愛・光・命であるならば、内面的に
も外面的にも神は愛・光・命でしかありません。 
 
善人は心の善い宝から善を生み、悪人は心の悪い宝か
ら悪を生む。彼の口は心の豊かさから語られる（ルカ

6:45）。 
 
これらの言葉と原則は、神の究極の啓示であるイエス・

キリストによって表現されたものであり、私たちに適用
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されるのと同様に、イエス・キリストにも適用されます

。  
神は不変であるため、神が直面する状況に関係なく、神

はアガハペイの愛であるため、悪の行為を生み出すこと
ができないということになります。アガハペイの愛は、
神の心の宝から生まれるすべてのものであり、したがっ

て、神は闇のない光であると表現されています。
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セブン 
 
CREATION WEEKの別日 
 
天地創造は善悪が取り込まれるまで完璧だった 
創世記の天地創造の記録を通して、私たちは神の目に見

えない本質と神の目に見えない性質を知ることができま

す。神が私たちの地球を創造されたとき、それは息を呑

むような光景であり、その素晴らしさは、朝の星さえも

一緒に歌い、神の息子たちは皆、喜びの叫び声をあげて

反応したほどです。  
 
私が大地の基礎を築いた時、あなたはどこにいたので
すか？あなたに理解があるなら教えてください。誰が
測ったのか？知っているはずだ！誰がその上に線を引
いたのか？その基礎は何に固定されていたのか？それ
とも誰がその礎石を築いたのか、朝の星が一緒に歌い

、すべての神の子らが喜びのために叫んだのか？(ヨ
ブ記38:4-7)。 
 
その時、神はご自分の造られたすべてのものを見られ
たが、確かにそれは非常に良いものであった。それで

、夕方と朝は六日目であった（創世記1:31）。 
 
神の元々の原始的な創造は、間違いなく私たちが今見て

いるものよりもはるかに栄光に満ちたものでした。それ

は目に見えて創造主を反映していました。何千年にもわ

たってサタンや罪、堕落した人間性がその完璧な創造に

与えたダメージを受けた後も、私たちはその素晴らしさ

に畏敬の念を抱いています。私たちの宇宙の創造は、天

人がそれまで見ていたものとは比べ物にならないもので
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した。その壮麗な姿を目の当たりにした彼らの心境は、

その反応からもうかがい知ることができ、歓喜の声をあ

げたのは、その高揚した声が宇宙全体を満たしたに違い

ない。    
  
創造は非常に良かった 
神が考え、計画された創造の全作業が究極の完成形で完

成したとき、神はそれが本当に非常に良いものであるこ

とをはっきりと宣言されました。この宣言は、神が個人

的にアダムとエバが君臨するための全く完璧な環境を創

造されたことを断固として肯定し、確認するものです。

神の最初の創造物には、退化の痕跡も、破壊の痕跡も、

死の影もありませんでした。悪魔に由来するものは何一

つなく、神の完全に原始的な創造物を汚すことは許され

ていませんでした。  
アダムとエバがサタンに従うことで罪を犯した後、彼ら

は地球の支配権を破壊者に譲りました。破壊者がこの世

界の王子となった後(ヨハネ12:31)、彼の律法の支配が実
施された後になって初めて、神の完全な創造が否定的な

影響を受け始めたのです。  
破壊者が誰であるかは、ヨハネの黙示録ではっきりと示

されています。 
 
そして、彼らの上に底なし穴の天使を王とし、その名
はヘブライ語では-
アバドン（破壊）であるが、ギリシャ語ではアポリオ

ン（破壊者）と呼ばれていた（黙示録9:11、強調）。 
 
イエス様は、神のお人柄を明らかにし、サタンが殺人者

であり、破壊者であるという決定的で重要な事実を地球

と宇宙に知らせるために、この地上に来られました。次

のテキストでは、サタンと比較して、イエス様はいのち

を与えるだけでなく、豊かないのちを与えてくださる方

であることがわかります。 
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泥棒は盗むため、殺すため、破壊するため以外には来
ない。私が来たのは、彼らがいのちを得て、それをよ

り豊かに得るためである（ヨハネ10:10）。 
 
闇、苦しみ、破壊、死は、泥棒であるサタンによって、

彼の統治のために彼の法則に固執していた人類の最初の

親を介して入ってきました。  
破壊する盗人は、生身のものから無生物まで、すべての

創造物に影響を与えました。  
 
アガペー愛の神の性格は、創造を通して見られるべきで

あった 
創造の記録の中で、神の目に見えない性質が目に見えて

示されています。正しく理解され、理解されるならば、

神の創造の純粋な素晴らしさと壮大さは、サタンが創造

主の人格を知っている人を欺くことができないことを決

定し、確認します。神の完全な性格は、神の完全な創造

に反映されています。しかし、完璧な世界のアダムから

始まって、不完全な世界を受け継いだ人々に至るまで、

サタンが人類を欺いてきたこと、そして今も欺いている

ことは明らかです。神の完成された絶妙な創造を観察す

るだけで、神はご自身の業を滅ぼす者であるというサタ

ンの誤魔化しを誰もが信じる可能性がないはずがありま

せん。  
元の創造物は、創造主の性格を十二分に反映していまし

た。その最も小さな構成要素でさえも、不協和音は見つ

かりませんでした。創造物はまた、最も深い方法で創造

主のアガハペー愛の寛大さと共鳴していました。創造主
の傑作は、創造主がすべてのものの中で最も優れたもの

だけを創造していることを、最も絶妙で崇高な方法で示

しています。  
それなのに、エバは騙されました。アダムとエバがサタ

ンの勧善懲悪の原理を利用した時に、騙されたのです。
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彼らはサタンの嘘を信じていたので、彼らの心は歪んで

しまい、完全な創造はもはや神の性格を正しく理解する

ことができませんでした。私たちの心はまだアダムの中

にあり、キリストの中にはないので、完全な創造は、神

様のお人柄を私たちに明らかにする働きをすることがで

きませんでした。  
このことを心に留めておけば、この完全な惑星の後続の

すべての改変は、神の敵対者と神の原理に従う者の仕業

であることが容易に理解できるでしょう。神ではなく、

原因と結果が、地球を滅ぼす者を滅ぼすのです（黙示録1
1:18）。  
 
今もなお、創造は神の愛の性格を明らかにする 
神の創造の美しさという経験的な証拠を考えると、神の

性格は容易に見分けることができます。このことは、ア

ダムとエバが神に忠誠を誓った後のサタンとその使者た

ちのその後の破壊的な働きの中にあっても明らかです。

もし私たちがその創造物の性質を理解するだけであれば

、サタンと罪がそれを汚し始める前に、それがどれほど

完全に神のアガハペー愛を反映していたかを理解するこ

とができるでしょう。使    
徒パウロは、もし創造物が正確に認識され、分析される

ならば、誰も神がその破壊者であると信じることはでき

ないだろうと言っています。 
 
なぜなら、神について知られていることは、神が彼
らに示されたからです。なぜなら、世の創造以来、

神の目に見えない性質がはっきりと見られ、造られ

たものによって理解され、神の永遠の力と神格さえ

も理解されているからで、彼らは弁解の余地がない
からです。彼らは賢者を装って、愚か者となり、堕落
しない神の栄光を、堕落した人間のような像、鳥や
四つ足の動物、這うようなものに変えてしまったの

です（ローマ1:19-23、強調）。 
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新欽定訳では、この節の表記法として、「明らかに」を
「明らかに」に置き換え、「彼らの中で」を「彼らの中
で」に置き換えています。これらの修正はギリシア語に
近く、この節の意味を見事に明確にしています。神につ
いて知られているかもしれないことは、それらの中に、
あるいはそれらの中に顕在していると言う翻訳は、正し

い意味を与えていません。その中でも最も明確な意味、2
0節に当てはまる意味が明らかになっています。20節では
、世界が創造されて以来、神の目に見えない性質がはっ

きりと見られるようになり、造られたものによって理解

されるようになったことをはっきりと教えています。こ

のように、私たちの周りにある、神の完全なわざが残っ

ているものを観察することによって、神は人類の間で明

らかにされているのです。新約聖書のバークレー版と新

欽定書の上記の一節を比較してみましょう。 
 
なぜなら、神に関して知ることができることは何でも、
神がそれを彼らに示してくださったからです。世界が創
造されて以来、神の永遠の力や神性のような神の目に見
えない性質は、神の手仕事を通して精神的に見分けられ
てきたので、彼らには十分な弁解の余地がありません。
なぜなら、彼らは神を知っていたにもかかわらず、神と
して賛美と感謝を捧げることができなかったからです。
その-
代わりに、自分たちの愚かな心が暗闇に包まれるまで、
役に立たない憶測にふけっていました。彼らは自分たち
が賢いと主張して、愚か者を演じていました。彼らは不
滅の神の栄光を、人間や鳥、四足動物や爬虫類の形に変
えて、サタンのような姿にしてしまいました。 
 
神のお人柄を知らないことに言い訳はできない 
使徒パウロは、私たちが神の御性質を知らないことにつ

いては、弁解の余地がないと言っています。神について
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知られているかもしれないことを知るために、私たちの

間で何が明らかなのでしょうか。また、神はどのように

してそれを示されたのでしょうか。神様は、六日間で完

成された完全な創造を明らかにし、神様が祝福し、聖別

された七日目を私たちに与えることによって、私たちに

示されました。20節では、神の目に見えない資質が神の
手仕事を通して見られることを確認していますが、これ

は被造物への言及です。 
 
世界が創造されて以来、彼の目に見えない属性ははっ
きりと見られ、造られたものによって理解され、彼の
永遠の力と神の頭でさえも理解されているので、それ

らは弁解の余地がありません（ローマ1:20）。 
 
神の目に見えない資質とは何でしょうか？それは、神の

永遠の力と神の性質です。そして、神の永遠の力と神の

性質は、神の存在の本質、すなわち、神のアガハペーの
愛以外に何があるのでしょうか？神は愛であるからです

（第一ヨハネ4:8）。 
長い間罪の影響を受けてきた世界に住んでいるわたした

ちが，その完全な創造の影にすぎない世界で，それでも

神の永遠の力と神の性質を目撃することができるでしょ

うか。わたしたちは，天地創造の週と，神が祝福し聖別

された七日目について述べられていることを知ることに

よって，それを証することができます。 
 
その時、神はご自分が造られたすべてのものを見られ
たが、それはとても良いものであった。それで、夕方
と朝が六日目であった。こうして、天と地と、それら
のすべての軍勢は完成した。そして七日目に、神はご
自分の行った仕事を終えられ、七日目にはご自分の行
ったすべての仕事から休まれた。神は七日目を祝福し
、その日を聖別された。なぜなら、神が創造し、造ら

れたすべての仕事から休まれたからである（創世記1:
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31-2:3）。 
 
すると、神はご自分が造られたすべてのものを見て、確

かにそれはとても良いものでした（創世記1:31）。  
 
この非常に良いことは、完全な状態で完成された被造物
の業全体にも当てはまります。神による世界の創造は、

その原始的な完全さの中で、神の目に見えない属性を私

たちに明らかにしています。つまり、神は創造主であり

、その後の創造物の破壊は神の仕事ではないということ

です。したがって、この完全な創造を妨げるものは、神

の業ではなく、サタンの業であり、私たちはその業とサ

タンの業との間を見分けられないことには、何の弁解も

ありません。  
神の働きとサタンの働き  
 
七日目の安息日の意義 - 神の創造主 
7日目は、神が創造主であり、破壊者ではないという事実
を記念するものでした。これが、神が余分な24時間の時
間を使ってなさったことです。   
神は七日目を祝福し、神の創造主としての記念となるよ

うに聖別されました。それによって、神の完全な創造物

を後から汚すようなことがあっても、それは創造主の仕

業ではないということを私たちがはっきりと知ることが

できるようになりました。  
 
私たちは神の性格を自分の性格を反映するように変えま

した 
 
彼らは賢者を装い、愚か者となり、堕落しない神の栄
光を、堕落した人間のような像、鳥や四つ足の動物、

這うようなものに変えてしまったのです（ローマ1:22
-23）。 
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私たちは、堕落しない神の栄光を、堕落した人間のよう
なイメージに変えてしまったのです。神は創造主であり
、破壊者でもあると信じることで、私たちは愚か者とな
りました。そして、私たちは、堕落しない神の栄光を、
堕落した人間のようなイメージに変えてしまったのです
。 
言い換えれば、私たちが善悪の知識の木から食べたとき
、私たちは神のイメージではなく、サタンのイメージを

反映するようになりました。次の段階では、私たちは神

を私たちのように、堕落した人間のようにし、神を善悪
の神にして、創造主と破壊主を混同させました。 
人間はまた、神を「忍び寄るもの」のようなイメージに

してしまいました。這うようなもの」という言葉は、蛇

、堕落したルシファーへの言及でもあります。蛇は、ル

シファーがイヴとコミュニケーションをとるために選ん

だ媒体でした。  
 
安息日は創造主への記念日であり、創造主が破壊者では

ないことを思い起こさせるものです。 
特に、その日には何も創造しなかったという事実を考え

ると、神が創造の週に余分な24時間の時間を設けられた
のは奇妙なことです。六日目の終わりには、神はすでに

ご自分の仕事を終えておられたのです。さらに驚くべき

ことに、神様がこの日に、神様のお人柄の神聖さに関連

して、特別な意味を持たせたことがあります。信じられ

ないことに、天地創造の週の間に、24日間の完全な期間
が神によって捧げられ、聖別され、聖別され、祝福され

たのです。おそらく、この注目すべき真理は、その神聖

さの理由を真剣に掘り下げることを要求しているのです

。   
 
神は七日目を祝福し、その日を聖なるものとされた。 
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安息日は神のお人柄を思い起こさせるために与えられた 
神は７日目以外の時間帯を祝福し、聖別されませんでし

た。聖書の至る所で、神様が安息日を礼拝の日としての

み名指ししている日は他にはありません。この日は、第

四の戒めの中で覚えておくようにと、神様が具体的に命

じておられる日なのです。安息日を覚えて、それを聖な
るものとしなさい。 
 
安息日を覚えて、それを聖なるものとしなさい。六日間
は労働し、すべての仕事をしなければならないが、七日
目はあなたがたの神である主の安息日である。あなたも
、あなたの子も、あなたの娘も、あなたの男のしもべも
、あなたの女のしもべも、あなたの家畜も、あなたの門
の中にいる見知らぬ人も、この日には働いてはならない
。主は六日間で天と地と海とその中にあるすべてのもの
を造られ、七日目に休まれたからである。-
それゆえ、主は安息日を祝福し、それを聖なるものとさ

れた（出エジプト記20:8-11）。 
 
主が私たちに「思い出す」ように命じられたのは，安息
日の深い霊的な意味が忘れ去られてしまうからであり，

私たちは実際にそうであることを知ります。    
 
安息日は神の正体についての私たちの混乱を取り除くた

めに与えられた  
七日目に神は、神が創造し、造られたすべての仕事から

休まれました。神はこの24時間の時間を、創造主として
の神のお人柄を明らかにするために欠かせないものとさ

れました。神はこのことを、7日目を祝福し聖別すること
によって確認し、創造主であるご自身への記念として   
制定されました。この記念日を通して，わたしたちは決

して主を破壊者と混同してはなりません。使徒パウロに

よれば、使徒パウロがすでに見てきたように、神の性質



290 

 

を正しく理解していなかった私たちの無知は許しがたい

ものです。  
 
神は七日目を祝福し聖別された 
神は、アガハペイの愛という神の性格についての反論の
余地のない真実が、決して妥協されたり、否定されたり

、中和されたりしないようにしたいと願っておられまし

た。それゆえに、神は七日目に、それまでの天地創造の

六日間の行動に比べて、通常とは異なることをされまし

た。アダムとエバとその子孫に与えられた特別な目的の

ために、24時間の余分な時間を創造し、制定し、確立し
たのです。神は七日目を祝福し、七日目を聖別したので

、一週間に一度、残りの時間の間、神の創造の最高の行

為であり、七日目が創造される前に創造された人間が、

神は創造主であって、神の創造を破壊する者ではないこ

とを思い出すことができるのです。  
 
安息日は人間が創造された後に作られた 
神の創造が完了した後、次のように書かれています：「
その時、神はご自分の造られたすべてのものを見られた

。それで、夕方と朝は六日目であった（創世記1:31）。 
 
主は六日間で天と地と海とその中にあるすべてのもの
を造られ、七日目に休まれたからである。それゆえ、
主は安息日を祝福し、それを聖なるものとされた（出

エジプト記20:11）。 
 
神がアダムとエバに与えた特別なものは、六日目の直後

でしたので、アダムとエバはこの日を守り、創造主と共

に永遠に祝うことになりました。この日が神とアダムと

エバ、そして彼らの将来の子孫にとって重要であったこ

とは、神がアダムとエバが創造された後までこの日を制

定するのを待っていたことからも明らかです。私たちは

この現実の意義を失ってはなりません。  
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アダムとエバが意識を持つようになるとすぐに、彼らは

七日目、つまり神が祝福し、聖別した日に入りました。

アダムとエバは何の仕事もしていなかったので、この文

脈での「休息」という言葉は肉体的な休息とは何の関係

もありません。彼らが安息の日に入ったのは、肉体的に

消耗する以外の理由があったからです。ですから、私た

ちはこの休息が何を意味するのかを理解するように努力

しなければなりません。  
 
神は七日目を祝福して聖別し、後に安息日と呼ばれるよ

うになった。 
六日目の終わりには、神は創造のすべての仕事を終えら

れたということは定まった問題です。それゆえ、神は七

日目に、神が行ったすべての仕事から休まれたのです。

創世記2:2のこの特定の7日目については、聖書の後の方
で、より関連性のある重要な情報が与えられています。

主はこの日を安息日と具体的に名付けられましたが、そ
れは主がすでに祝福し、聖なるものとされていました（

出エジプト記20:10）。 
 
神は七日目に休まれた 
神は２４時間の余分な時間を作り、それを祝福し、聖別

してくださいました。  
この特定の日には、前の六日間に行ったのと同じような

活動は行われませんでした。むしろ、この日、神様はそ

れまでの六日間とは根本的に違うことをされたのです。

この日に行われた創造的な仕事は、神様が行ったすべて

の仕事を終わらせるためのものであり、休息から成り立

っていました。神は七日目を祝福し、その日を聖別され
ました。 
 
天地創造は七日目なしでは完結しない 
主が最後になさった仕事は何だったのでしょうか。それ

は、神が祝福し、聖別された日の創造でした。七日目を
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加えただけで、天地創造はついに完成し、完全なものと

なりました。私たちは、天地創造とは最初の六日間に創

造された物理的な存在や物だけが関係していると考えが

ちですが、七日目は目に見える物と同じように、神様の

創造活動の一部なのです。  
7日目の重要性は、それ以前に行われたすべての創造的な
仕事にとって極めて重要であり、創造主のしるしであり

印であるからです。創造主は創造する方であり，破壊す

る方ではありません。安息日は，ご自分の創造物をとて

も愛し，御子をお与えになった方のしるしであり，御子
を信じる者は誰でも滅びることなく，永遠の命を得るこ

とができる（ヨハネ3：16）。 
 
安息日はユニークであり、神のユニークな性格を明らか

にしている 
創世記からヨハネの黙示録までの間で、神によって特別

に定められた日は、ただ一日だけであり、それ以外には

ありません。神は個人的にこの日に独特の神聖さを託し

、神の性格を反映し、神の存在の本質を明らかにするた

めにこの日にしたのです。神は七日目を祝福し、聖別し

てくださいました。七日目は一週間のうちで唯一、神聖

な日として神に造られた日です。  
 
神の性格が不変であるように，安息日も不変である 
 
わたしは主であり、わたしは変わらないから、ヤコブ

の子らよ、あなたがたは消耗されない（マラキ3:6）
。 
 
マラキ3:6は、神は変わらないと宣言しています。安息日
は神様の性格を反映しているので、安息日がなぜ変わら

ないのかを理解することは非常に重要です。神を反映す

るために造られた日である安息日は、あらゆる面で神の

性格を反映しなければならないので、常に同じ日であり
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続けなければなりません。いかなる状況下であっても安

息日を変更することはできません。神がアガハペー愛以
外の何かであるとしたら、どんな不利な状況でも、神は

神の存在の本質とは異なる反応をすることになります。

AGAAHPAY愛という神の性格の外で行動することは、
神が変化可能な性格を持っているという声明を出すこと

になり、神に反対する私たち全員が神によって実際に消

費されることになるでしょう。人類の歴史自体が、神が

その敵を消費しないことの証明であり、人類はまだここ

に存在しており、神の宿敵であるサタンもそうであるか

らです。    
神が不変であるという真理は論争の余地がなく、創世記

から黙示録まで証明することができます。神とイエス様

のお人柄は、昨日も今日も、そして永遠に同じです（ヘ

ブル13:8）。  
聖書の神は不変ですから、私たちの罪のために神に恣意

的に消費されることはありません。そのような消耗が起

こるときはいつでも、それはサタンの働きの結果であっ

て、神の意図的な活動ではありません。律法が神の性格

の記述であるならば、変えられる神は変えられる律法を

もたらします。律法を変えることができるならば、イエ

ス様は罪を処理するために死ぬ必要はなかったでしょう

。 
 
創造主はイエス・キリストであった 
旧約聖書を引用して、イエス・キリストについて語って

いるヘブル書の著者はこう述べています。 
 
主よ、あなたは初めに地の基礎を築き、天はあなたの

手の業です（ヘブル1:10）。 
 
そして、再びコロサイ人への手紙の中でパウロは書いて

います。 
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彼は目に見えない神の姿であり、すべての被造物の上に
生まれた長子です。天にあるものも地にあるものも、目
に見えるものも目に見えないものも、王座や支配権、支
配者や権力も含めて、すべてのものは彼によって創造さ
れた。すべてのものは、彼を通して、彼のために創造さ
れた。彼はすべてのものの前におられ、彼のうちにすべ
てのものが-
構成されている。また、主は体の頭であり、教会であり
、初めの者であり、死から生まれた最初の者であり、す
べてのことにおいて、主が優位に立つようにしてくださ

います（コロサイ1:15-18）。 
 
イエス・キリストは、アダムとエバにこの日を与え、こ

の日を神聖なものとして創造した創造主です。ですから

、イエス様だけが安息日の主であると大胆に主張するこ

とができます。  
 
安息日は人間のために作られたのであって、安息日の
ために人間が作られたのではありません。ですから、

人の子は安息日の主でもあります（マルコ2:27-
28）。 
 
イエス・キリストは安息日の主であると明言しています

。イエス・キリストは、余分な七日目を創造した創造主

ですから、安息日の主です。ヨハネが主の日に霊の中に

いたという黙示録1:10の記述を見ると、ヨハネが言及し
ている日は、イエスが主権を主張した日と同じ日である

と結論づけることができます。主の日が安息日の七日目

以外の日であるはずがありません。この日は、創造主で
あって破壊者ではなく、創造主としての神のアガハペー
愛を記念するために、天地創造の週に制定されたという

唯一の理由があります。イエス様は、ご自身が主である

日以外の日を主の日として制定したり、宣伝したり、予

測したりはしませんでした。    
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安息日は人間のために作られた 
マルコの上記の一節では、イエスは安息日が人間のため

に作られたと言って天地創造にさかのぼって指摘してい

るため、安息日の起源が天地創造にあったことを明らか

にしています。  
イエスは後に、この知識が失われないように、十戒の石

版の中で安息日をモーセに与えられました。イエスはさ

らに、安息日は人間のために作られたと宣言しています

。  
すでに見てきたように、アダムとエバは六日目に創造さ

れ、七日目に安息日を与えられました。人間の創造と安

息日の出現の順序は非常に重要であり、安息日は人間の

ために作られたのであって、安息日のために人間が作ら

れたのではないとイエス様が言われたことに光を当てて

います。さらに、安息日が人間のために作られた時、人

類はアダムとエバの中にいました。  
ギリシャ語のmanという言葉は、人間を意味します。  
全人類を意味する場合もあれば、特定の人を意味する場
合もあります。その特定の人がアダムです。ヘブライ語

