今⽇わたしたちの
改⾰の必要性

年末祈祷週 2017 年 12 ⽉ 1 ⽇~10 ⽇
「わたしたちの⽣存している時代は、改⾰の⾏動を必要としている」（教会への証 4 巻 488）
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まだ存在している－わたしたちには重要な任務が与えられ
め、創造主がわたしたちの不完全な性質を造り変え、造り
直し、彼の完全な姿へと回復しようとされるときに、わたし
は、世の救い主であり無限で絶⼤な恵みの源であるキリス
トに⾒いだされる。
わたしたちがこの祈祷週の読み物を学び、礼拝をするため
に集まるにあたり、わたしたちは新たな改⼼の経験のために
祈ろう。この読み物における情報の多くは歴史的なものだ
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キリストを通してのみ- Solus Christus 34

が、ここに⽰されている原則は今⽇においても重要であり、
またわたしたちの霊的な⽣活においてしっかりあてはまるも
のである。

2017 年 12 ⽉ 10 ⽇ ⽇曜⽇
栄光は神にのみ- Solo Deo Gloria

確かに、わたしたちは、ある理由のために、この世において

たちはこの⽅と協⼒しなければならない。わたしたちの希望
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存在しているからである。……『われわれも、確かにその⼦

ている。改⾰のメッセージがわたしたちに委ねられているた

2017 年 12 ⽉ 3 ⽇ ⽇曜⽇

信仰によってのみ- Sola Fide

と思われたのだろうか︖「われわれは神のうちに⽣き、動き、
孫である』」（使徒⾏伝 17:28）。

2017 年 12 ⽉ 2 ⽇ 安息⽇

恵みによってのみ－ Sola Gratia

（サムエル記上 7:12）と宣⾔することができる。
なぜ、神はわたしたちにこの⼀年を与えることを適切である
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編集記

昨⽇、今⽇、そして永遠に
16 世紀におけるプロテスタントの改⾰は、新約旧約
聖書に書かれた福⾳の諸原則を回復するための神

Sola Scriptura（聖書

）－キリストはサタンとの

聖な霊感を受けた運動であった。改⾰者により強調

論争において、聖書のみを⽤いた。「こう書かれている」と

された聖書の基本的な原則のいくつかは以下のもの

いうのはキリストの⼒強い武器であった。偉⼤な再臨運動

である。

の盛り上がりについてふれる際、エレン・ホワイトは同様に
「聖書が、聖書のみがわたしたちのガイドになるべきである、

Sola Gratia（恵

）－エペソのクリスチャン

という⽴場をわたしたちはとった」と証⾔した 3。

に対するパウロのメッセージによると、わたしたちは恵

｢神はこの地上に、聖書、そしてただ聖書だけをすべての

みによってのみ救われる（エペソ 2:8, 9）。

教理の基準、すべての改⾰の基礎として保持する⼀つの

｢あげられた蛇によってニコデモに教えられたのと同じ

⺠を、お持ちになるであろう。学識者の意⾒、科学の推論、

真理を学ぶ必要のある⼈が今⽇も幾千⼈となくいる。

教会会議の定めた信条や決議（これらは、教会の数が

彼らは 、神の律法に従うことが神のめぐみを受ける

多くてその主張も違うように、おびただしい数にのぼって内

資格であると信じこんでいる。イエスを仰いで⾒て、イ

容も千差万別である）、⼤衆の声、―これらのうちの⼀つ

エスがめぐみによってのみ救ってくださることを信じなさ

であれ全部であれ、それをもって信仰上の事柄に関する

いと⾔われると、彼らは、「どうして、そんなことがあり

賛否の根拠と⾒なしてはならない。どんな教理や戒めでも、

得ましょうか」と叫ぶのである（ヨハネ 3:9）。1

それを受け⼊れる前に､『主はこう⾔われる』という明⽇な
事実をその裏づけとして要求すべきである。｣4

Sola Fide（信仰

）－ローマ 3:28 によると、

悔い改めた罪⼈が信仰のみにより義とされることが神

Solus Christus（

）－「神は唯⼀であり、

のみ⾔葉により明らかにされている。「わたしたちは、

神と⼈との間の仲保者もただひとりであって、それは⼈なる

こう思う。⼈が義とされるのは律法の⾏いによるので

キリスト・イエスである」（テモテ第⼀ 2:5）。「キリストは、

はなく、信仰によるのである」

あなたの贖い主であられる。キリストはあなたのへりくだった

信仰による義認については、論争の余地がない。堕

告⽩に付け⼊るようなことはなさらない。もし、あなたが個

落した⼈の良い⾏いによる功績が永遠の命をもたら

⼈的な性質に関する罪をもっているならば、それをキリスト

すことは絶対にない、という点について決着がつくと、

に対して告⽩しなさい。キリストは、神と⼈間との間の唯⼀

すぐにこれらすべての論争は全て終了する。2

の仲介者である。」5
3

Solo Deo Gloria（栄光 神

）－「だか

マルチン・ルターは、恵みによる救いと信仰による義認とい

ら、飲むにも⾷べるにも、また何事をするにも、すべて

う偉⼤な主題を理解するためにパウロのローマ⼈への⼿紙

神の栄光のためにすべきである」（コリント第⼀

とガラテヤ⼈への⼿紙を特に注意深く研究した。

10:31）。「そのように、あなたがたの光を⼈々の前
に輝かし、そして、⼈々があなたがたのよいおこないを

その後、1888 年にミネアポリスで開かれた世界総会にお

⾒て、天にいますあなたがたの⽗をあがめるようにし

いて、真に世界への福⾳伝道のために神の⺠を備えるべく、

なさい」（マタイ 5:16）。

この「最も貴重なメッセージ」が神の⺠へ委ねられた。エレ

｢すべてのことは、あなたがたの益であって、恵みがま

ン・ホワイトは次のように記述した。「信仰による義が第三

すます多くの⼈に増し加わるにつれ、感謝が満ちあふ

天使のメッセージであるかを尋ねる⼿紙を数名の⽅がわた

れて、神の栄光となるのである」と彼は⾔った。使徒

しへ送った。これに対し、わたしは、『それこそまさしく第三

たちは、⾃分たちの栄誉を求めて、福⾳を宣べ伝え

天使のメッセージそのものである』、と答えた。」7

たのではなかった｡｣6

この特別な祈祷週において、世界中の神の⺠は、これら
の主題がわたしたちの救いと福⾳の任務を果たす⽬的の

全ての救いの計画の究極的な⽬的は、⼈類が罪を

ために不可⽋であることを学ぶ。「神は、このメッセージが

犯す前の元の状態に⼈類を回復させることにあり、

世に与えられることをお命じになっている。第三天使のメッ

神の名誉と栄光を実現することである。

セージは、⼤きな声で宣⾔されなければならず、またこのメ
ッセージには神の霊が豊かに注がれるのである。」8

この偉⼤な回復の諸原則と調和して、へブル 11 章

わたしたちがこの素晴らしい真理を理解することを主が助

には、全ての英雄が神の基準に従い、恵みによって

けてくださるように︕

救われ、信仰による義とされたことを⾒出す。例えば、
「信仰によって、アベルはカインよりもまさったいけにえ
を神にささげ、信仰によって義なる者と認められた。
神が、彼の供え物をよしとされたからである」（へブル
11:4）。「信仰によって、ノアはまだ⾒ていない事が
らについて御告げを受け、恐れかしこみつつ、その家
族を救うために箱⾈を造り、その信仰によって世の罪
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今⽇におけるわたしたちの改⾰の必要性
エレン・ホワイト著書編纂

真理 薄

誘惑 拒絶

⼭々や⾕でこだましたルターの声はヨーロッパを地
震のように揺らし、イエスの気⾼い使徒の軍隊を招

作り上げることよりも壊すことの⽅が簡単である。

集した。彼らが擁した真理は、鉄の棒や拷問、地下

改⾰の⾞輪を壊すことの⽅が、戦⾞を急な坂道で

牢や死によって沈黙させられなかった。そして、気⾼

引き上げることよりもはるかに容易である。1

い殉教者の⼤群の声はわたしたちに、ローマの権⼒

マルチン・ルターの時代、何名かの⼈々がルターに

が最後の時代に起こると予め述べられていた背教で

対し「わたしたちはあなたの聖書はいらない。わたした

あり、またパウロが彼の時代においてさえ既に働き始

ちは聖霊が欲しい」と述べた。これに対し、ルターは、

めていることを⽬にした不法の秘密であることを告げ

「わたしはあなたの霊を⿐の上でこつんと叩くであろ

ている。．．．プロテスタントの⼈々は、彼らを世か

う」と述べた。彼らの⾒せかけの⾏為がいかに素晴ら

ら区別するための境界線を失ってきている。そして彼

しくても、彼らは、神の⼦ではない。2

らは⾃分たちとローマの権⼒との間の距離を縮めつ
つある。彼らは、真理から⽿を背けてきた。彼らは神

過去において、正しい⼈々は、ローマと同化するこ

が彼らの道を照らすためにお与えになった光を受け⼊

とは不可能であると感じた。そして、このローマの間違

れることを望まなくなりつつあり、そのため暗闇に陥り

った体制に対する彼らの憎しみが財産と命の危険を

つつある。ローマ⼈と彼らに連なる⼈々が過去になさ

伴うものであったにもかかわらず、彼らは勇気をもって

れた迫害を再現するという考えを、彼らは侮ってい

分離し、真理のために勇ましく戦った。彼らにとって、

る．．．

聖書は、富、名誉、さらに命そのものよりも価値があ
った。⼤量の迷信や虚偽の哲学の下に真理が埋も

法王制は⼈間の性質に基づいた宗教であり、ほ

れてしまうことに彼らは耐えることができなかった。彼ら

とんどの⼈々は、罪を犯すことが許されると同時に罪

は神のみ⾔葉を⼿にとり、⼈々の前で真理の旗印を

による結果を彼らが免れるという教えを愛する。⼈々

⾼く掲げた。また彼らは、聖書を丹念に研究し、神

は何らかの宗教を持ちたいと考えており、そして、この

が彼らに⽰した事柄を勇敢に宣⾔した。彼らは神へ

宗教、すなわち⼈間の⼿段によりかたち作られなが

の忠誠ゆえに、もっとも過酷な死に⽅をした。しかし、

ら、神聖な権威を主張する宗教は、⾁の思いによく

彼らの⾎により、⾃由や特権がわたしたちにもたらさ

合うのである。⾃分が賢く知的であると思っている

れた。その⾃由と特権を、プロテスタントであると⾃称

⼈々は、うぬぼれにより義の基準、すなわち⼗戒から

する多くの⼈々は、悪の権⼒に対してたやすく譲り渡

離れ、また神の道を尋ねることが彼らの威厳と⼀致

してしまっている．．．

しないと考える。そのため、彼らは間違った道や禁じ
られた道に迷い込み、⾃⼰満⾜や⾃⼰を⾼めるよう

5

になり、キリストの模範ではなく、ローマ法王の模範に

のように、神の律法を守る⼈々は、他の⼈々が律法

従うのである。．．．

を捨て、その上に軽視と侮辱を積み上げるのに⽐例
して、神の律法を崇敬すべきである。3

重⼤な知的暗⿊がローマ・カトリックにとって好都
合であったことが実証されているが、知的な光が豊か
に与えられる時代も同様にローマカトリックにとって都

500 年前 声

合が良いことが実証されることになるであろう。なぜな

ルターは、キリストのくびきを法王制のくびきと交換

ら、そのような時代においては、⼈々の思いは彼ら⾃

することを拒んだ。これが、彼の唯⼀の違反であった。

⾝の優越に注がれ、彼らの知識の中で神を保持す

しかし、この⾏為は、彼の命を危険にさらすのに⼗分

ることを拒むようになるからである。ローマは無謬を宣

であった。全帝国の注⽬は、この⼀⼈の男性に向け

⾔したが、プロテスタントはそれと同じ道をたどっている。

られた。そして、全ての彼らの脅しと嘆願は、神およ

彼らは、真理を探究し、与えられた光からさらに⼤き

び神の声に対する彼の忠誠を揺るがすことはできな

な光を求めることを望まない。彼らは、先⼊観の中に

かった。ルターがこのような固い⽴場を保つにあたって

⾃らを閉じ込め、⼈にだまされ、また他の⼈をだます

助けがなかったわけではない。ルターよりも偉⼤な⽅

ことを望んでいるかのようである。

が彼と共にいて、彼の思いを⽀配し、彼の判断を聖
化し、危険な時に彼に知恵を与えた。

このように諸教会の態度は⼈々を落胆させるよう
なものではあるが、気落ちする必要はない。なぜなら、

もし、この改⾰者が、たった⼀つの点でも妥協をし

神はご⾃分の真理への忠誠を保つ⼈々をもっておら

てしまったならば、サタンと彼の⼤群は勝利を得てい

れるからである。その⼈々は、聖書を、聖書のみを彼

ただろう。しかし、ローマ法王の鉄の⼿の下における

らの信仰と教理の規則としており、彼らは標準を⾼

ルターの揺るぎない姿勢は、教会を⾃由にし、新しく

め、彼らが⾼く掲げる旗には「ここに、神の戒めを守り、

より良い時代を切り開くための⼿段となった。宗教的

イエスの信仰を持ちつづける聖徒の忍耐がある」

な事柄において⾃分⾃⾝で考えて⾏動するというこ

（黙⽰録 14:12）と刻まれている。彼らは、純粋

の⼀⼈の男性の影響は、彼の時代における教会と

な福⾳を⼤切にし、彼らの信仰と原則の基礎を聖

世界だけでなく、その後の全ての世代にも影響を与

書におくのである。

えた。彼の揺るぎない姿勢と忠誠は、最後の時代ま
で同様の体験をする全ての者を勇気づけた。これは、

⼈々が万軍の主の律法を捨て去っているこのよう

神の働きであった。ヴォルムス帝国議会におけるルタ

な時代であるからこそ、次のダビデの祈りが必要とな

ーの答弁は、⼈類歴史においてもっとも偉⼤な場⾯

る。「彼らはあなたのおきてを破りました。今は主のは

の⼀つであった。神の⼒と威厳は、⼈間が運営する

たらかれる時です」（詩編 119:126）。神の律法

議会やサタンの絶⼤な⼒よりも⾼い場所に存在して

の上に侮りが積み重なる時代が間もなく到来し、こ

いる。4

のような時代においては、神の律法を守る⼈々が厳
しく試される。しかし、他の⼈々がエホバの律法の拘
束⼒のある要求を認めず、認識しないからといって、
彼らはその律法の尊重をやめるべきだろうか︖ダビデ

︖
「神と神の⾔葉に反対して働くサタンの⽅法は変

6

わっていない。彼は、16 世紀おけると同様に、今も

サタンはこれらの指導者たちの⼼を⽀配することによ

なお、聖書を⽣活の基準にすることに反対している。

って、⼤衆を意のままに感化することができるのであ

現代においては、改⾰者たちの教義や信条からの

る｡｣6

⼤きな逸脱が⾒られる。われわれは、信仰と⾏為の
基準は、聖書、そして聖書だけであるというプロテスタ
ントの⼤原則に、帰らねばならない。サタンは、今な

原則 試⾦⽯

お、あらゆる⼿段を⽤いて、宗教の⾃由を粉砕しよ

預⾔者は、あらゆる原則をテストすることが可能

うとしている。シュパイエルの抗議者たちが拒否したと

な真理を宣⾔している。彼は次ように述べた。「ただ

ころの反キリスト者的⼒は、今新たな⼒をもって、失

教とあかしとに求めよ。もし彼らがこの⾔葉によって語

った主権を回復しようとしている。あの宗教改⾰の危

らないなら、それは彼らのうちに光がないからである」

機において表された、神のみ⾔葉に対する揺るがぬ

（イザヤ 8:20 英語訳）。この世には誤りが満ち溢

信仰が、今⽇の改⾰の唯⼀の希望である。」5

れているが、⼈々は欺かれる⽴場におかれる必要は
ない。真理は率直であり、それが誤りと対⽐されると、

「⼤部分の⼈々は、真理を聞くことから⽿をそらし、

その性質が明らかになる。神の恵みの対象となる者

作り話へと向かってしまう。使徒パウロは終末の時代

は、⾃分たちに求められていることを理解することが

を予⾒して、『⼈々が健全な教えに耐えられなくな』

できる。信仰によってわたしたちは⾃分の⽣活を義の

ると⾔明した（テモテ第⼆ 4:3）。その時がちょうど

標準と⼀致させることができ、またキリストの義を⾃

到来している。多くの⼈々は聖書の真理を好まない。

分⾃⾝のものとすることができる。7

なぜなら真理は、罪深い、世を愛する⼼の欲望を妨
げるからである。そしてサタンは、彼らの好む偽りを提
供するのである。

全ての宗教上の信条、原則、教義は、これらがい
かに聖なるものとして認識されていたとしても、神のみ

しかし、神はこの地上に、聖書、そしてただ聖書だ

⾔葉の単純な表現と⽭盾する場合には、拒絶しな

けをすべての教理の基準、すべての改⾰の基礎とし

ければならない。もし、わたしたちが過去から保持し

て保持する⼀つの⺠を、お持ちになるであろう。学識

ていた原則が聖書により肯定されているならば、わた

者の意⾒、科学の推論、教会会議の定めた信条や

したちはそれを保ち続けることによって義とされる。な

決議（これらは、教会の数が多くてその主張も違う

ぜなら、神のみ⾔葉はわたしたちの信仰の⼟台を与

ように、おびただしい数にのぼって内容も千差万別で

えるからである。

ある）、⼤衆の声、―これらのうちの⼀つであれ全

聖なる託宣は、へりくだった⼼と熱⼼な祈りによっ

部であれ、それをもって信仰上の事柄に関する賛否

て研究されるべきである。これにより、わたしたちは、

の根拠をみなしてはならない。どんな教理や戒めでも、

明⽩に⽰された真理をわたしたちの実際の⽇常⽣

それを受け⼊れる前に、『主はこう⾔われる』という明

活において実践できるためである。こうして、わたした

⽩な事実をその裏付けとして要求すべきである。

ちが⾃分の⽣活を神のみ⾔葉の教えに適合してい

サタンはいつも、神の代わりに⼈間に注意を向

ることを明らかにするのである。イエスは、わたしたちに、

けさせようと努⼒している。彼は、⼈々が⾃分で聖

聖なる真理を理解するという恵みを得た⼆つの部類

書を探って⾃分の義務を学ばないで、監督や牧師

の⼈々を⽰しておられる。⼀つの部類の⼈々は神の

や神学者を案内者とするように導く。そうするときに、

声を聞くだけでなく、それを実践するが、もう⼀つの部

7

類に属する⼈々は、その声を聞いたが、実践しない

しは救われた、わたしは救われた」という主張は、その

のである．．．

魂が救われたり、また聖化されたりしたことを証明は

真理の証拠を⾒たにもかかわらず、光の中を歩け

しない。⼤いに興奮した多くの⼈々が、彼らは聖化さ

ば、⾃分たちの意⾒や、仕事、あるいはその他この

れたと告げられるが、彼らはその⾔葉が意味すること

世の利益をいくらか犠牲にしなければならないことが

について知的な理解を得ていない。なぜなら、彼らは

わかって、それを拒む⼈々、⾃分の確信を無視し、

聖書も神の⼒も知らないからである。彼らは、幸せだ

「神はこう⾔われる」という明⽩な⾔葉を拒絶し、真

と感じているため、⾃分たちが神の御旨に⼀致して

理から作り話へと向きを変え、⾃分たちの誤りを⽀

いるとうぬぼれるが、試されると、すなわち神のみ⾔

持するために聖書を誤って適⽤したり誤った解釈をし

葉が持ち出されて彼らの経験に影響を及ぼそうとす

たりする⼈々は、コラジンやベツサイダに⾔い渡された

ると、彼らはその真理を聞くことを拒み、「わたしは聖

災いを受けることになる。キリストの時代においてこの

化されている」と⾔って、それにより、議論を終わらせ

ような部類の⼈々は、次のような⾔葉でキリストから

てしまう。彼らは、真理を知るために聖書を探ること

⾮難された。「わざわいだ、コラジンよ。わざわいだ、ベ

には全く関与しない。これにより、恐ろしいほど、彼ら

ツサイダよ。おまえたちのうちでなされた⼒あるわざが、

は、⾃分⾃⾝をだましているということが判明する。

もしツロとシドンでなされたなら、彼らはとうの昔に、荒

聖化は、精神⾯の⾼揚を越えてはるかにそれ以上

布をまとい灰をかぶって、悔い改めたであろう。しかし、

を意味する。興奮は、聖化ではない。天におられる

おまえたちに⾔っておく。さばきの⽇には、ツロとシドン

神の意思と完全に⼀致することのみが聖化である。

の⽅がおまえたちよりも、耐えやすいであろう。ああ、

そして神の意思は、神の聖なる律法において⽰され

カペナウムよ、おまえは天にまで上げられようとでもい

ている。神の律法の全てを守ることが聖化である。⾃

うのか。⻩泉にまで落されるであろう。おまえの中でな

ら、神のみ⾔葉に対して従順な⼦供であることを証

された⼒あるわざが、もしソドムでなされたなら、その

明することが聖化である。⼈々の意⾒や考えではな

町は今⽇までも残っていたであろう。しかし、あなたが

く、神のみ⾔葉がわたしたちの導き⼿である。本当に

たに⾔う。さばきの⽇には、ソドムの地の⽅がおまえよ

聖別されようとするのであれば、祈りとへりくだった魂

りは耐えやすいであろう」（マタイ 11:21–24）。8

の悔い改めと、忍耐をもって神のみ⾔葉を調べるべ
きである。「真理によって彼らを聖別して下さい。あな

神

⾔葉

試

経験

⾃分は神につける聖化された者だと主張する者
が数多くいるが、偉⼤な正義の基準が彼らに⽰され
ると、彼らは⾮常に興奮し、聖化されるということがど
ういう意味かを全く理解していないことを証明するよ
うな精神を表す。彼らは、キリストの思いをもっていな
い。なぜなら、本当に聖化された者は、神のみ⾔葉
が彼らに明らかにされたとき、それらを敬い、直ちに従
うからである。彼らは、原則の全ての点において何が
真理であるかを知りたいという強い願望を表明する。
興奮した精神状態は、聖化の証拠ではない。「わた

