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神を信じるのは時代遅れ？
ここ数十年間で、科学やテクノロジーは飛躍的進歩を遂げました。毎日、
新しい情報の世界が私たちに向かって開かれます。科学者たちは、広大なる
宇宙を探索したり、水中ロボットによって深海の未知の生物を発見したりし、
また、DNA のなぞの扉を開き、ヒトゲノムの解読も完了しました。
では、科学によって何もかも解明され、もう「不思議」は残されていない
のでしょうか。科学は万能で、神は必要なくなったのでしょうか。また、進
化論が唱える通り、地球上の生物は 40 億年前に偶然に発生し、その後、「自
然と」高度な生物に進化してきたのでしょうか。この時勢にあって、神を信じ、
神がすべてを創造されたなどと信じるのは、時代遅れなのでしょうか。
しかし、まだ解明されていない「不思議」は山と存在します。また、日本
では進化論が「事実」として受け入れられていますが、聖書の冒頭にある、
「は
じめに神は天と地とを創造された」という単純な言葉を信じる人は、世界中
に今なお、実に大勢います。現代を代表する科学者の間にも、神の存在を信
じる人はたくさんいるのです。「神と科学は矛盾する」と考える人が少なくな
い中、このような科学者は、自分たちの研究成果や発見こそ、神の存在の証
明であると考えています。
このアクティベートをとおして、皆さんが神の不思議にふれ、自分がただ
偶然にこの世に生まれたのではなく、人生には深い意味があり、神の愛情深
い計画があることを知っていただけるよう願っています。そう、このハイテ
クの時代にあっても、やはり神は存在するのです。
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自然界に
隠された知恵
しばし立ち止まって、神の創られた自然を観察してみるなら、神にその不思議を示してもらう
ことができます。聖書にはこうあります。「獣に問うてみよ、それはあなたに教える。空の鳥に問
うてみよ、それはあなたに告げる。あるいは地の草や木に問うてみよ、彼らはあなたに教える。
海の魚もまたあなたに示す。これらすべてのもののうち、いずれか主の手がこれをなしたことを
ガン

知らぬ者があろうか。」( ヨブ 12:7-9) さて、誰かがグース ( 雁 ) に「問うた」ことで、以下の驚
くべき事実がわかったのでした。
u

グースが海を越えて飛行する時に、V 字型の編成で飛ぶのはなぜか知っていますか。神が、グー
スに V 字型編成で飛ぶ本能を与えているのは、良き理由があってのことです。グースはその
翼を羽ばたかせるたびに、斜め後ろに飛ぶグースのために上昇気流を作り出します。そこで、
V 字型に並んで飛ぶと、一羽だけで飛行した場合と比べて、飛行距離が少なくとも 71％増加
するのです。一羽でも隊列から外れると、単独で飛ぶ事によって、途端に空気抵抗にあい、
負担がかかるので、その鳥は素早く隊列に戻ります。グースと同じで、共通の目的や共同体
意識を持っている人たちは、単独で行動しようとする人よりも、素早く楽に目的に到達する
ことができます。

u

先頭のグースが疲れると、後ろにまわり、別のグースが先頭を飛びます。人もグースくらい
の分別があれば、何かに成功する鍵は、チームとして働き、難しい仕事は交代でやり、リーダー
としての責任を分かち合うことであることを認識するでしょう。

u

隊列の後方にいるグースは、前の方にいる仲間に向かって鳴き声をあげて、スピードを落と
さないよう元気づけます。「後方から鳴き声をあげる」際は、励ましに満ちたものとすること
が大切ですね。そうでないと、うるさくがなり立てるだけになってしまいます。

u

グースが病気になったり、ケガをしたりした場合には、他の二羽のグースが一緒に隊列から
外れて降下し、そのグースを守り助けます。そのグースがまた元気になって飛べるようにな
るか息を引き取るかするまで一緒にいて、それから、後から渡って来る別の群れに加わるた
めに再び舞い上がるのです。私たちも自己犠牲的になり、また、自分が苦境にある時にその
ような友人を持つにふさわしい人間となれますように。

（このグースのストーリーは、内容が少しずつ違っているものの、様々なウェブサイトに掲載され
ています。原作者はわかっていません。）
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創造の奇跡
デービッド・ブラント・バーグ
自然は、神の存在を感じさせてくれます。
自然を見れば、それを設計し、うまく組み
合わせ、機能させている「存在」がいるの
は明らかです。自然界の営みが、系統だっ
ており、完璧で、素晴らしいのを見れば、
万物はただ偶然に起こったのではないと
わかるのです。自然は、実は「自然に」で
きたのではありません。神による創造物で
あって、超自然的で奇跡的なのです。
神が存在するかどうか知りたいなら、海
や空や雲、山や谷、木々や花など、まわり
にある自然に目をとめてみることです。そ
のどれもが、「神は存在します。神の創ら
れたものを見てごらんなさい。あなたが住
めるようにして下さったこの美しい世界を
見てごらんなさい」と叫んでいるかのよう
です。
そのように、神の存在の最大の証明は、
神の創造物です。聖書には、「神の見えな
い性質は、被造物において知られていて、
明らかに認められる」とあります。( ロー
マ 1:20)

目に見えない神の存在は、神の

創られたこの美しい世界、つまり目に見え
る創造物によって、明らかに証明されてい
るのです。
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進化論者は、創造は、偶然に起

