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ルーター・ワーレン

かつてのセブンスデー・アドベンチストのダイナミックな説

教者、ＭＶ青年会を最初に組織した人物。
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「そこには（至聖所）、カルバリーの十字架からの
光が反映している。そこにおいて、われわれは、
贖罪の奥義について、もっとはっきりした理解を
持つことができる。」大争闘下 223

この説教は、よく瞑想しながら読むべきメッセージ

である。



2

私の親愛なるお方が非常に困っています。あなたの

助けをお願いしたいのです。その問題を明らかにした

いのです。よく聞いてくださいませんか。この事態を

わたしたちに理解させないように覚悟している敵がい

ます。あなたがその必要を見るとき、きっと助けてく

ださると信じます。

1907 年 1 月のことでした。ジャマイカのキングスト

ンの大地震のとき、私はそこにいました。1 分間に約

千人の命が取り去られました。負傷した者は実に多く

いました。翌朝、私は友人と病院へ行きました。建物

は崩壊していましたので、人々は傷ついた者たちを外

に出し、地に横たえさせて放置していました。私はそ

の光景を決して忘れることができません。幾万という

男女、子供が足や、腕を折られ、腰は砕かれ、頭は痛々

しく切り裂かれていました。

医師と看護婦たちは手足を切開したり、傷を包んだ

り、終夜忙しく働いていました。

しかし、半分も必要に応えること

ができませんでした。このような

悲惨な必要に私は何をして助けて

あげたらいいのでしょうか。この
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人のために水を飲ませ、あの人のために祈りをし、励

ましと慰めの言葉を少しずつ与えました。これだけが

私のできるすべてでした。

忘れることのできないのは、夫は無事でしたが、妻

と三人の娘がずたずたに傷つき死のうとしている家族

の光景でした。彼は家族を助けるために医者に来ても

らうことは難しいというのです。しかし彼は、「医者は

最善を尽くしているんです。私と同じように他の人も

助けが必要なんです」と言いました。私にとって彼ら

の状態がもっと哀れに見えました。なぜなら、最も愛

している者たちが死のうとしているからです。

あなたの最愛の友 10 人が、もし１日のうちに死ぬ

とすれば、あなたはどれほど友達を慕い同情を感じる

ことでしょう。わたしの最愛の友であるお方が、今日

も 10 万人の葬式に参列しているのです。彼は一人一人

の死者をあなたが愛するよりも百万倍も愛しておられ

るのです。しかし、これは彼の苦悩の始まりにしかす

ぎません。なお百万の人々が死につつあり、そして明

日は葬られようとしているのです。彼は昨日も、一昨

日もそしてその前もどれほどの葬式に参列なさってこ

られたことでしょう。同じことをどれほどの年月にわ
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たって経験されたことでしょう。

そして彼らのほとんどが永遠に

失われるのです。

「主なるイエスは一人の魂が

滅びるという思いに耐えること

ができなかった」。しかし、考え

てみてください。滅びていく者

は幾百万といるのです。「われわれの世界は大きならい

病院、悲惨な場所である。われわれはあえてそのよう

なことを考えようともしない。しかし、神はそれをみ

な感じておられるのだ」「十字架は、罪が初めてあらわ

れたときから神の心に生じた苦悩を、われわれの鈍い

感覚に示すものである」。（教育 311）

「全天はキリストと苦しみを共にしたが、しかし、

その苦痛はキリストが人性をとって現れたときに始

まったのでもなければ終わったのでもない ｣。「罪のた

めに創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少な

い」。「神はみ子との協力によってこの悲惨な光景を終

わらせる能力をわれわれにお与えになっている」。

おお！イエスの友らよ、こぞって彼を助けようでは
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ありませんか！一人の魂を失うことはこの世界のすべ

ての宝、富を失うより悲惨なことなのです。「一人の魂

の悔い改めのためにわれわれは全力投球すべきである」

神はたった一人を救うためにでも、もし必要ならこの

世を破産させるのを望まれるでしょう。それはあなた

の最愛のものに支払うにはあまりにも大きすぎる価と

思われますか。

おお！それほどまで神は私と家族を愛しておられる

とは！こんなうれしいことはありません。

もしあなたの友達の誰かが危篤で私が最善を尽くし

ても、私の命の危険をおかしても、彼を救うことに失

敗すればあなたは私に「よくやった」と言えるでしょ

うか。わたしは東部のある町で一人の婦人にあいまし

た。お母さんが家を留守にしているとき、その娘は全

身焼けただれて死んでしまったのです。子供は火がつ

いたまま道に脱出し、倒れてい

たのでした。母親は、近所の人々

は何かすることができたはずな

のにと言って決して彼らをゆる

すことができませんでした。
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いつかまもなくわたしたちは最愛のお方に顔と顔を

