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はじめに 

この本の題名をヘブライ語で「Qoheleth」という。「アセンブ

ラ（学生を）組み立てる人。」を意味する。「Ecclesiastes」は、

その題名のギリシャ語訳である。ソロモンは「Qoheleth」、 

すなわち教師、または学生を集める者であり、私たち読者も

また生徒である。聖書学者たちは、ソロモンの人生の後半、

心が主なる神から遠ざかり、大勢の妻たちに向いてしまった

頃に、この本が書かれたと信じている。この本は人生の意味

（というよりも、殆ど、無意味さ）に関する短いエッセイとテーマの諺

である。ソロモンは、存在することの真の目的を見つけるこ

とを追求する自身の旅路を語り、その追求がどのように懐疑

主義と絶望の最後まで導いたのかを語る。 

 

この類の本は、古代文学に珍しくない。伝道の書の前にも後

にも、この様な悲観論文学の数多くの書物の例が存在する
（例：紀元前 2200 年に書かれている「人生に疲れた人」と題するエジプト

人による書物や紀元前 1300 年に書かれた「バビロニア人の悲観論の対話」

等。）。しかし、伝道の書が他の作品と対照的なところは、 

永遠の神への信仰から離れて、「日の下」で学ぶだけの人生

は無意味であると述べているところである。信仰の目を開く

とき、人生には、新しい意味が生まれる。永遠のこの側面の

人生経験は、常に罪の影響によって汚される。しかし、神に

信頼を置くとき、人生は苦難であることには変わりないが無

意味ではなくなる。この現在の人生を永遠の線上に小さな点

として見る人の心には、目的と痛みが共存するでしょう。 

リック・ウォレンは次のように言っている「人生は試練、 

信頼と一時的な割り当て」である。 

 

 

永遠の生命の輪：１：１－１１ 

騒がしい音楽とともに、馬が上下に揺れるメリーゴーランド

は、一般的に遊園地で楽しまれる乗り物である。しかし、 

実際、それはただ回転しているだけのまやかしの現実であ

る。乗り物が終わると、乗った場所と全く同じ位置で降り、

結局どこにも行っていない。ソロモンは、人生をくるくる円

を回るだけのメリーゴーランドのように究極の目的がない単

調な存在であると感じ始めていた。 

風は南に吹き、また転じて、北に向かい、めぐりにめぐっ

て、またそのめぐる所に帰る。（伝道の書１：６） 

日々、この限りなく続く繰り返しを観察しながら、ソロモン

は疲れ果てた。実際の進歩など存在するのであろうか？人生

はどこかへ向かっているのであろうか？ 

『すべての事は人をうみ疲れさせる、人はこれを言いつくす

ことができない。目は見ることに飽きることがなく、耳は聞

くことに満足することがない。先にあったことは、また後に



もある、先になされた事は、また後にもなされる。日の下に

は新しいものはない。「見よ、これは新しいものだ」と言わ

れるものがあるか、それはわれわれの前にあった世々に、 

すでにあったものである。』（伝道の書１：８－１０） 

過去に永続的価値は全くないことにソロモンは気付いた。 

過去のものは、現在を生きている者たちには、殆ど忘れられ

ている。また、今、生きている者たちも、未来に生きる者に

もすっかり忘れ去られる。永遠に忘れられるのであれば、何

の用途があるのであろうか？ 

前の者のことは覚えられることがない、また、きたるべき後

の者のことも、後に起る者はこれを覚えることがない。 

（伝道の書１：１１） 

確かに、個人が世に影響（正、あるいは不）を与えたために、時代

を越えて記憶された人物になるという、希な例外もある（ソロ

モンがその一例である）。しかし、大多数は、世に重要かつ永続的な

印象を残すことなく生まれ、去っていく。そこで疑問が生じ

る：もし、この世で人生には永続的価値が無いのであれば、

そもそも人生の意味は何であるのか？ 

 

人生の意味を考えてみる： １：１２－１４ 

ソロモンは、自分自身を識別し意味を述べる。「日の下」の

人生は、神によって人類に課される重い負担のようである。

背後に存在する意味を見出そうとする。 

伝道者であるわたしはエルサレムで、イスラエルの王であっ

た。わたしは心をつくし、知恵を用いて、天が下に行われる

すべてのことを尋ね、また調べた。これは神が、人の子らに

与えて、ほねおらせられる苦しい仕事である。わたしは日の

下で人が行うすべてのわざを見たが、みな空であって風を捕

えるようである。 （伝道の書１：１２－１４） 

伝道の書の中で「日の下」という表現が、神との永遠の未来

にいかなる参照も繋がりも無いこの世の人生を表現するため

に 22 回用いられている。 

 