造物はひとりでにできたので、神

する発見もありません。進化論を

こったことで、神は何の関係もな

とは何の関係もない、だから神は

提唱する第一人者であったマーガ

いと説明しようとします。しかし、

必要ない、という偽りを信じさせ

レット・ミード女史が、人類学の

1923 年のノーベル物理学賞受賞者

ることが目的なのです。

教科書の前書きにこう書いている

であるロバート・A・ミリカン博士
は、こう反論しています。「きっか

聖書の冒頭の言葉はこうです。
「はじめに神は天と地を創造され

通りです。「誠実な科学者として、
我々は、科学が未だに進化論を証

り正確に時を刻む時計には、必ず

た。」( 創世記 1:1)

混とんやわけ

明する確固たる証拠を一つとして

その製作者が存在するのと同様に、

のわからないガス雲ではなく、神

発見していないことを告白しなく

すべてが［時計の歯車のように噛

が天と地を創造したのです。その

てはならない。」

み合って］調和の内に動いている

少し後にはこうあります。「神は自

あなたは神を信じますか。自然

宇宙の背後にはその創造者が存在

分のかたちに人を創造された。す

を見て下さい。美しい樹々を、花

する。」

なわち、神のかたちに創造し、男

を、海を、空を見て下さい。神が

と 女 と に 創 造 さ れ た。」( 創 世 記

あなたのために創られた美しい世

おいて一般的に受け入れられ、生

1:27)

界の中に、神のあなたへの愛を見、

物学の「偉大な原理」とまで呼ば

でしょうか。原始生物からでしょ

れています。しかし、辞書によれば、

うか。猿や獣からでしょうか。「主

神は、あなたが暮らし、楽しむ

原理とは、基礎となる真理または

なる神は土のちりで人を造り、命

ために、この素晴らしい世界を創

事実であり、その他の真理の根本

の息をその鼻に吹きいれられた。

造されました。そして、神だけが、

という意味です。進化論は、真実

そ こ で 人 は 生 き た 者 と な っ た。」

宇宙に意味を与え、もろもろの惑

または事実と証明されたことはな

( 創世記 2:7)

星に目的を与え、人の心に愛を、

いので、他の真理の根本とはほど

葉の真理です。

しかし、進化論は、現代科学に

遠いと言えるでしょう。
進化論には証拠がありません。

神は人間を何から創ったの

これこそ、神の言

あなたが聖書を信じていなくと
も、分別ある科学者たちは、仮に

信じるしかないので、一種の宗教

世界に存在する２～３百万種の動

です。この偽りの信仰を最初に造

植物が進化によってできたのなら、

り上げたダーウィンでさえも、次

今頃、進化論が唱える「失われた

感じることができます。

身体に健康を、精神に安らぎを、
人生に幸福を、魂に喜びを与えら
れる方なのです。
＊

＊

＊

あなたも、万物を創造された神

わ

のように語っています。「自然淘汰

環 」（一つの種から他の種への移

とつながり、人生の意味を見いだ

［進化論］を信じるには、現在のと

行を示す中間の化石）が地下 10 キ

したいですか。それなら、神の子

ころ完全に、大まかな概念を根拠

ロくらいまで埋まっているはずだ、

であるイエス･キリストを心の中に

としなければならない。詳細を突

と認めています。しかし、進化論

受け入れて下さい。イエスはあな

き詰めてみれば、変化したという

者たちは、世界のどこにもそれを

たの心に入り、愛や安らぎ、そし

『種』を、一つとして証明すること

発見していないのです。進化論者

て生きる目的を与えて下さいます。

はできない。そして、そのような

たちが失われた環であると主張し

どうか、この祈りを心から祈って

変化が益になるというのが進化論

た化石のほとんどすべてがくつが

下さい。

の土台となっているが、それを証

えされ、中には、ピルトダウン人

「イエス様、どうぞ私の心の中に

明することはできない。」

のように架空のものをでっちあげ

入って下さい。あなたは万物を創

た例も複数あります。

造し、私のことも創造されました。

ですから、進化論は、「神を信じ
ない」という宗教でしかありませ

進 化 論 に は、 根 拠 と な る 事 実

ん。神に対する信仰を破壊し、創

や証拠がありません。それを証明
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どうか、あなたの愛をもって、私
の人生を導いて下さい。アーメン。」
5

け、科学研究所で長い年月働いて、
母なるロシアに貢献することでし
た。神など無用だったのです。
ところが、私の共産主義信仰を揺
るがす出来事が起こったのでした。
その日、私たちは一家でゼレノ
ゴルスクに住む友人たちを訪問す
る予定でした。ゼレノゴルスクは、
サンクト・ペテルスブルグ ( 旧ソ
連時代のレニングラード ) 近郊の
小さな町でした。ところが、母が
行かないと言い張るのです。悪い
夢を見たから、というのが理由で
した。
「出かけるなら、事故にあっ
て死ぬかもしれない。赤信号で停
車している時に、トラックの荷台
からコンクリート・ブロックが私
たちの車にどっと落ちてくる夢を
見たのよ。
」

旧ソ連での神の奇跡
ジョアンナ・アルカサース

家族を救った夢

当時、ロシア人のトラック運転
手が積み荷の安全に無頓着なのは、
周知の事実でした。どっちみち、
いい加減な仕事をしても、政府か
ら支給される月給は変わらないの
ですから。それで、道路に積み荷
が散乱しているのは日常茶飯事で
した。