でアダムは「人間（個人または種、人類）」を意味しま
す（ストロングのコンコーダンス）。  
イエス様が安息日が人間のために作られたと述べられた

とき、それは「個人」としてのアダムと「種である人類

」の両方を指していました。"ですから、イエス・キリス
トがアダムのために創られた安息日は、「人類の種であ
る人類」のためにも創られたのであり、多くの人が誤っ
て理解しているように、ユダヤ人だけに限定されたもの

ではありませんでした。  
 
安息日は神の永遠の人格を人間に示すために制定された 
イエス様は、安息日は人間のために作られたのであって

、安息日のために人間が作られたのではないとおっしゃ

った時、安息日が人類にとって持つ意義と重要性を説明
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されました。  
安息日に代表される原理は、神様の本質であり、アダム

と人類に先立っていたアガハペー愛の性格です。ですか

ら、七日目に代表される原理がアダムが創造された直後

に、彼とそれ以外の人類（すでにアダムの股間にあった

）に与えられたのです。  
 
 
 
新約教会の長であるイエスは、新約教会にとって安息日

の主でもあります。 
イエス・キリストは体である教会の頭です。イエス・キ

リストに従う者は皆、この事実に同意しています。もし

安息日が人間のために作られたのであって、安息日のた

めに人間が作られたのではないならば、教会が始まった

時には、安息日はすでに教会のために存在していたので

す。それゆえ、安息日は教会への贈り物であるから、人

の子は安息日の主でもあるのです。 
 
七日目の創造は，以前の六日間のように，夕方と朝とは

言わない。 
この特定の七日目の記述が、前の六日間の記述と同じよ

うに、夕方と朝が七日目であったようにという言葉で終
わらないのには、崇高で重要な霊的理由があります。   
この言い方は、それぞれの日が夜と昼で構成された二十

四時間の期間であることを確認しました。では、私たち

が知っている七日目も二十四時間であったことは事実な

のに、なぜ「夕べと朝は七日目だった」と書かれていな
いのでしょうか。  
地球上の昼と夜の意味の霊的な意味を理解するためには

、創造の週が地球の歴史のミニモデルであることを理解

する必要があります。天地創造の各日は千年を表し、六

つの日は、神の光とサタンの闇が互いに平行に走った六

千年を表し、昼と夜を表しています。 
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聖書は、宇宙から罪が根絶された後は、もう夜はないと

教えています。 
 
そこには夜はない。主なる神が彼らに光を与えてくだ
さるからである。そして、彼らは永遠に永遠に君臨す

る（黙示録22:5）。 
 
もし罪がなくなった後に夜が存在しなくなったとしたら

、疑問が生じます。これは、創造主であるご自身につい
てイエス様がおっしゃったことを考えると、特に不可解

です。  
 
私は世の光です。わたしに従う者は、暗闇の中を歩む

のではなく、いのちの光を持つ（ヨハネ8:12）。 
 
善悪の原理とは何か」という章で見たように、善悪の知
識の木には、それ自体、固有の悪の性質はありませんで
した。それはサタンの性格と善悪の法則を表していただ
けなのです。  
神は、サタンが園の真ん中、善悪の知識の木にその原理
を持つことを許されたのです。 
また、サタンの性格と原理を表す暗闇が、「光を与えよ
」と言った時にすでに存在していたことを示すために、
夜を先に存在させ、それに伴う混沌とした状態にしたの

です。  
 
地は形のない空虚なもので、深淵の顔には暗闇があっ
た。そして神の霊が水の顔の上に浮かんでいた。そこ
で神は「光があるように」と言われ、光があった。神
はその光が良いものであることを見て、神は光を闇か
ら分けられた。神は光を昼と呼び、闇を夜と呼んだ。

それで、夕方と朝が最初の日となった（創世記1:2-
5）。 
それは、暗闇から光を輝かせるように命じられた神が
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、イエス・キリストの顔にある神の栄光の知識の光を
私たちの心に与えてくださったからです（第二コリン

ト4:6）。 
 
夜は善悪の原理を象徴しています。天地創造の間に夜が
存在したことは、神がサタンにサタンの原理を地上に導

入する自由を与えたことをさらに証明しています。しか

し、神はこの世界をサタンの独りよがりにしたのではあ

りません。なぜなら、ヨハネ1:5にあるように、神は光で
あり、神のうちには全く暗闇がないからです。ですから
、天地創造の六日間における夜と昼の存在は、園の二本

の木が表していたもの、光と闇、神とサタン、神の律法

とサタンの律法、生と死を表していることがわかります

。  
創造の週の間、七日目は朝と夕、昼と夜があるとは記述

されていません。七日目は、この六千年の間、私たちの

小さな惑星を支配してきたこの宇宙論争において、神が

勝利されることを約束し、保証するものです。暗闇、夜

に代表されるサタンの原理は、七日目の安息日には欠け

ていますが、なぜなら、七日目の安息日は、神が神の愛

の中で休んだように、神の愛の中で休むことを教えてく

れるからです。サタンの原理は安息日が反映するものの

一部ではなく、神の性格についての彼の嘘は、日が表す

原理には存在しないのです。 
ルシファーが七日目の安息日が表す原理を放棄したとき

、彼は自分の善悪の法則を導入しました。その結果、イ

ザヤ書14:12-
20で述べられているように、彼と彼の信奉者の結果は滅
びとなります。 
ルシファーよ、朝の子よ、あなたは何と天から落ちてき
たのか！あなたは何と地に切り倒されたのか、あなたは
国々を弱らせたのか。あなたは心の中で言ったわたしは
天に昇り，神の星の上に自分の玉座を高く掲げ，また北
の最も遠い側にある会衆の山の上に座り，雲の高みの上
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に昇り，最も高い神のようになる。わたしは雲の上に昇
り，わたしは最高の者のようになる。しかし，あなたが
たはシェールに下ろされ，穴の最深部に落ちる。あなた
を見て、あなたを考える者たちは、こう言う。『この人
は、地を震わせ、王国を揺るがし、世界を荒野とし、そ
の都市を滅ぼし、捕虜の家を開かなかった者だろうか。
諸国民の王たちはみな、栄光のうちに眠っているが、あ
なたがたは、忌まわしい枝のように、殺された者-
の衣のように、剣で突き刺されて、穴の石の上に落ち、
足で踏まれた死体のように、墓から追い出されている。-
あなたがたは、あなたがたの地を滅ぼし、あなたがたの
民を殺したので、彼らと一緒に埋葬されることはない。
悪人の子孫は決して名乗らない［これが千年の間の地上
と地獄と穴である］（強調）。  
 
サタンの原理から贖われた者は、安息日の主と共に超越

圏で千年安息日を経験することになります。さらに、彼

らはルシファーとその律法の支配がどうなるかを見るこ

とになります。上の一節は、このシナリオを説明してい

ます。 
あなたを見て、あなたを考える者たちは、『これは地を
震わせ、王国を揺さぶり、世界を荒野とし、その都市を
滅ぼした者であり、囚人の家を開かなかった者だろうか
』と言っています。その時、千年紀の間に、サタンの原
則に従っていた地上の指導者たちはみな、墓の中で眠り

につく。彼らは死んでいるので、自分たちの環境の状態

に気づかないのです。ルシファーはそうではなく、埋葬
されて彼らと一緒になるのではなく、千年の間に彼が自
分の民に引き起こした破壊を反省することになるのです

。 
六千年の夜と朝が過ぎた後の地球の状態はどうなってい

るのでしょうか？千年紀の間、地球は完全な暗闇の中に

あり、この世の神とその天使たちの手に完全に委ねられ

ていると説明されています。また、地球は過疎化し、人
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間は一人も生きていなくなるでしょう。  
 
天の星とその星座はその光を与えず、太陽は出て行く
時に暗くなり、月はその光を輝かせないからである（

イザヤ13:10）。 
 
地は彼らの前で震え、天は震え、太陽と月は暗くなり

、星は輝きを失っていく（ヨエル2:10）。  
 
使徒ヨハネは、黙示録20:1-
3でこの時期について述べています。  
 
その時、私は天使が天から降りてくるのを見た。彼は
、悪魔であり、サタンでもある、昔の大蛇である竜を
捕らえ、千年の間、彼を縛り付けた。しかし、これら
のことの後、彼はしばらくの間、解放されなければな
らない。  
  
千年紀には、暴力、死、混沌、破壊の王である破壊者が

地上に君臨し、黙示録9:11に正しく名前が記されていま
す。 
 
そして、彼らは底なしの穴の天使を王とし、その名は

ヘブライ語ではアバドン[破壊]であるが、ギリシャ語
ではアポリオン[破壊者]と呼ばれていた(強調)。 
 
このシナリオで描かれている地球の混沌とした状態は、

サタンの善悪の原理の直接的な結果となるでしょう。彼
とその天使たちは、完全な暗闇の中にあるこの地上に閉

じ込められることになります。神と神の人格の象徴であ

る光がないことが、この地球を完全な暗闇に陥れ、サタ

ンの原理の象徴である暗闇が千年の間、この地球を包み

込むことになるのです。 
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この時、サタンには完全な自治権が与えられ、神の光が

なくても自由に活動するようになります。サタンは地球

を自由に操ることができるようになります。神とその創

造的な力が地球から取り除かれると、死と破壊と混沌の

結果となります。サタンとその天使たちは、千年の間に

善悪の原理の力を明らかにし、地球を再創造して新たな
ものにしようとするでしょう。しかし、サタンは創造者

ではなく破壊者なので、千年経っても地球は混沌とした

状態のままです。これは、彼が主張していたように神と

は似ても似つかないことを疑う余地もなく証明すること

になる。 
なぜ神は七日目に休まれたのでしょうか。神の休息の意

味は何でしょうか？神は物理的な意味での休息を必要と

しないのに、七日目に休まれたのですから、この休息は

象徴的な休息でなければなりません。この象徴的な行為

の中で、神様は安息日の原理であるアガハペイの愛が善
悪の原理を打ち破り、安息日の原理が永遠に宇宙の選ば
れた法則となることを示されました。 
要約すると、夜はサタンとその天使たちの中にすでに存

在していたサタンの悪の原理を示す象徴であり、アダム

とエバがサタンに従順になった後、私たちの地上の領域

にもそれが導入されることになります。神の光もまた、

闇が根絶されるまで、光と闇を区別し、区別するために

存在し、二度と現れることはありません。庭の二本の木

のように、創造の週の六日間の意味を応用することがで

きます。しかし、七日目にはサタンの原理が欠けており

、それは神の純粋な性格を中傷するものです。神は肉体

的な休息を必要とされませんが、7日目に休まれたのは、
神のアガハペー愛のしるしと印として定められたからで
す。 
 
安息日は神がアガハペー愛の神であることの証し 
さらに、新しい地球には生命の木という一本の木しかあ

りません。神は七日目を祝福し、神のアガハペー愛の性
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格を証明するために聖別されました。七日目に夕と朝と
いう言葉がないのは、神様のお人柄を表しています。新
しい地は一日が連続しており、そこにはもう夜はありま

せん。同じように、神の本質であるアガハペー愛には始
まりも終わりもなく、神が永遠であるように永遠であり

、絶え間なく光である。彼はアルファでありオメガであ

り、始まりと終わり、最初と最後である（黙示録22:13）
。  
 
安息日は創造主の印であり、創造主と破壊者を区別する

ためのしるしである。 
安息日は、破壊者ではなく創造者としての神の本質を記

念するものであるだけでなく、神が祝福し、聖別し、安

息日と呼んだ七日目は、神の印であり、神と地上の従者

との間のしるしでもあります。  
 
それゆえ、イスラエルの子らは安息日を守り、その世代
を通して安息日を永久の契約として守る。それはわたし
とイスラエルの子らとの間の永遠のしるしである。主は
六日間で天と地を造られ、七日目には休まれ、清められ

たからである（出エジプト記31:16,17）。 
 
また、わたしは彼らにわたしの安息日を与えた。それは
彼らとわたしとの間のしるしとして、彼らにわたしが彼
らを聖別する主であることを知らせるためであった。わ
たしはあなたがたの神である。そうすれば、彼らとあな
たがたとの間のしるしとなり、わたしがあなたがたの神
の主であることを知ることができます（エゼキエル 
20:12, 20:19-20）。 
 
この日、神はアガハペーの愛の性格に関連して、ご自分
の王室の記章を置かれました。それは、私たちが安息日

を覚えて聖なるものとするためです。  
私たちはどのようにしてこれを行うのでしょうか？永遠
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に厳粛に守られる安息日のたびに、私たちは神が創造主

であり、破壊者ではないことを確信し、神の中で真の安

息を体験することができるでしょう。  
第四の戒めは道徳の律法とどのように適合しているので

しょうか。私たちは、神がこの日に与えられた深い道徳

的、霊的な意味を理解しなければなりません。破壊者サ

タンの特徴を神に帰属させることは不道徳です。このた

め，安息日は十戒の中の神の道徳的な法則の一つとして

覚えておくべきです。  
 
神がどのような方法でも破壊者であったならば、私たち

の神への崇拝は恐怖によって動機づけられるだろう。 
もし神が創造主であると同時に破壊者でもあるとしたら

、私たちの心の中には常に恐怖が残るでしょう。もし私

たちが何かの罪を犯せば、神の怒りを引き起こし、その

結果として致命的な罰を受けるのではないかと、私たち

は常に恐れています。破壊者の剣が私たちの頭上にぶら

下がっている中で、私たちはどのようにして安息を得る

ことができるでしょうか。恐れがあるときに安息を得る

ことはできません。そのため、使徒ヨハネは「愛には恐

れがない」と書いています。 
 
愛には恐れはありませんが、完全な愛は私たちの恐れ
を打ち消してくれます-
。しかし、恐れを抱く者は、愛のうちに完全なものと

されていない（第一ヨハネ4:18）。 
 
しかし、完全に成長した（完全な、完全な）愛は、恐
怖を扉の外に追い出し、あらゆる恐怖の痕跡を追い出
します。恐れは罰の考えをもたらし、恐れている者は
愛の完全な成熟に達していません。 
 
すべての破壊はサタンから来る 
混沌、退廃、堕落、堕落、破壊、病気、死が地球上で起
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こっているのを見るとき、私たちは決してそれを神のも

のとしてはなりません。そのような出来事はすべて神の

仕業であると主張してはなりませんが、善悪の知識の木
に代表される彼の原理に生きるサタンとその使者に正当

に帰属すべきです。 
アダムとエバの創造は、創造の週に行われた神の究極の

創造の仕事であり、7日目に行われたような特別な言及を
受けたのではないかと考える人もいるでしょう。アダム

とエバは神に似せて創造されたので、特別な神聖さと奉

献が与えられたのではないかと考える人もいるでしょう

が、そうではありません。  
それよりも、二十四時間の期間が祝福され、聖別され、

アダムとエバが得たと思われるような優位性が与えられ

たことが証明されています。したがって、彼らは神のア
ガハペの愛の本質を明らかにするかしないかの自由を持
っていたので、神のアガハペの愛の本質を永遠に思い出
させる存在であることを要求されることはありませんで

した。それにもかかわらず、七日目の安息日が象徴する

問題をめぐって神の名を正当化するか、神の名を汚すか

のどちらかになるのは人間性なのです。最終的な対決は

、七日目の安息日が象徴する原則をめぐって行われます

。七日目の安息日は、宇宙の創造主である神がアガハペ
ーの愛であることを示す印であり、印です。このしるし
は、いかなる破壊と死の業も神に由来するものではなく

、神によって承認されたものでもないことを思い起こさ

せてくれます。 
 
サタンがモーセの命を奪い、神はそれを取り戻し、安息

日の原則を確認した 
聖書の研究から、我々はすべての同意することができま

すモーセの死とイエス・キリストの死と復活の前に復活

しました。まず、申命記の中のモーセの死についての記

述を読んでみましょう。 
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そこで、主のしもべモーセは、主の言葉に従って、モ
アブの地で死んだ。そして、主は彼をモアブの地の谷
に埋葬されたが、今日まで誰も彼の墓を知らない（申

命記34:5,6）。 
 
彼の復活についての説明は、ユダ書の小さな書物にあり

ます。 
 
しかし、大天使ミカエルは、モーセの体のことで悪魔
と争っていたとき、彼を侮辱するような告発をするこ

となく、「主はあなたがたを叱責される」（ユダ9）
と言ったのです。 
 
モーセが神の生命を与える原理によって生き返ったとい

う最後の証拠は、ペテロ、ヤコブ、ヨハネが変容の山で

モーセを見たことです。 
 
さて，六日後，イエスはペテロ，ヤコブ，弟ヨハネを
連れて，彼らを一人で高い山に登られ，彼らの前に姿
を変えられた。その顔は太陽のように輝き，その衣は
光のように白くなった。見よ、モーセとエリヤが彼ら

の前に現れて、イエスと話をした（マタイ17:1-3）。 
 
モーセは死んで復活しました。もう一人のエリヤは、イ

エス様と一緒に移入の山にいた人で、死を経験したので

はなく、翻訳されたのです。  
 
.そして、エリヤはつむじ風に乗って天に昇っていっ
た(2 Kings 2:11)。 
 
エリヤは、最後の世代で死を経験せず、翻訳される人々

を表しています。彼らが死を経験しないのは、彼らが神

のアガハペー愛の原則を理解して生きているからです。  
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イエスはモーセを復活させた方です 
1コリント10:3-
4、9にあるように、モーセを復活させ、イスラエルを導
いたのは、受肉前のイエス・キリストでした。 
 
皆、同じ霊的な食べ物を食べ、同じ霊的な飲み物を飲
んだ。彼らは霊的な岩を飲んでいたからである。また
、彼らの中の何人かがキリストを誘惑して、蛇によっ
て滅ぼされたように、私たちもキリストを誘惑しては
いけません。 
 
イエス様はどのようにして死人の中から長子を生んだの

でしょうか？ 
しかし、コロサイ人への手紙1章18節には、イエス様につ
いて次のように書かれています。 
 
主は体の頭であり、教会であり、初めの方であり、
死者の中から生まれた最初の方であり、すべてのこ
とにおいて、主が優位に立つようにしてくださいます
（強調）。 
モーセが先に復活されたのに、どうしてイエスは死から

生まれた長子なのでしょうか？イエス・キリストは、ご

自身の力によって復活されたので、死者の中から長子と

なりました。 
 
わたしは良き羊飼いであり、わたしの羊を知り、自分
の羊によって知られている。父がわたしを知っている
ように、わたしもまた父を知っている。また、わたし
が持っている他の羊も、この群れに属していない羊で
あっても、わたしが連れてこなければならず、そうす
れば彼らはわたしの声を聞くであろう。誰も私からそ
れを奪うことはできませんが、私は自分の命を捨て
ます。私にはそれを伏せる力があり、それを再び奪

う力があります。  
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この命令は、私が父から受けたものです（ヨハネ10:1
4-18；強調しています）。 
 
復活の力はAGAHPAYラブ 
イエス様が世のためにご自分の命を捧げる時について語

られた時、イエス様は言われました。私にはそれを捨て
る力があります。  
イエスのいのちをささげることは、人類に対するアガハ
ペイの愛の力によってのみ可能となり、そのいのちをさ
さげることは、イエスが十字架上で私たちの罪のために

死なれたときに行われました。アガハペイの愛の力は宇
宙における究極の力であり、それは神の本質であるから

です。イエス様は、ご自身が復活された時に、ご自身の

人生を支配する原理としてアガハペー愛を持っておられ

たので、それを再び手に入れる力だけを持っておられた

のです。イエス様の復活の力は、アガハペイの愛の力か
ら発せられました。アガハペー愛の力が先に来て、復活

の力を確実にします。AGAAHPAY愛は神の本質である
ので、この力は神の他のすべての力に先立っています。  
 
七日目の安息日はAGAHPAY愛を表している  
神は七日目の安息日を祝福し聖別しておられますが，そ

れは神のアガハペイの愛を表しているからです。アガハ
ペイの愛と七日目の安息日の原則は復活の力よりも優先
されます。神の本質であるアガハペイの愛がなければ、

イエス・キリストの復活はありませんでした。ですから

、七日目の安息日は侵すことができず、週の初日にイエ

ス・キリストが復活したからといって変わることはあり

ません。  
 
復活の日は安息日の代わりにすべきではない 
イエス様は、安息日の主として復活されたので、週の最

初の日の主になったということは、決して示唆していま

せんでした。安息日の主としての主権が週の最初の日の
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ために放棄されたことはありませんでした。なぜなら、

安息日は彼のアガハペーの愛を表しており、これからも

ずっと彼のアガハペーの愛を表すからです。  
 
他の羊は、この折り目ではない私を持っている - 
どのような折り目ですか？ 
イエス様が次のような発言をされるとき、イエス様は誰

と話しているのでしょうか。私が飼っている羊の中には
、この群れに属していない他の羊もいるのですか？明ら
かに安息日を守る人たちと話し合っているのは間違いあ

りません。では、安息日を守っている人たちに「この群

れに属していない他の羊がいる」と言うとき、イエスは

誰のことを指しているのでしょうか？イエスは、ご自身

が主であると主張する日に礼拝をしていない他のすべて

の人々にも手を差し伸べておられます。イエスによれば
、安息日に礼拝をしない他の羊もおられます。彼らはこ

の群れに属していないので、まだ聖書の安息日に礼拝を

していないのです。そうすれば、彼らはわたしの声を聞
くようになり、一つの群れと一つの羊飼いとなる。  
 
イエスは遺書の中で安息日を週の最初の日に変えたので

しょうか？ 
もしイエスが、形式的にも非公式にも、もはや安息日（

週の七日目）の主ではない、あるいは将来的にはないと

示唆していたならば、私たちはイエスの指示に注意を払

い、それに従うことが急務となりますが、イエスは決し

てそうしませんでした。イエス様は御父への究極の道は

御父のみであると主張されたので、礼拝の日が変更され

たことを私たちに伝えることができるのは御父のみであ

るということに落ち着くべきでしょう。 
 
私は道であり、真理であり、いのちです。私を通してで

なければ、誰も父のもとには来ません（ヨハネ14:6）。 
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使徒パウロは、イエス様が唯一の真理の土台であること

を確認しています。  
 
わたしに与えられた神の恵みに従って、賢明な建築の
名手として、わたしは基礎を築き、その上に別の者が
土台を築きました。しかし、一人一人がその上にどの
ように建てるかに注意してください。誰もが、イエス
・キリスト以外の土台を築くことはできないからです

（第一コリント3:10,11）。 
 
聖書は、神様が七日目の安息日を変えることは決してな
いと教えています。さらに、この点で私たちが騙されな

いように、神様は次のように言われています。 
私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思っては
いけません。わたしは滅ぼすために来たのではなく，成
就するために来たのです。確かに，あなたがたに言いま
す，天と地が過ぎ去るまで，すべてが成就するまでは，
一片や一つの称号も律法から消えることはありません。
そのため，これらの戒めのうちで最も少ないものの一つ
を破り，人にそのように教える者は，天の国では最も少
ない者と呼ばれるが，これらの戒めを行い，教える者は
，天の国では偉大な者と呼ばれる。あなたがたの義が律
法学者やファリサイ派の義を超えていなければ、決して-
天の国に入ることはできません（マタイ5:17-20）。 
 