たの御⾔は真理であります」（ヨハネ 17:17）。
キリスト教の信仰とは、神の⼝からでる⼀つ⼀つの
⾔葉によって⽣きることである。わたしたちは、道であ
り真理であり命であるキリストを信じ、キリストの中に
⽣きるべきである。わたしたちは、神のみ⾔葉を信じ
るとき、神への信仰をもっていると⾔える。わたしたち
は、神の戒めを守るとき、神を信頼し従っていると⾔
える。わたしたちは彼の律法を愛するとき、神を愛し
ている。嘘を信じたとしても聖化にはつながらない。
聖なる正義の基準の教義の⼀つに従わなくてもわた
したちは安全であると、この世の全ての牧師が述べた
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としても、もし、わたしたちが「しなければならない」「し

な信⼼が⼈気を集め、キリスト教を信じると宣⾔す

てはならない」との率直な⾔葉を拒むならば、わたし

ることが流⾏になっている時代には、ごく少数の⼈の

たちの義務が弱められることはないし、わたしたちの

みが⾃⼰否定と⼗字架を負う⽣き⽅を⾒分けること

罪が減じることもない。仮にわたしたちの⽗祖たちが

ができる。わたしたちのために誘惑を耐えられたお⽅

ある⽣き⽅をし、幸せを感じながら死んだとしても、わ

は、「⽬を覚まして祈っていなさい」と命じておられる。

たしたちがその⽗祖たちと同じ道を歩み、彼らと同じ

キリストは、わたしたちの強⼒な敵と戦われたことから、

働きをし、同じ仕事をして良いというわけではない。

わたしたちの危険を知っておられる。正しいことを⾏お

わたしたちは、彼らよりもより多くの光を与えられてい

うと努⼒している全ての者の道において、わたしたち

る。もし、わたしたちが神に受け⼊れられようとするの

の敵が存在していることをこのお⽅はご存じであ

であれば、わたしたちは忠実に光に従わなければなら

る．．．

ない。もし神が彼らに光を与えられていたならば、彼

品性の⾐を洗う作業は、⽇々⾏われなければ

らもその光を受け⽌め、それに従っていただろう。彼ら

ならない。これにより、最後の⽇にわたしたちはしみも

は、彼らの世代において彼らの道を照らした光を忠

しわも⾒当たらず、神の前に⾮難されるべき点がな

実に受け⽌め、それを強めた。それと同様に、わたし

い者となる。このお⽅が清くあられるように⾃らを清め

たちは、わたしたちの道を照らす光を受け⽌め、強め

るというこの働きは、個⼈的になされなければならな

なければならない。わたしたちの時代の魂の宮に照ら

い。わたしたちは、神の聖なる律法の光によって、わ

される光に応じてわたしたちは裁きを受けることになる。

たしたちの動機や⾏動を吟味しなければならない。

もし、わたしたちがその光に従うならば、わたしたちは

わたしたちは常に「これは主の道だろうか」と尋ねなけ

キリストにより⾃由となる。9

ればならない．．．神の天使たちは、わたしたちの
品性の向上を観察している。彼らは、道徳的な価

改⾰

呼

無駄にされた機会、無駄にされた時間、無視さ
れた特権について説明義務を果たさなければならな
くなる⽇が間もなく到来する。わたしたちの過去の⽣
活の性質と効果は、天の神の書物に記録される。
わたしたちは、その数字を変えることはできず、過去
を取り消すことはできず、また良い⾏いや悪事の記
録を消すことはできない。わたしたちの⾏いは⽇々、
天において記録され、裁きの際に、その書物がわたし
たちの悪事を明らかにする。もっとも、⼼からの悔い
改めおよび完全な改⾰がなされた場合には、贖いの
⾎によってその悪事の記録が消される。わたしたちは、
どのような⾏いをしたかによって裁かれる。わたしたち
は、⾃らが⾏った働きの性質を吟味し、悔い改め、
キリストの⼒により変えられなければならない。
しかし、このような危険な時代、すなわち形式的

値をはかりにかけている。そして、偉⼤な神の⽇に、
わたしたちがはかりにかけられる際に、わたしたちに⽋
けている点がないようにしなければならない。10
今⽇の教会は⾃らの背教というパン種で膨らんで
おり、もし教会が悔い改め、改⼼しない限り、⾃らを
厭うようになるまでその⾏為の結果である果実を⾷
べることになる。もし教会が悪を拒んで良いことを選
び、最⼤限へりくだって神を求め、キリストにある⾼い
召しに達し、永遠の真理の⼟台の上に⽴ち、信仰
によって教会が達するべき到達点をつかむならば、そ
の教会は癒される。その教会は、神から与えられた
単純さと清さを⽰し、地上のしがらみから分離し、真
理が本当にその教会を⾃由にしたことを表わす。
それにより、その教会のメンバーは本当に神に選

9

ばれた⺠となり、神の代表者となる。完全な改⾰を
実現すべき⽇が到来した。この改⾰が始まるとき、

参照

祈りの精神が全ての信者を活性化させ、教会から
不和と争いの精神を追い払う。クリスチャンの親交に

1.

ｻｲﾝｽﾞ･ｵﾌﾞｻﾞ･ﾀｲﾑｽﾞ1883 年 10 ⽉ 25 ⽇

加わっていなかった者たちが、互いに近づく。正しい

2.

説教と講和 1 巻 22

道を歩んでいる⼀⼈のメンバーが他のメンバーたちを、

3.

ｻｲﾝｽﾞ･ｵﾌﾞｻﾞ･ﾀｲﾑｽﾞ1894 年 2 ⽉ 19 ⽇

聖霊の啓⽰を求めるとりなしをする働きにおいて⾃

4.

同上 1883 年 9 ⽉ 20 ⽇

分と⼀致するように導く。彼らは聖霊の思いと⼀致し

5.

各時代の⼤争闘上巻 253, 254

ていることから、そこには混乱がない。信者と信者とを

6.

同上下巻 360, 361

分け隔てている壁は取り壊され、神に仕える者たち

7.

信仰と⾏ 97

は同じことを話す。主は、彼に仕える者たちと協⼒す

8.

ﾚﾋﾞｭｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾍﾗﾙﾄﾞ1902 年 3 ⽉ 25 ⽇

る。全ての者は、キリストが彼らに教えた祈りを理解

9.

同上

したうえでその祈りを⾏う。「御国

10. ｻｲﾝｽﾞ･ｵﾌﾞｻﾞ･ﾀｲﾑｽﾞ1891 年 3 ⽉ 25 ⽇

天 ⾏

地

⾏

11. 教会への証 8 巻 250, 251

」（マタイ 6:10）。11
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2017 年 12 ⽉ 2 ⽇ 安息⽇

ウィッテンベルグにおける声
A.C.サス著

神 真 証⼈
「主は⾔われる、『あなたがたはわが証⼈、わたし
が選んだわがしもべである。それゆえ、あなたがたは
知って、わたしを信じ、わたしが主であることを悟るこ
とができる。わたしより前に造られた神はなく、わたし
より後にもない」（イザヤ 43:10）。
この世の歴史における全ての時代において、神は、
神の神聖なご品性を代表する忠実な使命者を証
⼈としてもっておられた。彼らは、神のみ⾔葉におい
て表現されていた真理－すなわち聖書－を宣⾔す
る役⽬を担っていた。彼らははびこっていた堕落に対
して抗議し、不信⼼な⼈々を神へ⽴ち返るよう招い
ていた。救いの計画は、全ての⼈々へ伝えられなけ
ればならなかった。主は、真理が消されたり、完全に
忘れ去られることをお許しにならなかった。神の意思
が最も軽視されていた時代においてさえ、救いのメッ
セージを⼈々に伝える忠実な使命者を神は⽴ち上
がらせた。クリスチャンであると⾃称する者のうち⼤半
が神のみ⾔葉の真理を知らなかった暗⿊時代にお
いても、神はそのような使命者を⽴ち上がらせた。
16 世紀の暗⿊時代においてはびこっていた暗⿊
と無知を排除するために、神は忠実な証⼈を選んだ。
そのような証⼈のうち最も偉⼤であった⼈の⼀⼈がマ
ルチン・ルターだった。
「教会を、法王教の暗⿊から、純粋な真理の光
に導くために召された⼈々の中の第⼀⼈者は、マル
チン・ルターであった。熱⼼で、献⾝的で、神のほか

マルチン・ルターは 1508 年に、聖職者として任命
された。1512 年彼はローマを訪ねた。彼が七つの
丘の都市を⾒たとき、「聖なるローマよ、わたしはあな
たに敬意を表す」と叫んだ。しかし、彼はローマに到
着したとき、⾮常に失望した。
「〔ルター〕は都に⼊り、教会を訪問し、司祭や修
道⼠たちがくりかえし語る驚くべき物語を 聞き、求め
られるままにあらゆる儀式を⾏なった。何を⾒ても彼
を驚きと恐怖に陥れるものばかりであった。彼は、罪
悪があらゆる階級の聖職者に及んでいるのを⾒た。
⾼位聖職者たちが品の悪い冗談を⾔うのを聞いた。
そして、ミサの時にさえ⾒られる、彼らの恐るべき不
敬⾏為に戦慄した。修道⼠や市⺠と交わってみると、
放蕩や 乱⾏が⽬についた。どこに⽬を向けても、神
聖であるべきところに涜神⾏為を⾒た｡」2
「当時、法王の教書が発布されて、「ピラトの階
段」をひざまずいて上るものにはみな、免罪が約束さ
れていた。……ルターは、ある⽇、敬虔な思いをもっ
てこの階段を上っていた。すると突然、雷のような声
が、「信仰による義⼈は⽣きる」と⾔ったように思われ
た（ローマ 1:17）。彼はすぐに⽴ち上がり、恥と恐
怖の念にかられて、その場を急いで去った。この聖句
は、彼の⼀⽣を通じて、彼に⼒を与えた。そのとき以
来、彼は、⼈間 の⾏為によって救いを得ようとする
ことの誤りと、キリストの功績を絶えず信じることの必
要を、これまでより もっと明瞭に悟った｡｣3

なにも恐れることを知らず、聖書以外のどんな信仰
の基準をも認めなかったので、ルターは、実に、その
時代のための⼈物であった｡」1

教
ルターは 1512 年にローマから帰ってきたとき、彼
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はウィッテンベルグの⼤学から神聖な学位を受け取り、

刑罰を取り除くということを提案し、また過去、現在、

その⼤学で教えるという責務を負った。そこで彼は、

そして未来における罪でさえ完全な許しを与えた。

ローマ教会の教理のいくつかについて疑問を投げかけ

1517 年にルター⾃⾝の集会のメンバーが聖ドミニコ

た。彼は、苦⾏、正義、義認、および救い関する彼

の修道⼠であるテッツェルから購⼊した免罪符を提

の考えを変えた。

⽰し始めたとき、ルターは激怒した。テッツェルはセイ

ウィッテンベルグにいたとき、〔ルターは〕原語による

ント・ピーターのバジリカを建設するための資⾦を得る

聖書の研究に没頭した。彼は聖書の講義を始めた。

ために、免罪符の教理が書かれた紙を販売していた。

そして、詩篇、福⾳書、使徒⾏伝などは、喜んで聞

その紙にはどのようなことが書かれていただろうか︖こ

く多くの聴衆の⼼を啓発した。彼の友⼈であり先輩

の点については、次のような記述がある。

であったシュタウピッツは、彼に、説教壇に上って神の

「テッツェルが 町に到着すると、彼の前に使いの

み⾔葉を説くように勧めた。ルターは、⾃分はキリスト

者が⾏って、『神と法王の恵みが、あなたの⾨⼝に

にかわって⼈々に語る価値がないと感じてためらった。

来た』と告げ知らせた 。……

彼は、⻑い間の苦悩の後 、初めて、友⼈たちの勧

汚らわしい売買が教会の中で⾏なわれ、テッツェ

めに応じた。すでに彼は聖書に精通しており、神の

ルは説教壇に上って免罪符をほめ上げ、これは 神

恵みが彼に宿っていた。彼の雄弁は 聴衆を魅了し、

の最も尊い賜物であると⾔った。彼は免罪符の功徳

彼の明快で⼒強い真理の提⽰は、彼らの知性を納

を述べて、これを買う者は、これから犯そうと思う罪も

得させ、彼の熱情は彼らの⼼を感動させた｡｣4

みな許される、しかも「悔い改めさえ必要ではない」と

「ルターは、⼈間の理論を神のみ⾔葉よりも⾼め

⾔った。そればかりではなくて、彼は聴衆に、免罪符

ることの危険を認めた。彼は、恐れることなく、学者た

は⽣きている者だけでなくて、死者をも救う⼒がある、

ちの思弁的な不信仰を攻撃し、⻑い間⼈々を⽀配

⾦が箱の底に当たって⾳がした瞬間に、それが⽀払

してきた哲学や神学に反対した。彼は、そうした研

われた魂は煉獄を逃れて天国に⾏くのである、と保

究は無価値であるばかりか有害であると公然と⾮難

証した｡」6

し、聴衆の⼼を哲学者や神学者の詭弁から引き離

「テッツェルが売買と不敬虔な主張を続けたので、

して、預⾔者と使徒たちが⽰した永遠の真理に向け

ルターはこのはなはだしい悪弊に対して、もっと効果

ようと努めた。

的な抗議をする決⼼をした。まもなく、その機会がや

彼の⾔葉を熱⼼に聞いていた群衆にとって、彼の

って来た。ウィッテンベルクの城教会には多くの遺物が

伝えた使命は実に貴いものであった。彼らは、今まで、

あって、祝祭⽇には⼀般に公開され、その時に教会

このような教えを聞いたことがなかった。救い主の愛の

に出席して告⽩をする者はみな、罪が完全に許され

福⾳、彼の贖罪の⾎による許しと平和の確証は、

るのであった。そのようなわけで、そういう祝祭⽇には、

彼らの⼼に喜びを与え、不滅の希望を持たせた。ウ

⼈々がたくさん集まってきた。祝祭⽇のうちで最も重

ィッテンベルクにおいて点じられた光は全地に広がり、

要なものの⼀つで、万聖節〔1517 年 11 ⽉ 1 ⽇〕

時の終わりまで、その輝きを増すのであった｡」5

というのが近づいていた。その前⽇、ルターは、すでに
教会へと進んで⾏く群衆に加わって、免罪符の教義

免罪符 教理
彼が挑んだ戦いのうち、最⼤なものは免罪符の
教理に対するものであった。その教理により教会は、

に反対する 95 箇条の提題を書いた紙を扉にはった。
彼は、この提題に反対するすべての⼈に対して、翌
⽇⼤学において喜んで答弁することを宣⾔した｡｣7。
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ルターの 95 箇条の提題のうちいくつかは以下のも
のである。

の腕が描かれた⼗字架がキリストの⼗字架と同じ価
値をもつと述べることは冒涜である。

「6．ローマ法王は、いかなる罪も許すことはでき

80．⼈々の間においてそのような話が広がること

ない。その唯⼀の例外は、その罪が神により許された

を許容する司教、副牧師、神学者は、説明する責

ことを宣⾔し、⽰し、また神による許しに同意すること

任を負う．．．

である。

86．もう⼀度のべるが－最も裕福な法王はなぜ、

7．神は、⼈が同時にすべてのことにおいて、神の

お⾦を持たない信者のお⾦ではなく、法王の資⾦に

代理者である司祭に謙虚に従ってしなければ、だれ

よりこのセイント・ピーターの⼩さな教会を建てないの

の罪責をも決して赦免したまわない。

か︖……

8．悔悛（かいしゅん︓悔い改め）についての教

92．キリストの信者に対してそれらすべての預⾔

会法は、⽣きている⼈にだけ課せられていて、それに

者は「平安、平安」と述べるが、そこには平安がな

よるならば死に臨んでいる⼈には何も課せられていな

い︕」8

い。……
10．死⼈に関し、煉獄における教会法上の懺
悔を留保する聖職者の⾏為は無知であり、また邪
悪である。……
21．そのため、法王の免罪符により⼈は全ての
罰はから解放され救われると述べる聖職者は誤って
いる。……
32．贖宥（しょくゆう︓教会が信徒の果たすべ
き償いを免除すること）の⽂書で⾃分たちの救いが
確かであるとみずから信ずる⼈たちは、その教師たち
とともに永遠に罪に定められるであろう。
33．法王の許しは最⼤の価値をもつ神からの賜
物 であ り⼈を神 と和 解さ せる と述べ る 者に対 し、
⼈々は警戒しなければならない。……
36．本当に悔い改めた全てのクリスチャンは、贖
宥の⼿紙がなくても、罰と罪からの完全な許しを得
る。……
52．仮に贖宥の⼿紙を販売する者、または法
王⾃⾝がその命を賭けたとしても、贖宥の⼿紙によ
る救いの保証はむなしい。……
76．法王の贖宥は、⼩罪のうちのもっとも⼩さい
ものでも、罪責に関するかぎりでは、これを除去する

真理 公表
これらの 95 箇条の提題または論題に加え、イエ
ス・キリストを通じた義認や罪の許し、および福⾳に
関する他の重要な点に関する書物の公表に、マル
チン・ルターは関与した。これらの提題や公表物は
⼈々に対し多⼤な影響⼒をもっていた。この点につ
いては、次のように書かれている。
「彼の提題は広く⼀般の注⽬をひいた。⼈々はそ
れを何度も読み、各⽅⾯に伝えた。⼤学や町全体
に、⼤きな興奮が起こった。これらの論題は、罪を許
し、その罰を免除する⼒が、法王にも他のどんな⼈
にも与えられていないことを⽰していた。そうしたたくら
み全体が、もともとまやかしごと―⼈々の迷信に乗じ
て⾦を巻き上げるための策略―であって、その偽りの
主張に信頼するすべての者を滅ぼそうとするサタンの
計略であった。論題はまた、キリストの福⾳は教会の
最も価値のある宝であること、そしてそこにあらわされ
た神の恵みは、悔い改めと信仰とによって求めるすべ
ての者に、惜しみなく与えられるものであることを明⽰
していた｡」9