 

満たしの実験： １：１５－２：１１ 

人生に何らかの意味と目的を探求しようとするソロモンは、

満たしについての一連の実験に取り組んだ。ローリング・ス

トーンのヒット曲に、「満たされない」と歌っているものが

ある。ソロモンは、同じ結論に達する前に、何らかの満たし

を追い求めた。 

 

‐知恵の追求： １：１４－１８ 

ソロモンは、神から与えられた特異な賜物によって、当時地

球上で最も知恵ある男であった。したがって、まず、知恵を

追求する内に、究極の人生の意味を見出すことが出来るかど

うか実験した。「世俗的な哲学者」のようになった。 

わたしは心の中に語って言った、「わたしは、わたしより先

にエルサレムを治めたすべての者にまさって、多くの知恵を

得た。わたしの心は知恵と知識を多く得た」。わたしは心を

つくして知恵を知り、また狂気と愚痴とを知ろうとしたが、

これもまた風を捕えるようなものであると悟った。 それは知

恵が多ければ悩みが多く、知識を増す者は憂いを増すからで

ある。（伝道の書１：１６－１８） 

ソロモンは、知識を増すと、また憂いも増すということを悟

った。なぜでしょうか？ソロモンはその答えには触れていな



いが、推測することは出来る。まず、収集された知識は何か

をするという責任を増大させる。それは仕事が増すというこ

とである。創世記 3 章 17－19 節の教えから、この世のすべて

の人の仕事は苦痛となることは明らかである。（参照：伝道の書

２：２３‐そのすべての日はただ憂いのみであって、そのわざは苦しく、その心は夜

の間も休まることがない。これもまた空である。） 二つ目は、この世での

仕事に就くとき、修復を必要とする物事すべてに直面する。

（参照：伝道の書５：１３－わたしは日の下に悲しむべき悪のあるのを見た。すなわ

ち、富はこれをたくわえるその持ち主に害を及ぼすことである。）私たちは、

非常に壊れた世に生きており、普遍的な苦痛と世界の崩壊の

増加の認識は悲しみをもたらす。 三つめは、如何に知識を

身につけて適用するかに関わらず、人生において、自力でこ

の世を正しく変えるために十分なことを成すことは不可能で

ある。（参照：伝道の書１：１５－曲ったものは、まっすぐにすることができな

い、欠けたものは数えることができない。） 4 つ目は、知識が増すにつ

れて知らないことは無限にあり、すべてを知り得ることは不

可能であるということに気付く。（参照：伝道の書１２：１１－知者の

言葉は突き棒のようであり、またよく打った釘のようなものであって、ひとりの牧者

から出た言葉が集められたものである。 わが子よ、これら以外の事にも心を用い

よ。多くの書を作れば際限がない。多く学べばからだが疲れる。）したがって、

知恵と知識の追求は、情報でソロモンの心を満たしたが、魂

を満たすことはなかった。 

真の「知恵」とは、神の視点から人生を見ることと、それに

応じて生きることである。神から離れて人生を理解しようと

するとき、必然的に理解に不足する（そして、人生に影響する。）。

ですからソロモンは、人生の前半で主を恐れることは知恵の

もとである聖なる者を知ることは、悟りである。（箴言９：

１０）と宣言した。神の知識は、その周囲の真の知恵と学び

のすべての回転を支える軸である。主ご自身が宣言された

『人の死体が糞土のように、野に倒れているようになり、ま

た刈入れする人のうしろに残って、だれも集めることをしな

い束のようになる』」。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９：２２－２４） 

－快楽の追求：２：１－３ 

次に、ソロモンは哲学書を捨て、快楽主義に向った（官能的

な快楽の追求）。彼は、あらゆるものを掃いて捨てるほど手

に入れ、世界を先駆ける快楽主義者であった。 

わたしは自分の心に言った、「さあ、快楽をもって、おまえ

を試みよう。おまえは愉快に過ごすがよい」と。しかし、 

これもまた空であった。わたしは笑いについて言った、「こ

れは狂気である」と。また快楽について言った、「これは何

をするのか」と。わたしの心は知恵をもってわたしを導いて

いるが、わたしは酒をもって自分の肉体を元気づけようと試

みた。また、人の子は天が下でその短い一生の間、どんな事

をしたら良いかを、見きわめるまでは、愚かな事をしようと

試みた。（伝道の書２：１－３） 

古代の王たちは、宮廷のお笑い芸人を用いて楽しんだ。しば

らくの間はソロモンに笑いを提供したが、間もなく彼らの冗