上記の一節は、21節でイエス様が言われているので、十
戒についても言及しています。 
 
昔の人たちに『あなたがたは殺してはならない、人を
殺す者は裁きの危険にさらされる』と言われたことを

聞いたことがあるでしょう（マタイ5:21）。  
 
七日目の安息日を否定する一般的な論拠の一つは、十戒

律法が十字架で取り除かれたということです。これは、
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マタイ5:17-
20の上記の箇所から推測することができます。5:17-
20には、イエス様が律法を成就するために来られたと書
かれています。ある人は、この節を、律法は十字架で成

就したので、もはや適用されないという意味だと解釈し

ています。もしそうだとしたら、殺人や窃盗などの行為

は許されることになります。   
この議論は全く根拠のないものですが、第四の戒めであ

る七日目の安息日に関する戒めを取り除こうとしている

と考えられています。 
安息日は神にとっても人間にとっても深い霊的な意味を

持っているので、神は七日目を祝福し、それを聖別して

くださいました。もし神が他の日をこのような最も重要

な日に変えようとする意図があるならば，神ははっきり

と私たちに知らせてくださるのではないでしょうか。神

がその日を創造し，神の存在の本質を反映するためにそ

の日を聖別した方であることを考えると，なおさらでし

ょう。  
イエス様は、ご自身が死んで復活されることを知ってお

られました。イエス様が亡くなる前に、遺言の中で、週

の最初の日である復活の日が七日目の安息日に代わるも

のであることを、何かしらの方法で誰かにはっきりと伝

えていただろうと期待されていました。しかし、それは

決して起こりませんでした。  
 
遺言があるところには，必然的に，遺言-
者の死も存在しなければなりません。-
なぜなら，遺言は人が死んだ後にも効力を持つからで

す（ヘブル9：16，17）。 
 
七日目の安息日は全人類のために制定されたのか、それ

ともユダヤ人だけのために制定されたのか？ 
神は全人類がアガハペイの愛で愛されていることを知り
たかったのでしょうか、それともイスラエルの民だけが
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この真実を知ることを望んでいたのでしょうか。全人類

が互いに愛し合うことを望んでいたのでしょうか、それ

ともこの真理はイスラエル人だけのものだったのでしょ

うか。残りの人類が憎み合い、殺し合うことを望んでい

たのでしょうか？神がこの知識をイスラエル人だけに限

定して欲しかったというのは明らかに真実ではありませ

ん。もしそうだとしたら、誰がそのような神を知り、礼

拝したいと思うでしょうか？不幸にも悲劇的にも、その

ような恐ろしい神の描写が信じられ、推進されています

。新約聖書とイエスの直接委任は、そのようなことは否

定しています。  
神はモーセを通してヤコブの家とイスラエルの子供たち

に十戒を与え（出エジプト記19:3）、神の本質であるア
ガハペー愛に基づいた神の道徳律法を他の人類に啓発す
るために与えられました。  
 
神の愛は、私たちに話すための無限の方法を見つける 
わたしたちは，神がご自身についての啓示を人間に伝え

るために，多くの方法を持っておられることを知ってい

ます。神がわたしたちに対する愛を明らかにするこれら

の媒体の一つが十戒です。もしこれが最初から理解され

ていなければ，十戒の霊的な意義は眠ったままになり，

実現されません。さらに悪いことに、それはその後、服

従を命令する独裁者になるだけであり、その不服従の結

果は、不服従の性質の程度に応じて処罰されます。   
私たちに対する神の愛の知識がなければ、十戒は強制的

な服従を指示しますが、私たちに対する神の愛の知識が

あれば、愛に満ちた服従を引き出すことができます。し

たがって，最初から十戒に神の愛を見ることが不可欠で

す。それは，わたしたちが神に「内に」，そして「愛を

もって」応答することができるようになる前に行われな

ければなりません。  
 
私たちが彼を愛するのは、彼が最初に私たちを愛した
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からです（1ヨハネ4:19）。 
 
神のアガペー愛を第一戒で 
十戒の第一の戒めを受けて、神が最初に私たちを愛し、

その見返りに神を愛しているのではないかどうかを見て

みましょう。  
 
あなたがたは、わたしの前に他の神々を持ってはなら

ない（出エジプト記20:3）。 
 
なぜ神は私たちに、神の前に他の神々を持つなと命じら

れているのでしょうか？それは、神が自分自身にすべて

の注意を向けたがるような自己中心的な方だからでしょ

うか？彼は自分中心だからこそ、すべての瞑想は自分に

集中するように要求しているのではないでしょうか。そ

れどころか、彼は彼の存在の本質から本当に私たちを愛

している唯一の人です。私たちの注意をひしめく他の神

々は、私たちのためにその無条件の、自己犠牲的な、無

私の、他の中心の、自由を与える愛を持っていません。

私たちが神が私たちのために持っておられるこのアガハ
ペイの愛を理解し始めると、私たちは神の私たちに対す
る愛のために神に応答するようになり、肯定的な態度で

応答し、他の神が私たちに提示されたとしても興味を持

たなくなります。私たちが神の命令に従うのは、神に従

わなければならないという義務があるからではありませ

ん。恣意的な罰を恐れることは絶対にありませんし、恣

意的な報酬が遵守の要因になることもありません。私た

ちに対する主の純粋なアガハペイの愛が、私たちの服従
の唯一の理由であり動機となるのです。主が最初に私た

ちを愛してくださったので、私たちは主を愛するように

なります。 
 
十戒は二つの部分に分かれています。神への愛，隣人へ

の愛  
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十戒は、何よりもまず第一に、私たちに対する神のAGA
HPAYの愛に基づいています。イエスは十戒全体をアガ
ハペイの愛で包み込み、包み込んでくださいました。わ
たしたちが神のわたしたちに対するアガハペイの愛の程
度を理解するようになると，わたしたちは愛で神に応答

するようになり，その応答は，イエスによって凝縮され

，述べられている最初の4つの命令で直接述べられていま
す。  
私たちと神との間の愛の関係は、垂直的な関係、すなわ

ち、地と天、地と地との間の関係と考えることができま

す。最後の六つの命令は、水平方向に適用されます。わ

たしたちを通して働かれる神の愛が，同胞との水平的な

愛の関係の中で具体化される前に，わたしたちはまず，

神との垂直的な愛の関係の中で地に足をつけなければな

りません。イエスは戒めを二つに凝縮しましたが，それ

で十戒が廃止されたわけではありません。 
 
あなたがたは、心を尽くし、魂を尽くし、心を尽くし
て、あなたがたの神である主を愛さなければならない
。これが第一の偉大な戒めです。これは最初の四つの
戒めです。第二の戒めもこれに似ています。あなたが
たは、あなたがたの隣人を自分のように愛さなければ

ならない。[これは残りの6つの戒めを網羅しています
]。この二つの戒めの上には、すべての律法と預言者
たちがぶら下がっている（マタイ22:37-
40；強調されている）。 
 
イエス様の言われたことをもとに、パウロは後者の六つ

の命令をこれらの言葉にまとめています。 
 
人を愛する者は律法を成就しているからです。-
愛は隣人に害を与えることはありません。したがって

、愛は律法の成就です（ローマ13:8,10）。 
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神の愛は聖書を理解するための最初の礎石でなければな

らない 
イエス様の初臨の時、聖書は旧約聖書で構成されていま

した。新約聖書は明らかにまだ存在していませんでした

。マタイ22:40の「すべての律法と預言者たち」という言
葉は、イエス様の時代の聖書である旧約聖書の全体を指

しています。  
アガハペー愛という神の真の性格を明らかにするために
来られたイエス様が、新約聖書の焦点となっています。

彼の神の愛の啓示は他に類を見ないものであり、神の人

格に関する最終的な権威である。したがって、聖書全体

は、イエス様の神のアガハペー愛の啓示によってのみ理
解され、解釈されなければなりません。   
そうしないと、聖書は私たちに神に対する歪んだ見方を

与えてしまいます。   
神は愛なのでしょうか？それが真実であることは、イエ

ス・キリストと聖書が紛れもなく証明しています。した

がって、神と聖書を正しく理解するためには、この点に

関するすべての知識は、神は愛であるというこの真理だ

けに基づいていなければなりません。  
 
遥かなる愛の法則 
聞く人の心には、イエスの言葉は、旧約聖書から学んだ

ことに基づいて、自分の隣人を自分のように愛するとい
う制限的な意味を持っていました。  
 
あなたがたは、復讐をしてはならないし、あなたがた
の民の子らを恨んではならないが、隣人を自分のよう
に愛してはならない。わたしは主である。あなたがた
の間に住むよそ者は、あなたがたの間に生まれた者と
してあなたがたに接し、あなたがたは彼を自分自身の

ように愛さなければならない（レビ記19:18, 35）。 
 
彼らの限られた見方を変え、誰が隣人に分類されるのか
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という正しい理解を与えるために、イエスはルカ10章25
～37節でこの話をしています。ユダヤ人はサマリヤ人を
地の底辺のカスと見ていたこと、そして、このエピソー

ドの中のある人がユダヤ人であることを覚えておかなけ

ればなりません。サマリヤ人もまた、ユダヤ人に対して

同じような考え方を持っていました。 
 
見よ，ある律法学者が立ち上がって，彼を試して言った
，『先生，永遠の命を受け継ぐためにはどうすればいい
のでしょうか』。彼は言った，『律法には何が書かれて
いますか？律法には何が書かれていますか。あなたは心
を尽くし，魂を尽くし，力を尽くし，心を尽くして，あ
なたの神である主を愛し，隣人を自分のように愛さなけ
ればなりません。   
すると彼は言った『あなたは正しい答えをした。しかし
、彼は自分を正当化しようとしたので、イエスに言った
『私の隣人とは誰ですか』。イエスは答えて言われた『
ある人がエルサレムからエリコに下りてきて、泥棒の間
に落ちて、彼の服をはぎ取られて、傷を負わされて、彼
を半分死んだままにして去っていった。偶然にも、ある
祭司が道を下ってきた。彼が彼を見ると，彼は反対側を
通り過ぎた。同じようにレビ人も，その場所に着くと，
来て見て，反対側を通り過ぎた。しかし、あるサマリヤ
人は、彼が旅をしていると、彼のいるところに来た。彼
を見ると、彼はあわれみを持った。そこで彼は彼のとこ
ろに行き，油とぶどう酒を注いで彼の傷を包帯し，彼を
自分の動物に乗せて宿屋に連れて行き，彼の世話をした
。次の日、彼が出発すると、二枚のデナリイを取り出し
て宿屋の主人に渡し、彼に言った。「彼の世話をしてお
いてくれ。それで、この三人のうちのどれが、泥棒の間
に落ちた彼の隣人だったと思いますか」。彼は言った『
彼をあわれんでくれた人』と。すると、イエスは彼に言

われた『行って、同じようにしなさい（ルカ10：25-
37）』。  



316 

 

 
わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたもま
た、互いに愛し合いなさい。私があなたがたを愛した
ように、あなたがたもまた、互いに愛し合うことです
。 
 
ここで重要なのは、「わたしがあなたがたを愛したよう
に、あなたがたも互いに愛し合うように」という言葉に
注目することです。イエス様の戒めは文字通り新しい戒

めではありません。旧約聖書にはすでにこの戒めが記載
されていたからです。イエス様のコミュニケーションで

は、イエス様はすべての人間を指しています。イエス様

の視点から  
私があなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛
し合うという言葉は、誰に組み込まれているのでしょう
か？神は世を愛しておられるので、ご自分のひとり子を

世にお与えになりました。これには、この世のすべての

罪深い人間が含まれており、誰も排除されていません。  
 
すべての人のための愛は、イエスの真の弟子たちを明ら

かにする 
私たちの中に世界に対する神の愛があるとき、私たちの

敵さえも含む愛があるとき、私たちは本当にイエス・キ

リストの弟子となるのです。イエスによれば、イエスの

新しい戒めは、何よりもイエスの弟子たちを識別するも

のです。もしあなたがたが互いに愛を持っているならば
、このことによって、すべての人があなたがたがわたし
の弟子であることを知ることになります。 
 
敵のための愛は、イエスの信者の明確な印になります 
イエスは、私たちの隣人とは誰なのか、また、私たちが

イエスの弟子であることを例外なく、すべての人が知る

ことの意味を、より明確に、率直に説明しています。 
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あなたがたは、『あなたがたは隣人を愛し、敵を憎みな
さい』と言われたことを聞いたことがあるでしょう。あ
なたがたの敵を愛し、あなたがたを呪う者を祝福し、あ
なたがたを憎む者には善を行い、あなたがたを悪用し迫
害する者のために祈りなさい。 
 
使徒パウロは、イエス様がこのように述べられたことを

詳しく説明しています。 
 
私たちがまだ力を失っていた時に、キリストは不敬虔
な者のために死んでくださったのです。正しい人のた
めに人が死ぬことはほとんどありませんが、善良な人
のためには死ぬ勇気があるかもしれません。しかし、
神は、私たちがまだ罪人であったときに、キリストが
私たちのために死んでくださったという点で、私たち
に対する神ご自身の愛を示してくださっています。そ
の血によって義とされた私たちは、キリストによって
怒りから救われるのです。私たちが敵であったときに
、御子の死によって神と和解したならば、和解した私

たちは、御子の命によって救われるのです（ローマ5:
6-10）。 
 
マルコの福音書によると「十人衆 
使徒マルコは、イエス様の十戒の短縮版をこのように12
章29～31節に記録しています。 
 
戒めの第一はイスラエルよ、わたしたちの神、主は一
つである。あなたがたは、心を尽くし、魂を尽くし、
心を尽くし、力を尽くして、あなたがたの神である主
を愛さなければならない。これが第一の戒めです。そ
して、これに似た第二の戒めは、これです。あなたが
たは、あなたがたの隣人を自分自身のように愛しなさ
い。これ以上の戒めはありません。 
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マタイの福音書にはないマルコの福音書の中の付け足し

には、次のような記述があります。イスラエルよ、私た

ちの神、主は一つです（申命記6:4）を聞いてください。
イエス様は旧約聖書からの引用で、確かにリスナーの目

と目の間を直撃されました。イスラエルの子供たちは、

創造主である神を二重の性格を持つ神とし、状況に応じ

て暴力と非暴力で行動する神とし、これは特に、神が敵

をどのように扱うかということに関連していました。  
 
主は一つであるとは、父と子が一つの不変の性格を持っ

ていることを意味します。  
申命記6:4からの引用を介してイエスは彼の聴衆に思い出
させようとしている神にこれらの2つの行動パターンを属
性することは冒涜であることを、主は1つです。神の一体
性は、彼が唯一のものであるという事実と関係していま

す：彼は唯一のAGGAAHPAY愛であり、それは彼の存在
の本質であり、したがって、主は一つです。家族や友人

への愛と、敵への暴力と憎しみという二つの相反する原

理が混ざり合ったものではありません。神をそのような

神にすることは、神を私たちの姿にすることであり、そ

れが私たちの姿であるからです。   
また、イエス様が「私と父は一つである」（ヨハネ10：3
0）と言われる時も、イエス様と父との間には性格の違い
がないと言っているのです。  
 
安息日は神の愛の知識を生かすためのものだった 
モーセは、七日目はあなたの神の主の安息日であると宣

言しました（出エジプト記20:10）。モーセの宣言は、安
息日の主は宇宙の神に他なりません。では、ご自身が安

息日の主であると主張する大胆さを持った人が他にいる

でしょうか。もし人間がこのような冒涜的な主張をした

としたら、わたしたちはその人を狂人だと宣言するでし

ょうが、イエス・キリストはご自身についてこのような

宣言をされました。 



319 

 

 
神の愛の知識は全世界のものであり，一部の人だけのも

のではなかった。 
神は天地創造の週に七日目を創造し、制定し、祝福し、

聖別しました。   
神の愛が全世界のためのものであったように，神の愛を

知るために創られたこの日もまた，ユダヤ人だけの日で

はなく，すべての人間のための日であったのです。アガ
ハペイの愛には、常に自分が持っている最高のものを与
えたいという願望が内在しています。神は天地創造の週

にすべてのものを完璧の頂点にまで創造され、その愛の

うちにアダムとエバとその子孫にそれを与えました。神

はそれを与えました。サタンがそれを人質に取るまでは

、それは彼らのものでした。  
 
サタンは人類への神の贈り物を冒涜し、私たちは神の愛

の知識を失いました。 
私たちは皆、敵対者が善悪の原理で神の愛の賜物を冒涜
したことを痛感しています。なぜなら、神がアダムとエ
バのすべての子供に御子をお与えになったほど、神が世
界を愛しておられたことを私たちが知らなくなってしま
ったからです。   
サタンは私たち全員に彼の不義の性質を孕ませ、私たち

は皆、神が私たちを愛しておられることを知らなくなっ

てしまったのです。7日目は、神が愛に満ちた創造主であ
ることを記念するために、私たち全員に与えられました

。それによって、サタンが地球とその住人に悪事を働く

とき、これはアガハペイ愛の神の仕業ではないことを私
たちが思い出すことになります。 
 
神は与えてくれるので、私たちは順番に他の人に与える

ことができます。 
神はイスラエルの民に、七日目を安息日として覚えてお

くように命じられました。ですから、神様がイスラエル
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の子供たちを大使に選ばれた時、彼らは安息日を通して

神様のお人柄を他の人類に明らかにするように命じられ

ました。それは、彼らが安息日を自分たちだけのものに

するためではありませんでした。私たちは、イスラエル

の子供たちに与えられたものは、自分たちだけのために

与えられたものだと誤解しています。それは間違ってい

ます。神が与えられるとき、神は私たちが他の人に与え

るために与えられるのであって、私たちが自分たちのた

めにそれを集めるために与えられるのではありません。  
 
善と悪は愛する神の私たちの知識を消した 
イスラエルの子供たちに対する神の対応の中で、しるし

としての安息日が繰り返し前面に出されています。神は

彼らが安息日を覚え、その深い霊的な意味を他の人と共

有することを望んでおられました。神の性格に関するこ

の真理は、善悪の知識の木に代表される原理によって暗
くなり、私たちは神が創造主であり、破壊者でもあると

信じるようになりました。イスラエルの子供たちがこの

嘘を暴くことができなかったのは、彼らの心が、復讐に

満ちた暴力的な神々についての多神教的な信仰が周囲に

蔓延していたことによって、恐ろしく歪んでいたからで

す。彼ら自身が、神の怒りに満ちた怒りを鎮めるために

は、神をなだめる必要があるという考えに屈していたの

です。彼らの心は、エジプトでの奴隷生活の前も、その

後も、そのような異教的な概念に縛られていたのです。

だからこそ、イエス様について預言者イザヤは預言した

のです。 
 
暗闇の中を歩いていた人々には大きな光が見え、死の影

の地に住む人々には光が輝いていた（イザヤ9:2）。 
 
偉大なる光であるイエスは、愛に満ちた神の知識を取り

戻されました。 
イスラエルの人々は、天地創造の週の七日目から発せら
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れた卓越した真理を理解し、他の人々と共有することが

できませんでした。そのため、彼らは神のお人柄を知る

ことができず、時が満ち満ちた時（ガラテヤ4:4）に最初
の降臨でイエス・キリストが現れた時に、イエス・キリ

ストをメシアとして認めませんでした。それが彼らにと

って理不尽なことであったとすれば、神様のお人柄と安

息日の意味を理解できなかったとすれば、私たちにとっ

てはどれほど理不尽なことでしょうか。これは、世界が

与えられている最後のチャンスです。サタンの善悪の原
理はまもなく世界を滅ぼすでしょう。もし私たちがこれ

らの途方もないテーマを理解できなければ、私たちは今

まさに起きようとしている恐ろしい破壊を、愛に満ちた

宇宙の創造主に当てはめ続けることになるでしょう。私

たちの心の中で神が破壊者であり、復讐者であるとき、

私たちは誰に頼らなければならないのでしょうか？   
その時、誰も私たちのためにはならないでしょう。     
 
安息日は、恣意的な神をなだめるために守られると、呪

いになります。 
 
もしあなたが安息日から足を背け、わたしの聖なる日
に自分の喜びを行うことから遠ざけ、安息日を喜びと
呼び、主の聖なる日を名誉あるものと呼び、主を敬う
ならば、自分の道を歩まず、自分の喜びを見つけず、
自分の言葉を語ることもなく、主を喜ばせる。主の口

は語っておられる（イザヤ58:13,14）。 
 
上記の一節は、ユダヤ人が人間のルールや要件を作り、

それを厳しく守っていたため、安息日は重労働となり、

その霊的な理由が、仕事中心の宗教の迷路の中で失われ

てしまったのです。私たちが安息日から足を背け、神の

聖なる日に自分の喜びを行うことから目を背け、自分の

やり方をせず、自分の喜びを見つけず、自分の言葉を話

すことから目を背けるとはどういうことなのでしょうか
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。  
私たちのやり方とは何でしょうか？また、神のやり方と

は何でしょうか？また、それらは互いに異なっているの

でしょうか？私たちのやり方はすべて、善と悪の原理か
ら生まれます。もし安息日が神のアガハペイの愛をもっ
て守られていなければ、私たちは神のすべての戒めを破

ることになります。この点について、ヤコブの本に書か

れていることを聞いてみましょう。 
 
律法全体を守っていても、一点でつまずく者は、すべて

の罪を犯している（ヤコブ2:10）。  
 
安息日を守る上で神のアガハペーの愛が存在しなくなっ
たことは、悲惨な結果をもたらしました。最悪の結果は

、アガハペイの愛のメシアがアガハペイの愛に欠ける人
々の中に現れたとき、彼らは当然、自分たちの神がする

と信じていたことをして、神の子を殺してしまったこと

です。  
         
安息日の観察者であることは，安息日の主を礼拝してい

ることを保証するものではありません。 
イスラエルの子供たちは、残念ながら暴力的なメシアを

求めていたのであって、アガハペイの愛のメシアを求め
ていたのではありませんでした。彼らは暴力的な神を信

じていたので、敵を滅ぼし、彼らが切望していた世界的

な覇権を与えるメシアを期待していました。彼らは安息

日を守る者であったにもかかわらず、安息日の主を知り

ませんでした。彼らは、平和の王子であるメシア、暴力

を行わず、彼らの転生前の命のパンであるイエス・キリ

ストを拒絶しました（イザヤ9:6、53:9、ヨハネ6:35）。  
彼らの祖先はみな同じ霊的な食べ物を食べ、同じ霊的な
飲み物を飲んだ。彼らの後に続く霊的な岩を飲んだから
です。しかし、彼らの体は荒野に散らばってしまいまし

た（第一コリント10：3-
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5）。なぜこのようなことが彼らに起こったのでしょうか
。 
 
騙されてはいけません。神はあざけられてはいけませ
ん。肉に種を蒔く者は肉の腐敗を刈り取るが、霊に種
を蒔く者は霊の永遠のいのちを刈り取るからである（

ガラテヤ6:7,8）。 
 
善悪の原理によって生きる者は、善悪の原理によって死
ぬのです。聖書によると、神に選ばれた人々は神に対す

る歪んだ見方から解放されることができなかったので、

彼らの思考と生活が善悪の知識の木に代表されるサタン
の原理に支配されていたので、彼らは蒔いた種をその領

域から刈り取ったのです。それは全く同じ理由で、彼ら

の子孫が西暦７０年にローマ軍によって行われた大虐殺

によってエルサレムが破壊された時にも同じような運命

を経験したのです。   
選ばれた人々は、安息日が記念したアガハペの愛という

神の性格を拒否しました。   
イエスは、彼らが拒否すると悲惨な結果になることを知

っていたので、彼らが神の性格に関するイエスの教えを

受け入れることを切望されました。彼らのために想像を

絶する苦悩を胸に、イエスはこのような言葉を言われま

した。 
 
エルサレムよ エルサレムよ 預言者を殺し 
石を投げつける者！私は何度もあなたの子供たちを集
めようと思った雌鶏が雛を羽の下に集めるようにしか
しあなたは反対した！見ろ！あなたの家は荒れ果てた