合わせます。多くの者は「山よ岩よ、わたしたちをか

くまってくれ」と叫ぶのです。人は怒り狂う熊に勇敢

に立ち向かうでしょう。しかしだれが ｢ 子羊の怒り ｣

から守られるでしょうか。（黙示録 6:16）

数年前、私はウェール諸島の海辺の貧しい漁師につ

いて読んだことがあります。嵐の夜でした。安全を求

めて一隻の船が岸に近づいてきました。岩石の岸でし

たので、光がないと死を免れることはできないと漁師

たちはみな知っていました。どうしたら火を燃やすこ

とができるでしょう。流木は漏れています。この漁師

たちはほんとに自己犠牲の持ち主たちでした。その一

人が小屋に戻って机と腰掛けを持ってきて火を炊きま

した。しかし、それは初めにすぎなかったのです。まあ、

そのものがたりは一晩中続きます。･･･やがて朝がやっ

てきました。彼らは船が無事に過ぎ去って行くのを見

送り安心しました。そこで彼

らは初めて壊された家に帰っ

てきました。家具も、ドアも。

･･･ すべて灰となってしまって

いたのです。彼らは愚かなこ
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とをしてしまったのでしょうか。船がどこかで見つかっ

たときには、船には誰も乗っていなかったことを後で

知らされました。しかし、彼らが一生懸命に働いてい

たそのときだけは、すくなくとも船中の命は助かった

のでした。もし私の家族がその船に乗っていたとすれ

ば、私は彼らの払った価を認めるでしょう。

1864 年の頃でした。レディー・エルジン号がシカ

ゴに近いミシガン湖沿岸で難破しました。その近くに、

エバーストーンの学校に通っていたエドワード ･ スペ

ンサーがいました。彼は牧師のための勉強をしていた

のです。彼はかよわい青年でしたが、水泳は上手でした。

幾百の不運な人々があの危険な岸辺に打ち付けられて

死ぬのを見るために、群衆が集まってきました。若き

青年スペンサーは魂をゆすぶる声を聞きました。「あな

たがこの国に迎えられたのは、このような時のためで

なかったと誰が知りましょう」彼の心は応答しました。

彼が命の危険を冒してやったおかげ

で 30 人中 17 人が助けられたのでし

た。しかし、彼は一生涯をかけてやっ

たのでした。彼は学校を止めてすべ

ての計画を捨てなければならなくな
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りました。彼はカリフォルニアの小さな農場で年老い

るまで過ごしたのでした。あのとき、一日の働きのた

めに彼は一生の働きと力の価を支払ったのでした。し

かし、彼は 17 人の命を救ったのです。彼は支払った価

を惜しいとは思いませんでした。激しい波との戦いの

後、彼は部屋で弟と二人だけで住んでいながら、なお

陸を目の前にして死んでいった人々のことを、忘れる

ことができなかったのでした。顔を青白くして彼は熱

心に、目の色を変えて弟に叫んだのです。「本当のこと

を言ってくれ、私は最善を尽くしただろうか」と ･･･。

1907 年、ロスアンゼルス、YMCA で始めてこの物語

を公表しました。そのとき、彼が言ったことを私は聞

いたのです。「神の助けによって、私は最善を尽くしま

した」と。

数年前、世界はタイタニックの沈没で数百の命が失

われたと報道された時、ショックを受けたものでした。

しかし、古い地球船はその定期的航路途上、毎日 10 万

人の命を失っているのです。あなたは幾百人という人々

が滅亡の岸辺に流されていくのを見て、｢ 神の助けに

よって、私は最善を尽くした ｣と言えるでしょうか？
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私はこういう考えで過去において少しばかり印象を

受けたことがありましたが、しかし、利己的な昏睡状

態を嘆いていませんでした。私は射殺されるに価する

ものでしたが、私のキャプテンはその父君に傷ついた

み手で「中止」と叫ばれ、執り成しをされたのです。

なんと長い間、忍耐強く私のために耐えられたことで

しょう。（＊勤務中の見張りの兵士が少しでも眠ると義

務怠慢で銃殺刑にされる）

私にはほんとに優しい、すばら

しい母がいました。数年前に急に

重病になったのです。医者はその

痛みは彼女の命をとるだろうと言

いました。まもなく非常に激しい

苦痛が起こり、4日間も続きました。

一秒も休むことがなかったのです。

あまりにもその苦痛が激しかったとき、息も絶え絶え

に言いました。「祈って ･･･｣ と。私たちは祈りました。

しかし楽になることはありませんでした。父と姉と私

は知っている限りのことをやりました。医者も看護婦

も、近所の人たちも最善を尽くしてくれました。これ

らすべてのことをやったにもかかわらず、拷問はだん
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だんと激しくなってきました。優しい母の顔は苦痛の