談は古くなり、笑い声は狂気のように思えた。「愚かな者の

笑いはかまの下に燃えるいばらの音のようである。これもま

た空である。」（伝道の章７：６）飲酒の実験は、一時的な

快楽をもたらしたが、ワインの効果が消えたときには、苦し

い現実世界（二日酔いと頭痛）に戻った。 



快楽のために快楽を追求する。その行先は行き止まりであ

る。そうでなければ快楽に問題は全くない。笑いもワインも

間違いではない、しかし、魂の最も深いところに存在する渇

望を満たすことが出来るのは神のみであると聖書は言ってい

る。あなたの人生で、笑いを得るためにお笑い芸人が必要で

しょうか？気分を良くするために覚醒剤が必要でしょうか？

神は、私たちが楽しむために、この世に快楽を創造してくだ

さった（参照：第一テモテ４：３－５）。しかし、神を代用するために

これらの喜びを創造されたのではない。あなたの前には満ち

あふれる喜びがあり、・・・（詩篇１６：１１） 

－企画の追求：２：４，５ 

ソロモンは快楽主義から転じ、今度は、豊富と勤勉であるこ

とによって意味を見いだそうとする。環境を改善する物を造

れば、人生に満足することができるであろう。 

わたしは大きな事業をした。わたしは自分のために家を建

て、ぶどう畑を設け、園と庭をつくり、またすべて実のなる

木をそこに植え、池をつくって、木のおい茂る林に、そこか

ら水を注がせた。（伝道の書２：４－６） 

ソロモンは、庭園や木々や池、次から次へと所有物のすべて

を贅沢に向上させた。（13 年かけて自分の家を建てた－第一列王記７：１－

１２）しかし、企画が終了し、広大な自分の不動産の中を歩い

ても、魂の中の飢えた飢餓を解消するほど深いものは見出だ

せなかった。まるで聖アウグスティヌスの言葉が 1300 年前に

生きていた男の魂の中で再生しているかのようであった：

「あなたは、私たちをご自身のために創造してくださいまし

た。私たちの心はあなたの内に憩うまで落ち着きくことはな

い。」 

地上の宝について、イエス様は言われた：あなたがたは自分

のために、虫が食い、さびがつき、また、盗人らが押し入っ

て盗み出すような地上に、宝をたくわえてはならない。 むし

ろ自分のため、虫も食わず、さびもつかず、また、盗人らが

押し入って盗み出すこともない天に、宝をたくわえなさい。

あなたの宝のある所には、心もあるからである。（マタイ

６：１９－２１）もし、私たちが地上の宝を天の目的だけの

ために用いるなら、偉大な天のご褒美を受けるでしょう。 

もし、私たちが地上の宝を地上の目的だけに用いるなら、殆

ど満足を得ることは出来ず、天の報酬を失うことになる。 

イエス様は地上の富の間違った使い方を描写するために次の

たとえ話を用いられた：そこで一つの譬を語られた、「ある

金持の畑が豊作であった。 そこで彼は心の中で、『どうしよ

うか、わたしの作物をしまっておく所がないのだが』と思い

めぐらして言った、『こうしよう。わたしの倉を取りこわ

し、もっと大きいのを建てて、そこに穀物や食糧を全部しま

い込もう。 そして自分の魂に言おう。たましいよ、おまえに

は長年分の食糧がたくさんたくわえてある。さあ安心せよ、

食え、飲め、楽しめ』。すると神が彼に言われた、『愚かな

者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。

そしたら、あなたが用意した物は、だれのものになるの

か』。自分のために宝を積んで神に対して富まない者は、 

これと同じである」。（ルカ１２：１６－２１） 

－所有物の追求： ２：７，８ 

次に、ソロモンは純財産を増やすことに転じた。もし、今日

ソロモンが生きていたなら、間違いなく毎年、大富豪リスト

のベスト１に選ばれるであろう（参照：第一列王記１０：１４－２９）。 

わたしは男女の奴隷を買った。またわたしの家で生れた奴隷を持

っていた。わたしはまた、わたしより先にエルサレムにいただれ



よりも多くの牛や羊の財産を持っていた。わたしはまた銀と金を

集め、王たちと国々の財宝を集めた。（伝道の書２：７，８a） 

物質主義は貪欲に根ざす：より良い物を欲し、より新しい物

を欲する。それは他人の所有物に対する羨望：嫉妬に煽られ

ている。それはむさぼりへと繋がる：他人の物が自分の物で

あることを望む。上記の三つは、すべて限りない追求へと繋

がる。文化が新しい物事への欲求を奨励するとき、決して満

足することの出来ないものを無限に追い求めていくことにな

る。 

 