ままである（マタイ23:37,38）。 
 
彼らは、神のアガハペイの愛についての真理を拒否した
結果を被りました。彼らはサタンの原理を選び、神の子

が神の愛について世界に伝えるために地上に来られたメ
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ッセージを拒否したので、彼らは滅び、彼らの家は荒れ

果てました。 
 
私たちは神の愛を知らないままで歴史を繰り返す 
私たちの世代は、イエス・キリストが教えてくださった

ことにもかかわらず、歴史を繰り返しているのでしょう

か。私たちはこの地上でのイエスのミニストリーの間に

広まったのと同じような歪んだ神の見方をしているので

しょうか。神に対するこのような恐ろしい信念は、結果

として、サタンがアダムとエバの心を支配して以来、人

類が神の名の下に言葉にならないほどの大虐殺を行うこ

とになりました。私たち人間は皆、多くの暴力に巻き込

まれてきたという事実を強く認識しています。それなの

に、私たちは神についての同じ嘘を信じ続け、その結果

は同じになり続けています。私たちクリスチャンは、神

のサタンの性格的特徴に起因することによって、また、

アダムとエバ以降に起こったすべての騒乱、破壊、死、

殺戮は神の罰であると信じ、教えることによって、個人

的にも組織的にも混沌に貢献してきました。  
使徒パウロは旧約聖書から安息日を守る者の本当の状態

を説明しています。彼によると、私たちがこのような状

態にあるのは、神が創造者であり、破壊者でもあると信

じているからであり、神の真の恐れが私たちの目の前に

ないからです。 
 
正しい者は一人もいない、いや一人もいない、理解す
る者は一人もいない、神を求める者は一人もいない。
かれらは皆，背を向けていて，一緒になって儲から-
ない者となっている。彼らの喉は開かれた墓で-
あり、その舌で人を欺き、その唇の下にはアスパスの
毒があり、その口は罵りと恨みに満ちている。彼らの
足はすぐに血を流し、彼ら-
の道には破壊と悲惨があり、彼らは平安の道を知らな
い。彼らの目の前には神を恐れるものはありません（
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ローマ3:10-18）。 
 
みんな堕落してるの？ 
数え切れないほどの数の人々が、パウロが上記の節で残

酷に分類したものの一部として分類されることはありま

せんでした。人類の歴史の中で、すべての人間がパウロ

が述べたように堕落し、堕落していたわけではないこと

は、誰もが認めるところですし、注目すべき事実でもあ

ります。   
では、彼は本当に何を伝えようとしているのでしょうか

？  
アダムとエバが罪を犯して以来、すべての人間は例外な

く、神についての究極の完璧な知識を持つことができま

せんでした。ただ一人の例外がありました。全宇宙の中

でただ一人の存在、イエス・キリストだけが、神の至高

で決定的で完璧な知識を持っていたのです。私たちはこ

の事実を理解する必要があります。もしこの事実を正し

く理解しなければ、私たちはパウロが何を意味している

のか、また、なぜ全人類をこのように一括りにするよう

な強い言葉を使ったのかを理解することができません。

パウロは人間の状態について記録されていることを正し

く述べています。このような分類は、パウロの心の中で

は、また、イエス・キリストを知っている人の心の中で

、イエス・キリストを知っている人の心の中では、全く

通用しません。 
人類全体がパウロによって描かれているような状態にな

っているのは、一人の人間も神についての疑いのない知

識を持っていなかったからです。ですから、もし私たち

が神の人格をサタンの人格的特徴で汚してしまうのであ

れば、私たちはパウロが述べている通りの状態になって

しまいます。私たちは、イエス・キリストだけによって

、神についてのこのような冒涜的な嘘から解放され、徐

々に自由になるにつれて、神についての誤った知識のた

めに、私たちの堕落の深さから解放されていくのです。 
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そして、イエスは、イエスを信じるユダヤ人たちに言わ
れた、『もしあなたがたが、わたしの言葉を守るなら、
あなたがたは本当にわたしの弟子です。あなたがたは真

理を知り、真理があなたがたを自由にする」（ヨハネ8:3
1-32）。 
 
ある点での神の誤った見方は、私たちの理解の全体を汚

染している 
もう一度言いますが、もし神の人格が最も極小の方法で

も悪魔化されているならば、神の人格全体が私たちによ

って汚染され、中傷されています。ですから、もし私た

ちが神のアガハペーの愛について間違った理解を持って
いて、神に暴力を振るっている点があるとしても、私た

ちは殺人者として、またアガハペーの愛という神の人格
の人格を暗殺する者として、堕落の極みにあるのです。

使徒であるヤコブは、この事実を次のような原則によっ

て認証しています。 
 
もしあなたが本当に聖句にある「あなたがたは自分の
ように隣人を愛さなければならない」という王室の律
法を満たしているならば、あなたはよくやっています
が、もしあなたが偏見を示すならば、罪を犯し、律法
によって違反者として有罪とされます。律法をすべて
守っていても、一点でつまずく者は、すべての罪を犯
します。姦淫をしてはならない」と言われた方は、「
人を殺してはならない」とも言われたからです。もし
あなたが姦淫を犯さずに殺人を犯したならば、あなた
は律法の違反者となる。だから、自由の律法によって
裁かれる者のように話し、そうしなさい。裁きは、あ
われみを示さない者には、あわれみがないからである

。憐れみは裁きに勝るのです（ヤコブ2:8-13）。 
 
与える者には与えられる多くのものが必要である 
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忠実な者と悪のしもべのたとえ話の中で、イエスは、神

の知識について多くのことが与えられている者には、も

っと多くのことが求められていると警告しています。  
多くのことが与えられている人たちに求められているの

は、神の性質についての純粋な理解を他の人に示し、与

えることに忠実であることです。イエスの二度目の臨在

の直前に生きている人には、さらに多くのことが求めら

れています。  
 
しかし、知らなかったのに、鞭で打たれるに値するこ
とをした者は、少数で打たれる。多くのものが与えら
れる者には、その者から多くのことを求め、多くのこ
とを犯した者には、その者に多くのことを求めるので

ある（ルカ12：48）。 
 
神の非暴力性を否定する者は、暴力を制裁するか、暴力

を行使する。 
一度、非暴力のアガハペー愛という神の性質を否定する
と、イエスの時代の人々は、機会があれば、神の子を含

めて、自分たちが敵対する誰に対しても、誰に対しても

、暴力を行使しました。彼らの心の中にある主観的なも

のは、彼らの行動によってあからさまに示されたのです

。このことは、彼を殺す直前にサバタリア人に向けられ

たステファンの言葉からも確認できます。 
 
あなたがたは首が固く、心も耳も洗礼されていない。あ
なたがたの先祖たちがそうであったように、あなたがた
もいつも聖霊に抵抗している。あなたがたの先祖たちは
どの預言者を迫害しなかったのか。彼らは、正義の人の
到来を予言した者たちを殺したが、その中で、あなたが
たは今、天使の指示によって律法を受け、それを守らな

かった裏切り者や殺人者となっている（使徒7:51-53）。 
 
彼らがそうしたのは、善悪の原理を信じて生きていたか
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らです。  
 
イエスは、旧約聖書全体が彼を証していることを証明し

ています。 
旧約聖書全体が来るべきメシアの証であることは、イエ

ス様ご自身によって確認されています。エマオへの道を

二人の弟子たちと一緒に歩いていた時、イエス様は彼ら

に旧約聖書全体がご自身の啓示であることを理解されま

した。 
 
愚かな者よ、預言者たちが語ったことを信じる心の鈍
い者よ、キリストはこれらのことを受けて、栄光の中
に入ったのではないか。キリストは、これらのことを
受けて、その栄光の中に入るべきではなかったのか。
そして、モーセとすべての預言者たちから始めて、す
べての聖書の中で、ご自身に関することを彼らに説明

された（ルカ24:25-27）。 
 
ルカの同じ章の中で、イエスはさらに次のように付け加

えています。 
 
これらの言葉は，わたしがまだあなたがたと一緒にい
たときに，わたしがあなたがたに話したものである。
モーセの律法と預言者とわたしに関する詩篇に書かれ
たすべてのことが成就しなければならないからである
。そして，彼らの理解を開き，彼ら-
が聖書を理解できるようにしてくださった（ルカ24:4
4, 45）。 
 
繰り返しになりますが、モーセとすべての預言者と詩篇
だけがこの時代の唯一の聖典であり、旧約聖書の全体を
構成していました。このことは、イエス様が復活される

前の出来事で、イエス様がユダヤ人の聴衆に旧約聖書全

体について次のような発言をされた時に、さらに証拠を
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見つけることができます。  
 
あなたがたが聖書を探しているのは、その中に永遠の
命があると思っているからである。しかし、あなたが
たは、いのちを得るために、わたしのところに来よう

とはしません（ヨハネ5:39, 40）。 
 
イエスが「これらはわたしを証しする者たちである」と
言うとき、イエスが旧約聖書全体を指し示していること

は明らかです。そこで、ステファンがユダヤ人の聴衆と

の談話の中で、これらの事実をはっきりと述べたとき、

イエスとその来臨について予言していた旧約聖書の預言

者たちを排除していないと結論づけることができます。    
 
あなたがたの先祖たちは、どの預言者を迫害しなかっ
たのか。そして、公正な方の到来を予言した者たちを
殺し、その中であなたがたは今、裏切り者と殺人者と

なっています（使徒7:52）。 
旧約聖書の預言者たちの中には、ステファンが話してい

る父親たちによって、文字通り迫害されたり、殺された

りした人たちがいたわけではないことを知っています。

では、ステファノの告発は何を意味しているのでしょう

か？ステパノが彼らを殺人者に分類したのは、彼らの中

にメシヤが明らかにした神の御性質を理解している者が

いなかったからです。さらに、メシアについて書いた預

言者たちでさえ、神の非暴力的なアガハペーの愛の性格
を完全に理解していなかったと言うことができます。  
 
イエスの時代の安息日の人々は与えられたことを果たせ

なかった 
安息日を守る人たちは、神のオラクルを託され、それ以

上のものが与えられ、それ以上のものが求められている

安息日の人たちが、神が暴力を完全に排除した存在であ

ることを知っていることを期待しています。安息日を守
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る者たちが、神の非暴力的な原則であるアガハペー愛を
理解できないのは許せません。このように、安息日に礼

拝しているにもかかわらず、暴力の神を礼拝しているの

で、安息日の原則とその遵守のための戒律を無効にして

いるのです。   
このように、一方では、彼らはそれを神聖に保つために
安息日を覚えて、戒めを維持しようとしている間、他方
で、同時に、彼らは戒めを無効にし、汝は殺してはなら

ない（出エジプト20:8、13）。  
 
 
 
 
戒めの一つでも破ることは暴力であり、私たちは殺人者

になります。 
悲劇的なことに、十戒を守ることに熱中していた安息日

の人々は、そのうちの二つの戒めを破ることによって、

神のすべての戒めを無効にしてしまいました。暴力の神

を信じることによって、彼らは神の非暴力の性格を証明

する安息日の戒めを破ったのです。 
戒めのいずれかを破ると、人は自動的に暴力的になり、

暴力を使うことになり、その結果、命を奪うことになり

ます。イエス様は、悪魔は最初から人殺しだと言われま

した。私たちはすでに「ルシファーと天国の戦争」の章

で、ルシファーが善悪の法則を導入することによって、
アガハペー愛の法則に反抗したときに始まったことを見

てきました。 
 
一つの戒律を破ることによって、私たちはすべてを破る 
 
律法全体を守っていても、一点でつまずく者は、すべ

ての罪を犯します（ヤコブ2:10）。 
 
どのようにして戒めの一つを破ると，すべての戒めを破
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ったことになると言えるのでしょうか。それは，もし殺

すならば，姦淫を犯したことも罪になるということでし

ょうか。あるいは，盗みをしたら，両親を敬わないこと

も罪になるのでしょうか。  
この一見非論理的な概念を理解できるのは、戒めの精神

が暴力の使用によって壊されていることを理解するとき

だけです。もし神が暴力の神であるならば、神は暴力を

容認するでしょう。神には暴力のかけらもないことを知

っているならば，アガハペイの愛の戒めの一つを破るこ
とは暴力であり，アガハペイの愛には暴力がないので，
すべての戒めを破るのと同じであることを理解するでし

ょう。神が非暴力であることを知っていても知らなくて

も、戒めの一つを破ることは暴力であることに変わりは

ありません。一つの戒めに従わないときには暴力が生じ

、すべての戒めは暴力を受け、違反することになります

が、それはすべての戒めの一つ一つがAGAHPAYの愛に
基づいているからです。 
 
殺すことも姦通することも、どちらも暴力的な行為であ

る。 
使徒ヤコブがこの原則をどのように説明しているのか、

もう一度見てみましょう。 
 
あなたがたは自分の隣人を自分のように愛さなければ
ならない」という聖句に従って本当に王の律法を満た
しているなら、あなたがたはよくやっていますが、も
しあなたがたが偏見を示すならば、罪を犯し、律法に
よって違反者として有罪とされます。律法をすべて守
っていても、一点でつまずく者は、すべての罪を犯し
ます。姦淫してはならない」と言われた方は、「殺し
てはならない」とも言われたからである。だから、自
由の律法によって裁かれる者として、話しなさい。裁
きは、あわれみを示さなかった者には、あわれみがな

いからです。憐れみは裁きに勝るのです（ヤコブ2:8-
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13）。 
 
ヤコブは、もしあなたが姦淫をしていなくても、殺して

しまったら、あなたは「アガハペイの愛の法則」の違反
者になってしまうと主張しています。殺すことは暴力で

あり、アガハペイの愛の法則の違反であることは誰の目
にも明らかです。これは、殺すという行為に関わる観察

可能な暴力のために簡単に理解できます。しかし、アガ
ハペー愛の法則によれば、姦通は殺人と同じように暴力
行為です。これは残りの戒律にも適用されますので，戒

律のいずれかを破ることは暴力です。  
ヤコブは、姦淫をしてはいけないということと、殺して

はいけないということを同じに考えていますが、これに

は特別な理由があります。殺すことは暴力的であること

は誰もが理解していますが、姦淫の暴力はそう簡単には

明らかになりませんし、盗むこともそうではありません

。だからこそ、ヤコブは、殺すことと姦淫に関連した二

つの戒めを使い、一方は明らかに暴力的で、他方はそう

明白ではないことを示して、両方とも暴力的であること

を示しました。  
彼は言ったかもしれない姦淫してはならない」と言われ

た方は「盗みをしてはならない」とも言われました。も

しあなたがたが姦淫をしてはならないのに，盗みをする

ならば，あなたがたは律法の違反者となる。もし彼が姦

淫をしないことと盗むことを同じにしていたら，十戒の

律法の精神である非暴力を伝えることができなかったで

しょう。   
殺すことは明らかに暴力的ですが、盗みや姦淫はそうで

はありません。彼は、私たちが他の人間を傷つけるため

に何かをするときには、たとえその行為があからさまに

暴力的であるように見えなくても、私たちは暴力を使っ

ているということを理解してほしいと思っています。  
したがって、一見あからさまな暴力がないように見えて

も、誰かに危害を加えるような行為をした場合でも、そ
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れはアガハペイの愛の法則を破っていることになります

。表面的には、不倫や盗みは殺人ほど暴力的ではありま

せん。しかし、不倫や盗みは関係者全員に害を与え、殺

人と同じくらい暴力的です。そうすると、私たちの行動

の表面だけではなく、暴力についての新しいレベルの考

え方が必要になります。イエスはこの真理を次のように

述べています。 
 
あなたがたは、昔の人たちに『あなたがたは殺してはな

らない（KJV）、殺す者は-
裁きの危険にさらされる』と言われたことを聞いたこと
がある。しかし、私はあなたがたに言う、-
兄弟に怒っている者は皆、裁きの対象となり、兄弟を侮
辱する者は評議会の対象となり、『愚か者め！』と言う

者は火の地獄の対象となる（ESV）（マタイ5:21,22）。 
 
このように、十戒律法の背後にある原理は、非暴力の原

理である「AGAHPAY愛」であることがわかります。十
戒のどれかが破られると、自動的にAGAHAHPAY愛が
欠落してしまい、結果的に暴力が発生します。AGAAHP
AY愛の十戒律は、善悪の原理が使われているときに破ら
れます。サタンの原理は本来暴力的であり、AGAAHPA
Y愛には存在しません。私たちが戒めのどれかに違反す
るときはいつでも、私たちは暴力の原理を使っています

。愛のない考えでさえ暴力で飽和していて、「アガハペ
イ」の愛がありません。彼らは愛のない行動、つまり暴
力であり、法律を破る結果となります。    
  
堕落した心は、非暴力のアガハペイ愛の神の原則を信じ

ていないことの結果である 
神の性質に関する知識を持たないことの結果は、使徒パ

ウロによって明確に示されています。パウロが以下に述

べるような状態を引き起こすのは、神の正しい知識の欠

如であることを理解することが重要です。  
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そして、彼らは神の知識を保持することを好まなかっ
たので、神は彼らに堕落した心を与えられ、ふさわし
くないことをするようになりました-
。彼らは、ささやく者、裏切り者、神を憎み、暴力的
で、高慢で、自慢家で、悪事を捏造し、親に従わず、
見分け-
がつかず、信頼できず、無慈悲で、容赦がなく、その
ようなことを行う者は死に値するという神の義の裁き
を知っていながら、同じことをするだけでなく、その
ようなことを行う者を認めているのです（ローマ人へ

の手紙1.28-32）。28-32). 
 
アガハペイの愛という神の性質には暴力が全くないこと
を理解せず、この真理を拒否すると、堕落した心になり

ます。霊的に言えば、堕落した心は、神に対する間違っ
た知識の結果です。神を誤った理解をしている人は立派

な人ですが、このような誤った見方をしている人は、堕

落した心を持っているとパウロは言っています。そうな
る   
と、堕落した心を持つ人は、必然的に、神様はアガハペ
ー愛であるにもかかわらず、暴力的な存在であると信じ
てしまいます。このように、私たちは、サタンからの究

極の嘘であり、私たちが信じてきたハイブリッドな性格

を神に帰属させているのです。したがって、このような

神の性格に対する誤った理解で、私たちは神ではなくサ

タンを崇拝することになってしまうのです。  
 
堕落した心を持つ者は死に値するのか？ 
使徒パウロはさらに、このように神の性質を歪んだ理解

で理解している人は、死に値する堕落した心を持ってい

ると言っています。パウロが「死に値する」と言うのは
、神の性質に関する嘘を意識的に信じることを選んだ人
が、サタンの死の領域に自分を入れ、神が唯一の命の源
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であることを見ることができないということを意味して

いるのです。神様の真のご性質を示すために来られたイ

エス様は、それを示すことができる唯一のお方であり、

ヨハネ書の中のこの言葉でも同じことを述べています。  
 
御子を信じる者には永遠のいのちがあり、御子を信じな
い者にはいのちが見えないが、神の怒りはその者に宿る

（ヨハネ3:36）。  
 
堕落した心を持つことは、必然的に全体の十戒を破るこ

とになりますが、正しく理解されている場合は、非暴力

の神のアガハペイ愛の啓示です。  
ローマ人への手紙1:28-
32の一節で、パウロは神を知識として保持していなかっ
た場合の結果を詳細に挙げています。最初の四つの戒め

は、神の性質について教えていますが、彼らは神を知識
として保持することを好まなかったので、神を憎むよう

になったというフレーズで語られています。残りの6つの
戒めは，横の次元での人間との関係に関わるもので，す
べての不義で満たされているという言葉で語られていま
す。 
上記の記述に当てはまる人たちには、神の怒りが天から
啓示されます。  
 
神の怒りとは何か？ 
ローマ人への手紙1:18-
19では、パウロは十戒についても言及しています。すべ
ての不浄は最初の四つの戒めの違反であり、人のすべて

の不義は後者の六つの戒めの違反です。  
私たちは、人のすべての不敬虔さと不義に対して、天か
ら啓示された神の怒りが、どのような形で現れるのかを
自問しなければなりません。 
何よりもまず第一に、私たちはパウロが「天から」と言
ったとき、パウロはまさに天にある神の玉座の間を意味
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していることをはっきりと理解しなければなりません。

天国からとは、神ご自身と神の存在の本質、神のアガハ
ペー愛を表すこともできます。私たちはまた、神の怒り
が神の性格の一面だけではなく、逆に、神の怒りが神の

アガハペイの愛によって明らかにされているからこそ、
神の本質であり、本質であることをはっきりと理解しな

ければなりません。正確に真実に理解しなければ、神の
怒りを理解する方法は確実に神を悪魔化することになり
ます。  
 
神の怒りを理解する 
神はアガハペイの愛において、私たちの理解を超えた危

険を冒して、人類に選択の自由を与えておられることを

理解して初めて、私たちは神の怒りを理解することがで

きます。アガハペイの愛の本質が理解されて初めて、そ

して罪が神と神の創造物に何をしたかを理解して初めて

、神とサタンのどちらかを選ぶという神から与えられた

自由の意味を理解することができるのです。  
パウロは、この聖句の文脈の中で、神の怒りとは何かと

いう重要な質問に、パウロ自身が最も決定的な答えを与

えています。人類がアガハペーの愛という神の性格の正

しい理解を断固として拒否し、全くの不敬と不義の中で

生きている時に、神の怒りが天から啓示されるというこ

とに注目してください。パウロが言っているのは、神が

人々に神から与えられた選択の自由を何の制約もなく行

使することを許したとき、神は人々をその傾向のある選

好に委ねられた（ローマ1:24, 26, 
28）、これが神の怒りであるということです。ですから
、人々がサタンの暴力的な善悪の原則に入ることを選ん

だとき、神はそれを許し、その結果、その原則に内在す

る結果、最終的には死のあらゆる面を含む結果に苦しむ

ことを許しているのです。  
AGAAHPAY愛は力を使わない-
悪の中に生きる人々を抑制するためでさえもない。AGA
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AHPAYの愛だけが、人々を悪から転向させるために使う
ことができます。AGAAHPAYの愛は、悪のすべての結
果を自分自身で苦しみ、受け止め、AGAAHPAYの愛に
反する方法を利用するよりも、永遠の命を失うことを覚

悟しています。それゆえ、神は彼らに、サタンの律法の

支配を信じて生きるという究極の選択を与えたのです。

AGAAHPAY愛は、人々を彼らの選択に解放する以外に
何もできないので、「手放す」ことは神の怒りなのです

。 
  
それゆえ、神は彼らを心の欲の中で不浄にし、自分た
ちの間で自分たちの体を汚し、神の真理を嘘と交換し
、永遠に祝福される創造主よりも被造物を崇拝し、仕
えたのです。アーメンこのような理由で、神は彼らを
卑劣な情熱に屈服させられた。そして、彼らが神をそ
の知識の中に保持することを好まなかったので、神は
彼らを堕落した心に委ね、ふさわしくないことをする

ようにされた。.そのようなことを行う者は、死に値
する。 
 
誤りのペナルティを自分の内に受けているという一節は
、私たちの運命を決定するのは、私たちの選択であるこ

とを確認しています。  
 
少しの葉っぱのビットは全体の塊を残します 
律法全体を守っていても、一点でつまずく者は、すべて

の罪を犯している」（ヤコブ2:10）というヤコブの言葉
は、次の使徒パウロの言葉にも反映されています。  
 
あなたがたは、少しの澱が全体の塊を覆うことを知らな

いのですか。(1コリント5:6)。 
 
イスラエルの子供たちの歴史から、私たちはイエス様が

安息日を守る人たちに最も困難を感じていたことを知っ
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ています。イエス様が弟子たちと会話をしていた時の出