ことができないと⾔うのである。
79．〔免罪符の聖職者によってたてられ、〕法王

議会
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ウィッテンベルグでの彼の発⾔により、偉⼤な改⾰

背いて語ることは、危険だからであります。ここに、わ

の働きが導⼊された。ローマ法王と⾼位聖職者たち

たくしは⽴ちます。わたくしは、これ以外に何もできま

は、ルターが⽰した真理を滅ぼそうとした。ルターは、

せん。神よ、わたくしを助けたまえ。アーメン。」11

ウォルムの評議会に出席しなければならず、そこで尋
問されることになったが、彼は回答する準備ができて
いた。
「ルターは、神に⼼を置きながら、⾃分の前にある
闘いの準備をした。彼は、答弁の⽅法を考え、⾃分
の著書の⽂章を調べ、聖書から彼の主張を⽀持す
る適当な証拠を引⽤した。それから彼は、⾃分の前
に開かれた聖書の上に左⼿を置き、右⼿を天に向
けて上げ、『たとえ証⾔のために⾎を流すことがあって
も、福⾳に忠誠をつくし、なにものにもとらわれずに⾃
分の信仰を告⽩する』ことを誓った。
彼がふたたび議会に⼊ってきたときには、彼の顔に
恐怖や動揺の⾊はなかった。沈着で穏やかで、しか
も勇敢で気⾼い態度で、彼は神の証⼈として、地
上の偉⼤な⼈々の前に⽴った。式部官は、ここで、
彼に教義を取り消すかどうかの決定を迫った。ルター
は、激しさや感情をまじえぬ落ちついたけんそんな調
⼦で答えた。彼の態度は遠慮がちで、礼儀正しかっ
た。しかし彼は、議会を驚かすほどの確信と喜びにあ
ふれていた｡」10
彼は、彼の原則を撤回するかについて、短く、明
確に回答することが要求された。彼の回答は次のよ
うなものであった。
｢わたくしはわたくしの信仰を、法王にも会議にも
従わせることはできません。と申しますのは、両者とも
しばしば誤りを犯し、また互いに⽭盾してきたというこ
とが明⽩だからであります。それゆえ、わたくしは、聖
書からの証明、あるいは明瞭な議論によって、納得
させられないかぎり、また、わたくしが引⽤した聖句に
よって納得させられないかぎり、そして、このようにして、
わたくしの良⼼が神のみ⾔葉によって義務づけられな
いかぎり、わたくしは取り消すことができませんし、取り
消そうとも思いません。なぜなら、キリスト者が良⼼に

抗議

者

（

者

）

マルチン・ルターは、免罪符の原則を⾮難し、真
理を守るにあたり、⼀⼈ではなかった。ドイツの諸侯
や多くの抗議者たちは免罪符の教理に対抗するに
あたり⼀つとなった。彼らはルターが⽰した真理につい
ての証⾔を公に⾏い、彼らの証⾔は他の国々や時
代へもおよんだ。
「そこで、厳粛な宣⾔が作成されて、議会に提出
された。
『われわれは、われわれの唯⼀の創造主、維持
者、贖罪主、救い主、また、われわれの審判者とな
られる神、および、全⼈類と全被造物の前で、抗議
を提出する。われわれは、われわれとしても国⺠とし
ても、その法令の中で、神に反し、神のみ⾔葉、わ
れわれの正しい良⼼、われわれの魂の救いに反する
ことには、絶対に同意⽀持することはできない｡』」12
「宗教改⾰擁護のために宣⾔された最も⾼潔な
証⾔の⼀つは、1529 年にシュパイエルの国会で、ド
イツのキリスト教諸侯が提 出した『抗議書』であった。
これら神の⼈々の勇気と信仰と堅固な態度は、その
後の幾世代にわたって、思想と良⼼の⾃由を確保
した。彼らの『抗議書』が、改⾰教会にプロテスタント
という名称を与えた。その原則は、「プロテスタント主
義の真髄そのもの」である。」13
抗議者たちが⾏った宣⾔は次のようなものだった。
「われわれは、神の恵みによって、旧新約聖書各
巻に含まれている神の⾔葉だけの純粋独特の説教
を維持し、それに反するどんなものをも付加しないこ
とを決意している。この⾔葉が唯⼀の真理である。こ
れが、すべての教義と⼈⽣全般の確かな規準である。
それは決してわれわれを失望させたり、欺いたりしな
い。この基礎の上に築くものは、⻩泉のすべての⼒に
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⽴ち向かうことができるし、他⽅それに対抗して⽴て

その当時から今に⾄るまで、新しい光が絶えず聖書

られたあらゆる⼈間的栄華は、神の前に崩れ落ちる

を照らし、新しい真理が常にあらわされてきたのであ

のである｡｣14

る｡｣15

改⾰ 推進
今⽇のプロテスタント主義は、16 世紀のプロテス
タント主義とは異なっている。今⽇の多くのプロテスタ
ント教会は、聖書の真理から離れてしまっている。多
くの者は、旧約聖書が有効であることを受け⼊れず、
特に⼗戒を受け⼊れない。彼らはその道徳律は、ユ
ダヤ⼈のみに与えられたと宣⾔している。また彼らは、
神のみ⾔葉が唯⼀の真理の源であると認めない。
彼らは、クリスチャン教会にもたらされた伝統や新しい
考えを受け⼊れ適合した。彼らは、これらを異教徒
から受け⼊れた。混乱の⺟である霊的なバビロンは、
誤りのぶどう酒によりその娘を酔わせた。混乱を招い

わたしたちは、継続的にわたしたちの道を明らかに
する光り輝く真理について神に⼤いに感謝すべきで
ある。今⽇、わたしたちは過去には知られていなかっ
た真理を有している。それらの真理は⼀体となってわ
たしたちの時代における真理を構成している。わたし
たちが既に知っている真理に対して忠実であるように。
そうすれば、またわたしたちがその真理に対する服従
において完全にされるまで、主がその光を増し加えら
れる。
「正しい者の道は、夜明けの光のようだ、いよいよ輝
きを増して真昼となる」（箴⾔ 4:18）。

た教理のうち代表的なものは、⽇曜⽇神聖化と、
霊魂不滅の教えである。
マルチン・ルターは、聖書の真理を完全に理解し
たわけではなかった－彼は、いくつかの伝統（例えば、
彼の 95 箇条の提題においてみられる煉獄の存在
等）を信じていた－しかし彼は、罪の許しはイエス・
キリストを通してのみ実現されるという正しい理解を
得ていた。主は、主を彼らの個⼈的な救い主として
受け⼊れる全ての者に対し、この許しを与えようとし
ている。
ウィッテンベルグで伝えられた⾔葉および改⾰の働
きを守った⾔葉は、最後の時まで続かなければなら
ない。預⾔の霊は、次のような⾔葉でそのことを明ら
かにしている。
「宗教改⾰は、多くの者が考えているように、ル
ターの時代をもって終わったのではない。それはこの
世界の歴史の終末まで続くのである。ルターは、神
が彼の上に照らしてくださった光を他に反映して、⼤
事業をしなければならなかった。 しかし彼は、世界

参照
1.

各時代の⼤争闘上巻 139

2.

同上 145

3.

同上 145

4.

同上 144

5.

同上 146, 147

6.

同上 148

7.

同上 150

8.

Concordia Theological Seminary （ 95

箇条の提題）
9.

各時代の⼤争闘上巻 150, 151

10. 同上 188
11. 同上 192
12. 同上 251
13. 同上 243
14. 同上 252
15. 同上 176

に与えられるはずの光を、全部受けたのではなかった。
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恵みによってのみ−Sola Gratia
聖書と預⾔の書の編纂（ﾚﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾍﾗﾙﾄﾞ編集ｽﾀｯﾌのｺﾒﾝﾄ付き）

良 時期
多くの⼈々の経験においては、良い時期と悪い時
期がある。良い時期とは、通常、わたしたちが労働に
より得られた果実を楽しむ時である。なぜなら、「すべ
ての⼈が⾷い飲みし、そのすべての労苦によって楽し
みを得ることは神の賜物である」（伝道の書
3:13）。主は通常、わたしたちが⼀⽣懸命働いた
成果をわたしたちが⼗分に楽しむことを許される。多
くの者は、そのような成果は⼗分に価値があるものだ
と考える。そして、わたしたちは幸せだと感じる。
そのようなとき、わたしたちは⾃分に⾃信をもつこと
が多い。以前は知らなかった知識を⾝につけている。
以前は夢としか思っていなかったことを実際に実現す
る。わたしたちは⾃信をもち、将来は明るいと感じる。

において難局がわたしたちの道を暗くするときこそ、わ
たしたちの⼼を探り重要なことがらを思い出すことが
容易になる。
それは何であろうか︖それは、主の恵みの必要性
である。
恵みとは何だろうか︖それは、神による恩寵であり、
わたしたちは本来、それを受ける資格がない。なぜな
ら、わたしたちは罪にまみれているからである。
「ユダヤ⼈もギリシヤ⼈も、ことごとく罪の下にあるこ
とを、わたしたちはすでに指摘した。次のように書いて
ある、『義⼈はいない、ひとりもいない。悟りのある⼈
はいない、神を求める⼈はいない。すべての⼈は迷
い出て、ことごとく無益なものになっている。善を⾏う
者はいない、ひとりもいない』」（ローマ 3:9–12）。

しかし、このようなときに、潜在的な問題がある。
わたしたちが最も⾃信をもっているときにおいてこそ、

恵

わたしたちは必要不可⽋なことを忘れる傾向がある。

この祈祷週において、わたしたちはマルチン・ルター

「主はこう⾔われる、『知恵ある⼈はその知恵を誇っ

によって開始された偉⼤な改⾰の５００周年を認

てはならない。⼒ある⼈はその⼒を誇ってはならない。

識している。この有名な改⾰者が神の罪びとに対す

富める者はその富を誇ってはならない。誇る者はこれ

る偉⼤な恵みについて悟ったこと－およびわたしたち

を誇とせよ。すなわち、さとくあって、わたしを知ってい

が救い主を⾮常に必要としていることをみてみよう。

ること、わたしが主であって、地に、いつくしみと公平と

「……ルターは、真理の闘⼠としての彼の仕事に、

正義を⾏っている者であることを知ることがそれである。

⼤胆に乗り出した。彼は説教壇から、熱⼼で厳粛

わたしはこれらの事を喜ぶと、主は⾔われる』」（エレ

な警告の声をあげた。彼は⼈々に、罪のいまわしい

ミヤ 9:23, 24）。（申命記 8:1118 も参照）

性質を告げ、⼈間は⾃分⾃⾝の⾏為によっては、そ
のとがを減じることも罰を避けることもできないと教え

悪 時期
悪い時期においては、栄光を得るべきお⽅は神で
あるということを忘れがちである。しかし、厳しい時代

た。神に対する悔い改めと、キリストに対する信仰以
外に、罪⼈を救うことができるものはない。キリストの
恵みを買うことはできない。それは、無償で与えられ
る賜物である。彼は⼈々に、免罪符を買ったりしな
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いで、⼗字架につけられた贖い主を信仰をもって⾒

何を恐れることがあろうか。

つめることを勧めた。彼は、⾃分が難⾏や苦⾏によっ

神は、神のしもべたちの叫びをお聞きになったので

て救いを得ようとしたが得られなかった苦い経験を語

ある。神は、王侯たちや牧師たちに、この世の暗⿊

り、⾃分を⾒ないでキリストを信じることによって平和

の⽀配者に対抗して、真理を維持する恵みと勇気

と喜びを得たことを、聴衆にはっきり述べたのである｡｣

をお与えになった｡」2

1

神の恵みの驚くべき性質に関する聖書的な啓⽰
イエス・キリストはまさに、マルチン・ルターに対する

のルターによる再発⾒は、暗⿊時代に⽀配的であっ

救い主であった－同時にイエス・キリストは⼈間の中

た⼈による圧政的な教えと対照的なものであり新鮮

ではみつけることができないような友でもあった。

だった。

「⼤宗教改⾰によって世界を揺り動かした⼒は、

「主はわたしたちの堕落した状態を⽬にした。彼は

密室の祈りから出たものであった。そこにおいて、神

わたしたちの救いの必要性を認めた。なぜなら、主は

聖な静けさのうちに、主のしもべたちは神の約束の岩

わたしたちの魂を愛されたからである。主はわたしたち

の上にしっかりと⽴った。アウグスブルクの闘争のあい

に恵みと平安を与えられた。恵みとは、受ける資格

だじゅう、ルターは、「⼀⽇に少なくとも三時間は、祈

がない者に対する好意であり、また失われた者に対

りに時を費やした。そして、それは、研究のために最も

する好意である。わたしたちが罪⼈であるという事実

よい時間を割いたものであった。彼が⼀⼈⾃分の部

は、わたしたちを神の愛と慈悲から切り離すものでは

屋の中で、「崇敬と恐れと希望に満ちて、友⼈と語

なく、むしろ、その事実により主の愛がわたしたちの中

るかのような」⾔葉で、神の前に彼の魂を注ぎ出す

において働き、わたしたちが救われる必要性を⽣じさ

のが聞こえた。「わたしは、あなたがわたしたちの⽗で

せる。」3

あり、わたしたちの神であられることを知っています。そ

「キリストがわたしたちを愛してくださるのはわたした

して、あなたが、あなたの⼦供たちを迫害するものを

ちが初めにキリストを愛したからではない。『まだ罪び

散らされることを知っています。それは、あなたご⾃⾝

とであったとき』キリストは（ローマ 5:8）、わたしたち

が、わたしたちと共に危険に陥っておられるからです。

のために死なれた。キリストはわたしたちが当然受け

この事は、ことごとくあなたのものです。そして、わたし

るべき待遇どおりにわたしたちを取り扱われない。わた

たちが、それに着⼿したのも、あなたによって、そうさせ

したちの罪はとがめられるのがあたりまえであるが、キリ

られたにすぎません。それですから、ああ、⽗よ、わた

ストはそうなさらない。⻑い間わたしたちの弱さ、無知、

したちをお守りください︕」と彼は⾔うのだった。

忘恩、わがままを忍耐された。道に迷い、⼼をかたく

不安と恐怖の重荷にうちひしがれていたメランヒト
ンに、彼は、次のように書いた。 「キリストにある恵み
と平和があるように。世ではなくて、キリストにあるのだ。

なにし、聖なるみ⾔葉をおろそかにしたにもかかわら
ず、なおそのみ⼿はさし伸べられている。」
「恵みとは受ける価値がない⼈間に向かって働く

アーメン。わたしは、あなたを圧倒する極度の⼼労を

神の特性の⼀つである。わたしたちがそれを求めたの

⾮常に憎んでいる。もし改⾰事業が正しくなければ、

ではなく、わたしたちをさがすためにそれが送られたの

それをすてよ。もしそれが正しければ、恐れず眠れと

である。神は恵みを喜んで与えてくださるが、それは、

命じられる主の約束をなぜ信じないのか。････キリス

わたしたちにその価値があるからではなく、反対に全く

トは正義と真理のわざに⽋けるおかたではない。彼

無価値な者であるからである。神のあわれみを要求

は⽣きて⽀配しておられる。それならば、われわれは、

しうる唯⼀の資格はわたしたちが⾮常に⽋乏してい
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るということである。

しも、この聖書の聖句をその⽂脈の中で読んでいる

神はイエス・キリストを通じて罪深い、堕落した⼈

わけではない。このキリストによる宣⾔の場⾯は、ぶど

類に⼿をさし伸べて招いておられる。神はすべての者

う畑 で 働 く よう に呼 ば れ た労 働 者 に関 す る マタ イ

を受け⼊れ歓迎される。最も罪深い者をおゆるしに

20:1-16 のたとえ話とつながっている。朝早く来た者

なることは神の栄えである。神は強⼤な敵から獲物

には１ペニーが約束された－その後、様々な者が呼

をとって、虜を救い、⽕の中から燃えさしをとり出され

ばれ、最後の１１時頃に来た者もいた。最後に来

る。悲惨のどん底に沈んだ⼈間に情深い⾦の鎖をお

た者にも適切な報酬が⽀払われた。しかし、全ての

ろし、罪に汚れた、いやしい魂を引き上げられる。

者が１ペニーを受け取ったとき、最も⻑く、厳しい働

⼈類を神に連れもどすためにご⾃分の⽣命をお

きをした者は、最後に来た者たちに対して憎しみをも

与えになったキリストにとって、⼈間はみな愛の関⼼

った。しかし、イエスは、そのような彼らの態度を譴責

の対称となる。サタンの詐欺や誘惑によって滅ぼされ

された︕

やすい罪深く無⼒な魂はちょうど⽺飼いが⾃分の⽺
の群れを守るように守られるのである｡」4

わたしたちはそのような者であろうか︖わたしたちは、
真理のある点を知っており、また主について熱⼼であ
り、バプテスマを受けており、また⻑年教会に来てい

症候群
「ふたりの⼈が祈るために宮に上った。そのひとりは
パリサイ⼈であり、もうひとりは取税⼈であった。パリサ
イ⼈は⽴って、ひとりでこう祈った、『神よ、わたしはほ
かの⼈たちのような貪欲な者、不正な者、姦淫をす
る者ではなく、また、この取税⼈のような⼈間でもな
いことを感謝します。 わたしは⼀週に⼆度断⾷して
おり、全収⼊の⼗分の⼀をささげています』。 ところ
が、取税⼈は遠く離れて⽴ち、⽬を天にむけようとも
しないで、胸を打ちながら⾔った、『神様、罪⼈のわ
たしをおゆるしください』と。あなたがたに⾔っておく。
神に義とされて⾃分の家に帰ったのは、この取税⼈
であって、あのパリサイ⼈ではなかった」（ルカ 18:10
–14）。
そのような宗教的なパリサイ⼈と同じように、わたし
たちは恵みによって救われるということを忘れがちにな
る。特に、わたしたちが⻑年真理のうちにいるとそのよ
うな傾向が強い。わたしたちの多くは、次のイエスの
⾔葉を知っている。「召される者は多いが、選ばれる
者は少ない」（マタイ 20:16 英語訳）。そして、わ
たしたちは通常、わたしたち⾃⾝が選ばれた者の中
にいると信じる傾向がある。しかしわたしたちは、必ず

る。またわたしたちは品性を成⻑させ、良いことを⾏
い、教会において重要な仕事をし、沢⼭の友⼈をつ
くっている。わたしたちは、真理を受け⼊れたばかりの
⼈よりも、より多くのものを受け取る権利がないだろう
か︖以上のたとえ話において、朝早く来た労働者は、
このような考えをもった。しかし、わたしたちは、約束さ
れたものよりも多くの待遇を受ける資格をもつだろう
か︖そうではない。むしろわたしたちは死刑判決を受
ける⽴場にある。わたしたちを救うことができるのは、
神の恵みのみである。
聖霊が⼤規模にわたしたちのうえにこられるとき、
「罪と義とさばきとについて、世の⼈の⽬を開くであろ
う」（ヨハネ 16:8）。
聖霊はわたしたちに罪について⾃覚させる。わたし
たちは以前、全く問題ないと考えていたことが罪であ
ると感じるようになる。
聖霊は義について悟らせる。罪の⾃覚に基づいて
⾏動を起こし始めると、ことをより良くなすようになる。
その後、聖霊は、わたしたちが正しい道を歩くように
助ける。
聖霊は裁きについて悟らせる。わたしたちが考える
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ことや⾏うことは全て、全知の聖なる観察者による裁
きにおいて考慮される。
聖霊のご臨在にあって、神の恵みの⼒と霊感によ
り、わたしたちは悔い改めにふさわしい実を結ぶ。これ
が、わたしたちが永遠に救われるための唯⼀の⽅法
である。「わたしたちすべての者は、その満ち満ちてい
るものの中から受けて、めぐみにめぐみを加えられた」
（ヨハネ 1:16）。

恵

深刻 必要性

わたしたちが堕落しなかったならば、わたしたちは
「恵み」という⾔葉の意味を学ぶことはなかった。神は
罪のない天使を愛されるが、天使は彼のために奉仕
をし、彼の全ての命令に対して従順である。しかし、
神は彼らに対し恵みを与えるわけではない。天使た
ちは恵みの意味を知らない。彼らは、それを必要とす
ることはなかった。なぜなら、彼らは罪を犯したことが
ないからである。恵みとは、それを受ける資格をもた