私が育った頃のロシアは、まだ

なかった。神は存在しないからだ」

しかし、父は、
「女々しい迷信さ」

共産主義国でした。ＫＧＢは、誰

と、子供たちは学校で教えられま

と言って、全く取り合わず、私た

であれ、何であれ、厳しい監視の

した。

ちは出かけました。ゼレノゴルス

目を光らせていました。神とイエ

唯一の「聖なる」存在で、誰も

クまであと半分というところで渋

スを信じる人も少数ながらいまし

が尊敬し、恐れていたのは、共産

滞になりました。父が車を迂 回さ

たが、そのことを秘密にしていま

党でした。私は９才の時に、少年

せ、角を曲がったところで、ちょ

した。私の父は政府関係の仕事を

先鋒隊という子供のための共産主

うど信号が赤になりました。する

していたので、家族はさらに厳し

義組織に入るという「栄誉」を受

とすぐ前にコンクリート・ブロッ

い監視下にありました。信仰のこ

けました。習わしに従って、自分

クを積んだ大型トラックが停まっ

とについて話す人はいませんでし

は無神論者であると宣誓し、レー

ていたのです。私たちは嫌な予感

た。
「神がいる」と言う人もいま

ニンおじいさんの教えを守ること

がしました。

せんでした。宗教は、臆病者のた

を堅く決意していました。

う

父は真っ青になり、何とか、そ

私は毎日、物理学と天文学の勉強

のトラックの後ろから離れようと

「ユーリ・ガガーリン［人類最初の

に明け暮れ、愛する政府が約束して

しました。渋滞で、車を移動させ

宇宙飛行をした旧ソ連の宇宙飛行

いる明るい将来を目指していまし

る余地があまりなかったのですが、

士］は宇宙に行ったが、神など見

た。その将来とは、立派な教育を受

必死の努力のかいあって、父は、

めのおとぎ話とされていたのです。

6

Vol.1-5

何とかそのトラックの後ろを避け

「神がそうするようにと言ったか

として受け入れませんでした。自

ることができました。その途端、

ら。神はあなたのそばにいたいの

分は神のしもべとなるよう神に召

母の夢が正夢となったのです。

よ。
」

されていると確信していたので、

トラックの積み荷を支えていた
横板が、あまりの重さに折れてし

見知らぬ女の人はそう答えまし
た。

何が何でもその召しにこたえる覚
悟でした。
説得しても無駄と悟った母は、

まい、コンクリート・ブロックが

他にどんな会話を交わしたのか

次々に落下して、その後ろに停車

は覚えていないけれど、とにかく、

自分も一緒にファミリーの宣教師

していた車の前部は見るも無惨に

その人と祈って、イエスを自分の

の家を訪れてみて、私が一体どん

つぶれました。私たちは言葉を失

救い主として心に受け入れました。

な人々と会っているのか自分の目

いました。ショックでしたが、無

それから、二日後にその人の家に

で確かめることにしました。する

事だったのです。その出来事は決

行く約束をしました。新しくクリ

と、その訪問で母はクリスチャン

して忘れません。

スチャンになった人たちに聖書の

になったのでした。

私は、母の見た予言的な夢につ
いて、もっともらしい論理的な説

ことを教える小さな集まりが開か
れていたからです。

その夜、私はまたもや父と激し
い議論をしました。すると驚いた

明を探しましたが、何もありませ

二ヶ月後には、自分は宣教師に

ことに、今度は母が私に味方して

んでした。理不尽としか思えない

なると決めました。私は 17 才で、

くれたのです。ついに父も折れて、

たった一つの説明を除いては。そ

両親は最初、本気にしませんでし

神が父にも何かのしるしを与える

れは、私たちの命を救うために、

たが、クリスチャンの若者のキャ

なら、
「神にチャンスを与える」こ

神が将来をかいま見させて下さっ

ンプに参加するための支度をして

とに同意しました。

たということです。

いると、父が部屋に入って来て怒

翌晩、私は、自分らしくないこ

鳴りました。

その夜、父の古い旧式の時計が
いつの間にか夏時間に切り替わり

とをしていました。
「神よ、あなた

「一体どこに行くつもりなんだ。
」

ました。翌朝、家の中で何もしな

が本当に存在していて、あの事故

「宣教師になって、人助けがした

いのに夏時間に変わっていたのは

から救ってくれたのなら、あなた

いの。お父さん、たった三ヶ月だ

自分の時計だけだと気づいた父は、

が気づかっていることを証明する

けだから。
」

神にしるしを見せるようにと言っ

ものを見せて下さい。あなたにつ
いて話す人を私に寄こして下さい。
そうしたら信じます。
」
数分後、私は、暗い通りに出て行

それを聞いた母は、すぐに父に
加勢しました。
「三ヶ月も行くのか」と父が怒鳴
りました。

たのを思い出し、それが起こった
ことに感激しました。父はその日
の内にイエスを心に受け入れ、以
来ずっとクリスチャンであること

きました。頭の中は、わからないこ

「そんなに長く行っていたら、う

を誇りにしています。
「共産主義者

とだらけでした。神は私の命を救う

ちの娘がクリスチャンの外人たち

たちは、明るい将来を約束しただ

ために奇跡をしたのだろうか。だっ

とつきあっていることが知れ渡る

けだったが、神は、実際に明るい

たら、なぜなのだろう。神は祈りに

に決まっているじゃないか。そう

将来を与え、祈りに答える方法を

答えて、私にまた何かのしるしを見

なったら、私は共産党から除名さ

知っている」と。

せるのだろうか。次に何が起こるの

れて、おまけにスパイだと疑われ

私は宣教師になりました。それ

だろうと考えると、鳥肌が立ってき

るかもしれない。仕事もなくなっ

からの 12 年間、神の存在を示すし

ました。そして、家から 10 歩も歩

て、一文無しになるんだぞ。何も

るしや奇跡をさらに沢山見てきま

かない内に、誰かが私に美しいパン

かもお前のせいで・・・。
」

した。けれども、何よりも素晴ら

フレットを渡しました。
「神は愛で

それは 1991 年で、ソ連崩壊の直

しいのは、自分の人生に欠けてい

ある。そして神はあなたを愛してい

後でしたから、私は、もう状況は前

たもの、つまり、神とのつながり

る！」と書かれていました。私はあ

とは違うと、懸命に抗議しました。

然としました。
「どうしてこれを私にくれるの。
」
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父は聞く耳を持たず、何時間も
何時間も説教しましたが、私は頑