来事で、イエス様は特にファリサイ派とサドカイ派の教

えについて警告されました。これらはユダヤ人の主要な

教師であり、律法学者と一緒に、彼らは神に対する偏っ

た見方で彼らの信奉者を教育していました。イエスは弟

子たちに次のような警告を与えられました。  
 
ファリサイ派とサドカイ派の油脂に注意し、気をつけて

ください（マタイ16:6。 
 
いつものように、弟子たちはイエス様の言葉の意味を理

解することができませんでした。 
 
そして、彼らは自分たちの間で議論して言った。それ

は、私たちがパンを食べていないからです（マタイ16
:7）。 
 
イエスは彼らに知らせることによって、彼らの理解を

正します。 
 
どうしてあなたがたは、私がパンについてあなたがた

に話さなかったことを理解しないのですか？- 
パンのあわれに気をつけろと言ったのではなく、パリ
サイ人とサドカイ人のあわれに気をつけろと言ったの
です。そこで彼らは、-
主が彼らにパンの油脂に注意するように言われたので
はなく、ファリサイ派とサドカイ派の教義に注意する

ように言われたことを理解した」（マタイ16:11-
12）。 
 
イエス様の神の御性質の啓示は、-
宗教指導者とその信者の教えとは正反対のものでした。 
イエス様の意図は、弟子たちに、これらの宗教的指導者

たちの教えが神の人格を不当に表現していることに気を
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つけなければならないという事実を警告することだった

のです。     
神のオラクルを与えられた人々は、イエスが宣言したも

のとは根本的に異なる神の理解を持っていました。イエ

スが彼らに啓示された神は、彼らが崇拝している神と同

じではなかったのです。これは特に、イエス様を信じ、

イエス様を信じているサバタリヤの人々に適用されまし

た。 
 
彼らは、イエスが御父のことを語っておられることを
理解していませんでした。そこでイエスは彼らに言わ
れた、『あなたが人の子を上げれば、あなたがたは、
わたしが彼であり、わたしが自分では何もしていない
ことを知るであろう。わたしを遣わされた方は、わた
しと共におられる。父はわたしを一人にしておられな
い。わたしはいつも父を喜ばせることをしているから
である。イエス様がこの言葉を話されると、多くの人
がイエス様を信じました。イエス様は、イエス様を信
じたユダヤ人たちに言われました。 
 
イエスは神の非暴力的な性格を明らかにした  
すでに見てきたように、サタンは園でアダムとエバの心

に悪事を働き、アダムとエバに神についての嘘を信じ込

ませました。神は殺人者であるという彼らの汚染された

見方が、神を恐れる結果となりました。これが、彼らが

不従順になった後、神から隠れてしまった理由です。  
イエス・キリストは、その命と死と復活によって、この

歪んだ神の見方が嘘であることを明らかにしてください

ました。残念ながら、イエスの啓示の後も、アダムとエ

バが罪を犯した後に持っていた歪んだ神の見方を私たち

は受け入れ続けています。超越的な領域での大祭司的な

働きによって、イエスは現在も、暴力の痕跡のない神の

アガハペー愛の性格についてのサタンの嘘を私たちの心

の中から清めようとしています。  
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私たちには十字架という出来事がありますが、それは神

の非暴力的なアガハペー愛を知るための神の性格の究極
の啓示です。この言葉が当てはまるのは私たちです。  
 
多くのものが与えられる者には、その人から多くのも
のを求め、多くのものが託された者には、その人に多

くを求めます（ルカ12:48）。  
     
旧約聖書にはサタンの知識はほとんどなかった 
ヘブライ語では、悪魔についての間接的な言及がいくつ

かありますが、それには意味が込められています。その

ような節の一つがレビ記17:7です。 
 
また、彼らはもう悪魔にそのいけにえをささげてはなら
ない。 
 
NIVの解釈は、原文のヘブライ語で述べられていること
とより一致しています。 
 
彼らはもはや、自分たちを売春するヤギの偶像に生け

贄をささげてはならない（NIV）。 
 
しかし、旧約聖書全体におけるサタンの存在は、以下の

書物と節にある４つの明確な言及がなければ、事実上存

在しなかったでしょう。第一歴代誌21:1、詩篇109:6。ヨ
ブ記では１章と２章、ゼカリヤ書では３章で言及されて

います。  
神の敵であり、破壊者であり、告発者である神について

のこのような限られた知識では、旧約聖書の作者がすべ

ての悪を神のせいにした責任を完全に負うことができな

いことは理解できます。旧約聖書の執筆者たちの周りに

広まっていた信念体系の全体もまた、まったく同じこと

をしていました。彼らの考えでは、神は主権者であり最

高の存在であるため、悪行もまた神のせいにされていた
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のです。ですから、彼らが崇拝していた神は創造主であ

り、破壊者でもありました。    
 
新約聖書は悪魔であるサタンへの言及で満ちている  
サタンとその使者たちの悪行を神に推し量ることで、自

分たちの無知を正当化することはできません。なぜなら

、私たちは、創世記から黙示録まで、サタンのさまざま

な名前や分類について、旧約聖書の中のいくつかの名前

と新約聖書の中の大部分の名前を使って、有益な証拠を

与えられているからです。  
さらに、私たちには、神の非暴力的なアガハペーの愛を
不確かな言葉ではなく明らかにする十字架の出来事があ

ります。私たちは、私たちが生きている今の時代のため

に事実を知り、神のお人柄についての真実を理解するた

めに、前の世代が持っていたものを超えた情報を自由に

手に入れています。       
神が金の皿に乗せて与えてくれた知識をすべて知った後

で、創造主である神の性質と破壊主であるサタンの性質

を知らないことは、私たちの運命の成否を封印すること

になります。このようなことを考えると、サタンの律法

の支配による罪の結果としての死と破壊を神に当てはめ

たり、悪魔の業を神に当てはめたりするとき、私たちは

旧約聖書の時代の世代、特にそれ以前の世代よりも悪い

状況に置かれていることになります。サタンとその律法

の支配に起因する死と破壊を神に押し付けることは、実

際には神の敵対者であるサタンの存在を否定しているこ

とになります。もし神が創造主であると同時に破壊者で

もあるならば、サタンとは何でしょうか。彼は単なる観

察者なのでしょうか？ 
私たちがどのようにして神の人格を悪魔化し続け、神の

アガハペの愛と暴力を混ぜ合わせているのかを観察する
のは痛々しいことです。十字架と安息日からの深い啓示

を受けた後でも、私たちはそうしているのです！ 
十字架と安息日は、神が非暴力的であることを証明して



342 

 

います。十字架と安息日は、神が非暴力的であることを

証明しています。それにもかかわらず、私たちはサタン

の特徴を神に当てはめようとしています。  
私たちの有限な心が、私たちの父なる神が、私たちの歪

んだ神の見方に対して経験している想像を絶する苦悩を

理解することは、非常に難しいことです。イエスは、神

が私たちの天のお父さんであることを知ることを望んで

おられました。残念なことに、私たち地上の子供たちは

、神についてのサタンの嘘を信じ、神を恐れて生きてい

ます。私たちは神を、もし私たちが神の御心に従わない

ならば、私たちに暴力をふるう暴君と見なしています。  
私たちが神のアガハペイの愛を理解し、神について信じ
ている嘘によって神にさらされていることを知ることが

できれば、私たちの考え方を変えるために世界をひっく

り返すことになるでしょう。私たちの見解と行動は、私

たちが他の宗教団体のそれを超えた啓発を受けたクリス

チャンであることを物語っています。  
 
安息日の原則は、私たちがどのように自分自身を守るか

を決定します。 
時には暴力が必要な時もあり、特に正当防衛の時には暴

力が必要だと主張する人もいるでしょう。彼らは、もし

私たちの地上の父が侵入者から私たちを守らなかったら

、父は過失があると主張するでしょう。もし父親が悪か

ら守ってくれなかったら、私たちは父親のことをどう思

うでしょうか。  
この問題の答えは、愛の神への揺るぎない信仰を必要と

します。もし私たちが本当に神に従うことを望むならば

，暴力を使わない方法で自分自身と愛する人を守ること

を学ぶ必要があります。そうすれば，私たちは神の性格

と非暴力の原則を真に反映することができるでしょう。     
私たちは、神が私たちを守りながら、イエス・キリスト

にあったように、アガハペイの愛で私たちを守り、自ら
死なれたことを知るようになります。私たちは、神が暴
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力を使って敵を殺し、同じ悪魔の暴力的な方法でご自身

と私たちを救ってくださった場合よりも、はるかに多く

の愛を感謝するようになるでしょう。  
十字架の上で神は、当時可能だった最も非人道的な方法

で御子が文字通り殺害されることを許しました。神はア
ガハペイの愛の中で、十字架の苦悩を通して御子と共に
苦しまれたのです。神のお人柄を理解するようになった

者は皆、十字架の原則に従って生き、サタンとその律法

の支配に打ち勝つことになります。これは、愛する人を

暴力で守るのではなく、彼らと共に、あるいは彼らのた

めに死ぬことを意味します。  
そのような人々は、使徒ヨハネによる十字架の原理によ

って、サタンとその暴力の原理を打ち破っていくのです

。 
 
そして、彼らは小羊の血と彼らの証しの言葉によって
彼に打ち勝ち、自分の命を死ぬまで愛さなかった（黙

示録12:11）。 
 
これに関連して、使徒ペテロとパウロは、十字架の原理

についてイエスから学んだことを述べています。 
 
もし神に対する良心のために、人が悲しみに耐え、不当
に苦しんでいるならば、これは立派なことである。自分
の過ちのために打ちのめされても、それを辛抱強く受け
止めれば、何の評価にもならないのではないでしょうか
。しかし、あなたがたが善いことをして苦しんでいると
き、あなたがそれを辛抱強く受け止めるならば、それは
神の前に称賛されるべきことである。キリストが私たち
のために苦しんで、私たちに模範を残してくださったか
らです。罪を犯さず、その口に偽りを見出さなかったキ
リストは、侮辱されても侮辱することなく、苦しみを受
けても、脅すことなく、義を裁いてくださる方にご自身
を委ねられました。あなたがたは迷子になった羊のよう
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でしたが、今では羊飼いであり、あなたがたの魂の監督

である方のもとに戻ってきました（第一ペテロ2:19-
25）。 
 
さて、わたしパウロは、キリストの柔和さと優しさによ
って、あなたがたに懇願しています。しかし、私がいる
ときには、私たちをまるで肉-
に従って歩んでいるかのように考える人たちに対して、
自信を持って大胆にならないように、お願いします。わ
たしたちは肉の中を歩いていても、肉の中では戦争をし
ません。なぜなら、私たちの戦いの武器は肉ではなく、
神のうちにある強大なもので、砦を崩し、議論や神の知
識に反して高ぶるあらゆるものを打ち倒し、あらゆる考
えをキリストの従順に従わせ、あなたがたの従順が成就
したときには、すべての不従順を罰する準備ができてい

るからです（第二コリント10:1-6；強調しています）。 
 
この点でイエス様は、イエス様に従う者は皆、イエス様

がしたことを実行すると言われています。  
 
わたしの後に来ようとする者は、自分を捨てて十字架
を背負い、わたしに従いなさい。自分の命を救いたい
と願う者は自分の命を失うが、わたしのために、また
福音のために自分の命を失う者は自分の命を救うから

である（マルコ8:34-35）。 
次の節では、イエス様によれば、敵にも適用しなければ

ならない神の非暴力の原則であるアガハペイを拒否する
と、私たちは魂を失うことになることを示しています。 
 
全世界を手に入れても、自分の魂を失っても、人は何
の得になるのでしょうか？あるいは、人は自分の魂と
引き換えに何を与えるだろうか。この姦淫と罪深い世
代において、わたしとわたしの言葉を恥じている者は
誰でも、人の子もまた、聖なる天使たちとともに父の
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栄光のうちに来られたときに恥じるであろう（マルコ

8:36-38）。 
 
人の子が栄光を受ける時が来たのです。一粒の麦が地
中に落ちて死なない限り、それは一粒のままであるが
、もし死ねば、それは-
多くの穀物を生み出す。自分の命を愛する者はそれを
失い、この世での自分の命を嫌う者は永遠の命のため
にそれを保つ。誰でもわたしに仕える者がいるならば
、その者はわたしに従わせなさい。誰でもわたしに仕
える者がいるならば、わたしの父はその者を敬うであ

ろう（ヨハネ12：23-26）。 
 
私たちはまだ神を暴力的な神として見ている 
悲劇の悲劇は、アダムとエバがサタンに従ったときに信

じた神についての同じ嘘を信じ続けたいということです

。アダムが買ってしまったこの元々の嘘は、神に従わな

い者に対する神の暴力的な傾向のために、私たちは神を

恐れる必要があるというものです。神のアダムへの警告

である「善悪の知識の木を食べてはならない。アダムと
エバが罪を犯した後にしたのと同じように、私たちはま

だ聖書を解釈し、神の性質を曲解しているのでしょうか

？例えば、次の箇所を見てみましょう。 
 
罪の代償は死だからです（ローマ6:23 
 
罪はサタンの律法の支配であり、それに内在するのは死

であり、それは罪の賃金です。ですから、1)サタンの律
法、2)罪、3)罪の報酬、4)死は、すべて一つの不可分の不
義の原理です。この四つはすべて、神の人格と神の国の

原理とは何の共通点もなく、神が代表し、神の代表する

すべてのものと直接対立しているのです。これらはすべ

て神と敵対しているのです。私たちはそのように言われ

ています。 
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滅ぼされる最後の敵[of 
god]は死です(1コリント15:26;強調)。  
 
子供たちが肉と血を受けたので、ご自身も同じように
肉と血を受け、死によって死の力を持つ者、すなわち

悪魔を滅ぼされたのです（ヘブル2:14）。 
 
イエス様が十字架にかかって死なれたとき、サタンの善
悪の法則の支配から来る罪のためのすべての落ちこぼれ
をご自分の身に負われました。イエス様はこのようにし
て、罪人を恣意的に罰することのない神の愛を明らかに

されたのです。この事実が知られ、信じられ、実証され

たとき、サタンが死に対して持っている力は破壊されま

す。 
神は、サタンが私たちに神の働きを信じさせたいように

、サタンを滅ぼされることはありません。彼の滅亡は、

彼自身の法の支配に完全に委ねられたときに起こり、そ

の中から彼は滅亡を経験します。  
四つのすべては、神の敵として、滅ぼされる。サタンの

律法の支配、罪、罪の報酬、そして死です。上記の節は

、死は神のものではなく、神の敵であることを明らかに

しています。したがって、アダムとエバの時代以降に死

んだすべての人の死の責任は神にあると主張することは

できません。死は、ルシファーが律法の支配を導入した

時に始まりました。神が人を殺す行為に関与したことは

一度もありません。 
罪の代償は死であるから、神は絶対に確実に死によって
罪人と罪人を滅ぼされることを指摘するために、この節

を使ったことがある人はどれくらいいるでしょうか。そ

れに続く次の言葉はどうでしょうか。 
しかし、神の賜物は、私たちの主キリスト・イエスに

ある永遠のいのちです（ローマ6:23）。 
それは死の原理を破壊する神の賜物であり、第一の死も
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第二の死も将来は存在せず、私たちの主キリスト・イエ

スにある永遠の命だけが存在するのです。イエス・キリ

ストの命を与えるアガハペー愛の律法がすべての中にあ
ることになります。 
イエス・キリストは殺人者が誰であるかを教えてくれる 
私たちは、アダムが神の警告を見たのと同じように、「

罪の報酬は死である」という節を見ないのでしょうか？
私たちは、神が罪と罪人を滅ぼすが、イエス・キリスト

を信じる者だけを救うという意味に解釈しないのでしょ

うか？私たちの主イエス・キリストについて何を信じる

かは、正しく理解され、答えられるべき質問です。 
その答えは、イエスがユダヤ人の聞き手との話し合いの

中で与えられたものです：イエス・キリストのメッセー

ジを信じてください、イエスの父である神は誰も殺しま

せんと言われました。 
私は父と共に見たことを話し、あなたがたは父と共に

見たことを行う（ヨハネ8：38）。 
イエスが御自分の父と聞き手の父との間で行う対比は、

彼らの父が最初から殺人者であったことを示しています

。彼こそが殺人者なのです。  
サタンは最後には自殺するのか？ある面ではそうです。

彼は彼の原理に内在するものは死であると警告されてい

ます。彼の原理に身を委ねた者は皆、自分自身も含めて

、その原理によって死ぬのです。このようにして、彼は

自殺することを選んだのです。彼の法は自己破壊的な原

理であり、それは爆発し、彼と彼の支持者全員を殺すだ

ろう。  
 
始まりからの殺人者 
人殺し」を意味するギリシャ語の原義は「人殺し」です

。ユダヤ人の聴衆との議論の文脈の中で伝えられている

この理解に基づいて、イエスはなぜサタンを殺人者と呼

ばれたのかについてさらに詳しく説明しています。  
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あなたがたは、悪魔である父から出た者であり、父の
望みは、あなたがたがしたいことである。最初から人

殺しだった（ヨハネ8:44）。 
 
それは、サタンが宇宙に導入した法則であり、彼を最初

から人斬りにしています。彼の法には生命を奪う原理が

含まれているので、彼は彼の法によってすべての死を引

き起こし、管理しています。  
 
私たちの自然は良いと悪であるため、我々は良いと悪と

して神を参照してください。 
園での神とアダムの談話は、サタンの神に対する嘘につ

いての指摘を証明しています。この嘘は、アダムとエバ

が神に背いた後に信じたサタンの善悪の原理に由来して
います。サタンが善悪の原理を通してアダムとエバに教
えた恐ろしい嘘は、神様は恐れるべき人だということで

す。この原理は、アダムとエバに、神は神に背く者を処

刑すると教えました。この原理は、神の警告を脅しのよ

うに聞こえるようにし、もしあなたがたまたま神に背い

たら、あなたは必ず死ぬだろうと教えました。  
そのため、アダムとエバに言ったのです。"アダムを恐れ
なさい。 
 
神は咎めることなくアダムを探しに来られた 
アダムの不従順の後の神の行動をよく見てみると、サタ

ンが伝えたこととは正反対のことを明らかにしているこ

とに気づくでしょう。神は、恐怖に満ちた子供たちを日

中の涼しい場所に探しに行き、私たちの恐怖を打ち消し

てくれる神の完全な愛を子供たちに示すために行ったの

です。増幅版のヨハネ１章４節１８節の完全な箇所をも
う一度見て、園でのあの場面を思い浮かべてみましょう

。  
 
しかし、完全に成長した（完全な、完全な）愛は、恐怖
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を扉の外に追い出し、あらゆる恐怖の痕跡を追い出しま
す。恐れは罰の考えをもたらすので、恐れている者は愛

の完全な成熟に達していない-
愛の完全な完成にはまだ達していない。 
 
アダムとエバが神から隠れたのは、彼らがサタンの善悪
の原理から学んだ恐怖心が、今では彼らの思考の一部に
なっていたからです。サタンは、彼らが不従順であるこ

とを理由に彼らを拒絶した暴力的な存在として神を見る

ようにしました。今、彼らは偽りを経験しているので、

神が自分たちを殺そうとしているとも信じていました。

彼らが神の助言に背いた後、神に対するこのような歪ん

だ見方が現れたのです。  
十字架は、善悪を知る木の原理がアダムとエバの神に対
する心に悪影響を与えていたことの真実性を確認してい

ます。 
イエスは十字架の上で大声で叫ばれ、「エリ、エリ、ラ
マ・サバチャタニ？イエスは、神が見捨てたわけではな
いにもかかわらず、善悪のすべての落ちこぼれにさらさ
れました。神は決して人を見捨てたり、見捨てたりはし
ません。なぜなら、神ご自身が「わたしは決してあなた
を置いて行かないし、あなたを見捨てることもない」（

ヘブル13:5）と言われたからです。   
彼らの誤った期待に反して、神の行動に見られるのは、

アダムとエバが見捨てられたのではないという証拠です

。神は非難の言葉や罰する意図はありませんでした。む

しろ、神はアガハペの愛で彼らに呼びかけて、「あなた
はどこにいるのですか？ 
 
彼らは日中の涼しいうちに主なる神が園を歩く音を聞
き、アダムとその妻は園の木の間に隠れて主なる神の
前から身を隠した。その時，主なる神はアダムを呼ん
で言われた，『あなたはどこにいるのですか』。そこ
で彼は言った、『私は庭であなたの声を聞いたが、私
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は裸で身を隠していたので恐れた』（創世記3:8-
10）。 
 
以前に取り上げたように、その後に続く呪いは、サタン

の法の支配を採用した結果を述べたものに過ぎません。 
 
 
私たち、アダムとイブの子供たちは、すべての宇宙の精

神的な戦争の最終的な解決をもたらすことに関与してい

ます。 
私たちは皆、アダムとエバの子孫であり、その最初の夫

婦の兄弟姉妹であり、子供です。私たちは皆、イエス・

キリストの第二の復活の前に、世の前に神の御性質を明

らかにする重要な役割を果たす特権を与えられています

。なぜなら、神は絶対的な方であり、状況に応じて変わ

ることがないので、私たち一人一人を扱う際の神の原則

は、私たちが誰であるかにかかわらず、すべての面で同

じだからです。  
アダムとエバのすべての息子と娘は，神のアガハペイ愛
の性格を知り，それを示す特権的な責任を負うことにな

ります。アダムとエバのすべての子孫は例外なく、神の

アガハペイ愛の法則に従うか、サタンの善悪の法則に従
うか、ということです。 
 
安息日の原則は極めて重要な役割を果たすだろう  
七日目の安息日とその原則は、終わりの時に人類が直面

する問題に必ず関わってきます。繰り返しになりますが

、神様が七日目を祝福し、聖別した理由は何だったので

しょうか。神が安息日を与えた理由は、死と破壊によっ

て、創造主が破壊者ではなく、アガハペー愛の神である
ことを忘れることがないようにするためである。 
人類が直面する最後の問題は、七日目の安息日に代表さ

れる神の性格に関係しています。   
アダムとエバの子供たちは皆、暴力か非暴力かによって
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、彼らが神を崇拝する者なのか、それともサタンを崇拝

する者なのかを明らかにします。  
世界史の最終局面のこの最終号には、宗派、宗教、政治

、人種、経済、文化、性別、地理的な壁はありません。

私たちは皆、私たちの運命の決定に関わることになりま

す。   
その過程で、私たちが真の神を崇拝する者なのか、それ

とも悪魔に他ならない底なしの穴の天使を王とする者な

のかが明らかになるでしょう。        
 
私たちのすべてはどちらかを選択します AGAAHPAY 
愛または善と悪 
聖書によると、神はその行いに応じて、それぞれの人に

与えられると言われています（ローマ2:6）。一人一人の
選択とその結果としての行動は、すべての人を神のため

に、あるいはサタンのために配置します。私たち一人一

人が二つのことのうちの一つを明らかにし、第三の選択

肢はありません。地球上の互いに、そして宇宙の残りの

部分に対して、私たちはそれぞれの人生において、七日

目の神聖さに代表される神のアガハペー愛の法則か、サ
タンの恣意的な処罰、死と破壊の法則のどちらかを示す

ことになります。これは、使徒ヨハネが私たち全員に語

っていることです。  
 
愛する者は皆、神から生まれ、神を知っている。愛す

る者は皆、神から生まれ、神を知っている。. . 
.愛する者よ-
、神が私たちを愛したならば、私たちもまた、互いに

愛し合うべきである ... ... ... 
.もし誰かが「私は神を愛しています」と言って、自
分の兄弟を憎んでいるなら、その人は嘘つきである。
神を愛する者は、自分の兄弟をも愛さなければならな