恵

祝福 刈 取

ない⼈間に対して⽰される神の性質である。わたし

「主の神聖な取り計らいにおいて、わたしたちに不

たちは、恵みを探しもとめたわけではなく、恵みがわた

相応な主の恩寵を通して、主は良い⾏いが報われ

したちを探し求めた。神は、恵みを渇望する全ての

るよう定められた。わたしたちは、キリストの功績のみ

者に対し、恵みを授けることを喜ばれる。神は、全て

により受け⼊れられる。そしてわたしたちが⾏う慈悲

の者に慈悲を与えるが、それは彼らが価値のある者

の⾏為や慈善の⾏為は、信仰から⽣じる果実であ

だからではなく、完全に価値がない者だからである。

る。そしてその実は、わたしたちにとって祝福となる。

わたしたちの必要性は、わたしたちがその賜物を受け

なぜなら、⼈々は⾃分たちの⾏いに応じて報酬を受

なければならないことを⽰す。

けるからである。わたしたちの働きは、キリストの功績

しかし、神は、神の律法を無効にするために神の

の⾹りを通じてのみ、神に受け⼊れられる。キリスト

恵みを⽤いるわけではなく、また恵みが神の律法にと

からの報酬の対象となる良い⾏いをわたしたちが⾏う

って代わるわけではない。「主はおのれの義のために、

ことができるのは、恵みがあるからである。わたしたち

その教を⼤いなるものとし、かつ光栄あるものとするこ

の働き⾃体は、功績をもたない。わたしたちが⾏いう

とを喜ばれた」（イザヤ 42:21）。神の律法は真

る全てのことをしたときに、わたしたちは⾃らをふつつか

理である……

な僕とみなすのである。わたしたちは、神から感謝を

神の恵みと神の王国の律法は、完全に調和して

受ける資格をもたない。わたしたちはその義務を⾏っ

いる。これらは⾞の両輪である。彼の恵みは、信仰と

たのみであり、わたしたちの罪深い性質からすれば、

合わさることにより、わたしたちを神に近づける。恵み

キリストなくしてその義務を果たすことはできなかった。

を受けとり、恵みがわたしたちの⽣活において働くこと

主は、彼に近づくようわたしたちに命じた。そして彼

により、わたしたちは律法が有効であることを証⾔す

はわたしたちに近づいた。わたしたちが主に近づくと、

る。わたしたちは律法を喜び、神の恵みにより⽇常

わたしたちは恵みを受けとり、その恵みによって⾏いを

⽣活における律法の原則を実施することにより律法

し、その⾏いに対して主は報われる。その報酬である

を名誉あるものにする。そして、神の律法に対して純

天の栄光は、勝利者たちに与えられる。また、その報

粋に⼼から従うことにより、わたしたちは、天の宇宙と

酬は、彼らがキリストの性質を世に対して⽰した程

神に律法を無効にする背信の世界の前で、救いの

度に応じて与えられる。」5

⼒について証⾔をすることになる。
「わたしたちの⾏った義のわざによってではなく、た
だ神のあわれみによって、再⽣の洗いを受け、聖霊
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により新たにされて、わたしたちは救われたのである。

るようになる。彼らの欲望や彼らの喜びが、他の全て

この聖霊は、わたしたちの救主イエス・キリストをとお

のものに優先される。このような全ての点において、

して、わたしたちの上に豊かに注がれた」（テトス

彼らはサタンを代表している。彼らの⾔葉や⾏動によ

3:5, 6）。罪を背負われる偉⼤な⽅によって贖わ

り、彼らはキリストではなくサタンの品性を⽰す。

れたのだから、だれもその罪を負い続けるべきではな

これら全てのことは変えられることができる。なぜな

い。神のひとり⼦が⾃ら、律法の違反による結果を

ら、もし彼らがキリストのところへ来るならば、キリスト

受けられた。彼は、神から罰を受け、またわたしたち

の恵みは⼗分だからである。もし、彼らが、⾃ら負っ

のためにその罰を受けられた。⽗なる神と共におられ

た重荷をおろし、サタンへの服従を放棄し、キリストが

る⽅が、わたしたちの不従順による制裁を完全に受

彼らに負わせる重荷を負い、キリストのくびきにより彼

けることができた。キリストの神性とわたしたちの⼈性

らがキリストにつながるなら、希望と喜びが彼らの⼼か

をつなげることにより、キリストは⼈類の家族を⾼めた。

ら湧き出る。

キリストの神性は、⼈間のために永遠の王座をつか
む。わたしたちの代理⼈として、キリストは罪を彼の

「イエスは、ご⾃分の⾎によって贖われた者を愛す

上に負い、⽗なる神の前でわたしたちのためのとりな

る。またイエスは、イエスのみが与えることのできる平

しをされている。……

安を彼らが獲得することを熱望する。イエスは、彼ら

わたしたちは、わたしたち⾃⾝を救うことはできない。

がイエスがもつ⼼のへりくだりと柔和さを学ぶよう命ぜ

イエス・キリストの⾎の⼒のみにより、わたしたちは救

られる。この貴重な恵みは今⽇、ほとんど⾒ることが

われることができる。キリストはわたしたちのためにカル

できない．．．

バリーの⼗字架で死なれた。これにより、わたしたち

もし、わたしたちがキリストの弟⼦になるならば、わ

はキリストにあって完全なものとなる。なぜなら、キリス

たしたちは彼について学ばなければならない－⽇々、

トの犠牲は、あらゆるものにとって⼗分だからであ

いかにして望ましくない性質を克服するかを学び、ま

る。」6

た⽇々、キリストの模範に従うことにより、少しずつ、
その模範に近づかなければならない。」7

新

光景

「真の幸せは、放縦や⾃堕落から⽣じるものでは

対

神 恵

なく、キリストを学び、彼のくびきをおい、彼の重荷を

「わたしたちが暗闇の中において落胆しているとき

負うことにより得られる。⾃分⾃⾝の知恵を信頼し、

に、⽣きた信仰を働かせることは難しい。しかし、この

⾃分⾃⾝の道を歩む者は、あらゆる点において不

ようなときにこそ、わたしたちは信仰を働かせなければ

満をいう。なぜなら、利⼰⼼が彼らのうえにもたらす

ならない。ある者は、「しかし」、「そのようなときに信

重荷は⾮常に⼤きく、そのくびきが彼らをいらだたせる

仰による祈りをする気になれません。」という。ならば、

からである。キリストが住む⼼においては、利⼰⼼は

単にあなたがサタンに抵抗する気分にならないことに

存在することができない。利⼰⼼が⼤切にされた場

より、サタンが勝利してしまうことを望むのだろうか︖

合には、利⼰⼼は他の全てのものを押しのける。利

サタンは、あなたが聖なる援助を最も必要としている

⼰⼼により⼈々はその義務を⾏うよりも、⾃⼰の傾

とき、あなたを神から引き離すための努⼒を最も⾏う。

向に従うようになり、また他の者を祝福するよりも、

「サタンは、あなたのところにきて『あなたは罪⼈だ』

彼ら⾃⾝を喜ばせ、また彼ら⾃⾝の欲望を満⾜させ

という。しかし、あなたが罪⼈だからといって神があな
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たを⾒捨てると考えてはならない。サタンに対し、この

エスを⾒ることによってのみ、わたしたちはこれを実現

ように⾔うべきである。『確かに罪⼈だ。だからこそ、

することができる。あなたの救いようのない状態につい

私は救い主を必要とする。私は、許しと恩赦を必要

て嘆いてはならない。なぜなら、あなたが⾃分⾃⾝の

としており、もし、私がキリストに近づくならばわたしは

弱さを感じていることを救い主は知っておられ、救い

死なないとキリストは⾔われる』。キリストからわたしへ

主は『落胆してはならない。あなたの重荷を私に負

の⼿紙は次のように書かれている。「もし、わたしたち

わせなさい。私がそれを全て負う。そして、あなたの魂

が⾃分の罪を告⽩するならば、神は真実で正しいか

にとって良いことを実現させる。』と私に⾔われる。信

たであるから、その罪をゆるし、すべての不義からわた

仰の創始者であり完成者であられるイエスを⾒ること

したちをきよめて下さる」（ヨハネ第⼀ 1:9）」。サタ

により、わたしたちは希望を抱き、神による救いを⾒

ンがあなたに対し、「あなたは失われた」と告げるとき、

ることができる。なぜなら、イエスは、わたしたちが落ち

これに対して、「確かに失われた。しかしイエスは、失

ることを防ぐことができるからである。

われた者を探し救うために来られた」というべきである。
……

「イエスに信頼する魂が死んだことは⼀度もない…
…神の愛の呼びかけに対し回答しなければならない。

私の罪が重ければ重いほど、私はより救い主を必
要とする。

そして、『私は主に信頼します。また主は私を愛され
たため私は安⼼しています。主の怒りがなくなったた

あなたが信仰により神の約束をつかむとき、あなた

め、私は主を賛美します。』というべきである。

は次のように⾔うかもしれない。『私は失われた⽺で
あり、イエスは私を救うために来られた。私には新しい

参照

⽣活が始まる。私は誘惑に抵抗する⼒を受け取っ

1.

各時代の⼤争闘上巻 150

た。』しかし、約束をつかむ信仰は、感情によって得ら

2.

同上 262

れるものではない。「信仰 聞

3.

ｾﾚｸﾃｯﾄﾞ･ﾒｯｾｰｼﾞ1 巻 347

4.

ﾐﾆｽﾄリー･ｵﾌﾞ･ﾋｰﾘﾝｸﾞ136

5.

ﾚﾋﾞｭｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾍﾗﾙﾄﾞ1895 年 1 ⽉ 29 ⽇

6.

同上 1896 年 9 ⽉ 15 ⽇

あなたは、偉⼤な変化が起こることを期待しては

7.

ｻｲﾝｽﾞ･ｵﾌﾞｻﾞ･ﾀｲﾑｽﾞ1886 年 8 ⽉ 19 ⽇

ならない。あなたは、何か素晴らしい感情が⽣じるこ

8.

ｾﾌﾞﾝｽﾃﾞｰ･ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽﾄの海外ﾐｯｼｮﾝのﾋｽﾄﾘ

聞

⾔葉

来

」（ロー

マ 10:17）。

とを期待してはならない。神の霊のみが、永遠の印
象を⼼に植えつけることができる。

ｶﾙ･ｽｹｯﾁ132
9.

ﾚﾋﾞｭｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾍﾗﾙﾄﾞ1896 年 9 ⽉ 15 ⽇

キリストは、彼の⺠が、魂の敵に対して抵抗するこ
とを望んでいる。しかし、わたしたちが利⼰⼼を捨てイ
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信仰によってのみ−Sola Fide
D. P. Silva 著
城

95 箇条 提

題 掲

紙 5:1 に書かれている神との平和）は専ら信仰に
よりもたらされるものであり、⾏いや苦⾏または免罪

ドイツ、ウィッテンブルグ、10 ⽉ 31 ⽇、1517 年。

符によりもたらされるものではないことをパウロによるロ

その⽇、アウグスティヌスの聖職者であったマルティン・

ーマへの⼿紙から学んだ。⻑い間忘れられていたこの

ルターは、95 箇条の提題を教会のドアに掲げた。こ

霊的な真理の再発⾒と共に、16 世紀の偉⼤な改

れは、免罪符（教会団体への⾦銭の⽀払い）によ

⾰は⽣まれた。

り罪の許しが与えられるという法王のシステムの権⼒
に挑む⾏動であった。ルターは、義（ローマ⼈への⼿

「信仰による義⼈は⽣きる」という表現は、そのド
イツ⼈の改⾰者の⼼に強い衝撃を与えた。
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創世記の時代、最初の⼈間は、⾁体的、精神

その時から、彼らは罪の性質と傾向を保有するよう

的な性質において神と完全に調和するかたちで創ら

になった。そのため、彼らの⼦孫は同様に罪の性質と

れた。彼の⾷欲、および感情は聖霊の⽀配下にあり

傾向をもって⽣まれてきた。

彼は、喜んで神と親しく交わり、そこでは⼀切の障害

しかし、神の全知と愛により、神は恵みによる永

や障壁はなかった。永遠の命を得る条件は、神の聖

遠の契約が提供され、その契約により⼈類は、失わ

なる律法－⼗戒の道徳的な律法－に対して完全

れた状態から救われ得ることになった。道徳的な堕

かつ永遠に従うことであった。この律法の原則は、わ

落の後、主は、救いの計画を実⾏された。彼は、⼈

たしたちの最初の両親の⼼に刻まれていた。

類を嘆かわしい状態から救うために地上にこられた。

神に従わなかったことにより、アダムは罪⼈となった

しかし、主は永遠の命の必要条件を変えることはな

ため、彼は彼の創造主との関係を壊した。彼は、神

かった－その必要条件とはいまだ、主の律法に対し

の律法に従う⼒を放棄したため、彼の存在そのもの

完全かつ永遠に従うことであった。すなわち、⼈類が

が堕落したものになった。これにより、彼は、彼が享

堕落しその律法を守る⼒を失っていたものの、その必

受していた創造主との⽢い調和からもたらされていた

要条件は変更されなかった。⼈類はその時、サタン

全ての祝福を失った。アダムは天国を失い、永遠の

の友⼈になっており彼の魔⼒に⽀配されていた。

死という運命を下された。しかし、このことは、彼と彼

最初の⼈間が主に従わなかった「その⽇」にその

の妻のみに影響を与えただけではなく、全ての⼈類

⼈間は「必ず死ぬ」であろう、と神は述べておられた。

も同様に、失われるという運命が下された。「信仰に

しかし、なぜアダムとエバは、罪を犯したその⽇に死な

よる義⼈は⽣きる」（ローマ 3:23）。⼈類全てが

なかったのだろうか︖なぜならそれは、世のはじめから

罪と永遠の死に服することになった。「罪の⽀払う報

ほふられたと預⾔された神の⼩⽺が、⼈類の罪に対

酬は死である」（ローマ 6:23）。「⼈間の堕落は、

する制裁を受けるためにいたからであった。その⼆⼈

全天を悲しみで満たした。神に造られた世界は、罪

がサタンの誘惑に屈して神に反逆したその⽇に、キリ

ののろいでそこなわれ、不幸と死に運命づけられたも

ストは彼らの違反による制裁をご⾃⾝が受けることと

のの住むところとなった。」1

し 、 彼 ら の た め に「 罪 」 と な る こ と と し た（ 創 世 記

「アダムとエバは、……今後は、必ず神に服従す

3:21）。

ることを誓った。しかし、彼らの性質は、罪のために堕

パウロは、福⾳の原則を次のような⾔葉で要約し

落し、悪に抵抗する⼒が弱まり、サタンが容易に彼ら

た。「神はわたしたちの罪のために、罪を知らないかた

に近づく道を開いたことを彼らは知らされた。彼らは、

を罪とされた。それは、わたしたちが、彼〔キリスト〕に

罪のないときに誘惑に負けた。であるから、今、罪を

あって神の義となるためなのである」（コリント第⼆

知った状態においては、忠実に従う⼒が弱まったので

5:21）。

ある。」2

同様に、「ローマ⼈への⼿紙において、パウロは福

最初、⼈類は神のかたちに創造された。しかし、

⾳の偉⼤な原則について記述している．．．この

罪の後は、⼈類の⼦孫は神のみかたちではなく、彼

⼿紙に書かれている信仰による義という偉⼤な真理

ら⾃⾝の姿と同じかたちで⽣まれた。「アダムは百三

は、悔い改めた罪⼈を命の道へと導くため、⼒強い

⼗歳になって、⾃分にかたどり、⾃分のかたちのよう

かがり⽕として全ての時代を照らしている。この光は、

な男の⼦を⽣み」（創世記 5:3）。

ルターの頭脳をつつんでいた暗闇を排除した。そして、

アダムとエバが罪を犯したとき、彼らは罪⼈となった。

罪を取り除くキリストの⾎の⼒を彼に対し明らかにし
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た。この真理は、罪の重荷をおっていた幾千もの魂を、

第 4 章において、使徒は、アブラハムとダビデの体

許しと平和の源へと導いた。全てのクリスチャンは、こ

験 を⽰ し、 信 仰 の ⼒ を明 ら か に してる 。（ ロ ー マ

のローマ教会への⼿紙について神に感謝すべき理由

4:2–8 参照）。

がある。」3

アブラハムは信 仰により神の御前で義とされた

ローマ⼈への⼿紙の第 1 章で、聖なる光を拒み、

（彼は神を信じた。）。ダビデに関連して、パウロは

また神の律法に真っ向から反する態度によりゆがん

「神は、⾏いとは無関係に義を与え」、「罪を負わせ

でしまった異邦⼈の堕落について、パウロが明らかに

ることはない」と述べている。なぜだろうか︖それは、

している。第 2 章において彼は、古代のユダヤ国家

キリストの完全な義が、彼を信じて悔い改める罪⼈

が聖なる託宣を有し、かつ律法を知っていたにもかか

に与えられるからである。わたしたちがキリストを信じ

わらず、同様に堕落したことを証明している。第 3 章

たとき、わたしたちの罪がキリストに帰せられ、キリスト

において彼は、全ての⼈類が、聖なる有罪宣告の

の義がわたしたちに帰せられる。わたしたちの罪がキリ

下にいることを証明した。そして彼は、わたしたちが神

ストの上におかれ、彼の完全な命が、わたしたちの汚

の御前に義とされうる⽅法について説明している。彼

された状態にとって代わり登録される。

は最初に、神の律法に従おうとするわたしたちの努
⼒は神の御前でわたしたちを義とすることはできない

1888 年

ことを宣⾔している。「なぜなら、律法を⾏うことによっ

再臨主義

ては、すべての⼈間は神の前に義とせられないからで
ある。律法によっては、罪の⾃覚が⽣じるのみであ
る」（ローマ 3:20）。そして彼は、わたしたちが義と
され得る唯⼀の⽅法を明らかにしている。その⽅法と
はキリストへの信仰のみである。これにより、神が「義
となり、さらに、イエスを信じる者を義とされるのであ
る」（ローマ 3:26）。キリストはわたしたちの代わり
に、⼈性において完全な品性を形成しカルバリーの
⼗字架で亡くなられたため、キリストがご⾃分の完全
な義を、ご⾃分を信じる者に着せることができる唯⼀
の⽅法は、彼の⽣涯、死および復活を通してである。
キリストの 33 年間の⽣涯においてキリストは⼀貫
して義の品性を保たれた。⼗字架でのキリストの死
は、罪⼈を義とする権利を完成させた。なぜなら、キ
リストは全⼈類のために対価を⽀払われたからであ
る。その義は、キリストからの無償の恵みを喜んで受
けて⼤切にしようとする者の全てに与えられる。そのう
えパウロは次のような判断をしている。「わたしたちは、
こう思う。⼈が義とされるのは、律法の⾏いによるの
ではなく、信仰によるのである」（ローマ 3:28）。

－
信仰

義認

「主は、彼の偉⼤な恵みにより、最も貴重なメッセ
ージをエルダーズ・ワゴナーとジョーンズを通して彼の
⺠に与えられた。このメッセージは、掲げられた救い
主を世に対してより明らかにするためのものだった。そ
の救い主は、全世界の罪のための犠牲であった。そ
のメッセージは、保証⼈であるキリストへの信仰を通
した義を明らかにした。そのメッセージはキリストの義
を受け取ることを⼈々に促し、その信仰の義は神の
全ての律法への服従によって明らかにされる。多くの
者はキリストを⾒失っていた。彼らは、その⽬をその
聖なるお⽅、その⽅の功績および⼈類家族への不
変の愛に向ける必要があった。全ての⼒がキリストの
⼿に委ねられ、これにより彼は豊かな賜物を⼈々に
与え、無⼒な⼈間に対しキリストの義という貴重な
賜物を分け与えることができた。キリストは、このメッ
セージが世に⽰されるべきことを命じた。それは、第
三天使のメッセージであった。そのメッセージは⼤きな
声で宣⾔されなければならず、また⼤規模な彼の霊
が降り注がれるものであった。」4
以上に書かれているように、エレン・Ｇ・ホワイトは、
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信仰による義のメッセージが「最も貴重なメッセージ」

に嘆いた。「⾮常に多くの⼈々が信仰による義につい

であると捉えた。このメッセージの主たる⽬的は、罪

て懐疑的で、この主題について神が与えた光を拒絶

⼈の唯⼀の希望であるキリストを⾼めることであった。

することは残念である……キリストの恵みのみが違

信仰によってキリストの義の受けることは、信者が神

反者を解放することができる。神の律法に従う⼈々

の全ての律法に従うことを可能にさせる。

は、彼の恵みを通して⾃由となる。罪⼈が悔い改め

信仰による義認と第三天使のメッセージのつなが
りを認識していなかった⼈々に対し彼⼥は、次のよう

た場合には、キリストの恵みを通して彼らへの許しが
獲得される。」8

に宣⾔している。「何名かの⽅々が私に⼿紙を送り、
信仰による義のメッセージが第三天使のメッセージで
あるかを質問してきた。そして私は、それはまさに第
三天使のメッセージであると答えた。」5。
彼⼥は、そのメッセージについていくつかの点を明
確にしている。このメッセージの最も単純で明確な定
義は次のとおりである。「信仰による義とは何であろう
か︖それは⼈の栄光をちりに伏させ、⼈が⾃分の⼒
では⾃分のためにできないことをなしてくださる神のみ
働きである。」6
「わたしたちが悔い改めと信仰によりキリストを救い
主として受け⼊れると、主はわたしたちの罪を許し、
律法への違反について定められた刑罰を免除される。
そのとき、罪⼈は、正しい者として神の御前に⽴つ。
彼は天へと導かれ、また聖霊を通して御⽗と御⼦と
親交をもつ。その後、もう⼀つ完成すべき働きがある。
それは、前進的な性質をもつ。その魂は、真理によっ
て聖なるものとなる。これもまた、信仰を通して完成
する。なぜなら、わたしたちの品性を変えることができ
るのは、わたしたちが信仰と通して受け取るキリストの
恵みのみだからである。」7
驚くことに、ミネアポリスでの総会で与えられたこの
素晴らしいメッセージは、危機を⽣じさせた。特にそ
の危機は、その総会に出席していた指導者の間で
⽣じた。何名かの⼈々はそのメッセージを喜んで受け
⼊れ、再改⼼を体験した。他の⼈々は、そのメッセ