を見いだしたことです。
( 現在、ジョアンナ・アルカサースは、
ファミリーのフルタイムの宣教師です。
)
7

れについては、何ら道徳的な問題はありません。
論争の的となるのは、クローン技術を通して高

神になったつもり？
クローン人間についての事実と考察
ジョセフ・キャンデル

等な生物を複製しようとすることです。特に、
最終的にはクローン人間造りを目指すような研
究です。

クローン作成の過程
人間のクローンを作るのは、男性の精子と女
性の卵子が結合して受精するという従来の繁殖
過程を使わないということです。代わりに、ひ
とつの方法として、DNA の移植、つまり核を取
り除いた女性の卵子に、誰かの体細胞の核を入
れることによって、人間を作るのです。ですか
ら、DNA の配列がその両親の性質を受け継ぐの
ではなく、少なくとも理論的には、クローンの
DNA は
「オリジナル」
のコピーとなるのです。( 理
論的に、というのは、クローン技術によって生
まれた動物は、現在のところ、身体的な異常や
欠陥の発生率が高いためです。)

クローン作りの歴史
1997 年 2 月 24 日：イギリス・スコットラン
ドのロスリン研究所の科学者チームは、一頭の
羊の体細胞から採取した DNA を使ってクローン
躍進するクローン技術についてのニュース
を、しばしば目にするようになりました。科学

羊を誕生させ、その羊をドリーと名付けたと発
表した。

のめざましい発達に目を見張ると同時に、複雑

1997 年７月：ドリーを誕生させた英国の科

な心境になります。またいろいろ疑問もわいて

学者チームが、ヒト遺伝子を組み込んだクロー

きます。
「クローン技術は、道徳的かつ倫理的

ン羊ポリーを誕生させた。チームは、クローン

に許容されるのだろうか？」
「その益は、それ

の家畜を使って、人間の病気治療に使えるヒト

に伴うリスクを上回るのだろうか？」
「そこか

たんぱくの合成を望んでいる。

ら得られる結果は、どんな手段をも正当化する

1997 年 12 月：
「サイエンス」誌は、クロー

ほど優れたものなのだろうか？」
「クローン技

ン羊ドリーの誕生は、科学の分野において、そ

術は、
『人間』の定義を変えてしまうのではな

の年の最も輝かしい進歩であると評した。

いだろうか？」
「神はこれをどう見ているのだ
ろうか？」などなど。

2002 年 2 月：米国のテキサス A&M 大学の科
学者チームが、クローン猫を誕生させることに
成功し、生後２ヶ月のその子猫は Cc と呼ばれ

「クローン」とは何か
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ていると発表。Cc とはカーボンコピーの略。

「クローン」という言葉は科学において広く

2002 年 5 月：米国の不妊治療専門医パナイ

使われており、ただ何かの複製を作るというこ

オティス・ザボス医師は、下院の公聴会で、
「2002

とです。たとえば、DNA のらせん構造の複製を

年は、クローンの年となるだろう」と述べ、さ

作る科学者は、それをクローンと呼びます。こ

らに、
「年内にクローン人間の妊娠にまでこぎ
Vol.1-5

つけるだろう」と語った。同医師は、議会

て、
「より大型で高性能の」爆弾やミサイル、

に対して、クローン作りの合法化なしには

その他の戦争兵器によって、人類破滅の瀬

規制も不可能であると訴えた。

戸際まで来てしまったのと同様、遺伝子操
もろ は

2003 年 2 月 14 日：６歳になったドリーは、

作やクローン作りの分野の進歩も、諸刃の

進行性の肺疾患のため、安楽死させられた。

刀となっています。一方では、生命の質を

通常、その病気は、ドリーの２倍も年取っ

あげると約束しながら、他方では、科学も

た羊に見られるものである。

社会もまだ対応準備のできていない問題を
生じさせるのです。

ニュースが報じないこと
羊のドリーや、クローン牛、豚、ヤギ、

「神は自分の
生命と、生命を与えるもの：
かたちに人を創造された。
」( 創世記 1:27)