い（第一ヨハネ4:7, 8, 11, 20, 21）。 
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もし神の性格が彼の印章であるならば、AGAHAHPAY
愛は神の印章であり、神は愛であるための神の印章であ

る 
七日目の安息日に代表される神のＡＧＡＨＡＰＡＹ愛は

、神がＡＧＡＨＡＰＡＹ愛であり、破壊者ではないこと
を記念するための神の封印です。聖書は、神の愛を知る

者は、地球上のすべての人間に神のアガハペの愛を伝え

ることに携わることになると教えています。彼らは神の

愛を示すことに決定的に関与することになります。この

無条件で自己犠牲的な愛の実演は、悪が人類の間で頂点

に達した時に起こるでしょう。イエス様は、悪が地上で

横行するようになった時に、この愛を冷たくしないよう

にと警告されています。マタイによる福音書24章12節で
イエス様は言われています。 
 
無法が蔓延し、多くの人の愛が冷たくなるからだ。 
 
悪が最高潮に達すると、今、神様のアガハペーの愛を心
に持っている人たちが、愛が冷たくなって、再び善悪の
原理を使うようになる危険があります。そして、すでに

善悪の原理を心の中に持っている人たちは、その原理に
さらに固まってしまい、罰をエスカレートさせることを

要求するようになります。彼らは悪を抑止するために、

考えられる最も厳しい罰を要求するようになるでしょう

。 
 
 
 
今、善悪の原理からの救いの日です。 
私たちは、第二次臨降の直前の未来の時代に、後から準

備が整うことを期待して、それを遅らせるのではなく、

今、神の愛を生き抜くことを怠ってはなりません。   
見よ、今は受け入れられた時であり、見よ、今は救いの

日（第一コリント6:2）であり、破壊と死をもたらす原理
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からの救いなのです。 
神のアガハペー愛の原理は、善悪の原理とは正反対のこ
とを教え、私たちに示してくれています。 
 
...罪[善と悪]があふれていたところに、恵み[アガハペ
イ]がはるかにあふれていました（ローマ5:20；強調
しています）。 
 
無法に対する人類の反応（罪があふれていたところ）は
、七日目の安息日に代表されるアガハペの愛の律法によ

って生きてきたかどうかを明らかにします。この啓示は

、すべての人が悪に直面し、特にその頂点に立つときに

最も明らかになるでしょう。この時、自分の生活の中で

神のアガハペの愛を行動によって明らかにする者はすべ
て神の印を受け、神のアガハペの愛によって生きていな
い者は獣のしるしを受けることになります。  
 
神とサタンの従者が明らかにされる  
7日目の安息日は，わたしたちが見習うべき神の性格につ
いての至上の重要性と重要性を独断的に確認するために

創造され，制定され，祝福され，聖別されました。  
安息日は、私たちの地上の領域に罪が入り込み、騒乱が

起きた後も、神の性格は非暴力から敵味方を問わず暴力

に変わることはないということを思い起こさせるために

設置されました。もし神がご自身についてこのことを私

たちに明らかにされたならば、無法が蔓延するようにな

ったとき、神に従う者としての私たちは、心を硬化させ

てはなりません。      
イエス様は、霊的に重大な意味を持つことを私たちに警

告しておられます。イエスは、イエスの再臨の直前に、

不義や無法が蔓延し、人々の生活の中で地上に浸透する

とき、多くの人の愛は冷たくなるだろうと警告されまし

た。  
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また、無法があふれるので、多くの人の愛は冷たくなる

（マタイ24:12）。 
 
不義が多いので、多くの人の愛は冷たくなる（KJV）
。 
 
私たちは皆、このようなことが自分の身に起こらないよ

うに、愛が冷めないようにしなければなりません。無法

が他の人の中にあふれているとき、私たちの反応は、私

たちが七日目の安息日を象徴するものによって生きてい

るのか、それともサタンの善悪の法則によって生きてい
るのかを明らかにしてくれます。 
もし私たちが、神が罪深い敵に対して暴力を用いておら

れると信じるならば、そのような神に従う私たちは皆、

神の行動を真似ることになります。このようにして、暴

力も破壊的な仕事もない神のアガハペー愛の安息日の七
日目の原則は、無法と不義への私たちの反応によって否

定され、反論されることになります。神の従者とサタン

の従者の間に引かれた境界線は、無法に対する私たちの

反応によって証明されます。暴力か非暴力かによって、

私たちがどちらの陣営を選ぶかが決まります。  
アガハペイの愛には暴力がないので、神のアガハペイの
愛の法則に違反することはすべて暴力です。もし私たち

が横の次元で神の法である「アガハペー愛」に違反して
いるならば、たとえあからさまに暴力を犯しているよう

に見えなくても、私たちは同胞である人間の家族に暴力

を振るっている罪を犯しています。危害が加えられると

、それは危害を加えられた人に対する暴力です。他人の

所有物を盗むと、その人を傷つけたことになり、その人

に対する暴力を引き起こします。   
同じ原理は、親との取引や、どんな形であれ命を奪うこ

と、不倫をすること、偽りの証言をすること、物を盗む

ことにも当てはまります。これらはすべて、誰かを傷つ

けているのです。 
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七日目の安息日は神の御性質を記念し，-
十字架上で無効化されるのではなく，肯定されました。  
余分な日は、その起源は創造の週にあり、罪よりも前に

ありました。それは神がアガハペー愛であるという現実
を記念するために制定されました。このように考えると

、七日目の安息日が十字架で廃止され、本来永遠に記念

するために作られたものでなくなったことを示唆するの

はばかげています。  
十字架は、安息日が表していることが真実であることを
宣言し、確認しました。   
創造主である神は、創造の仕事から安息日に休まれまし

た。また、贖い主である神は安息日の日、墓に横たわっ

て贖いの仕事から休まれました。どちらの場面も、彼が

アガハペー愛であることを示しています。  
十字架は安息日を保証する 
七日目の安息日の神聖な意味は、神のアガハペー愛の性
格に関係しており、その愛は十字架上で肯定され、無効

化されなかったので、安息日の適用可能性は絶えること

はありませんでした。十字架上で起こったことはこの真

理を裏付けるものであり、七日目の安息日と、それが表

すように設計された永遠の原則を無効にするものではあ

りませんでした。十字架は、神がなぜ余分な24時間の時
間を作り、それを七日目の安息日と呼んだのかを確認し

たのです。アガハペの愛という神の性格の究極の啓示は
、十字架上のイエス・キリストの死によって示されまし

た。十字架の上で、イエス様は罪のための罰のすべてを

ご自身で受けられました。イエス様は、最初の死と二番

目の死の両方を含む、罪の罰のすべてを経験されました

。   イザヤ書53:8はそれを確認しています。 
 
彼は生ける者の地から切り離され、わたしの民の罪の
ために打ちのめされた。 
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イエス様が十字架上で第一の死と第二の死の両方を経験

されたのは、イエス様と御父様の私たちに対するアガハ
ペイの愛のためであり、私たちが罪の代償である死を経
験する必要がないようにしてくださったからです。聖書

では最初の死は「眠り」と表現されていますが、それは

罪の結果の一部です。しかし、神の賜物は、私たちの主
キリスト・イエスにあって私たちに与えられた永遠の命

です（ローマ6:23）。最初の死は、彼が受けた文字通り
の死です。エリ、エリ、ラマ・サバチタニ」と大声で叫
んだとき、「私の神よ、私の神よ、なぜあなたは私を見

捨てたのですか？(マタイ27:46)。  
イエス様はアガハペーの愛の原理で生きて死んだので、
サタンの原理では墓に入れられなかったので、イエス様

は復活も経験されました。このことは、イエス様が言わ

れた時に確認されました。この世の支配者が来て、彼は

私の中に何も持っていない（ヨハネ14：30）。わたしを
信じる者は，たとえ死んでも生きる。そして、生きてい
て、わたしを信じる者は、決して死ぬことはない（ヨハ

ネ11：25）。      
  
イエス様が十字架で経験されたこと 
イエス・キリストは、あらゆる意味で父と完全に一つに

なり、アガハペイの愛によって統一されていました。そ
れゆえに、イエスだけがこのような不完全さを経験する

ことができたのです。誰もが、究極的な意味での神との

アガハペーの愛の中で一つになることができないからで

す。ある人は第二の死を経験して、それ以上のものには

ならないでしょう。しかし、イエス・キリストが経験し

たような、父からの離別という、何とも言えない、想像

を絶するような苦しみを経験する人はいないでしょう。  
 
安息日の主は罪の結果を覆す 
イエス様が十字架上ですべての罪のすべての側面の結果

をご自身で負われたにもかかわらず、サタンはいまだに
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この世界の王子です。  
その結果、私たちはサタンの律法の下で生き続け、サタ

ンの覇権の結果を経験し続けています。イエス様はサタ

ンの悪法の結果を覆し、それらの結果が安息日の主によ

って引き起こされたものではないことを証明してくださ

いました。 
 
イエスはガリラヤ全土を回って、彼らの会堂で教え、-
王国の福音を宣べ伝え-
、人々の間であらゆる種類の病気やあらゆる種類の病気
を癒された。そして、イエスの名声はシリア全土に広ま
った。彼らは、さまざまな病気や苦悩に悩まされている
すべての病人、悪魔に取り憑かれた者、てんかん患者、
麻痺した者をイエスのもとに連れてきて、彼らをいやさ
れた。ガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダ、ヨル

ダンを越えて、大勢の人々が彼に従った（マタイ4:23-
25）。 
 
イエス・キリストが罪の結果をご自身に負われたことの

さらなる証拠は、マタイのイザヤ書からの相互参照にあ

り、イエス・キリストがいやし者であり、いのちを与え

る者であり、罰として人々に痛みと苦しみを与える者で

はないことを証明しています。 
 
夕方になると、彼らは悪魔に取り憑かれた多くの者を
彼のもとに連れてきた。そして、彼は言葉で霊を追い
出し、病人をすべて癒し、預言者イザヤによって語ら
れた「ご自身が私たちの弱さを引き受け、私たちの病

気を負われた」（マタイ8:16,17）という言葉が成就す
るようにしてくださった。 
 
最初の死は罪の結果の一部である 
イエスは十字架上で罪の結果をすべて背負われましたが

、それは確かに、罪と切り離せない罰である初死と二番
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目の死を排除するものではありません。ある人たちは、

二度目の死はイエスが人類のために十字架上で受けた唯

一の経験であり、したがって、この推論によれば、二度

目の死はイエスが私たちを救う唯一の死であると主張し

ます。このグループは、神は二番目の死では誰も罰しな

いが、一番目の死では罪人を罰し、それが私たちが死を

経験している理由だと考えています。十字架は、このよ

うな誤った信仰の不正確さを疑いの余地なく証明してい

ます。  
マタイが取った相互参照は、イザヤ書53:4に記されてい
ます。確かに主は、私たちの悲しみを背負い、私たちの
悲しみを運んでくださった。文字通りに訳すと、「確か
に彼は私たちの病気を負い、私たちの痛みを運んでくだ
さった」となります。最初の死である睡眠死は，大多数
の人にとって，また残された親愛なる人たちにとっても

，非常に苦痛を伴うものです。サタンの死の原理によっ

て愛する人を失った人たちの顔にかかる痛みは、そのよ

うな経験をしている人たち以外には想像を絶するもので

す。  
イエス様は、私たちの痛みのすべてを受けて、人類の罪

のために、最も耐え難いほどの痛みを伴う死を遂げられ

たのではないでしょうか？十字架の上の死とは、究極的

な罪滅ぼしを経験した時の二度目の死だけを指している

のではありません。もし、神様が人類の罪のために最初

の死もされたという事実を否定するならば、「神様は最

初の死で人を殺す」という主張に陥ることになります。

この主張は、イエス・キリストにある神が十字架上で人

類のためにしてくださったことを否定するものです。  
もし私たちが、神がまだ最初の死でも罰すると主張して

広めているならば、私たちは、神があらゆる病気、病気

、地震などでも罰すると宣言しなければなりません。こ

のような信仰は、多くの人が持っている、神は二番目の

死も含めて死のあらゆる側面に個人的に関与していると

いう信仰よりも、はるかに陰湿なものです。この第二の
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グループは、神は第一の死で殺し、第二の死では殺さな

いと主張する第一のグループよりも、完全な暗闇の中に

いても、光を見ることが簡単です。これらの人々はトワ

イライトゾーンにいて、暗闇の中にも光の中にもいませ

ん。これらの人々は、ぬるま湯でもなく、寒くもなく暑

くもないラオディケ教会に間違いなく属しています（Re
v.3:16）。 
この見当違いの理解は、神を恣意的な独裁者として描き

、神が最もよく知っていて、いつ、誰に対して暴力を行

使すべきかを知っているという弱い言い訳をして、神の

厳しい行動を正当化しています。同じような弱い推論は

、神はいわゆる善良な人々を邪悪な人々から救う必要が

あるので、神は無限の知恵の中で、従わない人々に暴力

を振るうことが正当化されていると主張しています。ま

た、神は、個人的に何人かを処刑するだけではなく、そ

れが正当であると感じたときには、処刑という悪業の執

行のために他の者に命令すると言われています。これは

サタンの原理の背後にある理屈であり、神のものではあ

りません。  
 
贖い主として、イエスもまた七日目に休んだ 
イエス・キリストは、六日目の準備の日に贖いの業を完

成された後、「完成した」と言われました（ヨハネ19:31,
30）。(ヨハネ19:31, 30) 
その後、安息日に墓の中で休まれました。   
それどころか、イエス様は善悪の原理に必要な罰をご自
身で受けられ、ご自身で暴力的な死を遂げられたのです

。このようにして、イエスは、創造主であり、贖い主で

あり、破壊者ではないアガハペイ・ラブであることを確

認し、認証し、明らかにしたのです。泥棒は最初の死と

二番目の死で殺し、破壊する者ですが、イエス様は命を

与え、それを...より豊かに与えてくださいます。   
  
泥棒は、盗むため、殺すため、破壊するため以外には
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来ない。私が来たのは、彼らがいのちを得るため、ま
た、彼らがより豊かにいのちを得るためである（ヨハ

ネ10:10）。 
 
七日目の安息日は、この真理を確実に知るために天地創

造の時に制定されたもので、将来、死と破壊が起こった

時に、それがサタンの原理の必然的な結果であって、神

のアガハペーの愛の結果ではないことを思い起こさせる
ためです。   
  
安息日は神の永遠の愛の性格を明らかにする 
七日目の安息日に関する戒めは、他の九つの戒めと比較

して大幅に増幅されているために顕著になっています。

第四の戒めは、十字架上のイエス・キリストの死を指し

示す影ではありませんでしたし、十字架の後にその意味

がなくなることもありませんでした。そうだとすれば、

十字架の出来事の後では、その適用性と継続性は無効に

なります。それどころか、十字架は、安息日の原則が、

神様のアガハペー愛の性格が永遠であるように、永遠で
あることを明らかにしました。十字架は、真の非暴力の

神が誰であるかを明らかにし、暴力の偽りの神であるサ

タンと明確に区別しました。私たちは皆、宇宙の神が暴

力的であると主張するとき、暴力の偽りの神の餌食にな

ってしまいました。  
 
安息日は十字架で確認された 
先に述べたように、現代では十字架で道徳律法が廃止さ

れたと教えている誤りがよくあります。それが本当であ

れば、例えば「殺してはならない」という戒めは、他の9
つの戒めと一緒に廃止されたことになります。では、私

たちは今、他の9つの戒めを破っても、殺したり、盗んだ
り、破ったりしてもよいのでしょうか。パウロは、神の

霊感によってこの問題を取り上げています。神は、ご自

分の律法がこのような攻撃を受けることを事前に知って
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いて、私たちに真理を与えることによって敵を先取りし

たのです。 
 
信仰によって律法を無効にするのか？もちろんそうで
はありません。それどころか、私たちは律法を確立し

ます（ローマ3:31 
 
上記の一節は、確かに安息日を含む神の道徳律法である

十戒を指しています。十字架を指し示し、それゆえに十

字架で廃止された律法である儀式法には触れていません

。  
 
では、何と言おうか。律法は罪なのか？確かにそうで
はありません。それどころか、律法がなければ、私は
罪を知ることができませんでした。律-
法が「盗みをしてはならない」（ローマ7:7）と言っ
ていなければ、私は貪欲-
さを知ることはなかったからです。 
 
法律に問題があるのか？確かにそうではありません。律

法に問題があるのは、罪そのものなのです。パウロは、

律法がどのような状態にあるかを教えています。  
 
しかし、罪は戒めによって機会を得て、私の中にあら
ゆる悪の欲望を生み出しました。律法とは別に、罪は

死んでいたからです（ローマ7:8）。 
 
アダムとエバは、善悪の知識の木に代表されるサタンの
律法の支配に従った時に罪を犯しました。全人類は彼ら
から善悪の原理を受け継いでおり、私たちの生活はその
原理に支配されています。このような罪に支配された考

え方で十戒の律法を恣意的なものとして見るとき、律法
は聖なるものであり、戒めは聖なるものであり、公正で
善いものであるにもかかわらず、十戒にあるアガペー愛
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の律法は、私たちにとって罪となるのです（ローマ7：12
）。  
私たちの心は、罪であるサタンの善悪の法則によって動
いているので、私たちはもはや神のアガハペイ愛の法則
を理解することができません。神の律法は聖なるもので

あり、神の戒めは聖なるものであり、正義であり、良い

ものです。しかし、私たちの心が善と悪によって歪めら
れているために、私たちはもはや、アガハペイの愛が何
であるかを理解することができません。律法は、あなた

がたは物を欲しがってはならないと言っています。  
もし私たちが「アガハペイ」の愛を持っていたら、私た

ちは自動的に律法を満たすでしょう。AGAAHPAYの愛
が私たちの人生の最高の運営原則であるならば、私たち
の中には盗むという願望がないので、私たちは盗むなと

言われる必要はないでしょう。    
以上のように理解した上で、次の質問に答えることは、

非常に重要で重要なことです。パウロが確かに罪ではな
いと言うとき、彼は十戒律法は罪ではないことを明らか
にしています。イエス様は、十戒全体を「アガハペイの
愛」の下にカプセル化することによって、このことを確

認しました。  
アガハペイの愛が宇宙の一つの最高の法則であるため、
罪はアガハペイの愛の法則の違反です。私たちは、神の

十戒をAGAHPAYの愛ではなく、善と悪の心で解釈する
とき、罪を犯します。そのような心は、「あがなう愛」

ではなく、「恐れ」によって働きます。それは二つの理

由で律法を守ろうとします。一つは罰を避けるため、も

う一つは、功徳によって救いという報いを得るために、

良い行いを通して神に好意を持つための手段としてです

。いずれにしても、ここで見られる根本的な動機は利己

的なものであり、神や隣人に対する愛とは何の関係もあ

りません。この意味で、そしてこの意味でのみ、律法は

廃止されたのです。イエス・キリストが私たちに与える

ために来られた愛の啓示のおかげで、私たちは今、霊と
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真理のうちに律法を守ることができるようになりました

（ヨハネ4:23）。イエス様は、律法を守るという古い方
法を廃止し、父に対して、また互いに愛し続けることに

よって、愛の律法に生きる方法を示してくださいました

。これこそが、新しく生まれ変わることの本当の意味で

す。 
 
イエスは答えられました。「確かに、水と御霊から生
まれなければ、神の国に入ることはできません。肉か
ら生まれるものは肉であり、御霊から生まれるものは
御霊である。あなたがたは新しく生まれなければなり

ません」（ヨハネ3:5-
7）と私があなたがたに言ったことに驚いてはいけま
せん。 
 
安息日は十字架にあったのか？ 
十戒律法が罪であるならば、安息日の律法もまた罪です
。このことは、非常に根本的で決定的な問題を提起して

います。私たちは安息日の律法が罪なのか、神様が十字

架に釘付けにしてこの律法を廃止したのか、はっきりと

理解しなければなりません。  
 
では、何と言おうか。律法は罪なのでしょうか？確か

にそうではありません（ローマ7:7）!  
使徒パウロはこの問題を私たちのために解決してくれま

した。はい、もし根本的な原理が「アガハペの愛」でな
ければ、律法は罪であり、十字架で廃止されていたでし

ょう。しかし、これは明らかにそうではありません。も

し私たちが律法を、善悪の原理の考え方である、従順の
ための恣意的な報酬と不従順のための恣意的な罰を伴う

恣意的な命令の集合として見るならば、命令は間違いな

く罪を発生させ、十字架で廃止されたでしょう。もし、

十字架で律法が廃止されなかったと結論づけるならば、

七日目の安息日も廃止されたり、別の日に置き換えられ
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たりしなかったとイエス様が言われたからです。 
 
天と地が滅びるまでは、すべてのことが成就するまで
は、一片や一つの題名も律法から消えることはありま

せん（マタイ5：18）。 
 
週の最初の日である日曜日は、安息日の7日目に取って
代わられたのでしょうか？ 
新約聖書全体では、週の最初の日である日曜日について

、8つの言及があります。もしこの日が七日目の安息日に
取って代わるとしたら、この八つの言及のうちの一つに

それが明確に述べられていることを期待するでしょう。

しかし，礼拝の日としての安息日七日目の神聖さについ

ては，紛れもなく多くの神の命令が与えられています。

礼拝の日が七日目から週の最初の日に変更されたとした

ら、なぜ週の最初の日にも同じような説得力のある権威

ある命令が与えられていないのでしょうか。創世記から

黙示録までの聖書のどこにも、週の最初の日である日曜

日が礼拝のために週の七日に取って代わると神から言わ

れたことはありません。   
以下に、新約聖書の中で週の最初の日について述べられ

ている箇所を挙げてみましょう。    
 
(1) 
さて、安息日の後、週の初めの日が明け始めたので、-
マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に来た（

マタイ28:1）。 
 
(2) 
さて、安息日が過ぎたころ、マグダラのマリア、ヤコ
ブの母マリア、サロメが香辛料を持ってきて、彼らが
来て主に油を注ぐようにした。週の初めの日の早朝、

太陽が昇ったとき、彼らは墓に来た（マルコ16:1,2）
。 
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(3) 
さて、週の初めの日に早起きされたとき、主は最初に
マグダラのマリアに現れ、その中から七つの悪魔を追

い出した（マルコ16:9）。 
 
(4) さて、週の初めの日、朝早く、彼らと、-
彼らと一緒にいたある-
女たちが、用意していた香辛料を持って墓に来た（ル

カ24:1）。 
 
(5) 
さて、週の初めの日、まだ暗いうちに、マグダラのマ
リアは早く墓に行って、石が墓から取り去られている

のを見た（ヨハネ20:1）。 
 
(6) 
その日の夕方、週の初めの日であったが、ユダヤ人を
恐れて、弟子たちが集まっているところに戸が閉まっ
ていたので、イエスは来て、その中に立って、彼らに
言った、「あなたがたと共に平和がありますように」

（ヨハネ20:19）。 
 
(7) 
さて、聖徒のための集金についてですが、わたしがガ
ラテヤの教会に命令を下したように、あなたがたもそ
うしなければなりません。週の初めの日には、一人一
人が何かを脇に置いて、自分の繁栄のために蓄えてお
き、わたしが来たときに集金がないようにしてくださ

い（第一コリント16：1,2）。 
 
(8) 
さて、週の初めの日に、弟子たちが集まってパンを割
ったとき、次の日に出発する準備をしていたパウロは
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、彼らに話しかけ、夜中までメッセージを続けた（使