信仰
「救いは、イエス・キリストへの信仰を通してのみ与
えられる。」9。
「神の御前で罪を悔い、悔い改めた罪⼈は、彼の
ためのキリストの償いを認識し、この償いを⾃分の現
世の⽣涯と来世の⽣涯における唯⼀の希望として
受け⼊れたとき、彼の罪は許される。これが信仰によ
る義認である。」10。
「キリストが唯⼀の希望であり救いであることが宣
布されることが⼤いに必要とされている。信仰よる義
認の教理がローマ（ニューヨーク州の中央にある
町）で提⽰されたとき、その教理は多くの⼈々にとっ
て、喉が渇いた旅⼈のための⽔のようなものだった。
わたしたちの側にある功績ではなく神からの無償の
賜物としてキリストの義がわたしたちに着せられるとい
う考えは貴重なものであると思われた。」11
「聖書で与えられたはなはだ偉⼤で貴重な約束
はほとんど⾒失われており、そのような状態は、全て
の義に対抗する敵が計画したとおりの結果であった。
彼は、わたしたちと神との間に暗い影を投げかけ、わ
たしたちが神の真の性質を⾒失うようにした。主は、
ご⾃⾝について『あわれみあり、恵みあり、怒ることお
そく、いつくしみと、まこととの豊かなる神』（出エジプ
ト 34:6）と宣⾔された。」12

ージを拒絶した。拒絶した⼈々の中には、総会の⻑、
書記、ヨーロッパ⽀部の⻑、および他の著名な指導
者が含まれていた。エレン・Ｇ・ホワイトは、次のよう

実
「信仰による義認という現代のメッセージは、神か
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らのメッセージである。そのメッセージは聖なる信任状

同情に⽋けてはならない。彼の⾔葉は粗野であって

を帯びている。なぜならそのメッセージによる実は、聖

はならない。彼は尊⼤であったり、うぬぼれももつべき

潔へ⾄るからである。」13

ではない。彼は横柄であったり、きつい⾔葉を⽤いて

「キリストを信じる信仰による義認は、品性の変

はならず、また批判や⾮難をしてはならない。

化において明らかにされる。その変化が、わたしたち

「そのように、あなたがたの光を⼈々の前に輝かし、

が告⽩する原則の真理を世に⽰す印である。わたし

そして、⼈々があなたがたのよいおこないを⾒て、天

たちが⽣きた教会であることの⽇々の証拠は、わたし

にいますあなたがたの⽗をあがめるようにしなさい」

たちが神のみ⾔葉を実践することによって認識される。

（マタイ 5:16）。

⽣きた証⾔は、クリスチャンとしての⾏動と共に世に
⽰される。」14

畏れおののいて⾃分⾃⾝の救いの達成に努めな
さい。なぜなら、あなたのうちに働きかけて、みこころを
喜ばせる願いを起こさせ実現に⾄らせるのは神だか

極端 考

避

「神のみ⾔葉が禁⽌することを⾏い続け、認識さ
れている義務を無視されている間は、だれも⼼から
義を信じることはできず、また信仰による義認を得る
ことはできない。」15。
「警戒されるべき危険が右側にも左側にも存在す
る。経験が乏しい⼈々や新たに信仰をもつようになっ

らである。まことの証⼈は次のように述べる。「わたし
は、あ なたのわざを…… を知っている 」（黙⽰録
2:2）。
わたしたちの忙しい⾏動はそれ⾃体が救いを保証
するわけではないことは真実であるが、わたしたちとキ
リストをつなぐ信仰がわたしたちの魂が⾏動をとるよう
に掻き⽴てることもまた真実である。」16

た⼈々は強められなければならず、彼らの前に正し
い模範が⽰されなければならない。信仰による義認

聖

の原則を正しく⽤いない⼈々がいる。彼らは、その原

真の証⼈によるラオデキアへのメッセージは、この

則の⼀⾯のみを提⽰する。
他の者は、正しく⽰されなかった考え⽅を認識し、
⾏き過ぎた考えをもってしまい、⾏いを完全に無視し
てしまう。

診断 治療法

時代においてまさに必要である。（黙⽰録 3:18–
21 参照）。なぜだろうか︖
「今⽇、わたしたちの会衆を構成する⼈々のうち
多くは、罪と罪過のうちに死んでいる。彼らは、ちょう

新たな本当の信仰はいつも愛と共に働く。あなた

つがいにつながっているドアのように出たり⼊ったりして

がカルバリーを⾒るとき、あなたは義務の不履⾏によ

いる。彼らは⻑年、最も厳粛で魂をかきたてる真理

り⼼を静めるべきではなく、また眠るべきではなく、む

を満⾜しながら聞いてきたが、彼らはその真理を実

しろイエスを信じる信仰、すなわち利⼰⼼にまみれた

践してこなかった。そのため、彼らはこの真理が貴重

魂を清めて働く信仰を⽣じさせなければならない。わ

であることをますます感じなくなってきている。譴責と

たしたちが信仰によりキリストをつかむとき、わたしたち

警告のかき⽴てるような証は、彼らの悔い改めを引

の働きが始まる。全ての者がもつ堕落した罪深い習

き起こさない。⼈間の⼝を通して伝えられる神からの

慣は、精⼒的な戦いにより打ち負かされなければな

もっとも⽢いメロディー―信仰による義認とキリストの

らない。全ての魂は、信仰の戦いを戦わなければな

義―は愛と感謝による返答を引き起こさない。天の

らない。もし、キリストに従うのであれば、彼は取引に

商⼈が彼らの前にもっとも貴重な信仰と愛の宝⽯を

おいて狡猾であってはならず、冷酷であってはならず、

⽰し、主が「⽕で精錬された⾦」を買い、「⽩い⾐」を
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着るように促し、また⾒えるようになるために「⽬薬」

信仰を捨てるなら、わたしのたましいはこれを喜ばな

を塗るよう彼らに促しても彼らはその⼼を主に閉ざし、

い』。 しかしわたしたちは、信仰を捨てて滅びる者で

彼らの⽣ぬるさを愛と熱意により置き換えることをし

はなく、信仰に⽴って、いのちを得る者である」（へブ

ない。告⽩をしているにもかかわらず、彼らは信⼼の

ル 10:35–39）。

⼒を否定する。彼らがこのような状態にとどまるなら
ば、神は彼らを拒絶する。彼らは、彼ら⾃⾝を神の
家族にふさわしくない者としている。」17
世 対

－⼤

叫

始
「この後、わたしは、もうひとりの御使が、⼤いなる
権威を持って、天から降りて来るのを⾒た。地は彼の
栄光によって明るくされた」（黙⽰録 18:1）。
1888 年にミネアポリスで⽰されたメッセージについ
て E.G.ホワイトは次のように記述している。

参照
1. ⼈類のあけぼの上巻 53
2. 同上 51

「今はまさに、わたしたちのテストの期間である。な

3.

パウロの⽣涯からのスケッチ 187, 188）

ぜなら、罪を許す救い主であるキリストの義が明らか

4.

牧師への証 91, 92

にされたことにより、第三天使の⼤きな叫びが既に始

5.

ｾﾚｸﾃｯﾄﾞ･ﾒｯｾｰｼﾞ1 巻 372（1890 年）

まっているからである。これは、天使の光の始まりであ

6.

牧師への証 456

り、その天使の栄光は全地を満たす．．．。

7.

ｻｲﾝｽﾞ･ｵﾌﾞｻﾞ･ﾀｲﾑｽﾞ1890 年 11 ⽉ 3 ⽇

8.

働き⼈の冊⼦ 1902 年 9 ⽉ 9 ⽇

知り、キリストの義の賜物を獲得しなければならない。

9.

信仰と⾏い 18

キリストはその義を悔い改めた罪⼈に着せて下さ

10. 信仰によってわたしは⽣きる 116

る。」18

11. ｾﾚｸﾃｯﾄﾞ･ﾒｯｾｰｼﾞ1 巻 360

あなたが悩みの時を通過したいならば、キリストを

「信仰による義認とキリストの義のテーマは、滅び
ゆく世に対して⽰されなければならない。」19

12. 同上 372
13. 同上 359
14. SDAﾊﾞｲﾌﾞﾙｺﾒﾝﾀﾘ［E･Gﾎﾜｲﾄｺﾒﾝﾄ］6 巻

結論
「だから、あなたがたは⾃分の持っている確信を放
棄してはいけない。その確信には⼤きな報いが伴って
いるのである。神の御旨を⾏って約束のものを受ける
ため、あなたがたに必要なのは、忍耐である。『もうし
ばらくすれば、きたるべきかたがお⾒えになる。遅くな
ることはない。わが義⼈は、信仰によって⽣きる。もし

1071
15. ｾﾚｸﾃｯﾄﾞ･ﾒｯｾｰｼﾞ1 巻 396
16. 同上 2 巻 20
17. 教会への証 6 巻 426, 427
18. ｾﾚｸﾃｯﾄﾞ･ﾒｯｾｰｼﾞ1 巻 363
19. SDAﾊﾞｲﾌﾞﾙｺﾒﾝﾀﾘ［E･Gﾎﾜｲﾄｺﾒﾝﾄ］7 巻
964
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2017 年 12 ⽉ 8 ⽇ ⾦曜⽇

聖書によってのみｰSola Scriptura
J. Moreno 著

「イエスは答えて⾔われた、『あなたがたは聖書も
神の⼒も知らないから、思い違いをしている』」（マタ
イ 22:29）。

語に翻訳し、旧約聖書の翻訳を開始した。
「ある⽇、ルターは 、⼤学の図書館で本を調べて
いたときに、ラテン語の聖書を発⾒した。彼は、こうし

「聖書以外のどんな信仰の基準をも認めなかった

た本を⾒たことがなかった。そうしたものの存在さえ知

ので、ルターは、実に、その時代のための⼈物であっ

らなかったのである。彼は、福⾳書や使徒書簡の⼀

た。神は彼を⽤いて、教会の改⾰と世界の啓蒙のた

部が、公の礼拝のときに朗読 されるのを聞き、それ

めに⼤きな働きを成し遂げられた｡｣1

が聖書の全部であると思っていた。ところが彼は、今

この読み物において、ルターが率いた 16 世紀の

初めて、神の⾔葉の全体を⾒たのである。畏敬と驚

偉⼤な改⾰の 500 周年をわたしたちが記念するに

きをもって、彼はその神聖なページをめくった。彼は、

あたり、わたしたちはこの原則に焦点をあてる。その

胸をどきどきさせながら、⽣命の⾔葉を⾃分で読み、

原則とは「聖書によってのみ」というものであり、これは

時々息をついては『神がこのような本をわたしに下さ

偉⼤な改⾰における根本的な概念である。

ったなら︕』と叫ぶのであった（16 世紀の宗教改⾰
の歴史 DʼAubigne b.2.ch.2)。天使が彼のそば

聖

書物 同⼀視

1503 年、ルターが 20 歳のとき、彼は聖書を初
めて⾒た。その後の 20 年間、彼は聖書の内容に精
通するだけでなく、新約聖書をギリシャ語からドイツ

にいて、神のみ座からの光が、真理の宝を彼に理解
させた。」2
「ルターは、ローマからの帰国後、ウィッテンベルク
⼤学から神学博⼠の学位を授けられた。今、彼は、
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これまでなかったほどに、⾃由に彼の愛する聖書の研

こうして、義⼈ルターは、神のみ⾔葉の確かな⼟

究をすることができた。彼は全⽣涯を通じて、法王た

台の上に⽴った。天からの光が彼の顔を照らした。

ちの⾔葉や教義ではなく、神のみ⾔葉を注意深く学

彼の偉⼤で純潔な品性、彼 の⼼の平和と喜びとが、

んで、忠実に説教する、という厳粛な誓いを⽴てて

すべての者に明らかに⽰された……｣4

いた。彼はもはや、単なる修道⼠や教授ではなくて、
正式の聖書解釈者であった。彼は、真理に飢えか

そのため、道徳的、霊的な改⾰の働きは、書かれ
た神のみ⾔葉に基礎をおいていた。

わいていた神の群れを養う牧者として召されたのであ
った。キリスト者は、聖書の権威に基づいた教理以
外は受け⼊れてはならないと、彼は断⾔した。この
⾔葉は、法王⾄上権の、まさにその根底を危うくす
るものであった。この⾔葉には、宗教改⾰の極めて
重⼤な原則が含まれていたのである。」3
彼は聖書の原則を信じており、ローマ法王につい
てはもはや信じていなかったため、ルターは破⾨され、
異教徒として⾮難された。彼は、国会（チャールズ
皇帝 5 世により⾏われたドイツの国⺠会議）に何
度も召集され、聖書を信じることを放棄するよう説
得された。ウォルムの国会での彼の厳粛な演説にお
いて彼は次のように答えた。
「「皇帝陛下と殿下がたは、わたくしに簡単で明
瞭で正確な答えを要求しておられますので、ここにお
答えいたします。それは次のとおりであります。わたくし
はわたくしの信仰を、法王にも会議にも従わせること
はできません。と申しますのは、両者ともしばしば誤り
を犯し、また互いに⽭盾してきたということが明⽩だか
らであります。それゆえ、わたくしは、聖書からの証明、
あるいは明瞭な議論によって、納得させられないかぎ
り、また、わたくしが引⽤した聖句によって納得させら
れないかぎり、そして、このようにして、わたくしの良⼼
が神のみ⾔葉によって義務づけられないかぎり、わた
くしは取り消すことができませんし、取り消そうとも思
いません。なぜなら、キリスト者が良⼼に背いて語る
ことは、危険だからであります。ここに、わたくしは⽴ち
ます。わたくしは、これ以外に何もできません。神よ、
わたくしを助けたまえ。アーメン。」（DʼAubigné, b.
7, ch. 8）

聖書 真理
聖書の性質および真実性について、わたしたちは
いくつかの重要な点を検討しなければならない。
１．

神聖 霊感

「聖書の預⾔はすべて、⾃分勝⼿に解釈すべき
でないことを、まず第⼀に知るべきである。なぜなら、
預⾔は決して⼈間の意志から出たものではなく、
⼈々が聖霊に感じ、神によって語ったものだからであ
る」（ペテロ第⼆ 1:20, 21）。
「聖書は、すべて神の霊感を受けて書かれたもの
であって、⼈を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有
益である。 それによって、神の⼈が、あらゆる良いわ
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ざに対して⼗分な準備ができて、完全にととのえられ

クや法王の⾔葉と同視されてはならない。聖書は、

た者になるのである」（テモテ第⼆ 3:16, 17）。

神の意思を完全なかたちで含んでおり、また⼈が救

「あなたがたは主の書をつまびらかにたずねて、こ

われるために知る必要がある事柄を⼗分教えている。

れを読め。これらのものは⼀つも⽋けることなく、また

その中で、神がわたしたちに命じられている礼拝の⽅

⼀つもその連れ合いを⽋くものはない。これは主の⼝

法は詳細かつ⼗分に書かれている。そのため、聖書

がこれを命じ、その霊が彼らを集められたからである」

が教えていることと異なる内容を教えることは、それを

（イザヤ 34:16）。

⾏うのがだれであったとしても―牧師や聖職者であっ

「神は、そのみ⾔葉において、救いのために必要

たとしても―合法ではない。使徒パウロは、ガラテヤ

な知識を⼈々に委ねた。聖書は、神の意思を、権

の信者に次のように警告した。「たといわたしたちであ

威をもって誤りなく啓⽰するものとして受け⼊れられ

ろうと、天からの御使であろうと、わたしたちが宣べ伝

なければならない。」5

えた福⾳に反することをあなたがたに宣べ伝えるなら、
その⼈はのろわるべきである」（ガラテヤ 1:8）。神

2.神 ⼈類

⼿段

聖書は、神がわたしたちに語りかけている⾔葉で

のみ⾔葉に何かをつけ⾜し、または聖書から何らか
の⾔葉を削除することを主は厳しく禁⽌しておられる。

あり、わたしたちはあたかも現実にその声を聞いてい

（申命記 12:32、 黙⽰録 22:19）。聖書に含

ると感じなければならない。この書物によりわたしたち

まれている教理があらゆる点において完全であり不

は世界の本当の歴史を知ることができ、特に⼈類の

⾜がないことは明⽩である。わたしたちは、⼈間によ

起源について知ることができる。ここにイエス・キリスト、

る書き物がいかに聖なるもので完全であったとしても

わたしたちの救い主とその使徒や弟⼦たちについての

聖書と同等の価値をもつと考えてはならない。わたし

記録、およびその教会と教理がある。

たちは、習慣、⼤多数、歴史的遺産、時の経過や

聖書は、1600 年以上にわたり、神の霊感を受

⼈々の語り継ぎ、会議、命令、法律が神の真理と

けた 40 名の著者により書かれ、また歴史上、他のど

同じ価値をもつと推定してはならない。なぜなら、神

の書物よりも発⾏されている。聖書の⼀部は 2,400

の永遠の真理は他のなによりも重要だからである。

の異なる⾔語へ翻訳され、新約聖書は 1,115 の
⾔語に翻訳されており、聖書全体は 426 の⾔語に

4.神

⾔葉 最⾼位

翻訳されている。（今⽇の学者は 6,900 の⾔語が

主はわたしたちに次のように命じておられる、「聖

世界に存在すると認識しているため、より多くの翻訳

書を調べなさい。あなたがたは、聖書の中に永遠の

がなされなければならない。）

命があると思って調べているが、この聖書は、わたし
についてあかしをするものである」（ヨハネ 5:39 英

3.聖書

信頼 ⾜

「あなたのみ⾔葉はわが⾜のともしび、わが道の光
です」（詩編 119:105）。

語訳）。
神の⺠は、⼈間により作られた政府が聖なる機
関であると認識しなければならない。そのため、法律

「あなたのみ⾔葉の全体は真理です。あなたの正

の分野において権⼒に従うことは神聖な義務である。

しいおきてのすべてはとこしえに絶えることはありませ

しかし、政府の主張が神の主張と衝突する場合に

ん」（詩編 119:160）。聖書は神聖であるため

は、神のみ⾔葉は全ての⼈間による法よりも上に位

伝統と同視されてはならず、また当然、ローマカトリッ

置すると認識されなければならない。「主はこのように
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⾔われる」という⾔葉は「教会や国家はこのように⾔

改⾰者たちは、福⾳を世に⽰すために神が彼らを招

われる」という⾔葉によって捨てられたり、取り替えら

いたと感じた。そのため、彼らは、彼らが⼤切にする

れたりはできない。キリストの冠は、地上の権⼒の王

⽬的のために、彼らの財産、⾃由、そして⽣命でさ

冠よりも⾼く⽴てられなければならない。

え犠牲にすることをいとわなかった。この最後の偉⼤

わたしたちがこの時代に守らなければならない原
則は、偉⼤な改⾰において福⾳に従った者により保

な闘争において、わたしたちはその改⾰者たちと同じ
くらいわたしたちの遺産に対して忠実だろうか︖

持されたものと同⼀である。1529 年に諸侯がシュパ

迫害や死に直⾯した時も、それらの勇敢な改⾰

イエルの国会で会ったとき、世の希望は消滅しつつあ

者たちは、その時代の真理をあらゆる場所へ広めた。

ると考えた。その集会において、宗教の⾃由を制限

神のみ⾔葉が⼈々へ届けられた。全ての階級、⾼

し、改⾰の原則のさらなる拡散を禁⽌する旨の皇帝

いものと低いもの、裕福な者とお⾦のない者、啓蒙さ

の命令が提⽰された。ドイツの諸侯は、その命令を

れた者とそうでない者がそのみ⾔葉を熱⼼に研究し、

受け⼊れるべきであっただろうか︖まだ暗闇にいる⼤

み⾔葉を受け⼊れた⼈々が、それを伝える者となっ

多数の⼈々に対して福⾳の光は隠されるべきであっ

た。その時代、真理はしばしば、紙のかたちで各家

ただろうか︖世のために決定的に重要な問題が議

庭へ持ち帰られた。ルターのペンは⼒であった。そして

論されていた。改⾰の信仰を受け⼊れた者たちは集

彼の書物は広く広められ、世界を揺るがした。それと

まり、全会⼀致で次のように決定した。「わたしたち

同じ⼿段が今、わたしたちの⼿にあるが、その資源は、

はその命令を拒絶する。良⼼の問題として、⼤多数

当時の百倍以上もある。多くの⾔語で書かれ、この

の⼒は勝利してはならない。」

時代における真理を⽰す聖書や他の発⾏物はわた

宗教の⾃由の真理の旗はこれらの改⾰者によっ

したちの⼿の届く範囲内にあり、即座に世界へ届け

て⾼く掲げられたが、その旗はこの最後の争闘におい

ることができる。わたしたちは、聖書研究において勤

てわたしたちに委ねられている。わたしたちは、それを

勉になり、その光を広めることに熱⼼にならなければ

受け取らなければならない。この偉⼤な賜物につい

ならない︕

ての責任は、神がそのみ⾔葉の知識により祝福した
者たちの上におかれている。わたしたちはそのみ⾔葉
を最⾼の権威として受け⼊れ、そのみ⾔葉の中にあ
る霊感による真理を受け⼊れなければならない。わ
たしたちは、そのみ⾔葉を個⼈的に研究することによ
ってのみ、その真理を識別することができる。そして、
神のみ⾔葉をわたしたちの⽣活における指針とする
ことにより、キリストがわたしたちのためになされた祈り
は答えを受け取る。「真理によって彼らを聖別して下
さい。あなたの御⾔は真理であります」（ヨハネ
17:17）。⾔葉と⾏いによる真理の認識は、わたし
たちの信仰の告⽩である。その後初めて、他の⼈々
は、わたしたちが聖書を信じていることを知る。
わたしたちに「プロテスタント」という名を与えたその