マウスなどの誕生が派手に報道されている

つまるところ、クローン作りの提唱者たち

ものの、クローン動物は、怖ろしく異常な

は、自分たちが神の役割を横取りして自ら

欠陥のゆえに死産の確率がきわめて高いの

生命の創造者となって、自分たちのかたち

遺伝子操作や

が現実です。クローン動物の胎児は、正常

通りに人間を作ろうとしています。けれど

クローン作りは、

な同種類の動物の胎児に比べて、身体のサ

も、人は、自分たちの創造主である神を愛し、

イズが倍もあるので、妊娠した母親の動物

敬うために創られたのであって、このよう

は、苦痛を伴う流産をすることが多々あり、

に自分たちで人を創るためではありません。

時に、母親のほうも死んでしまいます。何

クローン人間を創ろうとする人々は、神の

とか誕生したクローン動物も、大半は成体

力も愛もなしに、神の仕事に干渉している

になる前に死亡するか、後で深刻な病気に

のです。神の設計されたものや計画されたも

他方では、

かかっています。( ドリーは、重い関節炎に

のを改良できると考えるなど、ごう慢と図々

科学も社会も

かかり、原因はクローンであるためか否か

しさの極致です。

は確定されていませんが、2003 年 2 月には、

「主なる神は・・・人を造り、命の息をそ

進行性の肺疾患のために安楽死させられま

の鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた

した。) クローンで人間の子供を作ろうと

者となった。
」( 創世記 2:7) 神だけが生き

するなら、同じような問題が生じかねない

た者を創る権利を持っていて、永遠の命を

という懸念が出るのも当然です。

与えることができます。
命は、
『命を与える方』

一方では、
生命の質をあげる
と約束しながら、

まだ対応準備の
できていない
問題を生じさせる。

にしか与えられません。そして、
永遠の命は、

聖書からの三つの見方

イエスを救い主として受け入れることで与

人間が何もかも知っている必要はない：

えられるのであり、自分の複製を創ること

最初の人類が創造されて間もなく、
サタンは、

で「自分」が永久に生き続けるようにする

エデンの園でイブにこう言って疑問を起こ

ことによってではありません。( ヨハネ 3:16;

させました。
「善悪を知る木を食べると、あ

1:12、黙示録 3:20)

なたがたは、
神のようになる」( 創世記 3:1-6)
それは現代においても、サタンが最も頻

終わりの時との関連：聖書にはこうあり
ます。
「終りの時には、危険な時代が来る。
」

繁に投げかける、かなり強力な誘惑の一つ

「悪人と詐欺師とは人を惑わし人に惑わされ

です。科学は、善悪を知る木から、その実

て、悪から悪へと落ちていく。
」
「常に学んで

をもぎとるようなものです。問題は、実の

はいるが、いつになっても真理の知識に達

中には良いものもあれば、悪いものもあり、

することができない。
」( ２テモテ 3:1,13,7、

役に立つものもあれば、恐ろしく有害なも

一部新欽定訳 ) クローン科学が進歩するた

のもあることです。

びにて、人は小さな神々のようになり、神

過去数十年間、テクノロジーの進歩によっ
Vol.1-5

の真理から一歩一歩遠ざかっているのです。
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神は、はじめから知っていた !

聖書は、科学的見地からすれば

ています。しかし、昔の天文学者は、

ソロモン王はこう書いています。

不正確なことばかり書かれている

星の数は数えられると言いました。 「風は南に吹き、また転じて、北に

と言う人もいますが、実際には、

ギリシャの天文学者プトレマイオ

向かい、めぐりにめぐって、また

科学がこの世界について発見した

ス (100?-170AD) は、1,056 あると

そのめぐる所に帰る。」( 伝道の書

多くのことが、それらの「発見」

言いました。デンマークのブラー

1:6)

の何百年または何千年も前から聖

エ (1546-1601) は、777 個だと言い、

聖書にはまた、科学者による様々

書に記されていたのです。

ドイツのケプラー (1571-1630) は、

な発表のはるか以前に、水の循環

1005 個だと言いました。しかし、

について記していました。「神は水

の 発 見 に よ っ て、 よ う や く、 地

ガリレオの 2,200 年も前に、預言

のしずくを引き上げ、それが神の

球が丸い形をしており、宇宙に浮

者エレミヤは、「天の星は数えるこ

霧となって雨をしたたらせる。雨

かんでいることが定説となりま

とができず」と言っています。( エ

雲がこれを降らせ、人の上に豊か

した。けれども、聖書の中の預言

レミヤ 33:22)

に 注 ぐ。」( 新 改 訳 聖 書

例えば、コロンブス (1451-1506)

ヨブ記

者イザヤは、紀元前７百年ほど前

1643 年に、トリチェリが気圧計

に、神は「地球（原語では「地の

を発明して、空気には重さがある

る、しかし海は満ちることがない。

円」）のはるか上に座して」( イザ

ことを証明しました。しかし、聖

川はその出てきた所にまた帰って

ヤ 40:22) と書いています。また、

書のヨブは、すでに、神が「風に

行く。」( 伝道の書 1:7)

聖書のヨブ記には、神が「北の天

重さを与え」たと言っています。

を空間に張り、地を何 も な い 所 に

( ヨブ 28:25)

、、、、、

掛けられる。」( ヨブ 26:7) とあり
ます。

ジェット気流は、かなり上空で
強い風が集中的に吹いている細長

36:27-28)「川はみな、海に流れ入

というわけで、科学と聖書の関
係は、英国の天文学者ジョン・ハー
シェル (1792-1871) の次の言葉に
要約されていると言えるでしょう。

ガリレオ (1564-1642) は、星の

い帯状の部分をさし、天気にも大

「人類のあらゆる発見は、聖書に収

数は数えきれないほどだと述べた

いに影響します。さて、そのジェッ

められている真理を、いよいよ強

最初の人です。現代の天文学者た

ト気流は 19 世紀に発見されまし

く証拠立てる目的でなされている

ちは、星の数を何百億個とも言っ

たが、それより三千年近くも前に、

にすぎないようだ。」

10
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ノーベル賞受賞者たちの言葉

神への信仰と科学は、
矛盾するのか？
「科学と宗教には、相反する点
はない。･･･科学は、神の存在を
証明している。
」
-- デレク・バートン (1918-1998)
分子の立体配座の概念の導入と解
析により、1969 年にノーベル化学
賞を受賞。