－性的快楽の追求： ２：８ｂ 

ソロモンが 700 人の妻と 300 人の妾を蓄積した理由について

の洞察がここから得られる。 

またわたしは歌うたう男、歌うたう女を得た。また人の子の

楽しみとするそばめを多く得た。（伝道の書２：８b） 

ヒュー・ヘフナー氏は、プレイボーイ・マンションを所有し

た。ソロモンは、世界中から集めた美しい女性たちに溢れる

プレイボーイ・シティーを所有した。にもかかわらず、誰一

人ソロモンの性的快楽の渇望を満たすことは出来なかった。

悲しいかな、第一列王記 11 章 4 節に、抑制しなかった性的欲

望が異国の妻たちの諸宗教と偶像を礼拝するよう屈させたこ

とを記録している。ソロモン自身の心も徐々に若い頃、自身

が信じていた神から離れて行った。 

 

－ソロモンの実験の概要： ２：１０，１１ 

全ての実験をやり尽くしても、ソロモンは心から満たしを得

ることは出来なかった。飽き飽きしたものの、満足は得られ

なかった。肉体的、知的、官能的な貪欲を甘やかし尽したが

魂には欠けているものがあった。 

なんでもわたしの目の好むものは遠慮せず、わたしの心の喜

ぶものは拒まなかった。わたしの心がわたしのすべての労苦

によって、快楽を得たからである。そしてこれはわたしのす

べての労苦によって得た報いであった。そこで、わたしはわ

が手のなしたすべての事、およびそれをなすに要した労苦を

顧みたとき、見よ、皆、空であって、風を捕えるようなもの

であった。日の下には益となるものはないのである。  

（伝道の書２：１０，１１） 

ソロモンは、あらゆることを欲するままにやり尽くした事実

に直面したとき、「日の下」では何も得られなかったと結論

付けなければならなかった。実際、多くが失われた。ソロモ

ンの実験は最終的に全国民を偶像崇拝の道へと導き、父親ダ

ビデの神から民の心を遠ざけてしまった。 

 

知恵と愚かさは無意味： ２：１２－１６ 

ソロモンの最終的な反映は、魂が「日の上」にあられる永遠

の神を思い、神に介入していただくことから完全に閉鎖して

いたかを私たちに示してくれる。 

わたしは心に言った、「愚者に臨む事はわたしにも臨むの

だ。それでどうしてわたしは賢いことがあろう」。わたしは

また心に言った、「これもまた空である」と。そもそも、知

者も愚者も同様に長く覚えられるものではない。きたるべき

日には皆忘れられてしまうのである。知者が愚者と同じよう

に死ぬのは、どうしたことであろう。（伝道の書２：１５，１６） 



死んだ二人の男は共通の運命にあった：二人とも死に、埋葬

された。もし、それが物語の終わりであるなら、ソロモンが

言ったことは正しかったことになる：「人世は無意味であ

る」。ところがイエス様は、二人の死人の未来は全く異なる

可能性があると教えられた：一人は、神から、よく生きた人

生を表し称賛の言葉を受け、もう一人は、無駄な人生のため

の非難と叱責の言葉を受ける。（参照：マタイの福音書 25 章で、イエス

様は、私たちの地上の人生が永遠の御国でどのように評価されるかという問題につい

て触れておられる。）ソロモンは墓場を越えての答えを求めていな

かった。この時点の彼の霊的放浪の中で、墓場から先は「行

き止まり」であった。 

 

結論：「日の下」の人生は虚しい： ２：１７－２３ 

最終的に、ソロモンは「日の下」の人生は無意味であると結

論を出した。実際ソロモンは人生を憎み、あらゆる業績も憎

んだ低迷期に達していた。 

そこで、わたしは生きることをいとった。日の下に行われる

わざは、わたしに悪しく見えたからである。皆空であって、

風を捕えるようである。 わたしは日の下で労したすべての労

苦を憎んだ。わたしの後に来る人にこれを残さなければなら

ないからである。 （伝道の書２：１７，１８） 

ヘブライ語の「hebel」は通常「虚しい」や「無意味」と訳さ

れる。基本的に「ゼロ（無）」を意味する。ですから、ソロモ

ンの発見は次の通りである： 

 