教 今⽇ 改⾰
「宗教改⾰は、多くの⼈が考えているように、ルタ
ーをもって終わったのではない。それはこの世の歴史
が終わるまで続けられるのだ。ルターは、神が彼の上
に照らしたもうた光を他の⼈々に反射するのに⼤き
な働きをなすべきだったが、しかし世に与えるべき光
の全部を彼が受けたのではなかった。当時から今⽇
まで、新しい光がたえず聖書を照らし、新しい真理が
たえまなく⽰されてきた｡
ルターとその共労者たちは、神のためにりっぱな働
きをなしとげた、しかし彼らはローマ教会の出⾝で、
以前にはローマ教会の教えを信じ、これを擁護して
いたので、それらの誤謬を全部、⾒分けることができ
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るとは思われなかった。ローマの束縛をたち切って聖

難の中にうちたてた⼤原則はこうして堕落してしまっ

書を世の⼈々に与えるのが彼らの働きだった。しかし、

た。

彼らのまだ発⾒できなかった⼤切な真理と彼らの捨

サタンは、迫害によって真理を打ちくだくことができ

てなかった重⼤な誤謬があった。彼らの⼤部分は⽇

ないことを知ると、かつて教会を背教させて、ローマ教

曜⽇、その他の法王制の儀式を守った、実際には、

会を組織させるにいたったあの同じ妥協案を、もう⼀

彼らは⽇曜⽇が天来の権威をもっているとは考えて

度持ち出した。彼は、クリスチャンがこんどは異教徒

いなかったが、⼀般に受け⼊れられた礼拝⽇として

ではなくこの世の神を拝むことによって偶像礼拝者と

⽇曜⽇を守るべきものだと思っていたのだ。しかし中

少しもかわらない⼈々と⼿を握るようにしむけた。

には⼗戒の第四条の安息⽇をあがめる者も幾⼈か

サタンはもはや聖書を⼈々に⾒せないようにおさえ

あった。われわれは、教会の改⾰者たちの中で、⼀

ておくことができなかった。だれでも聖書を⼿にするこ

般の⼈々からはもちろん、プロテスタントからさえ⾒過

ができた。そこでサタンは幾万の⼈々が⾃分で真理

ごされていた真理を擁護した⼈々、すなわち⼗戒の

を学ぶ為に調べようとしないで、偽りの解釈や不健

第四条の効⼒と聖書の安息⽇を守るべき義務を主

全な理論を受け⼊れるようにした。サタンは聖書の

張した⼈々に敬意をあらわさねばならない。それまで

教えを堕落させ、幾百万の⼈々を滅ぼす伝説が深

全キリスト教会をおおっていた闇が、宗教改⾰によっ

く根を張った。教会は、かつて聖徒に与えられた信仰

て⼀掃された時に、安息⽇遵守者が多くの国々に

のために戦うことをしないで、そうした伝説を⽀持し、

現れた。

擁護していた。こうして現状と危機を全然意識しな

宗教改⾰の⼤きな祝福を受けた⼈々は、ルター

いうちに、教会と世は、世界歴史の最も厳粛にして

が歩いたこの尊い道を前進しなかった。少数の忠実

最も重⼤な時期、すなわち⼈の⼦の現れたもう時

な⼈々が、ときどき⽴ち上がっては新しい真理を宣

期へとすみやかに近づいて⾏った｡｣6

伝し、⻑い間いだかれてきた誤謬を暴露したが、多く
の⼈々は、キリスト時代のユダヤ⼈やルターの時代の
天主教徒と同じように、⽗祖たちが信じた通りのこと
を信じ、彼らが⾏った通りのことを⾏うことに満⾜して
いた。そのために宗教は再び退化して形式的になり、
教会が神のみことばの光の中に歩みつづけたら捨て
られたはずの誤謬や迷信があいかわらず⼼の中に根
を張って残っていた。こうして宗教改⾰によって⿎舞
された精神はだんだん消滅し、ついにはルター時代の
ローマ教会と同じように、プロテスタント教会の内部
に改⾰が⼤いに必要となるほどだった。当時と同じよ
うに⼈々は霊的に眠り、⼈間の意⾒を尊重し、世
俗の精神をもち、神のみことばの教えは⼈間的な理
論に置き代えられた。宗教の仮⾯にかくれて⾼慢な
⼼とぜいたくな⼼が養われた。教会は世俗の⼿を握
って堕落した。ルターとその共労者たちが⾮常な苦

神

⾔葉 勝利 得

「不信⼈なボルテールは⾃慢げに次のように述べ
た。「私は、12 使徒がキリスト教を築いたと⼈々が
繰り返すことを聞くことに飽き飽きしている。私は、⼀
⼈の⼈間がそれを覆すのに⼗分であることを証明す
る。」彼の死後、⻑い期間が経過した。何百万もの
⼈々が聖書への戦いに参加した。しかし、聖書が滅
ぼされたということは全くなく、ボルテールの時代に
100 冊ほどあった聖書のコピーは現代、⼀万冊、い
や⼗万冊もある。初期の改⾰者によるクリスチャン教
会に関する⾔葉は、次のようなものである。「聖書は
多くの⾦づちを摩耗させた⾦床（かなとこ）であ
る。」と主は⾔われる。「すべてあなたを攻めるために
造られる武器は、その⽬的を達しない。すべてあなた
に逆らい⽴って、争い訴える⾆は、あなたに説き破ら
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れる」（イザヤ 54:17）。

ちは純粋で⾼貴な発⾔や正しい⾏いをし、その品性

『われわれの神の⾔葉はとこしえに変ることはな

に聖なる刻印を受けるべきである。その後、天の全

い｡』『すべてのさとしは確かである。これらは世々かぎ

宇宙は次のようにいう、「良くやった、忠実な僕

りなく堅く⽴ち、真実と正直とをもってなされた』（イ

よ．．．偉⼤で素晴らしい建築物が永遠に建てら

ザヤ 40:8, 詩篇 111:7, 8）｡⼈間の権威の上に

れるだろう。その建物は、最後の審査に耐えうるもの

建てられたものはみな崩れる。しかし、神の不変の⾔

でなければならない。その基礎は確かなものである

葉の上に基礎をおいたものは、永遠に⽴つのであ

か︖その建物は、神のみ⾔葉を実践という基礎のう

る｡｣7

えに成り⽴っているか︖神のみ⾔葉は全ての者に警

「この時代においては、全ての物は偽りと作り話に

告を与える。あなたがどのように建てるかについて注

より汚染し、堕落させられている。わたしたちは、わた

意しなければならない。その基礎は、固い岩のうえに

したちの基礎となる固い真理を必要としている。男

のせられなければならない。」9

性および⼥性たちは、眠っている。若者は偽りに夢
中になり興奮している。彼らは、その基礎のうえに⼲

参照

し草、⽊、そして刈り株においているが、最後の⽇の

1.

各時代の⼤争闘上巻 139

⽕はそれらを焼き尽くしてしまう。⼼の性質は、その

2.

同上 142

⼈が与えられた⾷べ物の性質と同じになる。そこにあ

3.

同上 146

る唯⼀の救済⽅法は、聖書に精通することである。

4.

同上 192〔強調付加〕

わたしたちは、聖書を研究しすぎることはない。キリス

5.

今⽇のわたしの⽣涯 41

トは「聖書をよく読みなさい」と述べられた。しかし、わ

6.

⽣き残る⼈々398-400

たしたちの⾃然な⼼は、聖書以外の全てのものを読

7.

各時代の⼤争闘上巻 368

もうとする。」8

8.

原稿ﾘﾘｰｽ6 巻 260

9.

同上 19 巻 197

「わたしたちは、永遠のために築いている。わたした
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キリストを通してのみ−Solus Christus
著

おおよそ 2,000 前のダマスカスまでの旅について

強調付加

んと素晴らしいものであろうか。なんという驚きだろう

考えてみたい。サウロは、唯⼀ 真 宗教の反乱者

か︕ 本当の信仰の始まりとしてなんと素晴らしい経

を探し出すために熱意に満ちていた。彼は、彼

験だろうか︕それらのクリスチャンは、反乱者ではな

影響

信仰 守

していた。彼は

新

かった。キリスト教は実際、真の宗教であったのだ。

宗教を終わらせることに飢えていた。そして彼は、
その容赦ない⽬的を実⾏するための計画を熱⼼に
練っていた。そのパリサイ⼈が⽬的地に近づいていた

救

契約

ときに、迫害者サウロは、栄光の中にあるイエスに会

「そして〔サウロは〕震え、驚いて⾔った、主よ、あな

い、このお⽅、すなわち彼の全存在を満たしていたこ

たはわたしに何をおさせになりたいのですか。そして主

れら⼀切の否定的な感情のために責めていたお⽅

は彼に⾔われた、さあ⽴って、町にはいって⾏きなさ

から予想外の問いかけをされた。「サウロ、サウロ、な

い。そうすれば、そこであなたのなすべき事が告げられ

ぜわたしを迫害するのか」(使徒⾏伝 9:4)。なんと

るであろう」(同上 9:6 英語訳)。突然、完全に⽬が

素晴らしい問いかけだろうか︖その話し⼿の栄光と

⾒えなくなったことにより、サウロは３⽇という⻑い期

無限の優越性を認識し、震えるサウロは尋ねた。

間、完全に孤独になった。サウロは、彼があがめてい

「『「主よ、あなたは、どなたですか」と尋ねた。すると

た神と彼の⼈⽣の⽬的について熟慮する機会を得

答があった、『わたしは、あなたが迫害しているイエス

た。そして罪深い⼈間がなすことが可能な最も重要

である』」(同上 9:5)。⼈⽣を変える経験として、な

な決断をした－それは、イエス・キリストを個⼈的な
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主、救い主と認識してイエスに完全に屈服することで
あった。

「

正

⾏

汚

⾐

」(イザヤ 6:5; 64:6)。

なぜ、サウロは、３⽇間、暗闇の中にいる必要が

この⼈は、⼈類ひとりびとりを⽀配している罪深い

あったのだろうか︖なぜなら、彼は、芯までパリサイ⼈

性質の深さを本当に理解するために時間が必要で

であった。「さて、わたしは若い時代には、初めから⾃

あった。彼は⼗分に次を悟らなければならなかった、

国⺠の中で、またエルサレムで過ごしたのですが、そ

「わざわいなるかな、わたしは滅びるばかりだ。わたし

のころのわたしの⽣活ぶりは、ユダヤ⼈がみんなよく知

は汚れたくちびるの者で、」「われわれの正しい⾏いは、

っているところです。彼らはわたしを初めから知ってい

ことごとく汚れた⾐のようである」(イザヤ 6:5;

るので、証⾔しようと思えばできるのですが、わたしは、

64:6)。彼は⾃分⾃⾝が罪⼈であることを認識する

わたしたちの宗教の最も厳格な派にしたがって、パリ

必要があった。「キリスト・イエスは、罪⼈を救うために

サイ⼈としての⽣活をしていたのです」(使徒⾏伝

この世にきて下さった」「わたしは、その罪⼈のかしら

26:4, 5)。

なのである」(テモテ第⼀ 1:15)。彼が、彼の全存在

この態度は、彼の質問の中に反映されている。
「あなたはわたしに何をおさせになりたいのですか」。
私は、信仰深い者になりたい。私は天国に⼊りたい。
私は神に従いたい。私は、この新しい宗教のすべて
のルールに従いたい。私がなすべき働きにおいて従う
べきルールを与えて下さい。私が何を⾷べるべきもの
に関するルールを与えて下さい。私がどのような服を
着るべきかについて教えてください。私にもっとルール
を教えてください。私はそれら全てに従います。そして
イエス・キリストに完全に従う者であると告げ知らされ
る者となります。これらの発⾔は、シナイで神の律法
を聞いたヘブル⼈の発⾔とよく似ている。「そして契約

について完全に理解し、その事実を受け⼊れるまで、
彼はサウロのままでいなければならなかった。サウロの
ままでいれば、失敗を繰り返し、誤解をしつづけるし
かなかった。彼は、ローマで新たに⾒いだされた信者
達に、この古い約束を説明した。「わたしの内に、す
なわち、わたしの⾁の内には、善なるものが宿ってい
ないことを、わたしは知っている。なぜなら、善をしよう
とする意志は、⾃分にあるが、それをする⼒がないか
らである。すなわち、わたしの欲している善はしないで、
欲していない悪は、これを⾏っている」 (ローマ
7:18, 19)。
ひとたびサウロが⼈間の堕落した性質の深さを認

の書を取って、これを⺠に読み聞かせた。すると、彼

識すると、遂に、神との新たな契約関係に関する原

らは答えて⾔った、『

則を受け⼊れ、彼の本来の性質から⽣じる欲望を

皆 従順 ⾏

主 仰
』」(出エジプト記 24:7)。

真理について確信した後、このような意思をもつこ
とは⾮常に良いことである。これらは、本当に素晴ら
しい決断である。しかし、我々の⽣来の⼼は、これら
を実⾏する⼒をもたない。
その⼈は、⼈類のメンバーを⽀配する罪の性質を
深く理解する必要があった。彼は、次の点を完全に
認識する必要があった。「わざわいなるかな、わたし
は滅びるばかりだ。わたしは汚れたくちびるの者で、」

神に変えていただくことができるようになった。「わたし
が、それらの⽇の後、イスラエルの家と⽴てようとする
契約はこれである、と主が⾔われる。すなわち、わた
しの律法を彼らの思いの中に⼊れ、彼らの⼼に書き
つけよう。こうして、わたしは彼らの神となり、彼らはわ
たしの⺠となるであろう」 (へブル 8:10)。
この律法が我々の⼼に刻まれ、その律法の本当
の原則が「あなたは殺してはならなず」また憎むことさ
えしてはならない、から「私は殺したくなく、また憎みた
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くない」に変わり、「あなたは盗んではならない」、から

リストを我々個⼈の主および救い主として認識したう

「わたしは盗みたくない」というものに変化する。「律

えで、意識的にイエス・キリストに対し完全に屈服す

法は神の思想のあらわれである。キリストのうちにあっ

ることである。

て受け⼊れられるとき、

思想

。

それはわれわれを⽣来の欲望や性質の⼒から⾼め、
また罪にいたる誘惑から⾼める｡」1 サウロは今やパ
ウロとなり、すべての時代を通じて⽣まれた中で最も
偉⼤な伝道者となった。
⼗字架 変

性質

我々が「イエス」と発⾔する時、我々は何について
話しているだろうか︖我々は誰に対して屈服すべき
だろうか︖それは、神学的な書き物に書かれている
素晴らしい空想のようなものではなく、偉⼤な芸術
家達が彼らの想像を再現することにより描いた美し
い絵画でもない。「しかしわたしたちは、⼗字架につ
けられたキリストを宣べ伝える。このキリストは、ユダヤ

我々が⽗⺟から引き継ぎ、また我々⾃⾝による

⼈にはつまずかせるもの、異邦⼈には愚かなものであ

多くの悪い決定により形成された罪深い堕落した性

る」 (コリント第⼀ 1:23)。我々の罪のために死な

質を変えるには何が必要だろうか︖シナイ⼭で⼗戒

れたのはイエスであった。それは、我々のための死で

を聞くことのみによっては、イスラエル⼈は変えられな

あった。これが、福⾳の真髄である。へりくだった信者

かった。確かに、⼗戒は短い期間、彼らを恐れさせた。

が、神の単純な宣⾔によって、あたかもこれまで罪を

しかし、永続的な変化は⽣まれなかった。聖書箱と

犯したことがなかったかのような地位におかれるように

呼ばれる⼩さい箱に保管された律法が⼈々の前に

する⼒の源は、イエスの死である。「神はこのキリスト

置かれたが、その変化は実現しなかった。

を⽴てて、その⾎による、信仰をもって受くべきあがな

「律法が⾁により無⼒になっているためになし得な

いの供え物とされた。それは神 義 ⽰
今

かった事を、神はなし遂げて下さった。すなわち、御
⼦を、罪の⾁の様で罪のためにつかわし、⾁において
罪を罰せられたのである」(ローマ 8:3)。イエス・キリ

犯

⾒

罪

神 忍耐

（過去 罪 許

⾃分 義 宣⾔

）」(ロー

スト、イエス・キリストのみを認識し、喜んで受け⼊れ、

マ 3:25)。⽣活を変える⼒は、天の神による宣⾔

完全に受け⼊れることが、いかなる罪⼈をも聖なる

において⾒出すことができる。神

者へと変えることができ、それにより天国にふさわしい

宣⾔
義⼈

者となるだけでなく、この堕落した惑星における献⾝
的な働きを⾏うことができ、また有益な⽣活を送るこ
とができるようになる。「この⼈による以外に救はない。

⼈

者 義

単純 神

仰

。（ヘブル

6:18 参照）
これが福⾳の⼒である。「わたしは福⾳を恥としな

わたしたちを救いうる名は、これを別にしては、天下

い。それは、ユダヤ⼈をはじめ、ギリシヤ⼈にも、すべ

のだれにも与えられていないからである」(使徒⾏伝

て信じる者に、救を得させる神の⼒である」(ローマ

4:12)。

1:16)。

我々がいかに⼤変な努⼒をするかは重要ではな

⼈間を罪⼈から変える⼒について我々が話すとき、

い。我々の決⼼がいかに固いものであるかや、その決

我々は⼗字架について悲哀を感じるだけでなく、⼗

⼼をした回数が多いことも重要ではない。変化が実

字架の美しさと⼒をみなければならない。「しかしわた

現される⽅法はただ⼀つである－それは、イエス・キ

したちは、⼗字架につけられたキリストを宣べ伝える。
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……召された者⾃⾝にとっては、ユダヤ⼈にもギリシ

この聖なる救い主は、永遠の命に他ならない。「こ

ヤ⼈にも、神の⼒、神の知恵たるキリストなのであ

の⾔に命があった。そしてこの命は⼈の光であった」

る」(コリント第⼀ 1:23, 24)。

(ヨハネ 1:4)。我々は、死ぬべき運命にある命では

これが我々の宗教において中⼼となるテーマであ
る。「どのような主題が提⽰された場合でも、イエスを
全ての希望における中⼼として⾼く掲げなければなら
ない。」2。もし、我々がこの点を⾒落とすならば、
我々の宗教全てを失うことになる。
⼈間による⼀般的な考え⽅とは異なり、罪⼈を
全宇宙における永遠の神へと導くのは、⼗字架がも
つ引きつける⼒である。我々は、神のメッセージへと
⼈々を引きつけるために様々な努⼒をする。いくつか
のイベントは有益である。若者による特別な活動は
良いものである。歌を歌うグループやコンサートは魅
⼒的である。預⾔に関するセミナーは、諸国の歴史
を事前に⽰すものであり、聖書が神の御⾔葉である
ことの確信を我々に与える。しかし、⼈々を本当に
引きつける⼒は、カルバリーの⼗字架における単純

なく、永遠の命について話している。「そのあかしとは、
神が永遠のいのちをわたしたちに賜わり、かつ、その
いのちが御⼦のうちにあるということである」（ヨハネ
第⼀ 5:11)。
永遠の命とは、神のみがもつものである。「ここで
指摘されているのは、⾁体的な命ではなく永遠の命
であり、その命は神のみが保有するものである。⾔葉
は、神と共にいて、また神であり、この命を保有して
いた。⾁体的な命は、個々の⼈間が授かったもので
ある。その命は永遠のものではなく、また不死のもの
でもない。なぜなら、命を与えるものである神がその
命を再び、取り去られるからである。⼈間は彼の命を
⽀配することはできない。しかし、キリストの命は借り
物ではない。誰も、キリストからその命を奪うことはで
きない。」4