「私はただ、神から出ている線
をたどっていくのみである。
」

「生物学者がどこに目を向けよ
うとも、
［神聖なる］目的の原則
･･･が迫ってくる。･･･ＤＮＡ分子
の起源が、全くの偶然によるも
のだ、などという可能性は、真
剣に考慮するだけの価値は全く
ない。
」

あるということに、論争の余地
はないからだ。整然と展開して
いく宇宙は、今までに語られた
もっとも荘厳な言葉の真実性を
証明している。つまり、
『はじめ
に神は（天と地とを創造された）
』
ということだ。
」

-- エルンスト・ボリス・チェイン

- - ア ー サ ー・ コ ン プ ト ン

(1906-1979) ペニシリンの分離・

(1892-1962) コンプトン効果を発

精製に関する研究により、1945 年

見して、1927 年にノーベル物理学

にノーベル生理学・医学賞を受賞。

賞を受賞。

「聖書の創世記の最初の数章と
詩篇を数篇、それに聖書の他の
書の数章以外には何もデータが
なかったとしても、私は宇宙の
根源について、基本的に、科学
的データが示すのと同じ見解に
到達したことだろう。
」

「私の科学者仲間にはクリス
チャンが大勢いるので、教会の
交流の場では、決まって数十人
もの科学者と顔を合わせる。
」

-- アルバート・アインシュタイン
(1879-1955)

理論物理学の諸研

究、特に光電効果の法則の発見に
より、1921 年にノーベル物理学賞
を受賞。

「
『科学の研究をすると、人は
無神論者になる』などと言う人々
は、愚かだと言えるだろう。
」

- - アーノ・ペンジアス (1933- )

-- マックス・ボルン (1882-1970)

宇宙背景放射の発見により、1978

量子力学への貢献により、1954 年、

年ノーベル物理学賞を受賞。物理

ノーベル物理学賞を受賞。

学者たちは、それを宇宙が無から
創造されたことを示すものと解釈
している。

「愚か者でなければ、無神論者
にはなれないと、私は考える。
」
- - クリスチャン・Ｂ・アンフィ
ン ゼ ン (1918-1998) リ ボ ヌ ク レ
アーゼ分子のアミノ酸配列の決定
により、1972 年ノーベル化学賞を
受賞。
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「信仰の始まりとは、至高の知
的存在が宇宙を生み出し、人類を
創造したと悟ることだ。私にとっ
て、このような信仰を持つこと
は難しくない。なぜなら、何ら
かの計画があるところに知性が

- - ウイリアム・Ｄ・フィリップ
ス (1948- )

レーザーを用いて原

子を極低温に冷却する技術の開発
により、1997 年にノーベル物理学
賞を受賞。

「生命や宇宙の驚異をまのあた
りにすると、人は、なぜ、考え
られる答は宗教にしかないのか
を問わずにはいられない･･･私に
は、宇宙にも自分自身の人生に
も神が必要だと考える。
」
-- アーサー・L・シャーロウ (1921-)
レーザー分光学への寄与により、
1981 年にノーベル物理学賞を受賞。
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祖父の
ほほえみ

祖父は、病院の白いシーツにおおわれて横たわっていま

した。その身体には管やコードが迷路のようにつながって

います。頬はこけ、青白い顔をしていたので、最初、別人

かと見間違うほどでした。けれども、その目が開いて、私
に向かって微笑んだ時には、私は昔のようにその腕に飛び
込みたい気持ちを抑えるのがやっとでした。世界中の誰よ
りも愛している祖父が心臓発作を起こしたのです。

たが

祖父はいつも私の親友であり、友達や家族と仲違いした

りすると、
良き相談相手となってくれました。私はのっぽで、
内気で、おどおどしていましたが、祖父は、上手に励まし
てくれるのでした。遊び相手が必要な時には、一緒にゲー

ムをしてくれ、泣きたい時には、支えとなってくれました。
祖父の温かくて力強い抱擁があれば、不思議と心が落ち着
くのでした。

ジョイス・ハンコック・サティン

そして、何か悪いことをした時には、断固として、でも

穏やかに叱ってくれるのです。私の心の奥深くに語りかけ

るので、心から良い子になりたいと思ったものでした。そ
れに、私のために沢山祈ってくれました。何かが起こるの
を確実にしたいなら、祈るのが一番だと、何かあるたびに
教えてくれました。

私が祖父の病室に呼ばれたのは、私がまだ 14 才の時で、

ちょうど子供時代に別れを告げようとする時期でした。私

たちは上の孫から一人ずつ、病室に入って少し面会するの
を許されました。

私が入ると、祖父は微笑んで、弱々しいながらも明るく、

「来たね」と言って、私の手を握りました。
「ジョイス、お
まえは一番年下で、私のお気に入りの孫だったよ。おまえ

12
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は時々、まわりに溶け込めないように感じ
ることがあるね。どうしていいかわからな
くて、自分は大した人間にならないのでは