徒20:7）。 
 
上記の箇所からまず最初に注意しなければならないこと

は、日曜日は常に週の最初の日と呼ばれており、主の日

とは呼ばれていないということです。安息日と呼ばれた

ことは一度もありませんし、また、神が週の最初の日を

祝福し、聖別されたと書かれている箇所は一度もありま

せん。また、聖書全体では一度もこう書いてありません

。復活の日を覚えて、それを聖なるものとしなさい。 
これらの文献はすべて十字架にかかってから何十年も経

ってから書かれたということは歴史的に認められた事実

です。興味深いのは、実際の出来事とその出来事の記録

の間にこれだけの時間が経過した後でも、これらの文献

には、安息日の７日目が礼拝の日として週の最初の日に

取って代わられたとは一度も書かれていないということ

です。聖書の著者たちは明らかに週の最初の日に礼拝を

していませんでした。これは、使徒たちが亡くなった後

に徐々に始まった聖書にはない伝統です。 
七日目の安息日が週の最初の日に変更されたことを証明

するための論拠として通常用いられるのは、復活の日に

使徒たちが集まったことを述べている節です。   
この節は項目番号(6)に記載されていますが、使徒たちは
ユダヤ人を恐れるために集まったのであって、イエス様

の復活を礼拝の日として祝うために集まったのではない

と書かれています。それどころか、この時、使徒たちは

イエス様が復活されたことを知らなかったし、信じても

いなかったのです。 
主はその後、食卓に座っていた十一人に現れ、彼らの
不信仰-
と心の硬さを叱りつけられた（マルコ16:14）。 
使徒パウロは、情熱と正確さと大胆さをもって、後にイ

エス・キリストから学んだことと神学的に一致しないあ

らゆる問題に立ち向かうことになります。彼は、相手が
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誰であるかにかかわらず、すべての人に挑戦し、誤りを

明らかにし、聖書の正しい立場を示しました。顕著な例

としては、ユダヤ教の割礼の儀式を強制的に遵守するこ

とを嫌悪したことが挙げられます。ピリピ3:2-
3を読むと、そのような情熱を容易に想像することができ
ます。 
 
犬に用心し、邪悪な働き者に用心し、切除に用心しな
さい。私たちは割礼者であり、御霊にあって神を礼拝
し、キリスト・イエスを喜び、肉を信頼しない者です
。 
 
パウロは、たった一つの真理からの逸脱が、神の尊い子

供たちを恵みの栄光の福音から遠ざけることになること

を知っていて、自分に託された使命を堅く忠実に守り続

けたのです。 
 
わたしは、あなたがたに神の全相談を宣言することを避

けなかったからです（使徒20:27）。 
 
このように、パウロはダマスコへの道中でイエスと出会

った後も安息日を守り続けました。以上のことを考える

と、イエス・キリストの復活後、イエス・キリストとの

個人的な出会いによってキリスト教徒となったパウロは

、七日目の安息日が無効となり、週の最初の日に取って

代わられたと断言しているのではないかと思われます。

パウロのような人物が、情熱的な性格と神学者としての

訓練を受けていることを考えると、この非常に重要なテ

ーマについて明確に説明してくれることを期待するでし

ょう。ユダヤ人である彼は、自分自身についてこのよう

に語っています。 
 
若い頃からエルサレムで同胞の間で過ごした私の生き
方は、すべてのユダヤ人が知っています。彼らは最初
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から私を知っていた、もし彼らが証言してくれるなら
ば、私が最も厳格な宗教の宗派に従って、パリサイ人

として生活していたことを（使徒26:4, 5）。 
 
ユダヤ人、特にパリサイ人は、この最も重要な礼拝の日

については、特に細心の注意を払っていました。実際，7
日目の安息日は，もし廃止されたとしても，パウロはそ

れを宣言していたでしょう。彼のような情熱的な人物で

あれば、週の最初の日が七日目の安息日ではなく、今で

は週の最初の日が崇拝の日になっていることを、間違い

なくはっきりと伝えたでしょうが、彼はそうしませんで

した。  
リストの項目番号(7)にある二つの節は、週の最初の日に
霊的な集会があり、その時に集会として集められるべき

だと言っているのではありません。パウロは全く逆のこ

とを言っています。あなたがたはそれぞれ、自分の利益
に比例した金額を脇に置いて、彼に預けるようにしなさ
い（新英語聖書）。ここでいう「彼に預ける」とは、「
家で」という意味で、パウロがコリントに行ったときに

は、集金が行われないように、どこかの集会ではなく、

「家で」という意味です。 
項目(8)では、七日目の安息日が終わり、週の最初の日が
始まった後の土曜日の夜に行われ、深夜まで続きます。

翌日、他の教会を訪問するために出発するパウロの別れ

の集いです。パンを割ることは彼らの毎日の儀式であり

、この日の夜にも行われました。 
 
ですから、彼らは毎日神殿で一致団結して、家から家
へとパンを割って、喜びと心の平安をもって食事をし

ました（使徒2：46）。 
 
復活のメモリアルとは？ 
週の最初の日を守る主な理由は、復活の記念日と言われ

ているからです。繰り返しになりますが、これは聖書の
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立場ではありません。聖書の復活の記念は水没によるバ

プテスマです。バプテスマの時にイエス・キリストの死

と埋葬と復活を記念して、水の中に入って、水没した状

態からよみがえらせるのです。 
 
私たちは何と言えばいいのでしょうか？恵みのために
罪を犯し続けましょうか？そうではありません-
！罪のために死んだ私たちが、もはや罪の中でどうや
って生きていけばいいのでしょうか。それとも、キリ
スト・イエスにバプテスマを受けた私たちの多くが、
キリストの死にバプテスマを受けたことを知らないの
でしょうか。キリストが父の栄光によって死からよみ
がえられたように、私たちもまた、新しいいのちの中
を歩むべきなのです。私たちがキリストの死に似た形
で結ばれたならば、私たちもまた、キリストの復活に
似た形で結ばれることになります。 
 
キリストにバプテスマを受けたあなたがたの多くが、
キリスト［アガハペの愛の原則］-
を身につけたからです（ガラテヤ3:27、強調）。 
 
バプテスマでは、あなたがたもまた、死人の中から彼
をよみがえらせた神の働きを信じる信仰によって、彼

とともによみがえられました（コロサイ2：12）。 
 
また、-
イエス・キリストの復活（第一ペテロ3:21）を通して
、バプテスマ（肉の汚れを取り除くのではなく、神へ
の善良な良心の答え）を受けて、今、私たちを救う反
語があります。 
 
旧約のマインドセットは十字架で解消された  
神に好意を持ち、救いを得るための手段として律法を守

ることは、旧約のアプローチです。このような考え方は
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、イエス様と新約聖書の著者たちが、非常に困難を極め

て、それを覆そうとされたものです。使徒パウロは、し

もべの考え方を持っていたモーセと、御子の考え方を持
っていたイエスを比較して、二つの契約の考え方を区別

しています。  
ヘブル3:1-
11では、私たちはイエス・キリストを、私たちに特別な
教えを持っているお一人の方として考慮するように諭さ

れています。 
 
ですから，天からの召しを受けた聖なる兄弟たちよ，
わたしたちの告白の使徒であり大祭司であるキリスト
・イエスを考えてみてください。 
 
イエス・キリストは神によって任命され，神の愛の性格

についての啓示を私たちに与えてくださったので，神に

忠実でした。さらに読むと、イエス・キリスト自身が神

であることから、イエス・キリストの教えはモーセの教

えよりも優位に立っていることがわかります。 
 
この方（イエス・キリスト）は、家を建てられた方が
家よりも名誉があるので、モーセよりも栄光を受ける

価値があるとされています（ヘブル3:3）。 
 
人類は神の家であり、人類を創造したのは神であるから

です。家を建てた者として、イエスは家よりも名誉を持

っています。  
したがって、彼の証しは、人間にすぎなかったモーセの

証しよりも名誉に値するものです。 
 
すべての家は誰かによって建てられたものですが、すべ

てのものを建てられた方は神です（ヘブル3:4）。 
 
モーセの神の欠陥知識 
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続けていくと、モーセは神の召命に忠実でしたが、神に

ついての限られた知識の範囲内であったことがわかりま

す。彼の知識には欠陥があり、律法を含むすべてのもの

を善悪の原理、旧約聖書の考え方の観点から解釈してい
たことがわかります。  
同じ考え方を持つすべての人の代表であるモーセは、十

戒律法を恣意的な報いと罰のシステムに属していると見

て、その考え方が彼を奴隷の状態にとどめていました。

旧約聖書のモーセと人々は、翻訳されたエノクとエリヤ

を除いては、恐れから神に仕え、愛からではありません

でした。一方、イエス様は御子の心を持ち、愛をもって
御父に仕えました。 
 
しかし、キリストはご自分の家を治める御子として
、ご自分の家を治めておられます。 
 
キリストがご自身の家を治める御子としておられること
に注目してください。ここで言う「もしも」とは、律法
の働きではなく、最後までしっかりとした希望の確信と
喜びを持ち続けることです。  
私たちは、イエスが人類に宣言された良い知らせ、すな

わち、私たちは神の子であり、アブラハムに与えられた

約束に従った相続人であり、私たちは神の家であるとい

う確信と喜びを堅持しなければなりません。私たちは愛

され、赦され、受け入れられ、このような素晴らしいニ

ュースの確信と喜びをしっかりと持ち続けなければなり

ません。  
 
モーセは、私たちが聞くべき人が来ることを預言した。 
上記の箇所で、モーセの経験が後に語られることの証で

あると言っているのは、どういう意味でしょうか。モー

セ自身によれば、後に語られることは、神の真の人格の

啓示であり、御父を啓示するイエス・キリストの将来の

出現を指し示していました。  
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あなたの神の主は、あなたの中から、あなたの兄弟た
ちの中から、私のような預言者をあなたのために起こ
される。あなたがたがホレブであなたの神の主に望ん
だすべてのことにしたがって、あなたは彼の声を聞く
ことになるだろう。主はわたしに言われた『彼らが話
したことは良いことだ。わたしは彼らのために、彼ら
の同胞の中からあなたのような預言者を育て、その口
にわたしの言葉を入れ、わたしが命じたことをすべて
彼らに話す。また、わたしの名によって語られるわた
しの言葉を聞かない者には、わたしは彼にそれを要求

する」（申命記18:15-19）。 
 
上記の一節がイエス・キリストへの言及であることは、

ペテロがペンテコステ後にソロモンのポルティコでイエ

ス・キリストについて説教した際に、使徒言行録3:22-
23でこの一節が引用されていることからも確認されてい
ます。 
 
神が世が始まって以来、神がすべての聖なる預言者た
ちの口で語られてきた、すべてのものの回復の時まで
、天が受け取らなければならない者を。モーセは本当
に父祖たちに言った、『あなたがたの神である主は、
あなたがたの兄弟たちの中から、わたしのような預言
者をあなたがたのために起こされる。あなたがたは彼
があなたがたに言うことは何でも、すべてのことを聞
くことになる。そして、その預言者を聞かないすべて
の魂は、民の間から完全に滅ぼされるであろう（使徒

3:20-23）。  
 
ペテロは、ペテロがあなたがたに言うことは何でも、す
べてのことにこの言葉を付け加えていることに注目して
ください。申命記の上記の一節を引用した後、ペテロは

次のような言葉で締めくくります。 
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まずあなたがたのために、神はご自分のしもべである
イエス様をお起こしになり、あなたがたを祝福するた
めに、あなたがた一人一人をあなたがたの咎から遠ざ

けるために遣わされました（使徒3:26）。 
 
全世界、特にアブラハム、イサク、ヤコブの神を信じる

人々は、モーセが述べたことに注意を払わなければなり

ません。神は、ペテロが引用したモーセを通して語られ

たイエス・キリストこそが、イエス・キリストであると

、私たちにはっきりと語られているからです。 
上の節でイエス様が「しもべ」と呼ばれていることに注

目してください。イエス様の忠実なしもべとモーセの忠

実なしもべとの間には大きな違いがあります。モーセの
しもべとしての考え方は、彼を確かにしもべにし、しも
べが恐れから主人に従うように、イエスは神に従います

。使徒ヨハネはモーセの神に対する部分的な知識を確認

しています。  
 
律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイ
エス・キリストを通して与えられたからである。いつ
の時代も神を見た者はいません。御父の懐におられる
ひとり子を、御父が宣言してくださったのです（ヨハ

ネ1:17-18）。 
 
この節は、モーセが完全に恵みと真理を知っていたわけ

ではなかったことを示しています。イエス様の召使いと

しての心は、イエス様を、父がしているのを見ているこ

とをして、それゆえに、アガハペイの愛によって、いつ
も父がしているように、他の人に仕えている、愛された

愛に満ちた御子にしています。このような理由から、イ

エスはモーセがそうではなかったように、御父の懐にお

られます。  
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キリスト・イエスもまた、神の形をした者であって、
神と対等であることを強盗とは考えず、ご自身を無名
とされた-
。そして、人としての姿を見出された彼は、自らをへ
りくだり、死に至るまで従順となり、十字架の死まで

も従順となったのです（フィリピ2:5-8）。 
 
御子は、御父がなさるのを見たこと以外には、御自身
では何もすることができません。 
 
イエス様ご自身が弟子たちに説明してくださったのは、

イエス様のタイプの「しもべ」の意味です。  
 
そこでかれは彼らに言った，『異邦人の王たちは，彼
らの上に君臨し，彼らの上に権威を行使する者   
は『恩人』と呼ばれる。しかし、あなたがたの間では
そうではない。それどころか、あなたがたの間で最も
偉大な者は、若い者のようにし、統治する者は仕える
者のようにしなさい。食卓に座る者と、仕える者とで
は、どちらが偉いのか。食卓に座る者ではないのか。
しかし、わたしは、仕える者として、あなたがたの中

にいます（ルカ22:24-27）。 
 
律法はモーセによってもたらされた 
来るべきメシアについて預言したとき、なぜモーセは彼
を「あなたがたが聞くであろう」と言ったのでしょうか
？なぜ「わたし」ではなく、「あなたがたが聞くであろ
う」と言ったのでしょうか？それは、イエス・キリスト
が世に与えるべきものが、モーセが与えることができる

ものを超えていたからです。モーセがイスラエルの子供

たちに与えたものはすべて、神の愛を理解していないこ

と、善悪の原理を理解していないこと、恐れによって濾
過されていました。だから民は石化して、「わたしの神
である主の声を二度と聞かないように、また、この大き



375 

 

な火をもう見ないように、死んでしまわないように」と
お願いしたのです。ここに再び、彼らの恐るべき隷属の

考え方がはっきりと見られています。 
 
それから彼は契約の書を手に取り，民の聴衆の中で読
んだ。そして彼らは言った、『主が言われたことはす
べてわたしたちが行い、従順になります』（出エジプ

ト記24:7）。 
 
このように、イスラエルの子供たちは、絶望的な恐怖心

を持って、主が言われたことをすべて実行し、従順にな
ると言いました。完全な恐怖の中で、彼らは可能な限り
の方法で神に従おうとしましたが、そのような考え方で

は、神の愛の概念は全くありませんでした。  
 
恐れずに 
超越的な球体からのエピファニーが人間のために起こる

ときはいつでも、それは常に、我々は善悪の知識の木か
ら恐怖に陥りやすいので、恐れてはいけないと述べられ
ています。ヘブル人への手紙は、一方で、私たちは心の

非常に反対のフレームを持っていることを私たちに通知

します。  
 
ですから、あわれみを得て、困っている時に助けてく
れる恵みを見つけるために、大胆に恵みの御座に来よ

うではありませんか（ヘブル4:16）。 
 
使徒ヨハネは、神のアガハペー愛を理解しないと、古い
契約の心では神を恐れたままになってしまうことを簡潔

に教えています。   
しかし、神は私たちに新しい契約の心を持つことを望ん

でおられ、それは神を信じる古い方法とは正反対のもの

です。  
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愛には恐れはありませんが、完全な愛は恐れを打ち消
します。しかし、恐れを抱く者は、愛のうちに完全な

ものとされていないのです（第一ヨハネ4:18）。 
 
ヘブル書はさらに、旧約には何か問題があったことを指

摘しています。 
 
もしその最初の契約が欠点のないものであったならば
，第二の契約を求める場所はなかったでしょう。なぜ
なら，彼らに過ちを見出すと，主は言われるからです
。主は言われる。「見よ、わたし-
はイスラエルの家とユダの家との間に新しい契約を結
ぶ日が-
来る。これは、わたしがその日の後にイスラエルの家
と交わす契約である、『わたしの律法を彼らの心に入
れ、彼らの心に書き記す。彼らは誰一人として隣人に
教えてはならず、また兄弟に教えてはならない。わた
しは彼らの不義を憐れみ、彼らの罪と無法な行いは、
もう覚えていないからだ』と。神様は「新しい契約」
と言って、最初の契約を廃止されました。今、時代遅
れになりつつあるもの、老いていくものは、消え去る

準備ができています（ヘブル8:7-13）。 
旧約がその価値を失ったのは、人々が神との契約を続け

なかったからです。彼らは愛の神に従い続けなかったの

です。彼らにとって、神は厳しく厳しい主人となり、律

法への従順は、神への愛と神の愛の律法の知恵への感謝

に満たされた心からの従順ではなく、規則や規則に従う

乾いた練習となったのです。 
 
恵みと真実はイエス・キリストを通してもたらされた 
神は、メシヤであるイエス様が、人々に神の正しい知識

を与え、恐れから愛に変えることによって、人々を咎か

ら遠ざけると約束されました。 
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律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエ
ス・キリストを通して与えられたからである。いつの時
代も神を見た者はいません。御父の懐におられるひとり

子を、御父が宣言してくださったのです（ヨハネ1:17-
18）。 
 
ヘブル人への手紙3章7-
11節、4:3,4節の一節をもう一度取り上げてみると、旧約
聖書の中でイスラエルの子供たちのこの考え方全体を扱

っていることがわかります。この考え方のために、彼ら

は神の休息に入ることができませんでした。彼らはいつ

も心の中で迷い、神の道を知らなかったので、神の休息

に入ることができませんでした。 
 
ですから、聖霊が言うように今日、もしあなたがたが
主の声を聞くならば、反逆の時のように、荒野での試
練の日のように、あなたがたの父祖たちがわたしを試
し、わたしを試した場所で、あなたがたの心を固くし
てはならない。そして、四十年間、わたしの業を見た
。そこでわたしはその世代に腹を立てて言った『彼ら
はいつも心に迷いがあり、わたしの道を知らない。神
は七日目について、ある場所でこのように語られてい
ます：「神は七日目にすべての御業から休まれた」（

ヘブル3:7-11; 4:3,4）。  
 
私たちは、アガハペイ愛の神を信じるように諭されてい

ます。 
ヘブル人への手紙3章12節、13節の残りの節で、私たちは
彼らの手本に従わないように諭されています。 
 
兄弟たちよ、あなたがたの中に、生ける神から離れる
ことに不信感を抱く邪悪な心を持つ者がいないように
注意しなさい。 
 



378 

 

ここでの不信仰という言葉は、生ける神から離れるとい
う文脈で使われていることに注目してください。  
これは、神の存在を信じるという文脈ではなく、死では

なく、命の源である生ける神から離れるという文脈で使
われています。 
 
善悪は神の歪んだ見方を教える 
罪の欺瞞とは、善悪の原理からくる嘘であり、アダムと
エバが陥った神の性質に関する嘘と同じです。これらの

嘘は、彼らを恐れて神から遠ざけた嘘です。  
 
私たちはキリストの仲間になったのです。『今日、あ
なたがたが主の声を聞いても、反逆者のように心を固
くしてはならない』と言われています。今日、主の声
を聞いても、反抗のように心を固くしてはならない」
と言われています。本当に，モーセに導かれてエジプ

トから出てきた者たち全員ではなかったのか。40年も
の間，主は誰に怒っておられたのか。それは罪を犯し
た者たちではなく，その死体が荒野に落ちた者たちで
はなかったか。主は誰に対して，彼らが主の安息の地
に入らないと誓われたのか，従わない者に対して誓わ
れたのか。ですから、「不信仰のために入ることがで

きなかった」（ヘブル3:14-19）ことがわかります。 
 
神の安息日に入ることは、七日目が象徴する神の人格を

知ることによってのみ可能です。ヘブル人への手紙4章に
進むと、安息日7日目の意味が神の休息に入るために最も
重要であることがわかります。 
 
ですから，主の安息の地に入る約束が残っているので，
あなたがたの中にそれが足りないと思われる人がいない
か心配しましょう。福音は確かにわたしたちにも彼らに
も宣べ伝えられましたが、彼らが聞いた言葉は、それを
聞いた人々の信仰と混ざっていなかったため、彼らの利
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益にはなりませんでした（ヘブル4:1-2）。 
 
神の休息に入るためには、神の人格を信じる信仰が必要

である。 
福音はイスラエル人に宣べ伝えられましたが、彼らが聞

いた福音は信仰と混ざっていませんでした。もう一度言

いますが、これはどのような信仰のことでしょうか？イ

スラエルの人々は神様を信じていましたし、40年間神様
の奇跡的な働きを見ていました。ここで言われている信

仰とは、彼らが持っていなかった神に対する正しい理解

と関係しています。 
信仰した者はその安息の地に入るのである。しかし、
その働きは世の初めから完成していたのです（ヘブル

4:3）。 
 
私たちは、イエス・キリストが言われた教えを理解し、

受け入れてこそ、神の無条件の愛の正しい知識から得ら

れる休息に入ることができるのです。 
 
働いている者、重荷を背負っている者は皆、わたしのと
ころに来なさい。 
 
イエスは、サタンの報いと罰のシステムがもたらす恐れ

を通して、神に仕えることに伴う重労働から私たちに休

息を与えることを約束してくださいました。イエスは、

私たちが天の父アッバ、父と呼ぶことができるように、

そのくびきが神のアガハペー愛であることを示してくだ
さいました。 
 
わたしのくびきをあなたがたに負わせ、わたしから学
びなさい。わたしのくびきは簡単で、わたしの重荷は

軽いからです（マタイ11:29-30）。 
 
くびきを重荷と見る人もいますが、くびきは重荷を軽く
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し、負担を軽くするためのものです。私たちはキリスト

にくびきをかけられることがありますが、キリストはア
ガハペーの愛の知識を与えることによって善悪の重荷を
取り去り、それによって私たちの重荷を軽くしてくれる

のです。 
 
神の民のための安息日の休息が残っている 
この章ですでに説明したように、神が七日目に休息され

たのは、天地創造を通して神がアガハペイの愛を示され
たからです。神のアガハペイの愛の性格には暴力がない
という知識と信念がなければ、誰も神の休息に入ること

はできませんし、神の休息に参加することもできません

。 
 
神は7日目のある場所でこのように語られています。「神
は7日目にすべての働きから休んだ」、また、この場所で
も「彼らはわたしの休息に入ることはできない」（ヘブ

ル4:4-5）。 
 
神が上記の節で、彼らが神の休息に入らないと述べてい
るのは、彼らが安息日の七日目の休息が表す非暴力のア

ガペー愛という神の性格を信じていなかったからです。

このことは十字架の後に述べられています。恐れがある

ときに休むことは不可能です。 
次の節では、神の安息に入らなかった人たちは、神の性

質に関する真理に従わなかったために入ったのではない

ことがわかります。しかし、将来、その中に入る者が出

てくると言われています。 
 
そのため、何人かはその中に入らなければならず、最
初に宣べ伝えられた人たちは不従順のために入らなか
ったので、神は再びある日を指定して、ダビデの中で
「今日」と言われているように、「今日、もしあなた
がたが主の声を聞くならば、心を固くしてはならない
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」（ヘブル4:6-
7）と言われているように、長い時間が経ってから、
「今日」と言われています。 
 