神から離れている人生はゼロサムゲームである。 

伝道の書のこの時点まで、ソロモンは「私は、私を、私の、

私自身、」といった代名詞を何と 75 回も用いて来た！対照的

に、「神」に触れたことは１回であった。ところが、次の部

分に入り、神に目を向け始めると（伝道の書２：２４－２６）、

「神」について 7 回触れたことに対し、自分のことは１回し

か触れていない。この語法の変化は単なる偶然ではない。 

伝道の書の主題を指している。世界が自分自身を中心に回転

しているとき、自己耽溺で虚しく無意味なものとなる。世界

が「神と永遠の目的」を中心に回転するとき、全てが焦点に

達するようになる。 

ソロモンの満たしを追求する旅は 3,000 年も昔のことである。

しかし、今日の私たちと違いはあるのでしょうか？彼は投資

する株式市場もなかったが、その時代に誰よりも富を集め

た。ブルートゥース・ステレオで家の中を音楽で溢れさせな

くても、生で歌やコーラスをライブで聴くことが出来た。 

性的画像をインターネットで閲覧しなくても、1,000 人を超え

る女性をいつでも呼び出すことが出来た。深夜放送のホスト

とに笑わせてもらわなくても、いくらでも笑わせてくれるお

笑い芸人が宮廷にいた。最新の BMW がなくても、当時外国製

の最高の作りの車を世界で最も優れた馬の力で走らせた。日

の下に真に真新しい物など存在するのでしょうか？私たちの

検索方法はソロモンの時代を超えてはるかに進歩した。 

しかし、意味と満足を求める検索は、基本的に変わりない。

もし、私たちが創造主であられる神と日々関係を深めること

から離れて満たしを求めるなら、結果は同じ結果を招く。 

あなたはどこに満たしと喜びを求めておられるでしょうか？ 

詩篇７３篇を記したアサフは、ソロモンの様に人生の意味を

求めた。そして、彼の結論は：わたしはあなたのほかに、だ

れを天にもち得よう。地にはあなたのほかに慕うものはな



い。わが身とわが心とは衰える。しかし神はとこしえにわが

心の力、わが嗣業である。（詩篇７３：２５，２６） 

 

 