エド・ハンコックさんのご親戚ですか？」

その人は、丘で育った時に、祖父がいつも

教会に連れて行ってくれたそうです。

ないかと心配もしているね。しかし、神さ

「嬉しかったですが、それだけではないん

まはお前を愛していて、おまえの人生のた

です。ハンコックさんの一言が私の人生を変

めに特別な計画をお持ちだっていうことを

えました。
『君は家が貧しくて、自分なんて

忘れないでおくれ。」

大した人間ではないと思うかも知れないが、

その時、母がそっと私の肩をたたいて、

神さまは君を愛していて、君の人生に特別な

部屋の外に出るよう促しました。
「おじい

計画をお持ちだということを忘れてはいけな

ちゃんは疲れているから、休ませてあげま

いよ』と言ってくれたんです。
」

しょう。
」

祖父の死後、私は、高校に行き、やがて

数日後、私は祖父に再会しました。でもそ

大学に入りましたが、無神論者の教授や懐疑

の時は、立派なスーツを着て、棺桶の中に横

的な友人たちに出会うと、私の信仰はぐらつ

たわっていました。沢山の花の香りに圧倒さ

き、自分は何を信じているのだろうと思った

れそうになりながら、お別れをしました。輝

こともありました。けれども、どんなに落ち

く青い目は閉じたままでした。棺桶に向かっ

込んでいても、祖父のスマイルと信仰という

て歩いている私は、怖くて動揺していました

思い出の中に、神の存在の証拠がありました。

が、その顔を見ると、微笑んでいて、何もか

私は 31 年前に、人生を主に捧げて、私の

も大丈夫だよ、と語りかけていました。祖父

ような何でもない人を使って主に何ができ

は、生きていた時と同じように、微笑みなが

るか見てみようと決意しました。それ以来、

ら亡くなったのです。その後も長い事、祖父

10 ヶ国を旅して、ボランティア活動をし、

の笑顔がみんなの話題になっていました。葬

神の愛を他の人々に伝え、多くの人がイエス

儀屋の人は、死人が笑っているのなど見たこ

様を信じるようになりました。内気な性格も

ともなく、不気味だったので、何時間も表情

克服し、大勢の人の前で話し、セミナーで教

を変えようとしたそうです。祖父の遺産は、

えたりまでするようになり、何百人もの子供

お金や物という形ではほとんどありませんで

や若者たちを教えてきました。14 才だった

したが、代わりに、満足に満ちた安らかな笑

時の、内気でおどおどしたジョイス・ハンコッ

のこ

顔を遺してくれたのでした。

私の家族は、アメリカの北東にある、地図

私と祈って、イエス様を心に受け入れ、

にも載っていない小さな田舎町の教会にずっ

救いという神の素晴らしい贈り物を受け

と通っていました。日曜の礼拝には、祖父は

取った人たちの顔を思い出すと、これ以上

決まって、
20 分遅れてくるのでした。そして、

に素晴らしく、価値ある人生など考えられ

30 人ぐらいの子供が後ろについて来ました。

ません。いつも神は、私を特別な人たちに

それが祖父の奉仕だったのです。丘に住む貧

出会わせてくれます。私がその人たちの不

しい家の子供たちを集めて、教会に連れて来

安やとまどいを見て、その手を取ると、間

ることが。

髪を入れず、この言葉が口から出てくるの

何年もたって、父と近くの市の銀行に行っ

です。
「自分はいったいどんな人生を歩むの

た時に父が自分の名前を誰かに告げると、そ

だろう、自分の将来はどうなるんだろうと

の名を耳にした若いビジネスマンが私たちに

思うことがあるかもしれませんが、神はあ

話しかけてきました。

なたを愛していて、あなたの人生に特別な

「ハンコックさんですか？ もしかしたら、

Vol.1-5

クが夢にも思わなかったことばかりです。

計画をお持ちなんですよ。
」

13

こころの相談室

心の傷･･･どうしたらいいの？
：ある人が自分にしたことで、深く傷ついてしまいました。人生をめちゃめちゃに
された気がします。この心の傷や怒りを、どうやって克服したらいいでしょうか。

：

誰かに怒りを覚え、
月日がたっても折にふれてその感

とをしているかも知れないという

分を鎖で過去につなぐようなもの

事実を受け入れることです。聖書

です。ゆるすなど絶対に理不尽だ

情がこみ上げてくる、というのは、

には、「あなたがたの天の父があ

と思える場合でも、やはりあなた

誰しも経験することです。ただ、

われみ深いように、あなたがたも、

には、ゆるすかどうかの選択があ

そのままでいると、心はいつまで

あわれみ深くしなさい。さばいて

り、ゆるすことによってのみ、そ

も安らぐことはありません。長期

はいけません。そうすれば、自分

の鎖が断ち切られるのです。

間、そのような精神状態にあると、

もさばかれません。･･･赦しなさ

ゆるすというのは、相手に対す

ガンや心臓病、頭痛、関節炎、胃

い。そうすれば、自分も赦されま

る反感を捨て去り、相手を責め続

かいようなどの原因になりうると

す。」とあります（ルカ 6:36,37、

けるのをやめることです。自分を

言われています。憎しみや恨みは、

新改訳）。相手の過ちに目をとめ

傷つけた出来事を自分の内にとど

心の安らぎばかりか身体の健康も

ていると、「ゆるせない」という

めておく代わりに、そのすべてを

奪うことがあるのです。

思いが募るばかりですが、自分自

神の手に委ねることなのです。そ

身を見つめ、もし自分が加害者で、

うすると、神からの超自然的な安

るにはどうしたらいいのでしょう

ゆるしを必要とする立場にいた

らぎが心に宿ることでしょう。そ

か。難しいことですが、やはり相

ら、と考えると、ゆるす気持ちを

のとき、あなたは、過去を引きず

手をゆるすしかありません。でも、

もつ助けになることでしょう。

ることなく、新しいスタートを切

どうしてもゆるせないと感じる場

ることができます。そう、ゆるし

合があります。そういう時には、

ステップ３： そして、ゆるさ
ないなら、相手以上に自分自身を

次のゆるしに至るステップが助け

苦しめる結果になると気づくこと

れるのです。

になることでしょう。

が大切です。ゆるさないのは、自

では、そんな状態から解放され

こそが、あなたの心をいやしてく

ステップ１：まず、ゆるすには、
神を信じることです。神は、すべ
ての出来事を見ていて、私たち一
人一人の心の奥まで知っている、
そして辛い出来事や悲しみさえも、
何らかの形でプラスに変えること
ができる、と信じましょう。そう
すれば、怒りや憎しみにすっかり
ほんろう