な話において⾒出される。「そして、わたしがこの地か

キリストの⼀⼈の⼈間としての側⾯を知ることは、

ら上げられる時には、すべての⼈をわたしのところに引

堕落した⼈間と神性をつなげる絆である。それは、ヤ

きよせるであろう」(ヨハネ 12:32)。これが引きつける

コブが⾃ら⾏った悪により⽣じた死の危険から逃れよ

⼒である。⼗字架につけられ、天へと引き上げられた

うとしている時にみたはしごである。そのため、イエス・

救い主が我々にとって全てになる。「なぜなら、わたし

キリストを通じて神性を知ることは⾮常に重要である。

はイエス・キリスト、しかも⼗字架につけられたキリスト

「永遠の命とは、唯⼀の、まことの神でいますあなたと、

以外のことは、あなたがたの間では何も知るまいと、

また、あなたがつかわされたイエス・キリストとを知るこ

決⼼したからである」 (コリント第⼀ 2:2)。「カルバ

とであります」(ヨハネ 17:3)。もし、我々が神性と直

リーの⼗字架は⼒強く⼈々を引きつけ、我々がキリ

接、つながった場合には、それは死を意味する。なぜ

ストを愛する理由を与え、また我々があらゆる事柄

なら、「わたしたちの神は、実に、焼きつくす⽕である」

においてキリストのことを最初に考え、またキリストを

(へブル 12:29)。

優先させるべき理由を与える。」3

⼈類との直接結びつくのは、キリストの⼈性である。
この理由のために、「われわれは、キリストの⼀⽣

神

個⼈的 関係

イエス・キリストを個⼈的な主、そして救い主として
我々の⼼をイエス・キリストに屈服させるとは、具体
的にはどのようなことだろうか︖

について毎⽇瞑想する時間を持つがよい。イエスの
⼀⽣の要点を⼀つ⼀つとらえ、各場⾯ことに最後の
場⾯を想像のうちにとらえるべきである。このようにし
て、われわれのために払われたイエスの⼤犠牲を⼼
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に思いめぐらすとき、キリストに対するわれわれの信頼

ようなものである。「わたしの教は⾬のように降りそそ

はもっと堅固になり、われわれの愛はめざめさせられ、

ぎ、わたしの⾔葉は露のようにしたたるであろう。若

われわれはもっと深くキリストの精神を吹きこまれる。

草の上に降る⼩⾬のように、⻘草の上にくだる⼣⽴

もし最後に救われたければ、われわれは⼗字 架の

のように」(申命記 32:2)。⾬が取り除かれると、あ

もとで悔い改め、⼼がくだかれることについて教訓を

なたには死と砂漠を持つようになる。教会や我々の

学ばねばならない｡」5

個⼈的な⽣活から純粋な教理を取り除くことは、霊
的な死や過酷な砂漠を意味する。イエスが私に対し
て直接話しかけるものとして聖書を受け⼊れることは、

神聖 真理

我々を救う福⾳である。なぜなら、聖書は、イエスを

どのようにすれば、あなたが⾒ることができない⽅と

実際的かつ個⼈的な⽅法で表わすからである。「⾃

関係をもつことができるだろうか︖我々とキリストの関

分のことと教のこととに気をつけ、それらを常に努めな

係が⾒えない⽅との関係である場合に、どのようにす

さい。そうすれば、あなたは、⾃分⾃⾝とあなたの教

れば「キリストを通してのみ」と⾔えるだろうか︖

を聞く者たちとを、救うことになる」(テモテ第⼀

イエスは、使徒たちと別れる直前に、この点につい

4:16)。そのため、良い牧師は、個⼈な保護して下

て回答を与えられた。イエスが去る時に彼らが感じる

さる存在としてのイエスの知識と、聖書で⽰された通

分離に関する会話において、イエスは、どのようにす

りのこのお⽅の教えを結び付ける。「もし、あなたが兄

ればイエスと個⼈的な関係をもつことができるかにつ

弟たちにこれらのことを思い出させるなら、あなたはイ

いて伝えた。「イエスは彼に⾔われた、「わたしは道で

エス・キリストについての良い牧師になる。信仰の⾔

あり、真理

葉と良い原則によって栄養を蓄える」(テモテ第⼀

、命である。だれでもわたしによらな

い では、⽗ のみ も とに⾏ くことはで きない 」( ヨハネ

4:6)。

14:6)。イエスは、真理が具体化した存在である。

イエスは神の⾔であるとある。そのため、我々はキ

彼は救いの計画の啓⽰―神の御⾔葉―であり、

リストによる本当の教えを⾒つけるためにこの聖なる

我々は永遠の命を得るためにその啓⽰を読み、研

書物を読まなければならず、これにより御⾔葉の⼒

究しなければならない。「初めに⾔があった。⾔は神

が我々を変える。「聖書は、すべて神の霊感を受け

と共にあった。⾔は神であった」(ヨハネ 1:1)。聖書

て書かれたものであって、⼈を教え、戒め、正しくし、

における真理や原則において表わされるこの⾔葉は、

義に導くのに有益である。それによって、神の⼈が、

魂に対し⾃由を与える。「また真理を知るであろう。

あらゆる良いわざに対して⼗分な準備ができて、完

そして真理は、あなたがたに⾃由を得させるであろう」

全にととのえられた者になるのである」(テモテ第⼆

(ヨハネ 8:32)。この世に⽣まれてきたすべての⼈に

3:16, 17)。この変化のみにより、我々は純粋で聖

神が紹介なさる信仰を活動させるのは、この御⾔葉

なる神と永遠に住むことが出来るようになる。「聖書

の研究―すなわち実際に、イエス・キリストについて

に、『わたしが聖なる者であるから、あなたがたも聖な

個⼈的な知識を得て、受け⼊れることである6。「し

る者になるべきである』と書いてあるからである」 (ペ

たがって、信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキ

テロ第⼀ 1:16)。

リストの⾔葉から来るのである」(ローマ 10:17)。
我々の個⼈的な救い主であるイエス・キリストの

我々の忠実な祖先は、彼らが保有していた教理
の明確性を維持するために、彼らの命を犠牲にした。

光のうちにもたらされる教理は、植物にとっての⾬の
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なぜなら、純粋な教えを拒絶することは、彼らの救い

伝えなさい。時が良くても悪くても、それを励み、あく

主を拒絶することを意味していたからだった。「これら

までも寛容な⼼でよく教えて、責め、戒め、勧めなさ

の⼈々を堅く⽴たせた諸原則が、神の⺠と称してい

い。⼈々が健全な教に耐えられなくなり、⽿ざわりの

る⼈々の⼼の中によみがえるならば、教会と世界に

よい話をしてもらおうとして、⾃分勝⼿な好みにまか

とってどんなにかよいことであろう。キリスト教信仰の柱

せて教師たちを寄せ集め、そして、真理かは⽿をそむ

である教理が、驚くほど無視されている。結局こうし

けて、作り話の⽅にそれていく時が来るであろう」(テ

たことは重⼤なものではない、という意⾒が強くなって

モテ第⼆ 4:2–4)。

いる。この堕落は、サタンの配下たちの⼿を強めるも
のであって、そのために、各時代の忠実な者たちが、
⽣命をかけて反対し摘発してきた偽りの説や致命
的な欺瞞が、今やキリストに従っていると称する多く
の⼈々に歓迎されるようになってきた｡」7

テモテの性質が穏やかで従順なために、彼の働き
の⼤事な部分を避けるのではないかと案じて、パウロ
は彼に、罪は忠実に譴責するように、また、ひどい悪
事を⾏っている者は厳しく譴責するようにと、熱⼼に
説いた。しかもテモテはこれを、「あくまでも寛容な⼼

福⾳は、「救いに関する神の⼒」である。我々の

でよく教え」なければならなかった。彼はキリストの忍

信仰深い祖先たちは、純粋な教理を維持した。その

耐と愛をあらわし、みことばの真理によって⾃分の譴

ため、悪に満ちた世において全てが彼らに対して害と

責を説明し主張するのであった｡」9

なるよう計画されてにもかかわらず、彼らは福⾳伝道
を⾏う⼒を有していた。「初代のキリスト者たちは、実
際、特殊な⺠であった。彼らの⾮難するところのない
⾏状と確固たる信仰とは、絶えず罪⼈の⼼を責める
ものであった。彼らは数が少なく、富も地位も名誉あ
る称号もなかったけれども、その品性 教義とが知ら
れているところではどこでも、悪を⾏なう者たちにとって
恐怖であった｡」8そのため、我々は、キリストがその
預⾔者を通じて明らかにした真理に固く⽴たなけれ
ばならない。「愛する者たちよ。わたしたちが共にあず
かっている救について、あなたがたに書きおくりたいと
⼼から願っていたので、聖徒たちによって、ひとたび伝
えられた信仰のために戦うことを勧めるように、⼿紙
をおくる必要を感じるに⾄った」（ユダ 1:3)。

我々が、イエスについて、そしてイエスのみについて
話すとき、我々は実際に⽣きていたイエスと、イエス
のご品性を反映している教えを分離してはならない。
我々はしばしば次のような質問を受ける。「イエスと
教理とは、どちらが重要でしょうか︖また、イエスと律
法はどちらが重要でしょうか︖」。聖書は、イエスが真
実であると教えている（ヨハネ14:6）。同じ聖書は、
真理が律法であることを教えている。「あなたの義は
とこしえに正しく、あなたのおきてはまことです」(詩編
119:142)。イエスが真理であり、真理は律法であ
るため、イエスは、⾃由に関する完全な法を実際的
に啓⽰するものである。⽣ける救い主を抜きにしたか
たちで、形式的に律法を教えることは、救いを⽣み
出さない。なぜなら、⼒はイエス・キリストの⾎におい
て存在するからである。しかし、キリストの清める⾎は、

忠実 譴責
偉⼤な福⾳伝道者としてパウロは、迫害により彼
の⼈⽣の終わりが近づいていることを認識した。その
時、彼は、彼の後に続く者達に⽬を向けた。彼の熱
⼼な勧めは、終わりの時代まで続く。「御⾔を宣べ

キリスト⾃体を証しする律法への服従を⾃然と⽣じ
させる。律法は⼼の中に存在すると預⾔者は述べて
いる。「わが神よ、わたしはみこころを⾏うことを喜びま
す。あなたのおきてはわたしの⼼のうちにあります」(詩
編 40:8) 。 誰 の ⼼ だ ろ う か ︖ こ の 聖 句 と ヘ ブ ル
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10:5-7を⽐較すると、そこではイエスのことが書かれ

「イエスならどのようになさるだろうか︖」。後に「イエス

ている。それによると、イエスの⼼には、律法が書かれ

なら、実際にはどのようになさるだろうか︖」というもの

ていた。そのため、もし私がイエスを個⼈的な救い主

になる。わたしたちはこれらの質問に関して真剣であ

として真に、無条件で受け⼊れるならば、同じ律法

ろうか。ここでは、我々を強制的に従わせるための⽅

が私の⼼にも書かれる。(エレミヤ31:33参照)。そ

法について述べているわけではない。わたしたちはごく

れにより、⽣活と品性が完全に変えられる。「わたし

初めから、屈服について述べている。ここでは、神の

は新しい⼼をあなたがたに与え、新しい霊をあなたが

ご意志を⾃発的に実⾏する意志について述べており、

たの内に授け、あなたがたの⾁から、⽯の⼼を除いて、

また神が我々の⽣活における真の⽀配者となるよう

⾁の⼼を与える。わたしはまたわが霊をあなたがたの

求めること―共同パイロットではなく、唯⼀のパイロッ

うちに置いて、わが定めに歩ませ、わがおきてを守って

トになっていただくこと―について述べているのである。

これを⾏わせる」(エゼキエル 36:26, 27)。

「神のみこころを⾏おうと思う者であれば、だれでも、

「わたしは新しい⼼をあなたがたに与え」(エゼキエ
ル 36:26)、という聖句は、新たな思いをあなたに
与えるということを意味する。
責任 関
真理 理解

⼼ 変化
明確 概念－

－ 常 伴 。真理に関する

我々 の⾒ 解の明 確性 は、神
我々

理解

程度 ⽐例

御⾔葉

関

聖書に対して厳

密な祈りに満ちた注意を傾ける者は、あたかも、神
に注意を向けるとき、知⼒の⾼い地に到達したかの

わたしの語っているこの教が神からのものか、それとも、
わたし⾃⾝から出たものか、わかるであろう」（ヨハネ
7:17）。「真理を信じ真理によって聖なる者となっ
た⼈々が⾼く聖なる原則に従って⾏動し、彼らが⾼
く引き上げられた感覚を表し、また神の律法を守る
者とその律法を踏みにじる者との間の区分けを認識
した場合においてのみ、世は警告を受ける。」11 あ
なたは彼を神としてだけでなく、⽣活における主として
彼を礼拝する準備ができているだろうか︖

ように、明確な理解を得て、また正しい判断⼒をも
つようになる。」10

結論
我々は今、戦争の中にいる。「それぞれの時代に

命 主
我々は、イエスについて⾊々なかたちで語ることが
できる。聖書全体を通じてイエスに付されている様々
な肩書について我々はふれる。イエスの権⼒には、
最初から様々な闘争が伴っていた。しかし最後には、
全ての⽣物がその権⼒を認識しなければならない。
「また、あらゆる⾆が、『イエス・キリストは主である』と
告⽩して、栄光を⽗なる神に帰するためである」(ピリ
ピ 2:11)。
あなたは、彼をあなたの救い主としてだけでなく、
万事におけるあなたの命の主として認識しているだろ
うか︖スローガンは、しばしば次のようなものであった、

おいて、その時代に特に適切な現代の真理を伝える
ために神に⽤いられる者は、すべて、反対に会わな
ければならない。ルターの時代には、現代の真理、す
なわち、その時代において特別重要な真理があった。
今⽇の教会のためにも現代の真理がある。みこころ
のままに万事を⾏なわれる神は、⼈々をさまざまの
事情のもとにおいて、その時代、また、彼らがおかれ
た状態に応じた特殊な任務をお命じになる。もし彼
らが、与えられた光を尊重するならば、真理に対する
いっそう明らかな理解が与えられる。しかし、真理は、
法王教徒たちがルターに反対 したように、今⽇も多
数の者の歓迎を受けないのである。昔と同様に、神
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の⾔葉の代わりに⼈間の理論や伝説を 受け⼊れ

始しましょう。」13

るという同じ傾向がある。この時代の真理を伝える
者は、初期の改⾰者たちより歓迎されると期待して
はならない。真理と誤謬、キリストとサタンとの間の⼤
争闘は、この世界の歴史の終わりまで、激しさを増

参照

すのである｡」（12）

1. 各時代 希望中巻

「神は、彼の変える⼒が、現代においてもちいられ

2. 牧師

証

ることを望んでいる。我々の集会を訪れる者達がい

3. 彼 知

る―彼らは最後まで集会に参加する―彼らはいくつ

4.

ﾊﾞｲﾌﾞﾙｺﾒﾝﾀﾘｰ［ ･ ﾎﾜｲﾄｺﾒﾝﾄ］ 巻

かの御⾔葉を理解する。しかし、彼らは家に帰った
後、集会への参加前の⾏動と同じ⾏動をとる。それ

5. 各時代 希望上巻

はなぜだろうか︖なぜなら、彼らが新たな⼼をもたな

6.

いからである。新たな⼼とは何であろうか︖新たな思

7. 各時代 ⼤争闘上巻

いとはなんであろうか︖それは、意思である。あなた

8. 同上

の意思はどこにあるだろうか︖それは、サタンの側、キ

9. 患難

リストの側のいずれにあるだろうか︖それは今、あなた

10. 両親 教師 ⽣徒

次第である。あなたは今⽇、あなたの意思をキリスト

11.

栄光 下巻
勧告

ﾊﾞｲﾌﾞﾙｺﾒﾝﾀﾘｰ［ ･ ﾎﾜｲﾄｺﾒﾝﾄ］ 巻

の側におくだろうか︖それが新たな⼼である。それが
新たな意思であり、思いである。「私はあなたに新し

12. 各時代 ⼤争闘上巻

い⼼を与える。」それでは、この場で我々はそれを開

13. 説教 講和 巻
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R. Dumaguit 著
ウガンダのカンパラである少年が忙しそうに⾃転⾞

あなたがたが先祖伝来の空疎な⽣活からあがない

をこいでいた。彼の⾃転⾞は珍しい形をしていたため、

出されたのは、銀や⾦のような朽ちる物によったので

通⾏⼈や道端に⽴っていた⼈たちは、皆、彼に注⽬

はなく」 （ペテロ第⼀ 1:18））。また、ダビデ王も

した。その⾃転⾞には、沢⼭のサイドミラーがついてい

次のように述べている。「わたしは不義のなかに⽣れ

た。彼は突然、電柱にぶつかり縁⽯のところで落ちて、

ました。わたしの⺟は罪のうちにわたしをみごもりまし

⾮常に痛い思いをした。彼はいくつかの擦り傷や切り

た」（詩篇 51:5）。

傷を負った。幸いなことに、アメリカ⼈観光客が彼を

この⾃⼰賞賛という悪の傾向の洪⽔は、⼤昔の

地⾯から引き上げて彼を速やかに助けることができた。

エデンの園で発⽣した。「善悪を知る⽊の実を⾷べ

その観光客は、「なぜ、あなたの⾃転⾞には沢⼭の

た結果は、すべての⼈間の経験にあらわれている。

サイドミラーがあるの︖なぜ、⾃転⾞に乗っている途

⼈の性質には、悪への傾向、すなわち⾃⼒だけでは

中、前を⾒ていなかったの︖」と質問したところ、その

抵抗し得ない⼀つの⼒が働いている。この⼒に抵抗

少年は、「僕は、⾃転⾞に乗っているとき、僕が皆か

し、魂の奥底に唯⼀の価値を感じている理想を達

ら注⽬されていることをサイドミラーで⾒たかったん

成するためには、ただ⼀つの⼒に助けを求めてすがる

だ。」と⾔いました。

よりほかに道はない。その⼒とはキリストである。この
⼒と協⼒することが、⼈にとって最⼤の必要である。

⼈間

結果

⼈間は、⾃分⾃⾝を尊敬し、⾃分⾃⾝に栄光

すべての教育の働きにおいて、この協⼒が最⾼の⽬
標ではないだろうか｡」1

を帰させようとする傾向があり、特に、⾃分が富、特

あらゆる⼈間の⽣活においては、聖なる助けなくし

別な⼒、偉⼤な教育上の成功、その他の印象的な

ては、この問題から逃れることはできない。⼈が裕福

成功体験をもつ場合にはその傾向が強い。⼈々は、

であろうがなかろうが、名誉を受けている⼈であろうが

過去の記録を塗り替えることにより、周りの⼈々の中

なかろうが、若いかそうでなかろうが、全ての⼈にこの

から抜きん出ようとすることに必死であり、例えば、ギ

問題は共通する。聖書には、「⼈はみなその隣り⼈

ネスブックという年間のカタログが存在していることから

に偽りを語り、へつらいのくちびると、ふたごころとをもっ

もそのことは明らかである。悲しむべきことに、このうぬ

て語る」 （詩篇 12:2）と書かれており、また「主は

ぼれの症状は悪への傾向から発⽣していることは⼈

⼈の思いの、むなしいことを知られる」（同上

間の歴史上明らかであり、我々はその傾向を祖先

94:11）と書かれている。

から引き継いでいる。使徒パウロは、我々が⽗親達

「神はむなしい叫びを聞かれない。また全能者は

からその無益な⽣活習慣を伝統的に引き継いでい

これを顧みられない」（ヨブ 35:13）ことを認識する

ると述べている（「あなたがたのよく知っているとおり、

ことは重要である。なぜなら、「⾼慢とうぬぼれほど神
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がおきらいになるものはなく、また⼈の魂を危険にさら
すものはない。あらゆる罪の中で、これほど絶望的で
どうにもならないものはない｡」2