エピローグ： 無神論者の聖書？ 

無神論者の思考を研究することは、人生の目的の話題になっ

たときに有益である - なぜここに存在するのであろうか？最も

口を開いた無神論者のリチャード・ドーキンス氏は、私たち

は単なる DNA 増殖機であると結論付けた。「私たちがここに

存在している理由は、生物的進化の過程を進める特定の一連

の遺伝子の組み合わせに沿って進むことを試みようとする以

外に理由はない。」同様に、更新された古生物学者スティー

ブン・ジェイ・グールド氏は、次のように結論付けている：

「一種の奇妙な群の魚が陸生生物の足に変身する可能性のあ

る特殊なひれの解剖学的構造を持っていたので、人類がここ

に存在する。25 万年前にアフリカで発生した小さく薄い種が

今日に至るまで、あらゆる必要な手段を用いて生残するため

に管理されていたからである。『より高い』答えを求めて

も、答えなど存在しない。」。言い換えると、自然主義の哲

学者を信じるなら、私たちの目的は、私たち自身の中にある

生物学的/宇宙学的偶然からのみ導くことが出来る。私たちは

この「生命」と呼ばれる不思議で計画外の偶然の内に役割を

果たすために存在する。 

2016 年のタイムマガジンにウルスラ・レ・グイン氏について

次のように記述されている。アメリカに生きる最も偉大な"SF

小説"作家が次のように言い換えた：『物事には目的はない。

まるで、あらゆる部分が役に立つ機能をもった機械のような

普遍的な存在である。銀河の機能は何でしょうか？人生に目

的があるのかどうかは解らない。また、それが重要であると

は思わない。重要であるのは、私たちがただの一点に過ぎな

いということである。布の糸や草原の中の草の葉の様なもの

である。私たちが成すことは、まるで草の上を吹く風の様で

ある。』－ウルスラ・ケィ・レ・グイン著 The Lathe of Heaven

より。 

その結論付けは、カンサスというバンドの「Dusk in the 

Wind」 という有名な歌を思い出させる。 

一瞬目を閉じると、その瞬間は過ぎ去る。 

あらゆる夢が目の前を通り過ぎ、好奇心が芽生える。 

風の中のちり。 それら全ては風の中のちりである。 

同じ古い歌は、無限の海に落ちる丁度一滴の水の様である。

全て行うことは、見ることを拒否することによって、地面に

崩れ落ちる。 風の中のちり。 私たちは皆、風の中のちりであ

る。地球と空以外何も永遠に続かないので、しがみついては

いけない。全ては離れ去り、お金で一分たりとも買うことは

出来ない。風の中のちり。私たちは皆、風の中のちりであ

る。風の中のちり。私たちは皆、風の中のちりである。 

 

聖書的観点からみると、いかに異なる視点が与えられている

でしょうか。 １．神が、人間を神の姿に似せて創造してく

ださり、命を与えてくださったので、ここに存在している 

（創世記１：２７、ヨハネ１０：１０、１１：２５，２６）。 ２．神が一人

一人と個人的な関係を築きたいと願われたので存在している

（ヨハネ 17:3、マタイ１１：２８－３０）。 ３．互いに神のご性質を反

映し合うために存在している（第一ヨハネ４：７、ヨハネ１３：５）。 

４．神の栄光を写し、地球を神の総督として支配するために

存在する（創世記１：２８）。 ５．神の息子、また娘として、邪

悪に対抗する宇宙での闘いに介入するために存在している（エ

ペソ６：１０－１８）。 ６．一人一人は、神が準備してくださって



いる良い行いの内に歩むために存在している（エペソ２：１０）。 

７．地上において、天に宝を蓄えながら生きるために存在し

ている（マタイ６：１９－２１）。８．心をつくし、精神をつくし、

思いをつくし、力をつくして、主なる神を愛し、私たちの隣

人を自分として愛するために存在する（マルコ１２：３０）。  

９．私たちは永遠のいのちに備えるために存在する（第二コリン

ト５：９，１０）。 １０．私たちは皆、永遠に生きるために創造

された・・・神のご臨在の内に（ルカ２３：４２，４３、ヨハネ１４：１

－３）。キリスト教信者の視点から、この世の命は、決して無

意味な一点ではない。むしろ、永遠に続く線上の一点であ

る。真の目的は、この世にいる私たちが導き出すことは出来

ない。真の目的は、この世界を超越する情報源からしか見出

すことは出来ない。すなわち、創造主であられる神と私たち

が継承するために創造して下さった永遠の楽園の内に見つけ

ることが出来る。A.W.トーザー氏は次のように言っている： 

 

『神のために宝を蓄える人には、全ての宝が一所にある。

様々な普通の財宝は拒絶されることがある。所持することが

許されていたとしても、宝への執着から来る幸福は必要なく

なる。もし、宝を次から次へと手放さなければならないとき

も、自分が所有する全てのものの源泉（神）に満足し、喜びに

満たされていることによって、喪失感を感じることは殆どな

い。彼が地上で失うかもしれない物事は、実際には何も失っ

てない。なぜなら、今それをすべて一所（天）に置いており

それらは純粋に、合法的に、そして永遠に所有していること

になるからである。』 

 

言い換えると、もし、あなたが聖書から創世記 1－3 章と黙示

録の 19－22 章の部分を破りとったとしても、人間が血を流し

た物語（弱肉強食）は残る。創世記 4 章で、カインがアベル

を殺害する。カインはアベルより力が強かったので、遺伝子

を次の世代に渡すことに成功した。黙示録 18 章の最後の句の

ところで、彼らよりも強い者たちによって殺された預言者と

聖徒の血について読むことが出来る。人殺したちは生き残っ

て DNA を渡すことに成功した。アベルの様な聖人たちは無意

味と虚無に落ちた。イエス様の死も同様に支配者や権力者に

よって死へ渡される。生存のための生物学的戦いにおいて

は、ピラトが勝ち・・・イエス様が負けた・・・。 

 

私の友人であるアブドゥ・マレー（北米のレビ・ザカリアス

国際部長）から手紙に書かれてあった： 

その客観的な目的と価値がなければ、私たちはテニソンが書

いたように「弱肉強食」《絶え間なく血を流す》大自然の中

の一部に過ぎない。真の初めと終わりを神に感謝する！ 

 

 

 