ゆえに、すっかりやつれてしまい、私の母とは思えな

いほどでした。終わりが近づくにつれ、私のため息的

な祈りは「おお、神よ、どうぞ母を死なせてください！」

ということでした。それにもかかわらず、その間中、ずっ

とみ言葉と接触し、癒すことのできるお方の臨在を知

り感じることができました。わたしたちが彼女を愛す

る以上に主は母を愛しておられました。それなのにな

ぜ、なぜ、こんなにも母を苦しませるのですか。

今になって、部分的ながら、なぜか知っています。

それは私に対する神の愛のゆえであったと思っていま

す。私は十字架の意味を少しでも学ばねばなりません。

あなたのお母さんが苦しまれたならば、ある程度の苦

しみが私にあるでしょう。しかし、十字架の苦しみを

私に理解させてくれるのは、私の尊い母でなければな

りませんでした。（優しいお母さん、私がこの教訓さえ

学んだら、あなたはあの激痛の中ではらった価が大き

すぎたとは思われないでしょうね）

おお、友らよ、わたしたちの最愛なる友が、なおも

十字架にかかっておられるのです。いいえ、そうでは

ありません。木の十字架ではありません。いいえ、そ
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うではありません。その十字架が彼を殺したのではな

いのです。ゲッセマネに私と一緒に来てください。静

かに歩み寄ってください。靴を脱いで静かに！こここ

そ聖なる地なのです。見てください！神のみ子が冷た

い地に顔を伏しておられるのを！覚えてください！ま

だ主は鞭で打たれていないのです。それではなぜ、彼

のすべての激しい苦痛の静脈から血がにじみ出ている

のでしょう？主の髪の毛は血にもつれています。彼の

弟子たちが主とは思えないほどに、彼の優しい顔は傷

ついています。何たることでしょう？

おお、主は私の十字架を負っているのです！天父は

ご自分のひとり子からそのご臨在を取り去られたので

す！神は主の死ぬような苦しみから顔を背けられたの

です。私に微笑を与えるために！おお、わが主よ、こ

れほどの愛に応答できないほどに私の心は花こう岩の

ようになってしまったのでしょうか？

ある人はこの描写はオーバーな表現だと思われるで

しょう。しかし、違います。この半分のことを伝える

のに永遠はあまりにも短すぎます！

「われわれは十字架の周りに集まらなければならな
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い。キリストとその十字架は瞑想と会話と、またわれ

われの最高の喜ばしい感情のテーマでなければならな

い」。

「毎日、われわれはキリストの一生について瞑想す

る時間を持つがよい。馬小屋からカルバリーに至るま

で」。

｢ 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

を心に思いめぐらすとき、キリ

ストに対するわれわれの信頼は

もっと堅固になり、われわれの

愛は目覚めさせられ、われわれ

はもっと深くキリストの精神を

吹き込まれるのである」。

「もし最後に救われたければ、われわれは十字架の

もとで悔い改め、心砕かれることについて教訓を学ば
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ねばならない」。

あなたは言うでしょう。「これが人生の意義です

か？」と。ハイ、そうです。お母さんたちを造られた

方は、この世の罪と痛みと恥の十字架にかかっておら

れるのです。そう思うのは「わずかの人」です。「わず

かの人」しかそれを理解しません。しかし、それでも、

それは本当にそうなのです。

十字架は罪が生じて以来、始まった痛み、また罪が

やまなければ終わらない神の痛みをわれわれの鈍い感

覚に啓示するものなのです。

あなたはどこで痛みを感じるでしょう？足が傷つ

くとどこにほんとの痛みはありますか？頭です！心で

す！イエスは人類の「頭」であり「心 ｣ です。この世

の悲哀の一つ一つはみな彼に届くのです。彼はすべて

の熱に冒された患者の

苦痛をすみやかに感じ

られるのです。われわ

れのすべての罪の恥は

彼の優しい、柔らかい

心に重くのしかかるの
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です。聖書はすべてこの一つの物語、キリストとその