ですから、この約束が与えられている私たちのために、

アガペー愛という神の性質の真理に心を固くしないよう
にしましょう。  
 
律法を守るためには神の真の知識が必要である 
神は、私たちが愛の律法を守るために必要なことを、私

たちに啓示してくださいました。ここでの啓示とは、神

ご自身がアガハペイの愛であり、アガハペイの愛の律法
を守るために必要な知識であるということです。 
 
秘密のものは、私たちの神である主に属していますが
、明らかにされたものは、永遠に私たちと私たちの子
孫に属しており、この律法のすべての言葉を行うこと

ができます（申命記29:29）。 
 
神の無条件の愛の知識を拒否された場合、何も残ってい

ない 
かつて神の愛を知っていた人々が、今ではもはやそれを

信じていない人々には、非常に暗い未来が待っていると

言われています。   
彼らは神がアガハペーの愛であることを断固として拒否
しているので、彼らが楽しみにしなければならないのは

、避けられない、取り返しのつかない究極の天罰だけで

す。この最終的な終局は、真理が宣言され、最終的に拒

絶されたときに到達します。   
実際には、それがルシファーとその天使たちが自分自身

を見つける条件なのです。彼らはかつて悟りを開き、天

からの贈り物を味わっていました。 
 
かつて悟りを開き、-
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天の賜物を味わい、聖霊の一部となり、神の良い言葉
と来たるべき時代の力を味わった者たちが、-
もし彼らが堕落してしまったとしても、再び悔い改め
を新たにすることは不可能だからです。 
 
なぜなら、真理の知識を得た後に故意に罪を犯すと、
もはや罪のためのいけにえが残るのではなく、裁きと
燃えるような怒りが敵をむさぼるという、ある種の恐

るべき期待があるからです（ヘブル10:26-27）。 
 
ユダもまた、神様の無条件の愛を信じていなかった人の

一例です。イエス様は、最後の最後まで彼を友達と呼び
、自分が受け入れられ、赦されていることを彼に知らせ

ようとしました。ユダはそれを信じられず、自ら命を絶

ちました。一方、ペテロは、自分がイエスを裏切ったこ

とで苦しく泣いていましたが、三度の否定の後に救い主

が与えてくれた愛のまなざしに安心し、自分が赦されて

いることを知りました。  
上の節の敵対者という言葉は、ギリシャ語のhupenantio
s, hoop-en-an-tee'-
osです。この言葉の定義は、ストロングのコンコーダン
スから以下のようになっています。"G5259、G1727より; 
under (covertly) contrary to, that is, an opposed or 
(名詞として) an opponent: - adversary, 
against"ここでの意味は、敵というよりも、真理に反対
する人、あるいは真理に反する人を指す。このギリシャ

語の単語は、新約聖書ではあと一回しか使われていませ

ん。 
 
あなたがたは、あなたがたの罪と、あなたがたの肉の
未割礼で死んでいたが、主は主と共に生きておられ、
あなたがたのすべての罪を赦し、私-
たちに反していた要求の手書きを一掃してくださった
。そして、それを十字架に釘付けにして、道から取り
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除いてくださいました（コロサイ2:13-14、強調）。 
 
ヨシュアはイエスのタイプであり、私たちを真の安息へ

と導いてくださる方です。 
最終的にイスラエルの子供たちは、イエス様のタイプで

あったヨシュアの指導の下、約束の地カナンに入りまし

た。イエス様は、イスラエルの霊的な子供たちを、最初

の方は型に過ぎなかった真の霊的な約束の地へと導いて

くださいます。 
 
もしヨシュアが彼らに休息を与えていたならば、神は
その後、別の日のことを語られることはなかったでし
ょう。それゆえ、神の民には休息が残っている。神の
安息に入った者は、神が神の安息からなさったように
、自分の業からも離れたからである。ですから、私た
ちは、誰でも不従順の同じ模範に陥ることのないよう

に、その休息に入るように努めましょう（ヘブル4:8-
11）。 
 
神の休息に入る者は、神が七日目に御業を絶たれたよう

に、御業からも絶たれることに注意してください。なぜ

でしょうか？神の御性質を知ることで得られる安息に入

る人は、怒りに満ちた厳格な神をなだめることをやめ、

御父との親孝行の関係に入るのです。彼らはもはや過酷

な隷属の下で神に仕えることはありません。自分が無条

件に愛されていることを知ることで心が変わり、拒絶や

罰を常に恐れて生きるのではなく、神との絶え間ない恵

みと受け入れの雰囲気の中で生きるようになります。彼

らは善悪の律法の働きからも離れていきます。 
 
安息日の原則は、神の性質が永遠であるように永遠であ

る 
最初の安息日から永遠に続くこの二十四時間の期間は、

天地創造の時に誕生したものであり、創造主である神の
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安息日として常に記念されています。 
 
見よ、わたしは新しい天と新しい地を創造し、前者は-
記憶されず、心にも残らない...オオカミと子羊は共に食
べ、ライオンは牛のように藁を食べ、塵は蛇の餌となる
。彼らは、わたしの聖なる山のすべてを傷つけたり、滅

ぼしたりしてはならない』と主は言われる......わたしが作
る新しい天と新しい地がわたしの前に残るように、『あ
なたの子孫とあなたの名も残る』と主は言われる。そし
て、ある新月から別の新月へ、またある安息日から別の
安息日へ、すべての肉の者がわたしの前に礼拝に来るよ

うになる」と主は言われる（イザヤ65:17,25; 66:22,23）。 
 
このような視点で安息日を見つめ、霊的な心をもってこ

の神聖な時間帯に宿るとき、私たちは決して神が破壊者

であると主張することはありません。繰り返しになりま

すが、私たちは神が創造主であり、破壊者ではないこと

を知らないので、言い訳はできません。  
 
神を信じる者の大多数は、神が創造主であり、破壊者で

あると主張している。    
世界の人口の大きさを考えると、安息日信仰者は少数派

です。   
しかし、この少数派の中には、七日目の安息日を礼拝す

る本当の理由は、これまでに述べてきたことに基づいて

いると信じている人は、さらに少数派です。1) 
神はアガハペイの愛であり、アガハペイの愛のために、

破壊と死の行為に恣意的に関与することはできない、2) 
そのような暴力の発生はすべて罪の影響によるものであ

り、善悪の知識の木に代表されるサタンの原理と絡み合
っている、ということです。したがって、死と破壊に関

与しているすべての人間は、知っているか知らないかに

かかわらず、サタンの善悪の原理に従っているのです。
前述したように、このような信念を持っているのは、ご
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く少数のサバタリアンだけです。  
安息日派の大多数は、キリストの時代の先人たちと同様

に、神は創造者であり破壊者でもあるという伝統的な見

解を支持しています。この特定の信念に関しては、週の

最初の日である日曜日を礼拝する人々と一致しています

。日曜日は明らかに伝統的な礼拝の日であり、聖書の観

点からではありません。しかし、どの曜日に神が崇拝さ

れているかに関わらず、世界中の宗教には圧倒的な共通

点があり、それは、神は創造主であると同時に破壊者で

もあるということです。 
 
イエスは何の日に、どのような信仰を、伝統的なもの、

週の最初の日、あるいは神が破壊者であるという安息日

派の信仰に分類するのでしょうか？   
イエスは、神が創造主であり、破壊主でもあるという信

仰を、礼拝日の問題とは無関係に、伝統であり、神の啓

示ではないと分類しました。聖書は、神は創造主であり

、破壊者でもあるという欠陥のある信仰が、すべての信

者と不信者を共通の大義のもとに団結させ、共通の基盤

となることを明らかにしています。この問題は、全人類

を巻き込んだ世界的な統一を引き起こす要因となるでし

ょう。今日の分断された宗教共同体は、その多様性を列

挙することがほとんど不可能なほど多くのグループに分

断されていることを考えると、現時点ではこれは実現不

可能に見えるかもしれません。さらに、信者と未信者は

、一体何を持っているのだろうかと疑問に思うかもしれ

ません。 
イエス様は、再臨の直前の時期に言及して、私たちが騙

されてはいけないという事実に特に注意を払わなければ

ならないと言われました。イエス様は、どのような状況

であっても、神の名の下に、多くの人が神の指示である

と主張することに騙されてはならないと警告されました

。これが意味するのは、ある人たちは、自分たちは神の

教えを知る特権を持っていると主張し、すべての人にそ
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の教えに従うように要求するということです。イエスは

そのような人々を、欺瞞的な伝統、神に命じられたもの

ではない伝統に従っていると分類するでしょうか。これ

がイエスの警告の第一、第一の本質であったように思わ

れます。  
 
誰もあなたがたを欺く者がいないように注意しなさい
。多くの者がわたしの名をもって、『わたしはキリス
トだ』と言って来て、多くの者を欺くからである。ま
た、あなたがたは、戦争と戦争の噂を聞くであろう。
これらのことはすべて成就しなければならないが、終
わりはまだ来ていないからである。国家は国家に対し
て立ち上がり、王国は王国に対して戦うからである。
また、各地で飢饉、疫病、地震が起こる。これらはす

べて悲しみの始まりである（マタイ24:4-8）。 
 
上記の箇所でイエス様が述べられていることがすべて悲

しみの始まりのことだとしたら、悲しみの終わりの段階

が最高潮に達したとき、地球はどのような状態になるの

でしょうか。ここに描かれているのは、想像を絶するほ

どの混沌が人間の存在のあらゆる領域に広がっているこ

とです。地球がそのような状態になったとき、このよう

な状態は、地球の住人に対する神からの罰であると考え

られるでしょう。私たちの中に悪が蔓延していることや

、神の教えにそぐわないことに対して、神が私たちを罰

していると広く信じられるようになるでしょう。  
 
悪人を怒らせているとされる神を宥めるために礼拝が義

務化される 
聖書は、神の真の性格を理解していない神を信じる者た

ちが、強制的な礼拝の制定を要求するだけでなく、自分

たちが信じていることに従うことを要求するというシナ

リオを描いています。彼らは、地球上で起こっている破

壊の理由は、自分たちの信仰に合わないすべての悪が蔓
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延しているからだと考えるようになります。彼らは、神

の指示に反するすべての活動を止めなければならないと

理屈をつけるでしょう。いわゆる不信心者への罰として

用いられる方法は、重要ではないと固く信じているでし

ょう。それぞれの宗教団体は独自の信念体系を持ってお

り、それぞれの信念に従わない者を悪とみなすでしょう

。彼らに共通しているのは、彼らが崇拝する暴力の神が

、彼らが悪人とみなす者に暴力を行使することを許して

いるということです。実際の、あるいは認識された悪に

対しては、力と実行が日課となるでしょう。    
これらの信者の間で唯一の一般的なコンセンサスは、神

は必要な方法で悪人を罰することによって、悪人の世話

をするという確信である。   
人類の罪深い活動のために、地球は神の激しい怒りを経

験していると広く信じられています。悪は地球上でその

ような急降下を遂げ、抜本的な行動が必要とされるよう

な最高潮に達するでしょう。宗教家たちは、神が世界的

な混乱で地球の住人を世界的に罰していると考えている

ので、世界的な規模での礼拝の義務化を要求するでしょ

う。彼らは、地球の痛みや苦しみ、一般的な混沌とした

状態を、自分たちが悪人であると考えている人たちのせ

いにし、彼らが世界に神の怒りをもたらしていると非難

するでしょう。 
 
いくつかは選択の自由を主張するだろう 
強制的な礼拝に強制されることを望まず、自分の霊的な

生活を自分が適切と考える方法で生きたいと願う人もい

るでしょう。彼らは、これは自分と神との間の個人的な

問題であると主張するでしょう。この主張は、神を特定

の方法で礼拝しなければならないと要求する大多数の人

々には受け入れられないでしょう。大多数の人々は、こ

れは神が望んでいることを否定し、それゆえに悪であり

、神と彼らにとって受け入れられない礼拝の仕方である

と言うでしょう。彼らはさらに、神があらゆる種類の災
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害を通して世界を罰しているのは、このような異端のた

めであると主張するでしょう。    
当時の宗教学者であった律法学者と聖書の保守的な解説

者であったファリサイ派は、彼らの重要な伝統の一つで

ある神の戒めとは関係のないものに関連して、イエスに

立ち向かいました。イエス様は、彼らが疑問に思ってい

た特定の儀式的な慣習についての彼らの質問を無視され

ました。その代わりにイエスは、彼らの伝統によって無

効にされた神の戒めに焦点を当てられました。  
神の本質を明らかにするために制定され、創造の週にそ

の起源を持っていた神の卓越した戒めにも同じことが行

われてきました。なぜ七日目の安息日が与えられたのか

については、ある伝統的な信仰が真理に取って代わりま

した。この伝統は、善悪の知識の木に由来するサタンの
原理に根ざしており、今日でも優勢です。 
もしイエスが今日ここにおられたとしたら、イエスは私

たちが七日目の安息日を、イエスが制定したことも承認

したことも認可したこともない日に置き換えてしまった

ことを、重大な懸念と失望をもって私たちに知らせてく

ださるでしょうか。神はおそらく深い悲しみをもって、

安息日の人々が、神や神の父とは何の関係もない伝統を

信じることによって、神が個人的に神の本質を記念する

ためにお造りになった日の神聖さを冒涜していることを

、安息日の人々にも知らせてくださるでしょう。この伝

統はエデンの園に起源を持ち、アダムとエバがサタンに

従順になり、善悪の知識の木から食べたときに生まれま
した。  
この伝統は、安息日の主が創造主であり、破壊者である

と教える原則を支持しています。 
イエスはおそらく、他のどの曜日の礼拝者よりも、安息

日の礼拝者たちをはるかに嫌悪し、失望させられること

でしょう。前者はすでに安息日の礼拝者なのに、なぜそ

うなるのでしょうか。主はどちらのグループの伝統を先

に話す可能性が高いでしょうか。神様は２００００年前
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に安息日を守る人々に、「なぜあなたがたもまた、自分
の伝統のために神の戒めに背くのか」と言われたのと同
じように、現代の安息日を守る人々にも、同じように対

処するのでしょうか。あなたがたは自分の伝統によって

神の戒めを無意味なものにしてしまったのです（マタイ1
5:3, 
6）。このように、この聖句の文脈は、「あなたの父と母
を敬え」（出エジプト記20:12）という第五の戒めを指し
ているにもかかわらず、アガハペー愛の原則の冒涜は、
両方の戒めの中で彼らの伝統によって無効にされていま

す。 
安息日を制定した明確な理由は、神のアガハペの愛の記
念となるためであったにもかかわらず、そのような誤り
を信じることができるでしょうか。安息日が制定された

明確な理由は、安息日が神の「アガハペイの愛」の記念
となるためであり、神が悪に対して責任を負わないこと

を確認するための記念となるためであったことを考える

と、どうしてそのような誤りを信じることができるので

しょうか。 
イエス様の働きの中で、イエス様はまず、ユダヤ教の律

法学者やファリサイ派の人々、そして彼らに従うすべて

の人々のところに行きました。  
彼らが安息日の戒めを誠実に守っていたことを考えると

、特に興味深いのは、イエスが最も深刻な問題に直面し

たのは、彼らが神を知っていると思い込んでいたからで

す。彼らが安息日の主を知らなかったのは、安息日の霊

的な意味を完全に失っていたという単純な理由からです

。彼らが正しい日に崇拝していた神は、他の信仰体系が

持っていた伝統的な神々であり、その起源はサタンにあ

ったのです。         
 
エルサレムから来た律法学者とファリサイ派の人々が
イエスのところに来て言った、「あなたの弟子たちは
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なぜ長老たちの伝統に逆らうのか。彼らはパンを食べ
るときに手を洗わないからです」。イエスは答えて言
われた，『あなたがたはなぜ，-
伝統のために神の戒めに背くのですか。神は『父と母
を敬え』、『父と母を呪う者は死刑にしろ』と命じら
れたからである。しかしあなたがたは言う、『あなた
がたがわたしから受けた利益は神への贈り物である』
と父や母に言う者は、父や母を敬う必要はない』と。
このようにあなたがたは，あなたがたの伝統によって
，神の戒めを無意味なものにしたのである。偽善者め
！イザヤはあなたがたについて預言して言った、『こ
の人々は口でわたしに近づき、唇でわたしを敬います
が、心はわたしから離れています。彼らは無駄にわた
しを崇拝し、人の戒めを教義として教えている」（マ

タイ15:1-9）。 
 
彼らが本質的に神の教義として教えた人間の戒めは、神

は創造主であり、破壊者でもあるというものでした。す

べての宗教がこの嘘を信じ、教えているので、すべての

人が同じ誤りを信じています。  
 
神の国の福音は、サタンの王国の法則に反しているアガ

ハペイ愛の法則です。 
七日目の安息日礼拝の根本的な、神を中心とした理由は

、信者も未信者も圧倒的に否定しています。神は神の非

暴力の性格を記念するために七日目を創造されました。

サタンは、神の非暴力的な性格であるアガハペイ愛の福
音を否定することで、世界を虜にしています。世界に浸

透した暴力の結果は、非暴力の神を支持していることを

物語っています。なぜなら、暴力を信じている世界の大

多数は、自分たちの神が暴力的であると信じているから

です。  
もし世界の宗教、特にキリスト教のコミュニティが、神

のアガハペイの愛の非暴力性を受け入れ、それを生きて
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いたら、地球上の生活はどれほど違ったものになるでし

ょうか？神の性格に関する真実は、善悪の原理に内在す
る暴力によって世界が終焉を迎える前に、人類に向けて

発信する最後のメッセージです。 
 
そして、この王国の福音は、すべての国の証人として
全世界に宣べ伝えられ、やがて終わりが来る（マタイ

24:14）。 
 
サタンが終わりが来ることを望んでいないのは当然のこ

とですが、彼はこの世界の王子であり続け（ヨハネ14:30
）、私たちの世界とその住民に対して悪事を続けたいか
らです。彼は自分の王国が終わるのを見たくないのです

。彼は自分の王国を支配する暴力の律法の下で行われる

殺戮によって、神とその地上の子供たちを苦しめること

を楽しんでいるからです。  
逆に、神はこれらすべてのことが終わることを望んでお

られるので、私たちはこの王国の福音を宣べ伝えるよう

に命じられています。  
この福音を宣べ伝えるということは，すべての国々の証

人として，王国の福音を示すということです。この王国

の福音がすべての国の証人として私たちの生活の中で示

されたとき、イエス・キリストによれば、終わりが来る

のです（マタイ24：14）。  
イエス様が言及されているこの王国の福音を理解し、理

解してからでないと、すべての国々への証人として示す

ことができません。イエス・キリストの生涯、死、復活

、天の働きの全体を精査し、分析すると、一つの支配的

な主題がイエスのすべての情熱であり、それが王国の福

音であることがわかります。イエス・キリストの熱心な

献身の目的は、世界の光として、宇宙の神の性質をすべ

ての人に明らかにすることです。このことが知らされ、
生きていれば、私たちは暗闇の中にいるべきではありま

せん。  
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イエスが根絶しようとしている闇は、私たちを騙して、

神は創造主であり、破壊者でもあると信じさせようとす

るサタンの嘘のすべてです。これは確かに王国の福音で

はありません。ですから、私たちすべての人に熱烈な懇

願をして、イエスは宇宙の神と王国の福音を明らかにし

てくださいます。 
 
わたしを信じる者は、わたしを信じるのではなく、わ
たしを遣わされた方を信じるのです。わたしを見る者
は、わたしを遣わした者を見る。わたしは、わたしを
信じる者が暗闇の中にとどまることのないように、世
に光として来たのである。わたしの言葉を聞いても信
じない人がいても、わたしはその人を裁かない。わた
しを拒み、わたしの言葉を受け取らない者は、自分を
裁くものを持っている。わたしは自分の権威で語った
のではなく、わたしを遣わしてくださった父が、わた
しに命令を与えてくださったのです。わたしは、その
命令が永遠の命であることを知っています。ですから
、わたしが話すことは何でも、父がわたしに言われた

ように、わたしも話すのです（ヨハネ12:44-50）。 
 
福音は神を中心としたものであり、神についての良い知

らせである 
王国の福音はすべて神についてのものであり、神のアガ
ハペー愛の性格についてのものであり、私たちについて
のものではありません。私たちはそれを私たちのことば

かりにしてきましたが、実際には神のことばかりなので

す。   
人間中心ではなく、神中心なのです。良いニュースは、

神の国がどのように機能しているか、また、サタンの国

がどのように機能しているかとは根本的に違うというこ

とです。  
 
人の血を流す者は誰でも、その血は人によって流される
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。 
 
王国の福音、神の非暴力的な性格であるアガハペー愛を
理解していない者は皆、暴力的になり、人の血を流すこ

とになります。   
彼ら自身の血は、サタンの暴力的な原理を信じる者によ

って、今度は流されることになる。   
これは目には目を、歯には歯を、という原理であり、彼

らの血は、同じく暴力原理を信じる者によって流されな

ければならない。  
創造主である神は破壊者でもあるという信念に封印され

た心で、自分たちに対して暴力が用いられると暴力を用

い、あからさまにイエス様の主張に反論します。 
 
しかし、悪人に抵抗するなと言うが、右の頬を平手打
ちする者は、他の者もその者の方を向くように（マタ

イ5:39）。 
 
このような受動的な反応は、イエスによって教えられた

ように、暴力の原理を信じる人々の生活の中では不可能

になります。このような人たちは、パウロのこの言葉を

信じなければ、神の国を理解することができません。  
 
この心が、キリスト・イエスにあったあなたがたのう

ちにあるようにしましょう（ピリピ2:5）。  
 
唯一のイエス・キリストは、神の非暴力的なAGAGAAH
PAY愛の原則を教え、生きた 
創造の週の七日目の安息日の基礎となる原理は、イエス

・キリストの十字架上の死によって肯定され、王国の福

音が何であるかによって確認されました。十字架は、神

の本質がアガハペー愛であることを批准し、神がサタン
を打ち負かしたり、罰したりするためにサタンの原理を

利用することは決してないこと、また、今後も利用する
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ことはないことを証明しました。  
七日目の安息日の創造も十字架も、これが王国の福音で

あることを明確に証明しています。私たちが生活の中で
、この王国の福音を理解し、横の次元で実証するとき、

この王国の福音は、すべての国の証人として、全世界で

宣べ伝えられ、やがて終わりが来る（マタイ24:14）とい
う一節が成就するのです。  
イエス・キリストは、最終的に私たちが王国の福音の七

日目の安息日の原則に従って生きることを選んだとき、

主が私たちのために来てくださると約束しました。  
 
見よ、わたしはすぐに来て、わたしの報酬はわたしと
ともにあり、その働きに応じてすべての人に与えられ

る（黙示録22:12）。 
 
イエス様は、命の木の原理で生きることを選んだ人に永
遠の命の報酬を与えるために来られています。彼らは死

を経験することなく、翻訳されるのです。イエスが与え

る報酬は、私たちの生活の中で神のアガハペー愛を横の
次元で示す働きに内在しています。この報酬は、一度だ

け、その恩恵を妨害するサタンの可能性なしに与えられ

ます。 
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私たちがこの世界史の最終段階で神の国の原理に入るこ

とを選ぶと、サタンはもはや私たちの上に死の力を持つ

ことはありません。  
この報いは、神の恣意的な行為ではなく、神の子供たち

の人生におけるアガハペイの愛の働きの生得的な結果な
のです。これらのことを証してくださる方は、「確かに
わたしはすぐに来る」とおっしゃいます。-
アーメンそれでも来てください、主イエス様（黙示録22:
20）。 
 
これもまた、私たちの長年の情熱的な反応であり、願望

であり、懇願である。 
 
私たちの主イエス・キリストの恵みがすべての人と共に

あります。アーメン（黙示録22章21節）。 