た。
同様に、使徒パウロは輝かしい経歴をもっていた。
しかし、キリストに会ったとき、彼は、彼の全ての成功

⾃分の意⾒についての誇りやうぬぼれは、「全ての

が無価値であると認識するに⾄った。「もとより、⾁の

成⻑において妨げとなるからである。⼈間が品性の

頼みなら、わたしにも無くはない。もし、だれかほかの

⽋陥をもつにもかかわらずそのことを認識しておらず、

⼈が⾁を頼みとしていると⾔うなら、わたしはそれをも

強い⾃⼰満⾜を感じている場合には、⾃分の⽋点

っと頼みとしている。わたしは⼋⽇⽬に割礼を受けた

に気づくことができないため、彼が清められることはほ

者、イスラエルの⺠族に属する者、ベニヤミン族の出

とんど不可能である。「『丈夫な⼈には医者はいらな

⾝、ヘブル⼈の中のヘブル⼈、律法の上ではパリサイ

い。いるのは病⼈である』」（マタイ 9:12）。⾃分が

⼈、熱⼼の点では教会の迫害者、律法の義につい

完全であると感じている場合、その⼈は成⻑できる

ては落ち度のない者である。」（ピリピ 3:4, 5; 4－

だろうか︖」3

6）

誇りと利⼰⼼にふけることにより⼈が⾃らに栄光を

「彼らはヘブル⼈なのか。わたしもそうである。彼ら

帰させようとする段階に⾄ると⾮常に危険である。な

はイスラエル⼈なのか。わたしもそうである。彼らはア

ぜなら、栄光は神のみに帰するからである。バビロン

ブラハムの⼦孫なのか。わたしもそうである。彼らはキ

の王であったネブカデネザルは、このうぬぼれの症状

リストの僕なのか。わたしは気が狂ったようになって⾔

をもっていた。彼がそのうぬぼれにふけった結果、苦い

う、わたしは彼ら以上にそうである。苦労したことはも

経験をし、栄光が実際には神のみに帰することを最

っと多く、投獄されたことももっと多く、むち打たれたこ

後に認識した話を思い出すべきである。

とは、はるかにおびただしく、死に⾯したこともしばしば
あった。ユダヤ⼈から四⼗に⼀つ⾜りないむちを受け

栄光 神

帰

たことが五度、ローマ⼈にむちで打たれたことが三度、

スコットランドのエジンバラ出⾝の学者であるジェー

⽯で打たれたことが⼀度、難船したことが三度、そし

ムズ・シンプソン⽒は、1847 年にクロロフォルムという

て、⼀昼夜、海の上を漂ったこともある。幾たびも旅

物質を発⾒した。クロロフォルムは⿇酔薬として利⽤

をし、川の難、盗賊の難、同国⺠の難、異邦⼈の

することができ、⼿術中の痛みを感じさせないように

難、都会の難、荒野の難、海上の難、にせ兄弟の

することができた。彼の実験により、患者が痛みの恐

難に会い」（コリント第⼆ 11: 22–26）。

怖を感じることなく⾮常に危険な⼿術を⾏うことが可

「しかし、わたしにとって益であったこれらのものを、

能になった。何名かの⼈は、彼の発⾒は、近代医学

キリストのゆえに損と思うようになった。わたしは、更に

において最も重要なものの⼀つであると述べた。その

進んで、わたしの主キリスト・イエスを知る知識の絶

数年後、エジンバラ⼤学での講演において、シンプソ

⼤な価値のゆえに、いっさいのものを損と思っている。

ン⽒は、ある⽣徒から次のような質問を受けた。「あ

キリストのゆえに、わたしはすべてを失ったが、それらの

なたが⽣きていた時代において最も貴重な発⾒は

ものを、

何ですか︖」。その⽣徒はクロロフォルムがふれられる
と思っていたが、驚いたことにシンプソン⽒は、「最も

⼟
得

思
であり」 （ピリピ 3:7, 8, 強

調付加）。

貴重な発⾒は、私が罪⼈であることとイエス・キリスト

この世の⼈々にとっての主要な願望は、⼀時的

が私の救い主であることに気づいたことです。」と答え

な名誉、富、権⼒であるが、主は、我々がもつ最⼤
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の願望よりももっと重要なものがあると指摘している。

（黙⽰録 14:7）。

主はこう⾔われる、『知恵ある⼈はその知恵を誇
ってはならない。⼒ある⼈はその⼒を誇ってはならな
い。富める者はその富を誇ってはならない。誇る者は
これを誇とせよ。すなわち、さとくあって、わたしを知っ
ていること、わたしが主であって、地に、いつくしみと公
平と正義を⾏っている者であることを知ることがそれで
ある。わたしはこれらの事を喜ぶと、主は⾔われる』」
（エレミヤ 9:23, 24）。」4

⽅ 我々 贖 主
栄光を神へ帰すということは、神が堕落した⼈間
を救うという偉⼤な計画と関係している。アダムが堕
落したとき、全⼈類が堕落した。使徒パウロは次の
ように説明した。「ひとりの罪過によってすべての⼈が
罪に定められたように」 （ローマ 5:18）。｢⼈間
はアダムから罪と死の宣告以外の何ものも受けてい
ない｡｣5
しかし、罪が⼊ってきたと同時に、救いの計画が

⽅ 我々 創造主

実⾏された。「神は⼈類について強い哀れみを感じ

⼈類は、罪をもつに⾄った最初の⽇から、崇拝と

た。そして御⽗、御⼦、聖霊は贖いの計画を実⾏す

栄光を帰す対象物を沢⼭と作り出してきた。ある者

るために献⾝された。この計画を完全に実施するた

達は⽉、星、太陽、川、⽊、その他⾃然における

め、神のひとり⼦であるキリストが罪のための供え物と

様々なものを崇拝する。いくつかの⽂化においては、

なることが決定された。」6

単なる⼈間が神と同様に⾼められ、真の神にのみ帰

「⼈性をとることにより、キリストは、⼈を追放され

すべき尊敬、名誉、栄光を受けている。ある古代ま

た場所から引き戻すために必要な⼒を完全に得

たは現代においても、ある者達は⽊、⽯、または貴

た。」7 キリストが⼈のかたちをとられたため、彼は「⼈

⾦属により物品を作り、それらを礼拝堂において拝

類を代表する者」8 になられた。

み、栄光を帰せたり崇拝している。しかし、主はその

「誰も落胆したり失望する必要はない。サタンはあ

ような罪深く無益な慣習について、我々を暗闇にお

なたに近づき「あなたは救いようのない者だ。あなた

いてはいない。（イザヤ 44:8–21 参照）。

は救われることはできない」と残酷なことを伝えるかも

神が我々の創造主であり我々が神の被造物であ

しれない。しかし、あなたにとっての希望がキリストの

るという事実から、我々は「彼の名に栄光」を帰すべ

中にある。神は、我々が我々⾃⾝の⼒によって打ち

き責務を負っており、他のいかなる者に対しても栄光

勝つことを命じてはいない。神は、神に近づくよう

を帰させてはならない。我々は、次の責務を負ってい

我々に求めておられる。魂と体にとって重⼤な重荷と

る。「み名の栄光を主に帰せよ、聖なる装いをもって

なる困難に我々が直⾯していたとしても、神は我々

主を拝め」。我々は次のように述べる準備ができてい

に⾃由を得させるために待っておられる。

なければならない。「主よ、栄光をわれらにではなく、

⼈性をとられた神は、⼈類の苦しみに同情するこ

われらにではなく、あなたのいつくしみと、まこととのゆ

とがおできになる。キリストは、全ての魂や、その魂が

えに、ただ、み名にのみ帰してください」（同上

特に必要としているもの、およびその魂への試みをご

115:1）。そして最後に、我々は他の⼈々に次の

存じであるだけでなく、その魂を苛⽴たせ、混乱させ

ように教えなければならない。「『神をおそれ、神に栄

る全ての事情をも知っておられる。彼のみ⼿は、傷を

光を帰せよ。神のさばきの時がきたからである。天と

負っている全ての⼦供に対し、憐れみの情を伴った

地と海と⽔の源とを造られたかたを、伏し拝め』」

優しい⼿を差し伸べている。最も苦しんでいる者は、
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最も彼の同情を強く受けている。そして彼は、我々

る⼈にはだれにでも無料の贈り物として提供され

が我々の困惑や問題をご⾃分の⾜元に置くことを望

る｡｣10

んでおられる。
⾃⼰を観察し、⾃⼰の感情にふけることは賢明で

次のことを知るのは興味深いことである。「本当の

はない。そうするとき、敵はわたしたちの信仰を弱め、

信者による宗教的な⾏事、祈り、賛美、悔い改めに

勇気をくじくような困難や誘惑をあらわしてくる。⾃分

よる罪の告⽩は天の⾄聖所へと⾹のように到達する。

の感情にふけり、気分に負けることは疑惑の念をそだ

しかし、これらは⼈間の堕落した体を通るため汚れて

て、困惑の中に⾃分をまき込むようなものである。わ

おり、⾎によって清められない限り神の御前に価値の

たしたちは⽬を⾃分から離し、イエスを⾒なければな

あるものにはならない。これらは完全に純粋なものと

らない｡｣9

して天にのぼるわけではない。神の右におられる仲保

我々⼀⼈びとりに共通する最も重⼤な問題は、

者が、その義によってこれらを清めたうえで提⽰しな

我々が罪の中に⽣まれたことであり、我々が神の栄

いかぎり、神がこれらを受け⼊れることはおできになら

光を受けられなくなっていることである。神のみ⾔葉に

ない。地上の神殿からの⾹は全て、キリストの清める

よって罪⼈だと有罪宣告を受けている我々は、どの

⾎の⽔分を吸収しなければならない。キリストは、ご

ようにすれば罪がない者として認められるだろうか。

⾃分の義の⾹を⽗なる神の御前に持っておられ、そ

「あなたがたがキリスト・イエスにあるのは、神によるの

の⾹の中には地上の堕落による汚れは⼊っていない。

である。キリストは神に⽴てられて、わたしたちの知恵

キリストは、彼の⺠による祈り、賛美、および告⽩を

となり、義と聖とあがないとになられたのである。それ

その⾹の中に⼊れ、またこれらと共に彼ご⾃⾝の汚

は、『誇る者は主を誇れ』と書いてあるとおりである」

れのない義をお⼊れになる。そして、キリストの贖いの

（コリント第⼀ 1:30, 31）。

供え物の功績に⾹り、この⾹は神が完全に受け⼊
れることができるものとして上って⾏く。その後、哀れ

⽅ 我々 聖化

⽅

⼈類の能⼒は限定されているため、⼈類は「正し
く、かつ善なるものである」神の律法に完全に従うこと
はできない（ローマ 7:12）。「義⼈はいない、ひと
りもいない」（ローマ 3:10）。「われわれの正しい⾏
いは、ことごとく汚れた⾐のようである」（イザヤ
64:6）。しかし、キリストは我々が実現しえないこと
を我々のためになしてくださった。⼈間の性質をもち、
⼈間の⾁体をとられたキリストは神の律法に完全に
従うことを通じて完全な品性を形成された。使徒パ
ウロは次のように述べた。「おのれを低くして、死に⾄
るまで、しかも⼗字架の死に⾄るまで従順であられ
た」（ピリピ 2:8）。｢キリストは、⼈としてこの地上
においでになって、聖なる⼀⽣を送り、完全な品性を
発達させられた。これらのものを、キリストは受け⼊れ

み深い回答が返ってくる。「服従、悔い改め、賛美、
感謝によるこれら全てのものは、キリストの義という⽕
の上に置かれなければならない。義の⾹りは、恵み
の御座の周りに雲のように上る。」11
｢キリストはわたしたちが､『神の性質にあずかる
者』となるために地上においでになった。そして、⼈性
神性 結合

、罪を犯さないということをそ

の⽣涯は物語っている｡｣12
「⼈間の⼿段によるあらゆる活動がどのように神の
前に現れるのかを我々が⾒ることができたならば、次
のような光景を⾒ることができる。その光景とは、多く
の祈りによる働きがキリストの功績により聖別された
場合に限り、審判で耐えることができる、というもので
ある。」13「キリストの功績を⽋く⼈間の努⼒は、価
値がない。」14「我々の良い働きを神が受け⼊れる
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ことができるようにするのは、

功績による⾹

となり、毎度の⾷事は聖さんとなる｡｣18「我々の主

りである。我々の働きは、それ⾃体には功績がな

は、我々の全ての必要を満たしてくれる。主は我々

い。」15

の右腕の上にある⽇よけである。彼は、我々の横で

「神は、われわれのささげ得る最善のものでなけれ

歩き、我々の全ての必要を満たす準備ができている。

ばお喜びにならないのである。⼼から神を愛する者は、

彼は、彼のために⾃発的な働きをする者達のすぐそ

⽣涯の最上の奉仕を神にささげたいと望み、神のみ

ばに来る。彼は、全ての者の名前を知っている。キリ

こころを⾏なう能⼒を増進する律法に、⾃分たちの

ストの優しい愛に基づくなんと素晴らしい保証を我々

持っているあらゆる⼒を調和させようと絶えずつとめる

は有しているだろうか。」19 使徒パウロは次のように

のである｡｣16「あなたがたのうちに働きかけて、

強調した。「わたしの神は、ご⾃⾝の栄光の富の中

願

のは神であって、

から、あなたがたのいっさいの必要を、キリスト・イエス

それは神のよしとされるところだからである」（ピリピ

にあって満たして下さるであろう」（ピリピ 4:19）。

2:13 強調付加）。以上のことが起こると、許された

主が我々になすべき働きを与えたとき、我々はその

魂は恵みから更なる恵みへと到達し、光から更なる

指⽰の合理性や、その指⽰に従うことにより⽣じうる

光へ⾄る。彼は、喜んで次のように述べることができ

結果について疑問を抱くべきではない。我々の⼿元

る。「わたしたちの⾏った義のわざによってではなく、た

にある物が我々の必要を満たすには全く⾜りないと

だ神のあわれみによって……わたしたちは救われたの

感じるかもしれない。しかし、主のみ⼿の中で、それ

である」 （テトス 3:5）。」17

らは満ち⾜りてなおあまるほどになる。」20「全ての問

起

実現 ⾄

題を神の御前にもっていくことができる。無限の愛に
彼

我々 対

供給者

キリストは宣⾔された。「空の⿃を⾒るがよい。まく
ことも、刈ることもせず、倉に取りいれることもしない。
それだのに、あなたがたの天の⽗は彼らを養っていて
下さる。あなたがたは彼らよりも、はるかにすぐれた者
ではないか」 （マタイ 6:26）。「この世の⽣命さえ
キリストの死のおかげである。われわれの⾷べるパン
は、キリストの裂かれたからだをもって買われたもので
ある。われわれの飲む⽔は、キリストの流された⾎に
よって買われたのである。聖徒であろうと罪⼈であろ
うと、⽇ごとの⾷物を⾷べる者はだれでも、キリストの
からだと⾎によって養われているのである。どのパンに
もカルバリーの⼗字架の印がおされている。どの泉に
もカルバリーの⼗字架が反映している。キリストはご
⾃分の⼤いなる犠牲をさし⽰して、こうしたすべての
ことをお教えになった。あの⼆階座敷の聖さん式から
輝き出ている光は、われわれの⽇常⽣活の飲⾷物
を神聖なものとしている。家族の⾷卓は、主の⾷卓

よる神の⼿は、我々の必要を満たすために動く。私
は、私が⽣きるために与えられているのは⼀⽇だけで
あることについて⾮常に感謝している。⾃分の魂をと
どまらせるための⼀⽇、⾒張るための⼀⽇、霊的な
⽣活において成⻑ための⼀⽇、こうしてわたしたちの
⽇々は実り豊かで貴重なものになる。」21
結論
悔い改めた罪⼈として、我々が全ての栄光を本
当に神に帰する ことができるようになるためには、
我々は⾃分⾃⾝から⽬を離し、「世の罪を取り除く
神の⼩⽺」（ヨハネ 1:29）のみを⾒なければなら
ない。そして、キリストを⾒ることにより我々は変化す
る。恐怖は喜びへ、疑いは希望へと変化する。感謝
がわき出る。⽯のようにかたい⼼が砕かれる。愛の潮
が魂に流れ込む。キリストが新しくなった⼼の中にお
られる。井⼾の⽔が永遠の命へに向かってわき出る。
「悲しみの⼈で、病を知っておられたイエスが、失
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われた者を救うために、軽蔑され、侮辱され、嘲笑さ

ります。主よ、あなたをおそれず、御名をほめたたえな

れ、町から町へ追われながら働かれ、ついに使命を

い者が、ありましょうか。あなただけが聖なるかたであ

達成されたのを⾒るとき、イエスがゲッセマネで⼤粒の

り、」（黙⽰録 15:3, 4）」23。

⾎の汗を流し、⼗字架上で苦しみのうちに死なれた
のを⾒るとき、―われわれがこうしたことを⾒るときに、
⾃分をみとめてもらいたいという欲求の叫びは、もは

参照

やなくなる。イエスを⾒上げて、われわれは、⾃分⾃

1.

教育 21

⾝の冷淡さ、無気⼒、利⼰⼼を恥じる。われわれは、

2.

キリストの実物教訓 134

主に⼼から奉仕することができさえすれば、何になっ

3.

教会への証 7 巻 199, 200

てもよいし、あるいは何にもならなくてもよいのである。

4.

ｾﾚｸﾃｯﾄﾞ･ﾒｯｾｰｼﾞ2 巻 139, 140

われわれは、主のためなら、イエスにならって⼗字架

5.

家庭の教育 514

を負い、試練と恥と迫害に耐えることをよろこぶので

6.

ﾚﾋﾞｭｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾍﾗﾙﾄﾞ1912 年 3 ⽉ 2 ⽇

ある｡｣22

7.

ｻｲﾝｽﾞ･ｵﾌﾞ･ﾀｲﾑｽﾞ1897 年 6 ⽉ 17 ⽇

「贖われた者が神の御前に⽴つとき、彼らは神が

8.

争闘 51

何をもって成功とみなすかについて、いかに近視眼的

9.

ﾐﾆｽﾄリー･ｵﾌﾞ･ﾋｰﾘﾝｸﾞ227

だったかに気づく。彼らが成功しようと思って⾏った努

10.

各時代の希望下巻 288

⼒を⾒たとき、彼らは、彼らの計画が⾺⿅⾺⿅しい

11.

ｾﾚｸﾃｯﾄﾞ･ﾒｯｾｰｼﾞ1 巻 344

ものであったことを認識する。彼らの試練がいかに些

12.

ﾐﾆｽﾄリー･ｵﾌﾞ･ﾋｰﾘﾝｸﾞ156〔強調付加〕

細なものであり、疑いがいかに不合理であったかを知

13.

クリスチャンの奉仕 263

る。彼らは神の御⾔葉を⾔葉通りに信じなかったこと

14.

伝道 192

により、彼らの働きが何度も失敗したことを認める。

15.

神の驚くべき恵み 244〔強調付加〕

⼀つの真理が際⽴つ。それは、⼈は、その地位によ

16.

⼈類のあけぼの上巻 415

って天の審判所に⼊る準備が整うわけではないとい

17.

信仰と⾏い 101

うものである。⼈間に与えられる名誉は神のみに帰

18.

各時代の希望下巻 141

すべきであり、また神のみに栄光が帰属することを彼

19.

神の息⼦娘たち 16

らは知る。天使の聖歌隊の唇や救われた群衆から

20.

教会への証 6 巻 466

次の賛美が出てくる。「全能者にして主なる神よ。あ

21.

この⽇を神と共に 27

なたのみわざは、⼤いなる、また驚くべきものでありま

22.

各時代の希望中巻 219

す。万⺠の王よ、あなたの道は正しく、かつ真実であ

23.

教会への証 7 巻 28

47

The Bible
This little book I’d rather own
Than all the gold and gems,
That e’er in monarchs’ coffers shone—
Than all their diadems.
Nay; were the seas one chrysolite,
The earth one golden ball,
And diamonds all the stars of night,
This book were worth them all.
How baleful to Ambition’s eye
His blood-wrung spoils must gleam,
When Death’s uplifted hand is high,
His life a vanished dream!
Then hear him with his gasping breath
For one poor moment crave!
Fool! Wouldst thou stay the arm of Death,
Ask of thy gold to save!

No, no; the soul ne’er found relief
In glittering hoards of wealth,
Gems dazzle not the eye of grief,
Gold cannot purchase health;
But here a blessed balm appears
To heal the deepest woe;
And he that seeks this book in tears,
His tears shall cease to flow.
Here He who died on Calvary’s tree
Hath made that promise blest:
“Ye heavy-laden, come to me,
And I will give you rest;
A bruised reed I will not break,
Nor contrite heart despise;
My burden’s light, and all who take
My yoke, shall win the skies!”
Yes, yes; this little book is worth
All else to mortals given;
For what are all the joys of earth
Compared to joys of Heaven?
This is the guide our Father gave
To lead to realms of day—
A star whose luster gilds the grave,
The Light, the Life, the Way.
William Leggett
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