十字架を語っているのです。死につつある子羊！死ん

でしまった子羊ではありません。私の母は 4 日間死に

つつありました。アダムが子羊を殺したとき、死ぬの

にたった数分しかかからなかったのです。そして痛み

は終わったのです。神の子羊は 6 千年も死の苦しみを

続けてきたのです！最初の殺人現場に来てください。

見てください。兄が弟を殺したのです。アダムとエバ

の恥と悲しみはどうでしょう！

去った世界大戦で何百万の兄弟が殺されたのです。

その母、兄弟、妻たちの悲しみはどれほどのものだっ

たでしょう。イエスと天父はこの悲しい世界の、苦悶

と痛みを感じとられるのです。「われわれはこのことを

考えようともしない」。それはあまりにも「ひどすぎる」

のです。しかしそれは真実です。われわれがそれに終

止符を打って助けてあげるまで、その苦痛を感じられ

るのです。それだから十字架の周りに集まろうではあ

りませんか。それ以外に何か誇るものがあるでしょう

か。一つの罪の恐ろしいほどの価をわれわれが幾分か

知るまでは、われわれは罪を冒すことに終止符を打ち、

さよならできないのです。
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全聖書の中心は聖所です。聖所の中心は至聖所の神

の律法です。律法の中心は安息日です。安息日の中心

はイエス様です。創造主、あがない主、神の子羊です！

天の聖所の奉仕は過去になされただけではありませ

ん。それは現実に今なされているのです。それは「し

るし」あるいは最もらしく見える ｢ 影 ｣ ではありませ

ん。主は ｢いつまでも ｣｢祭司 ｣なのです（ヘブル 7:3）。

そして痛み続けておられるのです。神の子羊はほふら

れ、死につつあるのです。

ヨハネは天の光景の中心にほふられたと見える子羊
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なる主を見たのです ( 黙示録 5:6)。天の聖所の型であ

る、地上の昔の聖所の勉強が必要なのは、私たちがほ

んとの天の計画との関係を理解できるためなのです。

型において、人が神の律法を犯したとき、彼は子羊

かあるいは他の清い犠牲を持ってこなければなりませ

んでした。その子羊に手をおいて彼は自分の罪を告白

しました。今度は子羊が有罪となり、罪人自信が身代

わりの子羊を殺し、その血を流すのでした。翌日、彼

が同じ罪を犯した場合、彼はまた新しい子羊をつれて

こなければなりませんでした。最初の子羊は死んだの

で、もう一度苦しむことはできませんでした。個々の

罪はその供え物を各々必要としたのでした。人がその

罪を犯すことを止めるなら、群れ（犠牲の動物）は助

かるでしょう。しかし、天の奉仕においては、神が子

羊を備えられ、そしてたった一匹の子羊しかいないの

です。ですから彼は私共が罪を犯す度ごとに新たに血

を流すことになるのです。そうです。しかも全世界の

ためにです！しかも一人一人の、一つ一つの罪の為に

です！信じられますか？しかし本当なのです！

大海に出てみてください。あなたが運べるほどの一

番大きいバケツを持って行き、海水をいっぱい満たし
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てください。あとどれほど大海に残っていますか？全

部残っています。私どもの小さな頭で神様を計ってみ

てください。私どもは小さな世界の大海さえ、計るこ

とができません。あなたはあまりにも大きな創造主、

あがない主の愛や、知恵や、悲しみを計り得るとでも

思うのですか？しかし、たとい私の小さなバケツに運

ぶことはできなくても、大海はそこにあるのです。神

であり、人であるイエスは天の宮におられ、私のため

に傷ついたみ手をさし上げておられるのです。あるも

のはフラッシュで写真におさめるものもありますが、

あるものは長く露出時間を要します。私どもは主のみ

像に変えられるまで神の子羊を仰がねばなりません。

主が罪を憎まれるように、私どもも罪を憎むようにな

れるまで。そして主が罪人を愛されるように私どもの

心も主の心となるまでです。

鉄道事故で、技師の足がめちゃめちゃになってい

ました。沸騰した湯で足をやけどしたのです。乗務員

の一人に助けを求めました。呼ばれた友は「もう一人

も大変な状態だ。君を助けると彼を殺すことになる。

ちょっと待ってくれ」。「わかった、だけど早くしてく
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れよ、頼むぞ！」。

おお、愛する友よ、イエスを助けるために急ごうで

はありませんか！そして早く世に伝えようではありま

せんか。わたしたちののろい動きが彼の耐えがたい痛

みを長引かせていることを考える人は少ない。ああ、

友らよ、何と慈しみ深い友が私どもに与えられている

ことでしょう！主が待ち苦しんでいる間、まるでいつ

もと変わらないときであるかのように、私どもは食べ

たり、飲んだり、寝たり、遊んだりしているのです。

人生はピクニックではありません。地上を王の栄光で

みたそうではありませんか！

主の友らよ、みな奮い

立って、このみじめな世

の悲惨を止めようではあ

りませんか。そして永遠

に聖所を清めていただこ

うではありませんか。そ

うするとき、私共は永遠

にわたって主の誉れを称

えるでしょう。





もっと詳しく研究なさりたい方のために．．．
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