翻弄されることはなくなります。

ステップ２： 自分も、気づか

今日の祈り
主よ、あなたの愛や憐れみを感謝します。あなたは、ど
んな過ちもゆるし、私の気持ちを理解し、慰めを与えて下
さいます。どうか、私の内にある他の人への反感や怒りや
恨みなどの感情を取り去って下さい。わたしも、あなたの
ように、
人の過ちをゆるすことができますように。アーメン。

ぬ内に、誰かを傷つけるようなこ
14
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ゆるすことの力
自分を傷つけた人をゆるしても、つらい過
去は変わらない。しかし、未来はより明るくなる。

v

v 他の人をゆるすことのできない人は、自分の通らな
ければならない橋を壊すようなもの。すべての人がゆる
してもらう必要があるから。
-- トマス・フラー（英国の作家）

-- バーナード・メルツァー

v ゆるすことは、安らぎを得る鍵。

（１ペテロ 4:8）
v 「愛は多くの罪（あやまち）をおおう。」
神からの愛は、不愉快な出来事を気にしない恵みと力を
与え、自分にもゆるしが必要なことを思い起こさせてく

v ゆるすのが簡単な時もあれば、かなり思い

れる。

切ってそうしなければいけない時もありました。
どちらにしても、ゆるすことは、いつも私に安
らかな心を与えてくれました。そして、人とよ

v すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしり、また、いっ
さいの悪意を捨て去りなさい。互に情深く、あわれみ深

り健全な関係を築こうという前向きな姿勢を持

い者となり、神がキリストにあってあなたがたをゆるし

つ助けとなったのでした。

て下さったように、あなたがたも互にゆるし合いなさい。

-- ロビン・カサージャン（米国のセラピスト）

-- 聖書、エペソ 4:31,32

「アクティベート」を読んで、あなたの人生に輝きを！
「アクティベート」は、英語の「A c t i v a t e d」誌をもとに製作されています。
A c t i v a t e d という言葉には、活性化されるという意味があります。私たちはこの
アクティベート誌を読む皆様の心が元気づけられ、人生に活気がもたらされるこ
とを願って、世界中の長年のベストセラーである聖書の言葉をはじめ、心にふれ
る話や、日常生活に役立つ秘訣などをまとめて出版しています。
現在「Activated」誌は、世界 100 ヶ国以上で読まれ、数々の言語で毎月発行さ
れています。日本語版では、二種のアクティベート誌を用意させていただきました。

バイマンスリー・アクティベート（隔月刊）購読料 1 年間 2,000 円
心を養い、日々の生活に役立つアドバイスなどを満載した「Activated」誌からの
選り抜きの記事を、日本の皆様にも分かりやすくまとめました。１年に６回、奇数
月にお届けします。

バイブル・スタディ１年コース 購読料 1 年間 3,500 円
聖書の基礎や、クリスチャン・ライフについて知りたい方のためのコースです。
毎月一冊のアクティベート誌（１年コース用）が送られてきます。
バイマンスリー・アクティベート誌（隔月刊）は、バイブル・スタディ 1 年コース
とは内容が異なりますので、同時に両方ご購読いただくこともできます。詳細は、申
し込み用紙をご覧下さい。もしくは、下記までお問い合わせ下さい。
〒 262-0025
千葉県千葉市花見川区花園 1-15-10-12
アクティベート ジャパン 購読係
TEL:(043)274-6683 FAX:(043)274-6682
ホームページ http://www.activate.jp
Ｅメール activate@activate.jp
Vol.1-5

ディストリビューター：
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イエスより愛をこめて

祈りの法則
祈りには効果がある。祈りはわたしの手を動かし、祈りによって、わたしは、祈
りの対象になっている人の人生で働く。祈った途端に、あなたは霊の内でわたしと
つながる。そして、その祈りに答える霊の内のプロセスが開始され、連鎖反応が始
まる。それが霊の法則だ。
祈りは、あなたがわたしを信じ、必要とし、わたしに頼っていることの現れだ。
わたしはそれがとても嬉しい。わたしが解決策や道を示し、人々の人生で働き、不
可能をなすと信じてくれている、ということだからね。
口に出す祈りでも、心の中の祈りでも、わたしはそれをかなえるが、祈りを言葉
で表すと、より強い信仰の表明になる。それは、わたしこそ奇跡を行い、必要を満
たし、守り導く者であることを認め、わたしに敬意を払っていることの表明だから。
祈りの答がすぐに見えなくても、わたしは、わたしにしかできないことを始めて
いる。あなたの期待通りになるとは限らないが、わたしは、わたしが最善と考える
方法で答えると約束する。そして、あなたの祈りを尊重し、必ず答えると。
だが、祈らないなら、それは起こらない。祈れば祈るほど、わたしはあなたのた
めに働いてあげられるのだよ。
自分の祈りなど聞き届けられないと感じても、わたしに何かをするよう祈り求め
るなら、その祈りにはとても力がある。自分の内にそのパワーを感じなくてもいい。
祈ること自体に、超自然的な力があり、それが奇跡を起こすのだから。

